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「今は昔…… （今となっては昔の話ですが）」と，NTT武蔵野 R&Dセンタ内にある「NTT技術資料館」に

足を運び，40年前の実物を見ながら通信技術の変遷を振り返ってみました．1970 年代といえば高度成長時

代の真っ只中，約 6,400 万人の来場者があった日本万国博覧会（通称：大阪万博）はその時代の最先端技術

を映し出す象徴的なイベントでした．その大阪万博の電気通信館には約 65万人が訪れ，当時の最新技術を集

めて実演した未来の電話「ワイヤレステレフォン」が人気だったそうです．モニタの結果では，「人差し指で

はなく親指で押す傾向が強く」，のちの携帯電話開発にその知見が生かされました（http://www.hct.ecl.ntt.

co.jp/digitalarchives/03.html）．当時の通信技術を牽引していた研究者・技術者が，無線技術が溢れる今（2013

年）の暮らしぶりを予測できていたかと，想い巡らすのも面白いものですね．

本誌前々号のB-Plus 23 号では，小特集「モバイル社会の未来」を紹介しています．今回は，通信用途に限

定せず，社会を変革すると期待される無線技術に範囲を拡大し，「無線技術でスマートな社会を実現する」と

題して，無線技術が将来の社会を変革していく様を想い描くことを企画しました．

さて，「スマートな社会を実現する」とは何のことでしょう？  

「エコで，快適で，人が活力あふれる暮らしをしている社会」とでもいいましょうか．そんな社会を実現す

る ICTの中で，無線技術が中核的な役割を担っていることは確かでしょう．しかし，具体的なイメージはな

かなか表現し難いですね．これから想い描き，我々が実現していく社会なのですから，当然かもしれません．

そこで，現在，最先端の無線技術やその応用技術で御活躍の皆様に，それぞれの立場から「スマートな社会の

将来像や核となる無線技術」を想い描いて執筆頂くこととしました． 

本小特集では，まず，ICTを積極的に活用していく施策と無線技術の役割，位置付けを紹介します．次に，

無線技術による電力伝送が将来の社会をどのように変えていくかを，未来の交通網等を例に想像してみたいと

思います．更に，今現在考えられている具体的な実例に目を転じ，医療関連への応用，無線 LAN使用上の対策，

災害対策時の無線技術について紹介します．

この小特集のタイトルに引かれて本誌を手に取って頂いた読者の皆様には，是非，お願いしたいことがありま

す．40年後とはいいませんが，10年後 20年後，この記事を思い出して頂き，ここに描かれている内容が，“現

在”（発刊時から見れば将来）を映し出しているか確かめて頂きたいのです．現代の若手研究者・開発者の方々が，

本小特集記事にドライブされて，新技術を世に出し，社会（我々の暮らしぶり）を変えていることを期待します．

最後に，御執筆頂きました著者の皆様，査読・校閲で有益なコメントを頂きました皆様，小特集に御協力頂

きました皆様に，この場を借りてお礼申し上げます．

小特集の発行にあたって

無線技術でスマートな社会を実現する

編集チームリーダ 　泉田　史
Hisashi Izumita
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1 はじめに

社会経済のあらゆる場面において，知識や情報の流
通・共有・活用・蓄積が新たな価値を生み出す「知識情
報社会」の構築がグローバルに進展しつつある中，総務
省は 2020 年頃を視野に入れて，今後，政府が重点的に
取り組むべき情報通信政策の方向性を示す「知識情報社
会の実現に向けた情報通信政策の在り方」について，情
報通信審議会に諮問（平成 23年 2月 10日付け諮問第
17号）しました．これに対して，技術とビジネスの総
合的な観点から検討が重ねられ，平成 24年 7月，総務
省は情報通信審議会から答申を受けました （1）．
本稿では，答申で示されている「Active JapanICT」

戦略及び，その一部である「アクティブコミュニケーショ
ン戦略」と関わりの深い電波の利用の進展について紹介
します．

2 「Active JapanICT」戦略

（1）現状認識，最近の動向
我が国は少子高齢化やエネルギー問題をはじめとす

る多くの社会的課題を抱えていますが，それらの多くは
解決されないまま山積しており，将来を考えると危機的
な状況です．中でも少子高齢化はとりわけ深刻な問題と
なっています．高齢化率は 23％を超え世界で最も高い
水準となっている上，出生率が低いことから今後も若年
人口及び生産年齢人口が減少し続けることが予想されて
おり，2030 年には高齢化率が約 30％まで増加すると
推計されています （2）．生産年齢人口が減少すると労働力
を国内で調達することが難しくなるため，不足を補うた
めに生産拠点を海外に移転する企業が増えて，結果とし
て国内産業の空洞化につながります．財政の観点からも

国内産業空洞化により税収が減少する一方で，高齢者増
加により社会保障費は増加することが予想されており，
財政赤字額の大幅な増加が懸念されます．政府が歳出削
減や税制改革を進める過程で国民の負担が増える可能性
も否定できません．そのほかには，エネルギー問題への
対応も重要な課題の一つです．東日本大震災の影響に
よって電力不足の問題が発生する一方で，世界における
エネルギー需要は 2007 年から 2030 年までで 1.4 倍に
なると予想されています （3）．エネルギー供給に必要な資
源の枯渇・不足が懸念される中で，省エネルギー化を進
めるとともに地球温暖化対策などの地球環境との共生も
考えていかなければなりません．
また，経済面でも我が国は非常に厳しい状況に置かれ
ています．我が国は高度経済成長期の 1968年に西ドイ
ツ（当時）をGDPで抜いて以来 40年以上にわたって
世界第 2 位の経済大国の座を維持してきましたが，
2010 年に急速に経済成長し続けている中国に抜かれ世
界第 3位に転落しました （4）．ICT 分野における国際競
争力についてもWEF（世界経済フォーラム）のランキ
ングで 18位であり，シンガポール（2位），台湾（11位），
韓国（12位）と比べて低い順位になっている上，過去
10年間の推移をみても 20位前後で低迷し続けている
状況です （5）．それから，世界市場における日本の ICT
機器のシェアも低下しています．例えば，携帯電話，ノー
ト PC，テレビの輸出額は僅少で，その上低落傾向にあ
ります．世界的にスマートフォン市場が急成長する中，
各地域で米国や中国，韓国，台湾系の企業が大きく成長
している一方で，我が国の企業はそれらの企業に圧倒さ
れています （6）．

（2）今後の ICT政策の基本理念
これまでの ICT 分野では，ネットワークの高速化 /
大容量化や端末機器の高度化，アプリケーション・サー

アクティブな日本を実現する
ICT戦略と電波利用の進展
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ビス開発などをそれぞれ独立して進めたり，サービス化
する段階になってから社会への適用について検討を行っ
たりする傾向がありました．日本は世界最高水準のイン
フラが整備されているにもかかわらず，国内のみで ICT
サービスが進化する「ガラパゴス化」の状態になり，ア
プリケーションやサービスの分野では海外勢が躍進しま
した．こうした状況を生み出した原因は「利用者起点」
と「グローバル」という視点の欠如にあると考えられま
す．「利用者起点」については，インフラや端末の高度
化とサービス提供を切り離して考えるのではなく，利用
者を意識しつつインフラとサービスを一体的に捉えて
ICTの実社会への具体的な適用方法を検討することが重
要です．「グローバル」については，先行するグローバ
ル動向に追随するような受け身のグローバル展開から研
究開発等の海外戦略を当初から推進する積極的なグロー
バル展開に転換する必要があります．これからの ICT
は単なる研究開発で終わるのではなく，これらの視点を
踏まえて社会実装に結びつけていくことが重要です．
我が国は数多くの深刻な社会的・経済的な課題を抱え

ている言わば「崖っぷち」の状況ですが，同様の問題は
将来的にアジアをはじめとする多くの諸外国でも発生す
ることが予想されています．我が国としてはこの状況を
好機と捉え，ICTを活用した課題解決モデルを構築し，
海外に向けて展開することで国際競争力強化を図ってい
くことが重要です．また，増え続ける情報資源をビジネ
スなどで活用していける情報通信産業を構築していくこ
とが求められています．このような考え方の下，答申で
は，ICTの分野において利用者起点でのインフラとサー
ビスの一体的な社会実装，グローバル化を積極的に行う
ことが重要とされ，情報資源を利活用した国際競争力あ
るアクティブな日本（「Active JapanICT」）実現の必要
性が示されました （7）．なお，「Active」は，現在の我が
国が抱える閉塞感を打破し，日本を元気にしていく意味
において有効であるとの共通認識に基づいて考え出され
たキーワードです．「Active JapanICT」は数学的にも英
語的にも存在しない表現ですが，ICTによって社会や個
人を活性化することで，何層倍もの力を発揮する日本を
実現し，危機的な我が国の状況を抜け出して，日本を元
気にする必要があるとの思いが込められています．

（3）戦略概要
① 「Active JapanICT」実現に向けた五つの戦略
我が国が様々な課題を解決し「崖っぷち」から脱出す

るために，上記の基本理念に基づいて，「知識情報社会」
の実現に向けた情報通信政策における総合戦略として，

答申において示されたのが「Active JapanICT」戦略です．
当該戦略の検討にあたり，早急に解決するべき五つの重
点領域が抽出され （8），それらの重点領域に対応する方策
が五つの個別戦略（図 1）として示されました （9）．本項
では個別戦略それぞれの概要を説明します．
一つめはアクティブで快適な暮らしの実現を図る「ア
クティブライフ戦略」です．世界的に高齢化が進展し，
特に日本の高齢化率は 2030 年に 30％に達することか
ら，高齢者でも住みやすい安心・安全な社会構築が必要
です．そこで，高齢者等でも気軽に安心して高度な ICT
を利活用し，いつでもどこでも気軽に行けるモビリティ
の確保等により，雇用確保，絆の強化等を実現するとと
もに，全てのサービスがワンアクションで利用できる環
境を実現します．
二つめはビッグデータの利活用による社会・経済成長
の実現を図る「アクティブデータ戦略」です．昨今，急
速なインターネットの進展等により，インターネットト
ラヒックが増え続けていることに加え，あらゆる場所へ
のセンサの設置やM2M（Machine-to-Machine）の拡
大などが期待されており，流通するデータ量も爆発的に
増大していくと見込まれています．こうした機会を捉え，
多種多量のデータを通信の秘密や個人情報等に配慮しつ
つ，リアルタイムに収集・伝送・解析等利活用して諸課
題の解決に寄与するとともに，数十兆円規模の新たな
データ利活用ビジネス・市場を創出し，ユーザに合わせ
た最適なサービス提供が可能な基盤を構築します．
三つめはリッチコンテンツの享受を図る「リッチコン
テンツ戦略」です．スマートテレビ本体，有料VOD
（Video on Demand）ともに将来的な市場規模予測は
右肩上がりとなっており，日本発のスマートテレビに
メーカーも次期製品として期待をかけています．また，
日本の映像技術力等を活かした高精細，高臨場感な次世
代のテレビ，サービスによる国際競争力向上も必要です．
家庭やオフィスの様々なデバイスが連携し，いつでもど
こでも誰でもが好きな端末で，リッチコンテンツ /アプ
リケーションを制作・利活用できる，グローバルなコン
テンツ流通による映像新ビジネスが創出される環境作り
を目指します．
四つめは堅牢・柔軟な ICTインフラの構築を図る「ア
クティブコミュニケーション戦略」です．平時は消費電
力削減などに寄与し，震災直後の停電や輻輳等にも柔軟
に対応する震災に強い通信インフラ・サービスが求めら
れています．日本の強みであるワイヤレス技術等を活か
した，災害時でも途切れることない，復活しやすい最適
なコミュニケーションは ICTが最も重視すべき点であ
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ることを念頭におき，TPOやメディアを気にせずに自
由にコミュニケーション可能で，災害時でも壊れない /
復活しやすい，有線無線一体の世界最先端のブロードバ
ンド環境を実現します．
五つめは世界最高水準のセキュリティの実現を図る

「安心・安全 /高信頼 ICT戦略」です．今後，通信にお
ける情報漏洩，サイバー攻撃，スパム，フィッシング，
クラッキング等ネットワークセキュリティ上の脅威がま
すます増大することから，安全でセキュアな情報へのア
クセス提供に対し大きな付加価値が生まれることになり
ます．そうした状況を踏まえ，本戦略は新たな技術・サー
ビスに適応し，サイバー攻撃等にも影響を受けない，誰
もが安心・安全に社会 /経済活動を営める世界最高水準
の利用環境及びサイバーセキュリティ環境の実現を目指
します．
② 「Active JapanICT」実現に向けた五つのHow
戦略自体と同様に大切なのは戦略が絵に描いた餅に

ならないように着実に実行することであり，そのために
は戦略を展開するための仕組み作りが必要になってきま
す．「Active JapanICT」戦略においては，ICTの社会実
装によって，社会課題の解決や新産業創出といったイノ
ベーション創出を目指すという観点で，五つの個別戦略
を有機的に連携させ，総合的なパッケージ政策として推

進するための ICT展開スキームの創設が必要であると
述べられています （10）．同スキームはグローバルな制度
間競争 /協調を念頭に置き，関連する規制・習慣・社会
的制度等への対応や配慮も含めて検討され，図 2に示
す五つの展開方策で構成されています．ここでは，それ
ぞれの方策が示された背景を説明します．
● ICT総合戦略の効果的実施に向けた推進体制の整備
戦略の実行過程について，従来は各府省における政策

評価の実施や政策評価結果の予算要求等への反映などを
担うために評価委員会等が設けられ，施策の評価を行っ
てきました．しかし，「Active JapanICT」戦略の推進に
当たっては，こうした個々の施策の評価視点に加えて，
重点領域間や技術開発と社会実装の連動の視点が重要に
なります．そのため，課題や分野間の連携の状況をPlan
（計画），Do（実施），Check（効果測定），Action（改善）
という観点で管理するPDCAサイクルを運用しながら全
体の方向付けを行う新しい体制を整備し，ICTの社会へ
の実装を効果的に推進することが答申で提言されました．
● イノベーションを創出する総合的な ICT政策の展開
研究開発公募においては，従来，国が研究開発内容や
スケジュールの詳細をあらかじめ設定し，それに合わせ
て事業者等から提案を受け付ける形式になっていまし
た．しかし，そうしたやり方では急激に変化する ICT

図1　「Active JapanICT」実現に向けた五つの戦略
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環境や技術に柔軟に対応することが困難で，イノベー
ションが創出され辛いという問題がありました．今後は
競争的研究資金による研究開発を強化し，選考担当者を
アカデミアや産業界等の先鋭的な知識を有する第一人者
個人に委ねる等，具体的施策を実践し，自由な発想を持っ
た新たなプレイヤーが積極的に参画できる仕組みの整備
を行うことが重要であると示されました．
●  技術開発・社会実装と連動した新たな ICTプロジェ
クトの推進
研究開発を行った際に，迅速に事業化に結びつけられ

ない状況が長く続いたことが国際競争力の低下を引き起
こしたという反省から，この方策は検討されました．前
出の推進体制によるプロジェクトの選択と集中，研究開
発の評価基準において「社会展開・社会実装性」に対す
る相応の重み付け等を行うことで研究開発と社会実装の
結び付きを一層強化したプロジェクトを推進していくこ
との重要性が答申で述べられました．
●  アクティブ・グローバル型人材育成
目まぐるしく変化するグローバル動向を的確に把握

し，我が国の国際競争力を向上させるためには，技術開
発の成果を迅速にビジネスモデルの確立につなげたり，
積極的に海外市場への進出を図ったりすることができ
る，総合的な視点を持つ人材が必要という考えからこの

方策は検討されました．人材の多様性や流動性を重視し
つつ，グローバルな観点でリーダーシップを持って技術
とビジネスを統合する役割を担う人材育成や，優秀な人
材やアイデアができるだけ埋没しないよう，ビジネス
チャンス等の機会が得られやすい環境整備を図るべきと
されました．
●  グローバル展開方策
日本企業はグローバル展開を行う過程において，国内
で事業化を行い一定の成果を出した後での海外展開戦略
を検討・実行するという方法を多く採用してきた結果，
ガラパゴス化を引き起こし，変化が速いグローバル競争
から乗り遅れました．こうした過去の経験を踏まえ，多
様化するグローバルな経済圏への対応を適切かつ迅速に
行う必要があることから，本方策を羅針盤として，ター
ゲットとする国・地域毎の戦略検討や，グローバル化を
当初から見据えた研究開発の展開，国際共同実証の実施
等，官民一体で我が国の ICTシステムを海外展開する
ことが強調されました．
今回の「Active JapanICT」戦略の検討に当たっては，
2020 年頃の目指すべき姿を念頭において議論が行われ
ました．そして，危機的な現状から脱するためには「利
用者起点」と「グローバル」の視点が重要との認識が強
く共有され，その共通認識に基づき，五つの具体的戦略

図2　「Active JapanICT」実現に向けた五つのHow
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と推進に向けての考え方が打ち出されました．総務省と
しては，こうした理念，戦略，推進方策をしっかりと受
け止め，ICTによって個人・社会が活性化され，何層倍
もの力を発揮する日本を実現したいと考えています．

3 電波利用の将来イメージ

（1）電波利用分野の進展
次に，本小特集「無線技術でスマートな社会を実現す

る」と密接に関係する電波利用の動向について紹介しま
す．電波は電磁波の一種で，「見えない」，「光速で飛ぶ」，
「直進・反射・回折する」，「干渉する（強め合う，弱め
合う）」という物理的特徴を持つものです．このため，
音声などの情報を伝達するなどの便利な利用が可能とな
りますが，利用者が勝手に使い始めると混乱するため，
国際的にも国内的にも一定のルールの下で利用されてい
ます．
小難しい話はさておき，今後の電波利用がどのように

なるのか，それによって世の中がどう変わるのかについ
て，約 3年前に総務省が開催した研究会の報告書 （11）か
ら，幾つか取り上げたいと思います（2010 年代の電波
利用の姿をイメージしたものですが，2013 年になった
今日，既に一部のものは現実に近付いていることが分か
ります）．
無線システムがより高度なワイヤレスネットワーク

へと成長・発展していく上で，電波利用の進展は，「ブロー
ドバンド化がもたらすもの」と「無線システムの多様化
がもたらすもの」という概念的に大きな二つの方向性に
分けることが適当です．
ブロードバンド化がもたらす電波利用の進展の方向

性とは，単に高速・大容量の通信が可能となることだけ
ではありません．無線ネットワークのブロードバンド化
により，有線・無線を問わず，単一の情報空間上でソフ
トウェア，データベース，プラットホーム等の多様なサー
ビスが提供され，かつこれらのサービスが高度に発展す
ると想定されます．つまり，有線ネットワークと無線ネッ
トワークが融合することにより，グローバルな巨大ネッ
トワークを構成し，このネットワーク内で完結する情報
空間が高度に成長・発展し，サービスを提供するという
ものです．
一方で，無線システムの多様化がもたらす電波利用の

進展の方向性とは，無線システムが，人々の生活や社会
活動に浸透し密着することにより，関連する端末，ネッ
トワーク，プラットホーム，ソリューションを含めた全

体が，成長・発展する方向性です．つまり，ネットワー
クが，多種多様な端末を介して現実世界に浸透し，サー
ビスを提供するというものです．

（2）2010年代の電波利用のイメージ
2010 年代に電波利用によって実現されるであろう象
徴的な事例を，「なくなる」という観点から次のとおり
紹介しています．
①  通信エリア外がなくなる：ワイヤレス通信環境の
整備により，屋内・屋外，中山間地域等を問わず「通
信エリア外がなくなる」．

②  リビングから配線がなくなる：コードのない家電
やボタン形無線機を貼るだけでネットワークに繋
がる家電，ワイヤレス電源供給によって，「リビン
グから配線がなくなる」．

③  振り込め詐欺がなくなる：高齢者がATM に近付
くと，親しい身内の人に状況を知らせてくれるた
め，「振り込め詐欺がなくなる」．

④  交通事故がなくなる：ぶつからない車や対向車か
らの情報の事前入手等による余裕を持った運転に
よって，「交通事故がなくなる」．

⑤  予期せぬ災害被害がなくなる：災害対応ロボット
の活躍やセンサネットワークのデータ活用による
災害の被害の予測とそれを踏まえた適切な対処に
よって，「予期せぬ災害被害がなくなる」．

⑥  病気のつらい診断がなくなる：いつでもセンサに
よって検診や，ナノロボットにより体内の様子を
観察しながら診察できるため，「病気のつらい診察
がなくなる」．

⑦  お父さんお母さんの苦労がなくなる：遊園地に行っ
てもセンサで子供を追跡しながら自動でビデオカ
メラ撮影してくれ，また，子供が迷子になっても
居場所を音声ガイドで知らせてくれるため，「お父
さん，お母さんの苦労がなくなる」．

⑧  食品偽装がなくなる：ジャガイモに貼付された電
子タグの読み取りを通して，生産者が産地情報や
収穫日，育成情報を教えてくれるため，「食品偽装
がなくなる」．

⑨  無駄なCO2排出がなくなる：どこにいてもネット
ワークで会議に参加でき，出張や移動に伴うエネ
ルギーを低減化できるとともに，ワイヤレス電子
ペーパーの利用によって紙の使用がなくなるため，
「無駄なCO2 排出がなくなる」．
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4 電波有効利用の促進に向けて

前章では，数年前に描いた 2010 年代の電波利用イ
メージを簡単に紹介しましたが，スマートフォンやタブ
レット端末の急速な普及などによってこの近年電波利用
がより一層進展し，電波をより有効利用するための諸課
題や具体的方策について検討する必要が出てきました．
本章では，このために総務省が平成 24年に開催した

「電波有効利用の促進に関する検討会」について紹介し
ます．

（1）検討の背景
スマートフォン等の普及による移動通信トラヒック

の急増や，ロボット掃除機など無線機能が内蔵される家
電製品，ビッグデータを扱うM2Mの無線システム，ス
マートインフラとしてのワイヤレス給電システムなど，
図 3に示すような新たな電波利用システムの導入に向
けた対応として，スピード感のある周波数の確保や制度
整備が求められています．
また，これらのシステムや電子機器等による不要電波

から電波環境を保護することや電波利用の現状や電波に
関係する国の取り組みを国民に分かりやすく説明するた
め，電波の見える化や電波リテラシーの向上等が重要と
なっています．
更に，東日本大震災等の大規模災害時における避難，

復旧活動等を通じ，社会インフラとしての無線システム
の重要性・有効性が再認識され，災害に強い通信・放送

インフラの整備が必要とされています．
同時に，電波の更なる有効利用を実現するための技術
等の開発，その成果の普及等にいち早く取り組み，日本
の産業イノベーションを加速する必要があります．また，
無線モジュールを搭載した自動車やスマートフォン等の
製造拠点や流通のグローバリゼーションが一般化する
中，電波利用の国際的調和を図りつつ，新たな電波利用
技術・システムの国際標準化及び国際展開を戦略的に果
たしていく必要があります．
このような電波利用を巡る環境の変化等を踏まえ，総
務省では，電波の有効利用をより一層促進する観点から，
新しい技術の活用やそれに対応した制度の見直し等につ
いて，平成 24年 4月より「電波有効利用の促進に関す
る検討会」（座長：土居範久　中央大学研究開発機構教授）
を開催して検討を重ね，同年 12月に報告書を取りまと
めました （12）．本章では，報告書の主だった内容を紹介
します．

（2）主な検討課題
① 電波有効利用技術の活用
電波の有効利用を一層推進する観点から，今後は，セ

ンサネットワーク，M2M，テラヘルツ帯デバイス，無人
無線航行関連技術など，新たなニーズに対応した無線技
術をタイムリーに実現するとともに，電波利用環境を保
護するための技術についての開発をより一層推進するた
め，国際標準化，国際展開も含め，成果の実用化に向け
た各段階の取り組みの充実・強化を図ることが必要です．

図3　新たな電波利用システムの登場
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② モジュール化の進展への対応
無線設備のモジュール化やチップ化の進展に伴い，ロ

ボット掃除機など従来は想定されなかった機器・設備等
の一部として無線機能が組み込まれ，利用者が意識しな
いところでM2M通信が行われるようになっています．
無線モジュールは，一般に，表示装置や電源等を有し

ない無線設備ですが，様々な機能の組み合わせや構成の
違い等があり，無線設備としての厳密な範囲の特定は困
難な場合も多いです．このため，無線モジュールの技術
基準適合性の確認に当たっては，無線設備としての機能
に着目しつつ，無線モジュールを含む筐体全体としての
技術基準適合性の確認の実施手法について検討を行う必
要があります．
③  ソフトウェア無線技術による製品出荷後の新たな無
線機能の追加
現状では，無線局の開設後に無線設備を変更する場合

は無線設備の「変更申請」（届出）が必要となります．
他方，出荷された後の無線設備に，ソフトウェアの変更
により新たに別の無線規格を付加し，無線設備を変更す
ることは想定されていなかったため，そのような変更に
対する認証が有効かどうかの基準及び必要な手続きが明
確となっていません．
ソフトウェア無線技術等は，無線設備のモジュール

化，更には，将来的な機能向上に対応した技術でもあり，
モジュール化の更なる進展状況や各国動向等も踏まえつ
つ，今後必要に応じ，無線設備に関する基準認証制
度 （13）の適用範囲等について検討していくべきです．

5 おわりに

本稿では，2020 年頃の目指すべき社会像を念頭に置
きつつ議論が行われた「Active JapanICT」戦略及び，
その一部である「アクティブコミュニケーション戦略」
と関わりの深い電波の利用の進展について紹介しまし
た．ICT産業は我が国の国内生産の約 1割を占める成
長のエンジンであり （14），あらゆる領域に活用される万
能ツールとして，成長戦略と課題解決の要の位置にあり
ます．本稿で述べた電波利用をはじめとする ICT戦略
を積極的に進めることにより，イノベーションの創出と
国際競争力の確保・強化を図ることこそ我が国の進むべ
き方向性ではないでしょうか．
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1 まえがき
2007 年のマサチューセッツ工科大学（MIT）による

磁界共振方式によるワイヤレス電力伝送技術の論文発
表 （1）をきっかけとして，ワイヤレス電力伝送に関する
研究開発が活発に行われ，いよいよ本格的な実用化が見
えてきた （2）．しかし，ワイヤレスによる電力伝送に関す
る研究は，今から 100 年以上前の 1880 年代にNicola 
Tesla （3）， （4）により始められており，その歴史は長い．
言い換えると，ワイヤレス電力伝送に対する積年の夢が
やっと実現する時代になったといえる．
現代は，身の回りにあるほとんどの物が電気で動作す

るものである．テレビ，パソコン，携帯電話，冷蔵庫，
エアコン，洗濯機，照明器具など，家の中だけでも数え
切れない．通勤・通学途中では，駅の券売機や自動改札，
電車や電気自動車，銀行ATM，お店のレジ，お年寄り
の乗っている電動カートなど，これもまた数え切れない．
当然，一般の人があまりお目にかからない工場など産業
インフラなどにもたくさん電気で動作する機器・装置が
ある．このような機器は，現状，電源ケーブルにより電
力を給電してもらいながら利用するか，若しくは電源
ケーブルを接続して充電するものであり，私たちはそれ
が当然だと思って利用している．しかし，このような電
気機器の全てから電源ケーブルがなくなったらどうなる
だろうか？  単に便利になるという以外に，社会生活を
一変させるようなインパクトがあるかもしれない．
本稿では，ワイヤレス電力伝送技術の進展や適用分野

の広がりについて議論し，将来の社会を変えていく可能
性について考えていきたい．特に技術のシーズ（Seeds）
の視点からの将来の可能性，予想される未来社会からの
ニーズ（Needs）の視点からの将来のアプリケーション
をポイントに議論していく．

2 磁界共振方式のワイヤレス電力伝送技術
技術の発展性を考える準備として，ワイヤレス電力伝

送技術について説明する．数式は出てくるが，できるだ
け分かりやすく記述するので，お付き合い願いたい．

ここでは，最近最も注目されている磁界共振方式のワ
イヤレス電力伝送技術の概要について説明する．この方
式は，「磁気共鳴方式」など，「磁界」の代わりに「磁気」
や「磁場」，「共振」の代わりに「共鳴」という語句を用い
る場合があるが，ここでは「磁界共振」と呼ぶことにする．
なお，医療診断装置であるMRIで用いられている核磁気
共鳴とは異なる現象であるので，注意する必要がある．
図1にMITによる磁界共振方式のワイヤレス電力伝
送システムの構成を示す．コイルによって構成される磁
気共振器が送電側と受電側にあり，送電側磁気共振器に
より発生した磁界（磁束）が受電側共振器に結合するこ
とで電力が伝達される．ここで，コイルが共振器となる
理由は，その線状導体素子の長さによりインダクタンス
（L）が形成され，コイルの導体素子間で発生する容量に
よりキャパシタ（C）が形成される．このため，等価回
路的にLCの直列共振器となっている．このコイルを直
接励振することも可能であるが，50Ω系の測定装置との
整合性等の問題から，MITではループ素子を用いて電磁
界的に結合させることにより励振する方法がとられたと
考えられる．受電側も同様の構成になっている．このルー
プは原理的には不要であるので，最も簡単な構成は図2
に示すものになる．ここでCはコイルの外に出しており，
実際にこのように外付けの容量素子を接続させても同じ
ように動作する．この図では，磁界共振方式のメカニズ
ムについても説明しており，送電コイルに電流を流して
励振することによって磁界が発生し，その磁界を受電コ
イルで取り込むことによりコイルに電流が誘起され，そ
の結果として電力が伝達される．磁界結合により電力が
伝送される原理は，一般的には強い共振を起こさせずに

送電器

励振用ループ励振用ループ
（送電側）

励振用ループ励振用ループ
（受電側）

電力 負荷

磁気共振器磁気共振器
（送電側）

磁気共振器磁気共振器
（受電側）

図1　MITによる磁界共振方式の構成
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利用する電磁誘導方式 （2）と基本的に一緒である．この構
成では，図2にあるように磁界（磁束）を取り込むよう
に受電コイルを配置することがポイントである．そのた
め，例えば，送電と受電のコイルを互いに直交するよう
に配置すると，受電コイルで磁束を取り込むことができ
なくなり，電力は伝達されない．ただし，磁界共振方式
を用いる場合には，コイル間の角度のずれやコイルの軸
のずれなどがある場合にも，共振させていることにより
効率良く電力が伝送できる利点がある．
さて次に，磁界共振方式の動作・性能について理解を

深めるために，ここから少しだけ数式を使った説明を行
う．式の導出など詳細については，文献 （5）を参考に
して頂きたい．図 3には，磁界共鳴方式の等価回路の
構成例を示す．送電，受電側コイルのインダクタンスを
L1， 2 ，抵抗を R1， 2 ，直列接続されるキャパシタンス C1， 2

とおのおの定義する．また，負荷抵抗を RLとする．総
受電コイルの相互インダクタンスをMとすると，総受
電コイル間の結合係数 kは，

　　  （1）　

となる．また，送受電コイルの Q値を次のように定義
する．

　　  （2）　

ここで，コイルの共振角周波数ω 0（= 2 π f，πは円
周率，fは周波数）が送受電コイルで同一になっている
とすると，以下のようになる．

　　  （3）　

このとき，共振角周波数ω 0 において電力伝送効率η
を最大とする条件を求めることができる （5）．その結果

は，負荷 RLが次式で表されるときに最大効率となる．

　　  （4）　

ここで，fmは kQ積と表現できる．

　　  （5）　

結果としての最大電力伝送効率ηは次式のようになる．

　　  （6）　

式（6）から，ワイヤレス電力伝送による電力伝送効
率の最大値は kQ積 fmの関数として表現でき，図 4に示
すような特性になる．

3 磁界共振方式のこれからの研究課題
2 章で説明した数式や図をよく眺めてもらうと，いろ
いろな可能性が見えてくる．その幾つかについて，以下
に紹介する．今後の研究のヒントにして頂ければと思う．

（1） Q値を高くできれば，
電力伝送距離は伸びる

図4の結果から，送受電コイル間の距離が離れても（結
合係数 kが小さくなっても），共振器の Q値を高くでき
れば，高い電力伝送効率が実現できることが分かる．数
式的には，Qを無限大にすれば，伝送距離も無限大にな
る．さて，Q値を高くするにはどうするか？  式（2）
から明らかなように，ω 0 か Lを大きくするか，Rを小
さくすればよい．ただし，式（3）から分かるようにω 0
と Lは反比例の関係にあるので両方同時に大きくはし
にくい．そうなると Rを小さくすればよいことになる．
Rを小さくする方法としては，コイルに導電率の高い金
属（金や銀など）を使うとか，導体を太くする方法が考
えられるが，実際には利用する周波数帯による表皮効果
（金属表面にしか電流が流れない現象）があり，抵抗値
はなかなか低くならない．そこで，一般にはリッツ線（細
線を束ねた導体線）を用いるが，今度は近接する線路間
で同一方向の電流が流れにくい現象（これを近接効果と
呼ぶ）のため，抵抗がやはり低くならない．今後の研究
課題の一つがここにありそうである．

送電側送電側
キャパシタ

受電側受電側
キャパシタ

負荷負荷

磁力線磁力線
送電用コイル 受電用コイル

励振
電流送電器送電器 導導導導誘導誘導誘誘誘導導誘誘導導

電流電流

図2　磁界共振方式の原理
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図3　磁界共振方式の回路構成 図4　kQ 積と最大電力伝送効率の関係



解説　ワイヤレス電力伝送技術が社会を変える 15

小特集 無線技術でスマートな社会を実現する

ところで，Rを小さくすればよいのであれば，超伝導
技術への期待が大きくなる．常温超伝導が実現できれば
申し分ないが，現在使われているような方法でコイルを
冷やしても問題ないといえる．問題ないというのは，コ
イルを例えば液体窒素の中に浸したとしても，磁界結合
には効率低下など大きな影響はないからである．

（2） Q値を高くすることによる
新たな課題

Q値を高くできれば電力伝送距離を伸ばせると述べた
が，実はここに新たな課題が発生する．Q値が高くなる
と動作帯域幅が狭くなる問題がある．つまり，Q値を高く
して電力伝送距離を伸ばそうとするときには，電力伝送
システムの共振周波数と送電機からの伝送周波数を精度
良く一致させる必要がある．ところが，磁界共振方式は
利用条件や周りの環境による影響を受けやすい．例えば，
送受電コイル間距離の変化や位置，角度のずれによる• 
結合係数 kの変化
コイルに近接する物体との間に発生する浮遊容量等• 
による共振周波数の変化
負荷• RLの変化（例えば充電池の場合，充電状態によっ
て抵抗値は違う）
上記のように，結合係数や浮遊容量，負荷の変化により
電気回路として見たときの共振周波数が変化することは，
この分野の技術者にとってよく知られていることである．
このような影響は，特に Q値が高い場合に顕著になる．
このような問題があるため，動的な制御機能を設ける方
法など，共振周波数と電力伝送動作周波数を高い精度で
一致させる方法は今後の研究課題になるといえる．

（3）中継で電力伝送距離が伸びる
電力伝送距離を伸ばす方法として，中継コイルを用い

る方法があり，これはこの分野の研究者にはよく知られ
ている方法である （6）， （7）．一般には，送受電コイル間の
距離が伸びると結合係数 kは小さくなっていくが，送受
電コイルと同一の周波数で共振する中継コイルを間に配
置すれば，送受電コイル間の結合係数 kは大きくなる．

その原理を図 5に示す．コイルを垂直に並べる方法（a）
と水平に並べる方法（b）について示すが，どちらも磁
束がコイルを貫くように結合しているところがポイント
である．磁力線は，常に，コイルにより形成される導体
のループ（言い換えると電流の流れるループ）の面を垂
直に貫くように発生するため，（a）では磁力線が直線
状になり，（b）では波打つような形になる．この例では，
コイルの向きが全て一緒であるが，前にも述べたように，
コイルの向きが多少違っていても問題ない．また，中継
コイルをもっとたくさん並べて，電力を遠くまで伝送さ
せようという検討もされている．

4 磁界共振方式の技術進展の可能性
3 章では技術的視点からの可能性を示したが，ここか
ら少しずつ実際の利用システムとしての将来展開の可能
性について考えてみる．
まずは，磁界共振方式について，伝送距離と伝送効率
の関係を解析した例を示す．図 6は，MIT 方式による
構成を参考に （1），直径 60 cm のコイルを周波数
10 MHzで共振するように設計したモデルを示す．この
モデルにおける電力伝送距離と電力伝送効率の関係を図
7に示す．ここではモーメント法による解析ツールであ
るNEC2を用いて解析している．この結果から，距離
1 mで電力伝送効率 90％が達成されている．本解析で
は，コイルの抵抗値を表皮効果のない理想条件で行って
いるため実際よりも高めの効率になっているが，その影
響を考慮したとしても伝送距離 1 mで 80％程度の効率
は実現できる．また，コイルの大きさについては，ある
程度の効率低下を許容できるのであれば，小形化・薄形
化も可能である．ここで，今後の研究による成果も加味
して現実的に実現できる条件として，周波数 10 MHz（波
長 30 m），伝送距離 1 m，コイル直径 10 cmをベース
として考えてみる．表 1には，波長：コイル直径：伝
送距離が比例関係にあると考え，上記の条件をベースに
周波数を変えていったときの，各パラメータの変化を示
す．電磁界の領域では，一般に波長とコイルなどの大き
さは比例関係にあること，また，コイルのインダクタン
スもほぼ波長換算の長さに比例していることなどを考慮

図5　中継コイルによる電力伝送距離の伸張 図6　MIT方式のワイヤレス電力伝送システム
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して，このような仮定を行っている．ここで，コイルに
ついては巻き数によって大きさは変化するので，表 1
の数値は一つの目安と考えて頂きたい．
さて，ここでコイルの大きさと電力伝送距離の関係か

ら磁界共鳴方式による応用の可能性について考えてみた
い．その例として，以下に家電機器と体内医療機器への
応用を考えてみる．
① 家電への応用：家で利用する家電製品への応用を考
えた場合，典型的には電力伝送距離は数十 cmから
1 m程度になるだろう．一方，家電機器に入るコイ
ルのサイズを考えると，コイルサイズは数 cmから
数十 cm程度だろう．そうすると，表 1の 10 MHz
辺りが該当しそうである．実際に，この辺りの周波
数を検討しているケースも多い （8）．

② 体内医療機器への応用：例えば，小腸内を通して，
腸内壁の撮像を行うカプセル内視鏡 （9）は，典型的に
は，直径 1 cm×長さ 2～ 3 cmのカプセル形状（円
筒形）である．現在利用されているものは電池を内
蔵しているが，体内に入れるものであることから，
電池をなくしたいという要求がある．その方法とし
て，体の外の送電器からカプセル内視鏡へ向けて電
力を無線で送る方法が考えられる．例えば，図 8の

ようなイメージになり，体内での伝送距離はせいぜ
い 10 cm程度であるから，表 1より 100 MHz から
数百 MHzが候補になると考えられる．
今度は逆にコイルサイズと伝送距離からその応用を
考えてみる．以下もまた，その一例である．
① 表 1の 100 kHz の欄に注目してみる．コイル直径
10 mで伝送距離100 mである．地下鉄やトンネルの
内径はこのくらいであり，中を移動する電車や自動車
に100 m程度まで電力を供給できる．しかも，3章の
（3）で説明した中継コイルを用いれば，伝送距離が伸
張できる．ここから，図9に示すような，未来の交通
システムなども発想できる．同様な点からの発想とし
て，図10に示すようなエレベータへの応用も考えら
れる．エレベータのかご（Car）自身が電源線と接続な
しで電源の供給を受けて動くことになり，上下だけで
なく，水平面内を含めて三次元空間を縦横無尽に移動
するようなシステムも近い将来には実現できるだろう．

② 表 1の 1 GHz の欄に注目してみる．今度は，コイル
直径が 1 mmで伝送距離が 1 cmである．近距離な
ので，あまりワイヤレス電力伝送の必要はないよう
に一見考えられるが，電子機器の中の回路基板内や
基板間の電源線の配線に使えそうである．複雑に接
続されている配線をなくすことで，コンパクト実装
できるなどの利点のほかに，配線ミスを防ぐなど製
造の効率化などの点でも効果がありそうである．更
に発展させて，ICの中の特に上下方向に接続される
電源線の代わりにも使えそうである．

図7　電力伝送距離と効率の関係

表1　周波数，コイル直径，電力伝送距離の関係

周波数 波長 コイル直径 伝送距離

1 Hz 30万 km 1,000 km 1万 km

10 Hz 3万 km 100 km 1,000 km

100 Hz 3,000 km 10 km 100 km

1 kHz 300 km 1 km 10 km

10 kHz 30 km 100 m 1 km

100 kHz 3 km 10 m 100 m

1 MHz 300 ｍ 1 m 10 m

10 MHz 30 m 10 cm 1 m

100 MHz 3 m 1 cm 10 cm

1 GHz 30 cm 1 mm 1 cm

10 GHz 3 cm 0.1 ｍｍ 1 mm

100 GHz 3 ｍｍ 10 µm 0.1 m

1 THz 0.3 mm 1 µm 10 µm

図8　体内医療機器へのワイヤレスによる電源供給

図9　ワイヤレス電力伝送による未来の交通システム



解説　ワイヤレス電力伝送技術が社会を変える 17

小特集 無線技術でスマートな社会を実現する

更に違う視点として，磁界が周波数変動をするものを
探してみる．磁界共振方式の物理現象をより広く考えて
みると，周期変動する自然界の磁界（磁束）があればそ
こから電力を取り出せるという夢のような発想も出てく
る．そこで，インターネットなどで検索してみたところ，
「雷により磁界が発生し，5 kHz 近辺に周波数ピークが
ある」と出てきた （10）．表 1によると，図 11のように
数 kmのコイルがあれば，雷の磁界から電力を取り出せ
るかもしれないと考えられる．雷は一瞬の出来事である
ので，技術的にはかなり難しいと思うが，現実味のある
夢として考えられると思う．磁界というと地磁気を思い
出すが，地磁気はほぼ直流成分のみであり，残念ながら，
地球内部のエネルギーから電力を取り出すということは
できそうもない．ところが，地球の外に目を向けてみる
と，木星には強力な磁場があり，周波数変動もしている
という報告がある （11）．その周波数はとても低いようで，
数十 kmオーダのコイルが必要になるが，将来，人類が
木星近くで活動するような時代になったら，ひょっとし
てエネルギー供給源として利用されているかもしれな
い．図 12にその夢のようなシステムイメージを示す．
以上，筆者の貧弱な想像力と発想力で考えてみた磁界

共振方式の応用である．ここから先は，読者の方に自由
に発想して頂きたい．

5 将来ニーズから磁界共振方式の応用の可能性
次に，社会からのニーズや磁界共鳴方式の特徴からワ

イヤレス電力伝送技術の将来の応用について考えてみ
る．ニーズの視点からの応用例を図13に示す．図13は，
ブロードバンドワイヤレスフォーラム （12）が，総務省の
「電波有効利用の促進に関する検討会」において，ワイ
ヤレス電力伝送技術による将来社会への貢献例として示
したものである （13）．ここでは，その貢献例として，以
下のようなものを挙げている．
（1）電源に対する利便性の向上
電源ケーブルがなくなることで，どこでも給電・充電• 
が可能になる．例えば，スマートフォンやタブレット，
ノートPCなど机の上に置くだけで充電・給電が可能

になり，その位置や向きなども気にしなくてよい．
大形テレビを壁の内部から給電したり，天井内部から• 
照明器具へ給電したりでき，家電機器の配置や見栄え
がよくなる．

（2）安全・安心な電源供給・充電
電気自動車への充電応用など金属接点がないことで，• 
感電などの心配がなくなる．屋外で，雨が降っている
ような場合にも大丈夫．
電気自動車が蓄電池になり，非常時にはそこから給電• 
や充電ができる．
充電プラグを差し込むことが難しい子供やお年寄りでも• 
簡単に利用できる．将来，小学校にタブレット形ディジ
タル教科書が出てきた場合にでも，簡単に充電できる．

（3）環境にやさしい社会の実現
将来的にどこでもワイヤレス給電ができれば，電池を• 
積まない電気機器ができ，軽量化される．その一例と
して，道路からの電気自動車への走行中給電ができれ
ば，自動車が軽量化され，エネルギー消費量も減り，結
果的に環境に優しいエネルギー供給社会が実現できる．
上記以外にも，磁界共振方式の特徴から，以下のよう
な応用例も考えられる．
（4） 電波の届かないところでもワイヤレスによる

電源供給・充電
磁界の結合があれば電力伝送が可能であることから，
水中，地中，雪中などでの応用が考えられる．船舶への
電源供給などは比較的容易に実現できると思われる．
（5） 人が近付けないような場所でのワイヤレスによる

電源供給・充電
普段は人が近付けないような場所や何かしらの危険が

あるような場所において，ワイヤレス電力伝送の利用価
値は高いと考えられる．例えば，宇宙空間，原子力発電
所の中で人の入れないところなどでの応用が有効と考え
られる．原子力発電所で稼動するロボットなどに対する
ワイヤレスによる電力供給なども興味ある応用である．
以上，4章と同様，これまた筆者の貧弱な想像力と発
想力で考えてみた磁界共振方式の将来応用である．この
ような応用についても，様々な視点からワイヤレス電力
伝送技術の利点・効果を探ってみて，読者の方に自由に

図10　 ワイヤレス電力伝送に
よる未来のエレベータ

図11　 ワイヤレス電力伝送により雷から
発電できるかも

図12　 ワイヤレス電力伝送による宇宙
空間における夢の電力獲得
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発想して頂きたい．

6 むすび
技術のシーズ（Seeds）の視点からの将来の可能性，

予想される未来社会からのニーズ（Needs）の視点から
の将来のアプリケーションをポイントに，ワイヤレス電
力伝送技術の進展や適用分野の広がりについて述べてみ
た．本稿を読んで頂いた読者の方々が，この分野の研究
開発に関係して頂き，本稿で取り上げなかったような応
用も含めて実現して頂くことを期待する．
なお，本稿で挙げた研究課題はごく一部であることを

了承頂ければと思う．また，本稿で取り上げなかった電
波法など，制度上の課題，人体防護指針に対する対応方
法，電磁干渉などほかの問題もあり，このような課題解
決に向けた取り組みも行われていることに留意して頂け
ればと思う．
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 1 まえがき
あと何年，石油は使えるか？  幾度となく繰り返され

たこの問いに，昔から未来の交通社会予測は左右され
ていた．昔の予測では，ガソリンが使えなくなるから
別のエネルギー源が必要であり，それに適した乗り物
が必要になるということであったといえる．その答え
の一つが，電気自動車であろう．では，この予測は正
しかったであろうか．半分は間違っていて，半分は正
解といえよう．御存じのとおり，ガソリンは現在も昔
のように使えており，そして，電気自動車も普及し始
めている．
筆者は現在 32歳であるが，私が生まれた 1980 年の

当時の石油があと何年使えるかという予測では，約 30
年とされていた （1）．2012 年の今現在においては，石油
は枯渇してガソリン車は動かないはずであった．ここ
では，あと何年石油が使えるかを年数で示した可採年
数という指標をその当時の予測とした．可採年数＝世
界の石油埋蔵量 ÷ 年間使用量である．そして，今の大
学生が生まれたころである約 20年前の 1992 年を振り
返ると，石油はあと約 40 年とされている．20 年後の

今現在，石油はあと約 54年とされている．御存じのと
おり，昔から可採年数は年々横ばい若しくは増えてい
くという現象を目にしてきて，科学的には正しいデー
タではあるが，その解釈の方法の誤解も伴って，オオ
カミ少年のごとく石油の枯渇に対する危機感は説得力
を持たなくなってしまった．
では，豊富な石油があるからガソリン車のままでい
いのであろうか．社会が出した答えはノーである．答
えは電気自動車であった．ガソリンがすぐには枯渇し
ないと分かっている状況でもなお，ガソリン車でなく，
電気自動車への期待が高まっているのは，近年の地球
温暖化防止のためCO2 削減という意義から来ているも
のといえる．当然，いずれなくなる石油というエネル
ギーに対する危機感がその背後にはある．もし，この
地球温暖化防止というスローガンがなければ，どうなっ
ていたかは知る由もないが，数十年に一度，このよう
な地球全体に関わる危機感が，我々の技術進化の方向
性を決める大きな要因になっている．次にこのような
大きな変化が来るのはいつになるのか，そして，その
ベクトルはどちらになるのかは，まだ分からない．最
近では，口に出すことすら憚られるが，エネルギーが
無尽蔵にあると思われていた時代の未来予測に戻るこ
とも否定できない．そのような推測ができるのは，も
う少し先の時代であろう．この先，サスティナブルな
エネルギーが，人類の消費エネルギーより大きいか小
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さいかで，石油だけでなくウランも天然ガスも石炭も
使い尽くされた 118 年後の人類の生き方を決めること
になるが，本稿では，もう少し手前の 20～ 40 年後の
未来について述べる （1）．

 2 ワイヤレス給電（2007年の大事件）
2007 年，MITからの磁界共鳴の論文発表以前と以後

ではワイヤレス給電の業界は全く別物である．2007 年
に発表された 1 mのエアギャップで効率約 90％という
数字は，誰も見たことのない驚異的な数値であった （2）．
ワイヤレス給電技術の一つである電磁誘導という現象
を高校から習っている学生でも，効率についてはあま
り注目して習わないので，どの程度その数値が凄いも
のか実感を得ることは難しいかもしれない．しかしなが
ら，従来技術においては，電力が届く距離であるエア
ギャップが 1 cm程度であったという事実を知れば，そ
の凄さが幾分か分かるのではないかと思われる．MIT
が発表した磁界共鳴技術は電磁誘導技術の共振現象を
上手く使ったものとして説明することができる技術で
ある．まだまだ生まれたばかりのこの技術ではあるが，
そのポテンシャルは計り知れない．基本的な原理など
は同誌の庄木氏による「ワイヤレス電力伝送技術が社
会を変える」という題で解説頂いたとおりである．携
帯市場をも上回るとされているこのワイヤレス給電技
術がこれから産業に与える影響は大きい．数 cmのエア
ギャップと 1 mのエアギャップでは，エアギャップが
大きくなったという意味以上の価値が生まれている．そ
れが，ラスト・ワン・メートル（最後の1 m）である．

 3 ラスト・ワン・メートル
通信業界ではラスト・ワン・マイル （3）をいかにユー
ザに提供するかが問題になったが，電力においては，
ラスト・ワン・メートルの電力供給が問題となる．し
かし，技術的に不可能なことと思われていたので，問
題にすらされてこなかった．実は，多くの場所でラス
ト・ワン・メートルが大きな障壁であったが，人間の
適応力の高さから我々はそれを苦とせず問題とは認識
してこなかった．そこで，ラスト・ワン・メートルの
問題について考えることにする．電気は日本中の至る
所に伝わっている．道路には電柱と電線があり，建物
内には壁の中や足元の配線，頭の上の蛍光灯，目の前
のパソコンなど，至る所に電気は伝わっている．外で
は数 m先，建物内では，上下左右 1 m先には必ず電気
は存在している．そこから更に実際のアプリケーショ
ンまでの 1 m（ラスト・ワン・メートル）の電力をい

かにつなげるかが問題であり，その鍵を握るのがワイ
ヤレス給電技術である．
今までの常識では，ラスト・ワン・メートルの電気を
送る方法は電気コードの接続方式のみで，接続作業の
煩雑さや電気コードの存在など様々な制約を受けてお
り，手軽にいつでもどこでも給電というわけにはいかな
かった．一方，ワイヤレス給電技術によりラスト・ワ
ン・メートルを電源コードなしで送ることができたとす
る．その名のとおりワイヤレスで電力が送れるので，電
気コードの接続作業の必要がない．ユーザは，決めら
れた一定のゾーンに物を置くだけで何もせずに自動充
電される．例えば，携帯電話やノートパソコンを机の
上に置いておくと知らない間に充電されているというこ
とになる．更に，一定のゾーンを広げれば，建物内の
全ての箇所で自動充電されるワイヤレス充電ハウスを
作ることもでき，オール電化の家との相性も良い．これ
ら，充電されるゾーンは，無線 LANスポットと同様に，
ワイヤレス充電スポットとして設置され，飲食店や駅
では当たり前に設置されていく可能性がある．
そして，当然ながら，ラスト・ワン・メートルの対
象は電気自動車も含まれることになる．現在は，日常
的に行われる煩わしい電気ケーブルを接続し充電する
作業が，電気自動車の普及の妨げにならないか懸念さ
れており，駐車したらワイヤレスで自動的に充電され
るシステムに注目が集まっている．ワイヤレス自動給
電の最大のメリットはやはり便利であるということで
ある．便利であると当然ながらユーザの使用率が上が
り，結果，ワイヤレス給電が電気自動車普及の大きな
後押しになることが期待されている．そして，将来的
には走行中充電へとつながることになる．
ワイヤレス給電技術が成熟し，ラスト・ワン・メー
トルを完全に克服すれば，いつでもどこでもワイヤレ
ス給電が実現される社会である，ユビキタスエネルギー
社会が実現されているはずである．このワイヤレス給
電の技術を使い，未来の交通システムは，現在の交通
システムと比べ，劇的に変わる可能性がある．その鍵
は，走行中充電と自動走行である．

 4 磁界共鳴
この最後のラスト・ワン・メートルのワイヤレス給
電を担う技術として注目されているのが磁界共鳴であ
る （4） ～ （6）．数十 cmから約 1 m程度であれば，高効率の
電力伝送が可能であり，原理としては，送信コイルと
受信コイルの共振周波数を同じにして，磁界エネルギー
で結合することにより，高効率の電力伝送を実現する
ことができる．また，位置がずれても高効率で電力を
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送れるという，位置ずれへの強さも大きな特徴である．
図 1にコイルの位置ずれが生じた際の写真を示した．

半径 150 mm のコイルを使用している．周波数は
17.5 MHz である．この写真から，コイルに位置ずれ
が生じた際も，驚くべきことに二つのコイルが真横に
ある場合においても電力の伝送が可能である．図 2に，
コイルの相対位置と伝送効率の関係を示している．こ
れを見ると分かるように，非常に広い範囲で高効率の
伝送が可能である．

 5 中継コイル
磁界共鳴では，中継コイルを用いることにより，伝

送距離を延ばすことも可能である （7）．中継コイルとは，
送受信コイルと同じ周波数で共振するコイルである．
図 3は中継コイルを使用した実験風景を示した．写真
一番手前のコイルが送信コイルであり，同じ形状の中
継コイルと大円の中継コイル，巻き方の異なる中継コ
イルを介して最後の受信コイルに電力が伝わっている．
中継コイルを用いることにより，磁界共鳴の応用は

更に広がる．例えば，中継コイルを電気自動車の進む
方向に沿って配置することにより，電力を途切れなく
送ることが可能になる．中継コイルの置く向きには若
干の制約があるものの，基本的にはコイルの形状や向
きに対しては自由度が高く，コイル設置上の制約はそ
れほど高くないので心配はいらない．そして，配線が
不要であり，コイルをただ近くに置くだけで電力を中
継できるので敷設やメンテナンスの際には大きなメ
リットがある．

 6  走行中充電 2030 年（18年後） 
世界的なエネルギー政策に影響を及ぼした東日本大

震災に伴う脱原発は，当然ながら電気自動車業界に与
えた影響も大きい．この大惨事によって，電気自動車
のCO2 削減量が以前のように声高に叫ばれていた状況
とは変わりつつある．しかしながら，今なお電気自動
車は高い注目を浴びているのはなぜであろうか．それ

は，依然として，エネルギー効率が電気自動車は高い
ということ，そして町中に排気ガスを出すことが決し
てないということがある．そして，ガソリン車では到
底実現できない 100 倍近い早いスピードでトルクを制
御し，スリップを防止し，100 倍安全な車を作れると
いう特徴を持っているからである （8）．つまり，電気自
動車はエコ，エコと叫ばれすぎて影に隠れてしまって
いるが，実はガソリン車では到底たどり着けない超高
性能の車となれるポテンシャルを持っている．そして
ワイヤレス自動給電により給油のような煩わしい作業
も一切なくなる．このような理由から，電気自動車は
一過性のブームではなく，100 年経っても優位な立場
に立っているはずである．
ただし，ガソリンには及ばない電池のエネルギー密
度の低さという現実的な問題をクリアする必要性はあ
る．一回充電して走れる距離を一充電走行距離という
が，現在の電気自動車はエアコン使用なしで約 160 km
である．更に，エアコンを使うと約 100 km 前後とい
われている．これでは，高速道路を走る際に不安が生
じてしまう．
もし現行の急速充電方式を継続していった場合，高

 

（a）位置ずれの場合　　　　（b）真横の場合　　

図1　位置ずれ時の電球点灯実験の様子
図2　 エアギャップと位置ずれ時の電力伝送効率，コイル

半径150 mm，g：エアギャップ，d：位置ずれ （5）

図 3　中継コイルによる電球点灯実験の様子
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速道路のサービスエリア（SA）ではどのような状況が
生まれるであろうか．実は，株式会社高速道路総合技
術研究所の佐藤元久氏による簡単な試算によると次の
ようになる．約 100 km ごとに SA で充電した場合，
50 kWの急速充電を 20～ 30分間する必要がある．そ
の場合，現在の車の 10％が電気自動車に置き換わった
場合，約 60台の電気自動車が常に SAで急速充電を行
うということになり，50 kW × 60 台 ＝ 3 MWの電力
が，SAごとに必要となることになる問題が生じる．そ
して，60 台分の駐車場の場所確保の問題，60 台分の
急速充電器の設置場所とコストの問題がある．これは，
あくまでユーザが休憩後にすぐに戻ってきて，なおか
つ，全体の車の 10％が電気自動車になった場合である
ため，これ以上，電気自動車が増えた場合については，
より深刻な問題になる．
一つの解決方法として，電池開発を継続する本命路

線は必須であるが，現状では電池開発の一択となって
しまい，現在のリチウム電池を超える革新的蓄電池の
出現頼みという状況に追い込まれている．このような
閉鎖的な状況を打開できる新しい道が，走行中充電で
ある （9）．ガソリン車が走行中に給油することは難しい
が，ラスト・ワン・メートルを克服できるワイヤレス
給電技術によって，電気自動車に走行中に給電するこ
とは可能である．当然，技術的課題は残っている．走
行中充電を実現させるためには，道路条件によりコイ
ル間のエアギャップが最低でも 60 cmは必要とされて
いる．またコイルの大きさも車の下に限りなく小さく
して設置したいという，車業界の希望もある．このよ
うに，非常に厳しい条件で高効率となるコイルを実現
させる必要性があることや，複数台の車が給電レーン
に出入りしても，システムや各車ごとの効率を高めつ
つ電力分配を任意の状況で実現させることなど，多く
の課題が山積している．しかしながら，これらの課題
に対して多くの研究者が研究しており，将来的には解
決されるであろう．ではコスト面ではどうであろうか．
走行中充電を実現させるためには，道路の下か横に給
電用コイルが必要になる．通常は全てのコイルに電源
から電気コードを配線するが，先述のように中継コイ
ルという技術を使用すれば，コイル設置に関して手間
もコストも軽減できる．中継コイルを使えばコイル自
体の価格は安くなる可能性がある．
しかし，電源コストはそれに比べては高くなること

が予想されている．ただし，次のような考察もある．
IHクッキングヒータは 1～ 3 kWかつ数十～百 kHz 程
度の電源なので，電気自動車の電源に近い．そのため，
3.3 kWの停車中の充電器，つまり，電源価格も IHクッ
キングヒータ並のコストに抑えられるのではという見

通しがある．走行中充電に関しては，1台当たり少な
くとも数十 kW以上は必要なので，IHクッキングヒー
タと同じとはいかないが，コストを現実的な価格に抑
えることも可能であると思われる．いずれにせよ 1 m
当たり 500 ～ 1,500 万円程度かかるといわれる高速道
路建設費から考えると，走行中充電レーンを作ること
は，非現実的な値ではない可能性がある．

 7 乗り物の電動化の流れ
次の章では，電気自動車が世界を席巻するような，
少し大げさなことを記述する．その前に現状を考える
と，適材適所で発達してきた交通システムは多様化が
進んでいる．自転車，パーソナルモビリティ，バイク，
燃料電池車，ガソリン車，電気自動車，超小型車，ラ
イトレール（LRT：Light Rail Transit），バス，電車，
飛行機などありとあらゆる乗り物が存在している．
ここで注目すべきは，多様化しつつも，車だけでな
く自転車やバイクや飛行機など，多くの乗り物が電動
化してきていることである．電動化するとワイヤレス
自動充電により，給油のような人手のかかる作業を行
わなくてすむ．そして，電動化による制御性の向上と
いう大きなメリットは上述のとおりである．また，電
動化すると，風力発電や太陽光発電のようなクリーン
エネルギーをそのまま使えるメリットがある．そして，
電動化した暁には，電車のように常にインフラからエ
ネルギーをもらって，いつでもどこでも給電を実現さ
せることも可能である．電車は決められた区間を同じ
ように走り，架線から電力を接触しながら受け取って
いるが，ワイヤレス給電を使えば，比較的自由にエネ
ルギーを受け取れるので電気自動車でも走行中充電も
可能になる．飛行機の場合はマイクロ波送電という夢
の給電技術も考えられる．

 8  自動走行 2040 年（28年後） ─ 車が運転できなくなる日 ─

交通システムが進歩することにより安全性は徐々に
高まっていくが，飛躍的に安全が高まる変革期がある．
自動走行の実用化である．IEEE の予測では 2040 年に
は 75％の車が自動走行になるとされている （10）．車はオ
ンデマンドで，自宅から目的地まで自動的に運んでく
れる便利な乗り物になる．いずれドライバという概念
は稀薄になり，車の中はプライベートな空間となり，
移動中にネットをしたり，映画を見たり，パソコンの
ような物で仕事をする時代になるであろう．そして，
全ての車の動きが渋滞予測に取り入れられ，勝手に連
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れて行かれるため，交通事故は限りなくゼロに近付く
ことになる．これは安全の面では喜ばしいことである
と同時に，ドライビング（手動運転）という一つの楽
しみの終焉を意味することにもなる．絶対的な安全を
優先するならば，ドライビングは不要となるが，車を
運転することの楽しみがなくなってしまうことは非常
に残念なことである．
唯一，手動運転が継続される望みがあるとすれば，

ガソリン車に対して 100 倍安全という電気自動車の圧
倒的な強みによって，手動運転でも自動運転に匹敵す
るだけの安全性を担保できることを証明することであ
る．そうすれば，手動運転という選択肢も残される可
能性があり，筆者は個人的に期待している．
いずれにせよ，いつでもどこでも自動的に車が人を

運ぶことが計画的に行われると，渋滞を減らすため信
号のタイミングもリアルタイムで計算され，社会全体
のシステムとしてエネルギーが最小になるように運用
されることになろう．当然，エネルギーは途切れなく
ワイヤレス給電によって供給されることになる．
このような社会においては，カーシェアが一般的に

なる可能性がある．個人所有の車のメリットはいつで
も車が使えることと，ドライビングの楽しみにある．
しかし，完璧なオンデマンド型の無人走行システムを
備えたカーシェアリングによって，個人所有の車のメ
リットとほぼ同様の利点が享受でき，駐車場も必要と
しないメリットも生まれる．なくなるのは，自分の車
という所有権や愛着である．つまり，現状では，個人
が車を所有しても，一日のうち通勤以外ではほとんど
稼働していないで，駐車場に置かれており，稼働率や
駐車場占有率から考えると非常にもったいない状況で
ある．しかし，カーシェアによって稼働率が圧倒的に
増えることにより，無駄のない社会になる．現代の車
の多さを考えても，人々をまかなえるだけの量はある．
近くに車があっても使えないのは，個人所有の車であ
ること，自動的に無人で車が搭乗者の所まで来てくれ
ないことにある．地域と時間帯における利用者分布を
考えて，リアルタイムに車が無人で移動し，最適配置
されていれば，常に近い場所に使用していない車が待
機されているので，待ち時間なしのオンデマンドな交
通システムを作ることができる．つまり，これが，オ
ンデマンド型無人走行システムを備えたカーシェアリ
ングである．繰り返しとなるが，忘れてならないのが
ワイヤレス給電である．エネルギーの供給のために手
動充電して人が必要になっては，このコンセプトも崩
壊する．
さて，ではそう簡単に自動運転の社会が実現できる

のかという懐疑的な声が聞こえてくる．当然，私もそ

う思うが，一つの方向性として示させて頂いた．多種
多様の乗り物が存在し，そして電気自動車においても
手動運転と自動運転が共存し，移行する期間はより混
沌とするはずである．技術と技術の狭間の黎明期・過
渡期においては，混乱とともに新しい技術が生まれる
おもしろい時代でもあるはずであり，若者にとっても
チャンスが訪れるはずである．

 9 むすび
今一度，我々が置かれている状況を確かめるために，
そして，現実の問題に目を向けすぎて近視的になりす
ぎ，未来のことを忘れてしまうことへの警鐘を鳴らす
ため，石油・ウラン・天然ガス・石炭の枯渇する 118
年後というくだりから話を始めさせて頂いた．もし，
118 年後にエネルギーが全てなくなり，サスティナブ
ルなエネルギーが得られないとなると，1900 年ごろか
ら指数関数的に増加し 2130 年に枯渇するとされる大
エネルギー消費時代である 100 ～ 200 年の間に生きた
我々現代人は，未来の人々から恨まれてしまうであろ
う．当然ながら，現代の幅広くかつ凄まじいスピード
で進化している技術が，サスティナブルな社会を実現
してくれることを信じて我々は研究に勤しんでいるわ
けである．現実的な経済活動に身を置いてしまうと，
子供のころ誰しも一瞬は抱いたような高尚な願いを
もって人類への貢献を行うことをしなくなってくる傾
向があることは否めない．若いうちに大きな視点をもっ
て世界で活躍するという強い心を養えるかどうかが，
この国の若い研究者が世界でリーダシップをとれるか
否かの境目であるという思いを込めて，回りくどく記
述させて頂いた．
さて，本稿では，若者向けに将来の未来交通という
テーマで，夢を語らせて頂いた．将来の交通システム
として，自動走行や走行中充電について触れたが，本
当は，車が空を飛ぶといってみたいところであった．現
時点で，車が空を飛ぶ未来像を描くのは容易ではない．
テラフジア社から販売受注も始まっているが，本稿で
は割愛させて頂いた．しかし，空飛ぶ車のような，若
者が将来の夢を抱いて他から笑われ呆れられるような
研究ができる環境作りも大切だと思っている．ワイヤ
レス給電も，10年前に 1 mを超えるエアギャップに対
して高効率で電力伝送ができるといったら笑われたで
あろう．だが，今やそれは常識となってだれも笑う者
はいない．では，次は何が来るであろうか．将来，「昔
は電気コードで充電していたり，電池切れという現象
があったんだよ．」ということや，「昔は，ガソリンスタ
ンドでガソリンを自分たちで車に給油していたんだよ」
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ということを孫たちに語る時代が来るといったら笑われ
るであろうか．恐らく，今現在では大半の方に笑われ
るであろう．だが，それでいいのだと思う．人々の気付
かないところで，ユビキタスエネルギー社会の実現の
足音はすぐそこまで来ている．今の常識を覆してこそ
の研究者であり，そのような若者がたくさん出て来てこ
そ，この国と世界も豊かになると思われる．
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 1 はじめに
この四半世紀で無線通信は大きく飛躍した．携帯電話
の普及は目覚ましく，総務省の報告によれば携帯電話と
PHSを合わせた国内の契約数は 2012 年 3月末で 1億
3,000 万台を超え，更に増加しつつある状況である．平
均で赤ちゃんを含めて一人1台以上の割合になる．また
身の回りでは，無線 LANやコードレス電話，ハンズフ
リーフォンなどが普及し，電車やバスの料金，自動販売
機やコンビニエンスストアの支払いも非接触 ICカード，
つまり無線デバイスでの決済が浸透してきている．更に，
Bluetooth や ZigBee，UWB（Ultra Wide Band）等の
近距離無線通信デバイス（Short-Range Device, SRD）
やセルラシステムを用いて機器間の通信を自動化する
M2Mが様々なシーンで普及しつつある．ワイヤレスマ
ウスや携帯電話間のデータ転送などが身近なところで目
にする典型例であるが，そのほか，電力や水道などの自
動検針システム，監視システム，ETC自動料金収受シ
ステム，ヘルスケアシステムなどのインフラに近い領域
にも拡大している．インターネットを基盤としてありと
あらゆるモノを接続して社会の効率化を図っていこうと
する IoT（Internet of Things）という包括的な考えの
下で，ネットワークに接続する機器は2020 年には 500

億台にも達すると予想されており，様々な末端機器を接
続する手段として無線通信に期待される役割は大きい．
このM2Mの派生的な領域の一つに，機器内通信が
ある．本稿で述べる機器内通信は，機械や装置（以降，
機器と総称する）の内部の部品間，典型的にはセンサ
と制御ユニットやコンピュータの通信線（ハーネス）
を無線通信に代替しようとするものである．ハーネス
の無線化という意味でワイヤレスハーネス（wireless 
harness）と呼ばれる．イメージを図 1に示す．また，
典型的な適用シーンの特徴を表 1に掲げる．ただし，
論文等では適用対象別に intra-vehicular や intra-
spacecraft，intra-satellite などの表現もよく見受けら
れる．後に述べるように，機器内の無線通信はマルチ
パスの多い狭小な筺体内という伝搬環境の側面と，低
遅延で多元接続性が求められるという通信の 2面に

Summary
様々な機器を無線で接続して自動化やシステムの効率化を進める機器間通信（Machine-to-Machine，
M2M）技術が広がりを見せている．この技術を狭小な機器内空間に適用して機器内の部品間の通信用

配線を無線化しようとするのがワイヤレスハーネスである．我々はこれまでに ICT 機器内の通信用ハーネスに着目し，そ
の無線化の要素技術の確立と効果について検証を進めてきた．今年度からは対象を車両に向け，燃費向上や省エネ化を進
める車載ハーネスの無線化技術の研究を開始したところである．ワイヤレスハーネスを特徴付けるものは，部品が多く金
属に囲まれた狭小な空間内という伝搬環境と，低システム遅延や多元接続性などの通信要求仕様である．ただし，後者に
ついては適用シーンによって様々な考え方がある．ワイヤレスハーネスは軽量化をテコとする省資源・省エネに効果があ
るだけでなく，作業性向上などの様々なメリットがあるが，実用化例はまだ多くない．コストとともに信頼性や厳しいシ
ステム要件がハードルになっているように思われる．そこで，我々のこれまでの研究成果を振り返るとともにワイヤレス
ハーネスについて内外の動向を紹介し，そのユニークさや有用性，課題などについて論じる．

Key Words 無線通信，ワイヤレスハーネス，機器内通信，省資源

図1　 通信用ハーネス削減のイメージ図．中継ノードは分
散処理を行う制御ユニットでもよい
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よって特徴付けられていると考えている．それらは様々
な機器への適用において共通的な要件になり得ると考
えられたので，包含する意味で機器内通信（In-
machine）という呼び方を考えた．これは我々の造語
である．
機器内の通信という意味では，回路基板間や半導体

デバイス間のインタコネクションをミリ波を用いた高
速ワイヤレス通信で実現して，パッドやワイヤリング
の不要化とパッケージのダウンサイジングを狙う検討
も行われている （1）が，本稿で述べようとするワイヤレ
スハーネスとは要件がかなり異なることから，本稿で
は紹介にとどめる．また，950 nm の光通信を用いた
ハーネスのワイヤレス化も検討されている．地上実験
だけでなく人工衛星に搭載して検証実験まで検討され
ているが，興味深い取り組みではあるものの，これも
紹介にとどめる （2）．
さて，ハーネスを削減して無線化することには様々

なメリットがある．その有用性を表 2に整理する．詳
細は 2章以降で述べるが，最近の機器の中には実に多
くのセンサが実装されている．また，それにしたがっ
てハーネスの量もかなり多い．典型的な機器ではセン
サは 200 個以上搭載され，ハーネスの重量は全体重量
の 10％を超える場合もある．更に，安全性やユーザの
利便性向上，サービス性向上のために，センサの搭載
は今後増える方向にある．したがって，ハーネスに関
わる課題は今後更に顕在化する傾向にあると思われる．
ハーネスに関わる問題点やワイヤレス化のニーズは明
快であり，システム要件も多くの場合はっきりしてい
る．しかし，現実的には導入はまだ限定的であるのが
実情である．導入が進まないのはコスト等の面もある

が，それ以上に技術的なハードルが高いのが大きな原
因といえそうである．
そのハードルの一つがシステム遅延と思われる．機
器内通信はM2Mの派生的な位置付けと記したものの，
両者にはシステム遅延に関する要件に大きな相違があ
る．機器内通信では多くの場合，センサのセンシング
周期に起因してセンサ情報を制御系に伝達する際のシ
ステム遅延は 1 ms 程度以内であることが求められる．
しかしM2Mでは，基本的には個々のMachine は独立
しているために，機器間の通信に関する遅延への要件
はそれほど厳しくない．要件の分析については 3章で
詳細に述べることにする．
なお，ハーネスには通信線のほかに給電線がある．
給電用ハーネスが残るのでは重量削減にしろ効果が半
減するではないか，と御意見を頂くことがある．給電
線のワイヤレス化は無線電力伝送ということになるが，
コードレス電話等では商用化され，電気自動車の給電
方法としてもホットな分野であり，機器内での電力伝
送も可能になれば面白い技術になると期待できる．た
だし，現状は航空宇宙利用 （3）や半導体のチップ間電力
伝送 （4）などで幾つか検討例がある程度であり，機器内
の給電線を置換するための多元的な電力伝送の報告例
はないようである．少なくとも，機器内の制御系回路
に対する電磁妨害（EMI）をどう処理するのかは大き
な課題と想像される．

 2 ワイヤレスハーネスの検討例
ワイヤレスハーネスはハーネスを削減するだけでなく
ハーネスに付随するコネクタ等の周辺部品も削減でき，
システム設計次第では電子制御ユニットなどのノードの
集約化にも貢献できる可能性がある．また，外部との通
信も可能のため，機器のヘルスモニタリングとして保守
作業の大幅な軽減が期待できる．そのほかにも様々な視
点から多くの機器で検討されている（図 2）．以下では

表2　ワイヤレスハーネスのメリット

省資源，軽量化
耐環境性（耐熱性）向上
組立工程の簡略化
操作性の向上
小型化，設計の自由度向上
保守支援
接続先の再構成

表1　ワイヤレスハーネスの適用シーン

項目 シーン／仕様

伝搬環境 機器の内部

伝搬距離 1～ 2 ｍ程度以内

伝送情報 センサデータ（8～ 12 bit）

システム遅延 1 ms 以内

接続数（センサ数） ～ 200

図2　ワイヤレスハーネスの検討分野例
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幾つかの有望な適用領域について各論的に説明する．

2.1　ICT機器
内部にメカトロニクス搬送系を含む ICT 機器，例え

ばATMや券売機などは，搬送系のモニタリングを主と
して内部に 200 個程度のセンサを含み，ハーネスの延
べ長さは数 km以上に及ぶ．また機器の内部は部品が
非常に密に実装されることから，ハーネスは機器の内
部を引き廻す形でレイアウトされることが多く，これ
が重量増に拍車をかける原因にもなっていた．
このような動機付けから，我々は沖電気工業（株）

及び日本電信電話（株）との共同体制で，ICT 機器の
グリーン化という目標を立ててワイヤレスハーネス技
術の研究開発を行ってきた （5）， （6）．この研究開発を通し
て，機器内という狭小な伝搬環境における電波伝搬の
特性について知見を深めるとともに，2.4 GHz の小形
無線通信モジュールの開発，専用プロトコルの開発な
どの一連の要素技術の開発を行った．その結果，ICT
機器の内部の伝搬環境に関しては，マルチパスリッチ
な環境であること，送受信間の距離が 20 cm程度以内
では見通し内（Line of Sight, LOS）伝搬，それを超え
ると見通し外（Non-Line of Sight, NLOS）伝搬になる
こと，伝搬は，比較的近い位置関係では強い主波の存
在を示すNakagami-Rice モデルにフィットし，機器深
部との送受信では多くの素波の存在を示すRayleigh モ
デルにフィットすること，などを明らかにした （7）， （8）．
また，システム遅延は 1 ms 以内，多元接続数は最大
200 と仕様設定を行って，周波数時分割多元接続方式
に基づく適応チャネル制御，空間選択ダイバーシチを
併用した周波数選択プロトコルを開発し，低遅延・多
元接続無線通信の基本技術に目途を立たところであ
る （6）， （9）．同時に，ハーネスをワイヤレス化する差分に
着目してライフサイクル評価を行うことで，CO2 排出
量を指標とした環境側面の定量的評価を行った （10）．こ
こではライフサイクルとしてハーネスや無線モジュー
ルなどの製造工程から，装置組立工程，使用期間の電
力，廃棄の一部を含む工程と定義し，その各工程にお
ける材料の原単位やエネルギー使用量からCO2 排出量
に換算している．工程中に逸散するメタン等の温暖化
ガスの寄与分も考慮して最終的にCO2-eq（等量）に換
算すると，ハーネスの削減効果はやはり大きく寄与し，
例えばATMのセンサ用ハーネスを全てワイヤレス化す
る場合，1台あたり約 40 kg の CO2-eq 排出削減が期待
できること，また，ICT 機器の内部構造によって適不
適はあるものの，ワイヤレスハーネスは環境側面にお
いて一定の効果が期待できることを明らかにし
た （5）， （10）．
典型的な ICT 機器であるパーソナルコンピュータ

（PC）については Redfi eld らの報告がある．UWBの
周波数帯を対象として，PC内部の近接場の伝搬特性や
遅延特性の基礎的な解析を行っている （11）．PC内のハー
ネスの量はそれほど多くないため，重量ではなくコネ
クタや基板のレイアウトの自由度などに着目している
のではないかと想像している．内部のモジュールがコ
ネクタフリーになれば，モジュールを接続せずに置く
だけで PCができるかもしれない．
なお ICT 機器内部で発生するノイズは，我々の検討
ではせいぜい 1 GHz 以下で観測されるのみであり，マ
ザーボードや液晶ドライバのクロックに起因すると推
測している．おそらくほかの多くの ICT 機器の内部で
も同様と思われ，2.4 GHz や UWBを使う限りでは干
渉源にはならない．

2.2　自動車
自動車における無線利用には，キーレスエントリー，
VICS，ETC等があり，タイヤ空気圧モニタリングシス
テム（TPMS  （Tire  Pressure  Monitoring  System），
2007 年より米国で装着義務化，2012 年欧州で法制化，
2013 年韓国で法制化，日本は検討中），車車間通信や
路車間通信などの DSRC（Dedicated Short Range 
Communications）も検討が進んでいる．そのような
シーンを含め，自動車で取り扱われる情報の種別や内
容を概観整理すると図 3となる．自動車では安全性が
最優先であるため，特に動力系制御や走行制御などの
「走る・止まる」に直接関わる情報を無線化することは
ハードルが高い．しかし，自動車の情報は多様性に富
んでいる．既にTPMSや ETCが導入されていることか
ら，便益性が明確であってフェイルセイフが担保され
ていれば，ハードルがそれほどではない運転支援，ボ
ディ制御，アミューズメント等への導入は今後ますま
す増えるものと想像している．むしろ課題は共存手法
にあるかもしれない．
さてハーネスに関していえば，車の情報化を背景に

図3　自動車で取り扱われる主な情報
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車載ハーネスは増加傾向にある．現在，高級車で 30～
40 kg 程度，軽自動車で 10 kg 程度あるといわれてい
る．特に最近は安全性や利便性を高めるために，様々
なセンサやカメラの搭載が普及しつつあることから，
データ量も増えている．国土交通省公開の車両重量別
燃費の統計データ （12）から推計すると，ガソリン乗用車
は 1 kg の軽量化により燃費はおおよそ 10 m/L 改善さ
れる．これを基に，かつ車種に応じて 2～ 10 kg の範
囲で軽量化ができると仮定すると，日本全体では年間
25 万 kL 超のガソリンの節約と 60 万トンを超える
CO2 排出量の削減が可能と試算ができる．最近はハイ
ブリッドカーや電気自動車が普及し始めているために
あくまで試算であるものの，輸送機関の軽量化による
燃費改善は波及効果が大きい．また，自動車のエンジ
ンルーム内においては熱環境対策という視点からもワ
イヤレス化のニーズがある．
自動車内のワイヤレス化の検討としては，車内空間

や後方部の制御やセンシングを目的としたUWBの検
討例が多い．小林は周波数帯域幅と fading depth
（フェージングによる受信強度の落ち込み）の関連を評
価し，UWB を使うなら車室内環境ではマルチパス
フェージングの影響が軽減され一様な伝搬損の分布が
得られることを明らかにしている （13）．Niu らはテスト
ベッドを作製して実用性の検討を行っている （14）．また，
負荷の軽いアプリケーションに近い領域ではBluetooth
と CAN（Controller Area Network，車載ネットワー
クの一つ）とのマイグレーション （15）や ZigBee ライク
な通信システムも検討されている （16）．
これらの基礎的検討として，車体下部や内部におけ

る電波伝搬損の解析もUWB （17）や 2.4 GHz （18）で行わ
れている．ただ，IEEE802.15.4 に準じると遅延時間は
15.9 ms 以下にすることは困難であり （19），衝突防止プ
ロトコルである CSMA/CA （Carrier Sense Multiple 
Access/Collision Avoidance）を用いると平均的な遅
延時間は 45 ms 以上と更に長くなる （20）ため，選択肢
として難しい側面がある．
自動車のハーネスのワイヤレス化には明確なメリッ

トがあるものの，これらが実用化に結びついていない
のは求められる信頼性に対するソリューションがない
ことや，技術要件のミスマッチがあるのではないかと
想像している．

2.3　航空機
航空機にもハーネスが多量に実装されており，多く

の課題が認識されている．その最たるものは重量であ
り，例えばブラックホークヘリコプタではコンピュー
タとセンサを接続するハーネスが約 900 kg 程度もあ
り，積載量の制約要因の一つになっている （21）．同時に

ハーネスの関わる安全性や故障，ミッションの休止，
保守作業の人的稼働の多さ，ハーネスのレイアウトや
引き廻しの難度，等の課題が指摘されている．自動車
と視点は類似しているものの，ハーネスが関わる故障
やメンテナンスの多さから，安全性向上や稼働率向上
のためにワイヤレス化に取り組む姿勢がある点は興味
深い．また，機体が事故等で損傷を受けてもワイヤレ
スは“断線しない”という視点もある．基本要件を送
受信間は 30 m以内，遅延分散は 100 ns 程度内，ジャ
ミング対策としてオンボードのセンサ情報の通信に符
号分割多元接続（Code Division Multiplex Access, 
CDMA）が検討されている．
また，保守支援システムの視点からワイヤレスセン
サの有用性が指摘されており，機体のヘルスモニタリ
ングの用途では Bluetooth を有望視する向きが多
い （22）．
客室内については搭乗者へのサービスや客席のモニ
タリングの観点からワイヤレス化の検討が行われてい
る．Airbus A319 の客室内で 3～ 8 GHz の伝搬特性の
測定を行い，オフィス環境における伝搬との類似性と，
金属機体内に起因する強い多重反射環境の相違点の指
摘がなされており，直交周波数分割多重（Orthogonal 
Frequency-Division Multiplexing，OFDM）の適用性
とともにUWBの有用性が示唆されている （23）．20 m
程度の客室内には送受信機の位置関係で LOS 環境と
NLOS環境が起こり得るが，遅延分散はせいぜい 30 ns
であり，伝搬損は 30～ 50 dB 程度とされている．

2.4　人工衛星・宇宙船
人工衛星や宇宙船では航空機以上に重量は重要な問
題であり，その一方でワイヤリングは信頼性確保のため
に多重化されるため，重量軽減や省スペース設計等の
観点からワイヤレス化のメリットが大きい．小形人工衛
星の場合，ハーネスはプラットホームのコストの 10％
を占め，乾燥重量の 15％を占めるともいわれており，
UWB, Bluetooth, ZigBee, WiFi などの適用性について
比較検討がなされている （24）．また，ワイヤレス化には
適応的な回路構成の変更・再構成ができ得る点も指摘
されている．しかし，宇宙における利用に際しては様々
なシーンに起こり得る電磁波干渉への対策が必須であ
り，宇宙という環境の要素も考える必要がある （25）．
伝搬環境の側面から見ると，人工衛星の内部は密に実
装された狭小な空間であり，きょう体や部品類は金属製
が基本のために無線通信にとって多重反射の厳しい過酷
な環境になる．そのため，狭帯域では 30 dB 程度も低
下する fading depth が顕著に現れ，また遅延分散に関
しても，金属製のシールドボックスを用いたモデル実験
から 100 ns 程度以上になり得ることが示されてい
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る （26）．ただし，fading depth は周波数帯域を200 MHz
以上確保すればほぼ解消すること，遅延分散は電波吸収
体の挿入により20 ns 以下に低減し得ることなどが明ら
かにされており，UWBの有用性が指摘されている．

 3 機器内伝搬環境と機器内通信の要件
3.1　伝搬特性及び遅延特性
本章では，ICT 機器について行った我々の検討を紹

介する．2.1 節で述べたように，ICT機器のハーネスの
ワイヤレス化を検討する際にシステム遅延は 1 ms 以
内，多元接続数は最大 200 と仕様設定した．また，
ビット誤り率（BER）は 10 - 6 以下を目標とした．この
ような通信を機器内で達成するための基礎検討として，
伝搬損と遅延特性を評価した．ICT 機器としては
ATM，券売機，自動販売機，中形業務用プリンタの 4
機器を用いた．
ICT 機器内の環境は，周囲がきょう体で囲まれ，多

数の部品モジュールが密に存在する，狭小な閉空間で
ある． 間はせいぜい，無線の波長（例えば 2.4 GHz
では波長 12.5 cm）の数分の 1程度しかない．そのよ
うな機器内部におのおの40～ 70か所の測定点を設け，
薄型のチップアンテナを設置して伝搬損の周波数特性
を測定した．アクセスポイント（RX）を機器の制御部
近傍に設置し，送信アンテナ（TX）を機器内部の様々
なか所とした（図 1）．機器内で発生するノイズが 300
～ 800 MHz で観測されたため，1～ 8 GHz で評価を
行った．伝搬損特性の典型例を図 4に示す．伝搬損特
性は多数の急峻な fading depth を示し，機器内が多重
伝搬環境であることを示している．累積確率密度分布
による伝搬モデル解析の詳細は文献（7）を参照頂きた
い．この伝搬損特性を周波数減衰を示す次式

　　P = A log f + B,

でフィッティングを行い，伝搬損の平均カーブを求め
た（図 4の赤線）．ここで，P；伝搬損［dB］，f；周波
数［GHz］，A，B；係数である．
各機器の 40～ 70点の各測定データについてこのよ

うな処理を行い，周波数 3 GHz における平均伝搬損を
求め，送受信間直線距離（TX-RX間距離）に対してプ
ロットを行って依存性を評価した．結果を図 5に示す．
なお，機器きょう体の大きさは外寸でせいぜい全高が
2 m弱であり，今回は内部の機構やハーネスの位置な
どからTX-RX 間距離を 1 m以内として評価している．
マクロに見れば 20 cm程度以内の LOS環境では 4機器
とも似たような位置にプロットがきた．それ以上の距離
では機器の内部構造や材質の違いなどが現れ，特に，
内部がほかよりも密に実装されている ATM では
TX-RX間直線距離が 30 cm以上のNLOS環境で 50～
70 dBと，ほかよりも伝搬損が大きくなった．この位置
は機器の深部との通信になり，累積確率密度分布の解
析からRayleigh 散乱が支配的であることが分かってい
る （7）．そのような条件下では，TX-RX 間距離への依存
性は見られなかった．強い主波がなく，機器内の様々な
所で多重反射した素波が伝搬を担うため，TX-RX間の
直線距離は意味を持たなくなると考えられる．
同様に各機器内の 40～ 70か所について，周波数特
性の逆フーリエ変換から遅延特性も評価を行っている．
表 3に結果を整理する．これらの機器はきょう体や内
部の部材に金属が多用されていても，底部や放熱用ス
リットなどの開放部，表示用等の液晶パネルや樹脂部
などがある．このような，電波が散逸しやすい構造があ
るために，比較的短い遅延時間に留まり，遅延プロファ
イルの標準偏差を表す遅延スプレッドも小さい値に留
まったと考えている．比較のために 40 cm角の金属模
擬きょう体を作って完全密閉した環境にすると，内部で
の遅延は 200 ns 以上になった．また，開放部の少ない
PCの内部では，きょう体は小さいものの遅延スプレッ
ドは23～ 26 ns 程度 （11）になる．それに比較して，我々

図5　 機器内における平均伝搬損の送受信間直線距離依存
性．平均伝搬損は周波数3 GHzで評価

図4　 ICT 機器内における伝搬損特性の典型例．送信点は
機器の中央でNLOSの位置
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が評価した ICT 機器の遅延スプレッドは半分以下で
あった．
機器内とみなせるようなほかの機器のシーンについ

ては，例えば自動車のエンジンルームの中，具体的に
はエンジンの上下間においては，伝搬損は 51～ 55 dB
程度となり，累積確率密度分布解析から強い主波が存
在するマルチパスリッチな伝搬環境であることが報告
されている （18）．我々もエンジンルーム内での伝搬評価
を行い始めたところである．測定結果の一例を図 6に
示す．複数箇所を測定しており，今後は追って解析を
進める予定である．エンジンルーム内は金属が多用さ
れる環境であるものの，目視で判断する限りでは部品
間の空間は ICT 機器よりも広い．そのため，懸念する
ほど伝搬環境は厳しくない可能性がある．
自動車については，車内空間におけるワイヤレス利

用の検討の報告例が圧倒的に多いが，車内空間はドア
や車体に囲まれた機器内ともみなせるし，電波を透過
するガラス窓があり，比較的広い LOS環境を持つ半開
放系の空間ともみなせる．伝搬特性から見ればマルチ
パスリッチな環境であり，3.1 ～ 10.6 GHz の UWBの
領域では 40 dB 程度の伝搬損，遅延スプレッドは
12 ns 程度との報告がある （13）．なお，搭乗者による伝
搬損は 3.1 ～ 10.6 GHz の帯域幅において 5 dB 程度と
見積もられている．
遅延スプレッドは，最大の通信速度を見計る上で重

要である．シンボルレートの 1/10 以下程度であれば等
化器やOFDMなどの耐マルチパス技術を用いなくとも
通信は可能であるという一つの一般的な指標から判断
すると，10 ns で 10 Msps まで可能という指針を得る
ことができる．実際，図 5に示す伝搬損の環境の中で
我々は 2.4 GHz ISM帯を使用し，シングルキャリヤの
GFSK （Gaussian fi lterd Frequency Shift Keying）を
用いた 1 Mbps の通信モジュールを用いて，BER（Bit 
Error Rate）は 10 - 6 を達成している．また，信号発生
器を用いた基礎検討では 5 Mbps も問題なく通ること
を確認している．

3.2　機器内通信の要件
機器内通信は機器の改善手段という明確な目的を

もって検討されるために，要件は明確な場合は多い．
逆に機器それぞれによって要件は異なるため，一般化
には難がある．そこで，ここでは多数のセンサ情報の
収集という観点から考察を行うことにする．そうする
と基本的な要件は，多数の端末から情報をリアルタイ
ムで受信するという低遅延多元接続性になる．それぞ
れのセンサ情報は 8 bit かせいぜい 12 bit 程度である．
多元接続数は機器内のセンサの数量と見ると，ICT 機
器で 200個程度，自動車で 150個程度であることから，
一つの指標として 200個程度が妥当な数字と思われる．
また，通常のセンサが常時モニタリングの形態で動作
する場合はセンシング周期が 1 kHz であることが多い
ために，システム遅延は 1 ms 以内となる．システムが
間欠的にセンシングする場合はこの条件でカバーされ
ると考えることにする．センサ情報をパケット送信す
ると，1 パケットあたりヘッダ等を含めて数 10 ～
100 bit 程度必要になる．したがって，全体で約
20 Mbps の通信量となる．
なお，ここではセンシングは常時モニタリングの形
態を考える．センシングの形態としてはイベントドリ
ブン型もある．情報の重要性が低く，システム遅延の
要件が緩く，情報が伝達しなかった場合に再送するこ
とで差し支えないようなケースなら，イベントドリブ
ン型でも差し支えない．しかし，ワイヤレス通信の課
題である干渉やバーストノイズ等による通信断とセン
サの情報がないことの区別を付けにくいため，システ
ム遅延の要件が厳しい場合には，状態の通知を連続的
に行うモニタリング型である必要がある．
これらの低遅延・多元接続性の二つの切り口で SRD
の UWB，Bluetooth，ZigBee，Wi-Fi を俯瞰すると，
表 4に示すように，少なくとも接続ノード数の点で
UWBと Bluetooth は難があるのがすぐに分かる．マル
チホップを用いたツリー型のネットワーク構成はホッ
プ間の遅延時間のために，低システム遅延を満足する
ことは難しい．ZigBee は低速すぎるし，Wi-Fi は衝突

図6　 自動車のエンジンルーム内で測定した伝搬損．送受
信間距離は約40 cm

表 3　ICT機器内における遅延特性

機器 平均遅延時間
［ns］

遅延スプレッド
［ns］

ATM 50～20 3～11

券売機 5～13 3～7

自動販売機 5～17 3～11

プリンタ 3～11 1～7
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防止のCSMA/CAが実装されているので，そのままで
はシステム遅延を保証することは難しい．結局，この
ような点だけでも汎用の SRDをそのままの形で適用す
ることに難があることが分かる．
加えて，干渉対策も大きな課題である．もし 2.4 GHz

等の ISM帯を使うとすると，異種システムの共存が前
提となってしまう．一方，専用の周波数帯を使うこと
が可能であれば異種システムの共存については回避で
きるが，非同期の同種システムが共存する可能性は残
る．機器が並列に設置されたり，自動車がすれ違うと
きなど，被干渉と与干渉を解決する必要がある．一つ
の解はCDMAと思われるが，同時にきょう体のアイソ
レーションを高める，送信出力を下げる，距離減衰の
大きな高周波を用いる等，複合的な対策が必要と考え
られる．
なお，バス配線のワイヤレス化も興味深い適用先で

あるが，上述のセンサの議論とは異なり，接続ノード
数は低くても，高速性と低システム遅延がより厳しく
求められるはずである．また，光ファイバ通信と競合
の可能性もあり，環境が高温である等の特別な理由が
ない限り，バス配線のワイヤレス化のニーズは限定的
と思われる．

 4 まとめ
ワイヤレスハーネスは，様々な機器の軽量化や省ス

ペース化を促進する大きな可能性を持っている．それ
が輸送機関においては燃費の改善や積載量の増大化な
どにつながり，省エネを促進するグリーン化技術とし
ての面白さや有用性を持っている．また，ヘルスモニ
タリングやメンテナンス支援は機器の保守作業を大幅
に効率化し，自動化を進めることができるため，今後，
実用化の面では一番早いのかもしれない．配線が削減
されることによるシステムデザインの自由度の向上，
航空機における安全性や断線対策としての位置付けな
ども興味深い切り口であり，自動車における議論と比
較すると面白い．
課題は，全てを満足するような適当な技術が現状ま

だないことである．求められる要件の一部は，フォー
ルトトレラントなシステム設計により回避できる点も

あるが，実利用可能な機器内通信を実現するためには
更なる技術検討が必要と感じている．
謝　辞
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1 医療現場におけるコンピュータと通信技術の導入
医療現場では様々な規模と，専門性による違いがあ

る．規模の面では外来診察室と待合室のみしかない医師
1名の診療所から，ベッド数が 1,000 を超え，勤務す
る医師と看護師の数が 2,000 名を超えるような大規模
病院まである．専門性の面では 1診療科のみを標榜す
る施設から，臓器移植ができる設備を持つ 30以上の診
療科を標榜するところまである．ここでは医療法が「病
院」と定義する病床数 20以上の医療機関，特に大規模
な医療機関を対象として，無線通信導入の需要とその条
件について解説する．
現代の医療は専門化と高度化が進み，重篤な患者の場

合，その手当てを医師 1人が全て行うことはほぼ不可
能であり，必要に応じて診療所と病院が協力し，それぞ
れの特性を生かしつつ分担して患者の治療を行う．これ
は人口の高齢化に伴う患者数増加と，専門領域の細分化
と医師の偏在がもたらした，いわゆる「医師不足」にも
原因がある．これに対し医師の負担軽減を一つの目的と
して，看護師や薬剤師，検査技師，栄養士などが協力し
て患者の治療に当たる「チーム医療」が推進されている
（図 1）．大規模病院には 20を超える職種があり，必要
な職種の職員が，担当医師（主治医）を中心として，直
接的・間接的に患者のために働いている．

また近年は患者の医療知識が増えたこともあり，証拠
に基づいた医療（Evidence-Based Medicine, EBM）
が求められる．その結果，診断を決する情報を得るため
に実施する検査の数と種類が多くなった．新しい検査手
法と検査機器の増加もまた検査結果という情報の量と種
類が増加することにつながる．
医療機関は複雑な料金計算を容易かつ正確に行うこ
とを最初の目的にコンピュータを導入し始めた．現在こ
の機能を持つシステムは「医事会計システム」と呼ばれ，
患者数が比較的少ない診療所向けのシステムはパーソナ
ルコンピュータでも動作可能である．
その後，医師指示の各部門への正確な伝達，指示内容
に間違いないかの確認，入力をできるだけ簡素化・自動
化することなどを目的に「オーダエントリーシステム
（オーダリングシステム）」が作られ，ここで初めて医師
によるコンピュータ利用が始まった．現在では医師のカ
ルテ記載も電子化された形のシステム（電子カルテ）導
入も進みつつある．加えて，ネットワーク技術によりこ
れらの機能をサーバ /クライアント型システムで実現
し，患者情報の集約とチーム間での情報共有が容易に
なった．今や，大規模な医療機関ではコンピュータシス
テム（Hospital Information System, HIS）が不可欠
なインフラである．HISは患者情報データベースを中心
に，病院のほぼ全業務に浸透しているといってよい．筆
者が属する島根大学医学部附属病院のHIS の機能構成
図を図 2に示す．島根大学では 2008年までにこれらの
機能をほぼ全て稼働させており，約 50台のサーバと約
1,000 台の端末を用いて，医師や看護師のみならずほぼ
全ての職種がHIS を使用し，有印文書等の印字が必要
な項目を除きほとんどの書類の電子化を達成した．

2 医療における無線通信の需要とこれまでの対応
医療現場は患者情報や医師の指示，検査結果など大量
の情報をHISに蓄えるようになった．これらの情報を患
者の傍ら（ベッドサイド）で参照・入力できれば作業の効
率も上がり，また刻々と変化する患者の様態を常に最新
の状態で入力でき，共有も可能である．その実現のため

図1　チーム医療の概念
（多職種が連携して1患者に対応する，例示職種は一部に
すぎない）

医療現場における
無線通信の需要と実現の条件

花田英輔　Eisuke Hanada　島根大学医学部附属病院医療情報部
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には無線通信の導入が有効であることはいうまでもない．
しかしつい最近まで，無線通信技術の導入を躊躇する

医療機関が多かった．これは 1990年代後半に始まる携
帯電話使用による医療機器の電磁波障害（Electro-
Magnetic Interference, EMI）に対する不安と，電波
傍受や不正アクセスによる情報漏えいに対する不安が大
きな要因といえる．
前者に対しては，総務省をはじめとする様々な実験結

果 （1）や電波法の規制，医療機器側のイミュニティ強化
等により一定の注意を払えば医療機器に電磁波障害が発
生しないことが明らかとなっている．一方，セキュリティ
機能の強化やネットワーク管理者の働きにより後者の脅
威は小さくなりつつあり，病棟全体に無線 LANを設置
使用する病院が増えつつある．島根大学医学部附属病院
では 2003 年に病棟全体に無線 LAN（IEEE 802.11a）
を導入し，HIS 端末全体の 10％を無線 LANでの接続
とした．現在は IEEE 802.11a と 11g を併用し，150
台を超えるHIS 端末及び一部の医療機器，情報提示用
の iPad 等が無線 LANを通して通信している （2）．無線
LANにより接続する端末は移動可能なカートに載せて
使用している（図 3）．
また，PDAを活用した看護師業務軽減に向けたシス

テムや可動型の無線通信機能付き放射線撮影装置（図 4）
が開発され供用されている．PDAを用いたシステムは
点滴時の患者誤認や投与間違いを防ぐことを可能にする
ことで医療の安全を高めるとともに，患者情報の即時入
力を可能にした．可動型の検査機器における無線技術の
活用は重症患者を移動させることなく検査可能とし，か
つ検査結果をサーバに無線伝送することで即時共有を可
能にした．
これら近年の技術とは別に，大規模医療機関では数十
年にわたり生体情報モニタ（図5）が無線通信を利用して
きた．常時管理が必要な患者の心拍数，呼吸数，動脈血中
酸素飽和度（SpO2，percutaneous oxygen saturation
または oxygen saturation by pulse oximetry）などを
センサにより取得の上，有線でベッドサイドモニタに集
約し，これを420～ 450 MHzの無線通信によりナース
ステーション等に置かれたセントラルモニタに送ること
で，複数の患者状態を集約的に観察可能にしている．

図2　島根大学病院の病院情報システム機能構成図（協力：東芝医療情報システムズ）

図3　島根大学病院での無線接続PCの利用形態
（ナースステーションで使用中の様子）

図4　無線通信機能付き可動型放射線撮影装置
（下に見えるフラットパネルを患者の撮影部位の下に敷き，
アームの先から放射線を照射して撮影する）
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3 医療現場への無線通信導入に必要な条件
医療現場は基本的に患者の安全を第一に考えるが，近

年の医療費削減や医師不足，看護師不足など労働環境の
悪化に伴い作業効率や費用対効果を重視せざるを得ない
状況にある．無線通信の導入もその一環とされる場合が
ある．残念ながら多くの医療機関では無線通信の技術及
び運用に詳しい職員がいることは少ないため，有効利用
できない状況が発生し得る．そこで無線通信導入に向け
考慮すべき要件をまとめる．基本的にデータ通信の場合
を想定する．
1）流通データ量とユーザの種類・数の決定
無線通信はインフラがあっても流すべきデータがな

ければ意味はない．流すべきデータの種類はユーザによ
り大きく異なる．まず無線通信を職員専用とするか，患
者も使用可能にするかについて決定が必要である．その
上で，流通データをテキストのみか，静止画像，動画像
など通信容量を必要とする情報も含むのかについて検討
し決定しなければならない．医療現場はシステム全体と
しての反応速度（ターンアラウンドタイム）を常に重視
するので，流すべき情報量が多い場合やアクセスポイン
ト単位の最大接続数などに配慮しなければならない．
2） EMC（Electro-Magnetic Compatibility）の確保
生体信号を捉える検査機器や薬剤等の注入速度を一

定に保つ医療用ポンプは電磁波の影響を受けやすいとさ
れる．無線通信が用いる電磁波は医療機器の動作に悪影
響（電磁波障害）を与えてはならない．電磁波障害は電
磁波放射源を遠ざけるか，出力が弱い機器を用いること
で発生の可能性を最小限にすることが可能であり，その
ような環境作りを行うべきである （3）．
また，医療機器にも電磁波を空間に発するものがあ

る．代表例は医療用マイクロ波治療器（図 6）であり，
2.45 GHz の電磁波を最大 100 Wで空間を通して体表
面に照射する．したがって，特に ISMバンド（Industry-
Science-Medical Band）を用いる無線通信では電磁波
を発する医療機器の使用による通信への影響（速度低下
や通信途絶）を防ぐ手段を講じる必要がある （4）．

更に，同一空間で同じ周波数帯を用いる複数規格の無
線通信が併存する可能性もあり，また外部から信号が侵
入するおそれもある．これらの状況を把握し，影響（通
信途絶や混信，接続先の混乱）を最小限にしなければな
らない．
3）可用性の確保
　a）システム自体の可用性確保
サーバ /クライアント型システムが無線通信を用いる
場合，ネットワーク構成がサーバからアクセスポイント
までは有線であり，アクセスポイントから端末までが無
線となっていることが多い．しかし，端末を操作するユー
ザにとってはアクセスポイントが停止しても，有線部分
（例えばルータ）が停止しても，サーバにアクセスでき
なければ業務ができない．医療機関は，たとえ停電した
としても患者に対応する必要がある．
したがって，アクセスポイントを含むネットワークの
各機器の可用性を確保することが大切である．例えばア
クセスポイントはPoE（Power over Ethernet）で給電
し，PoE 機能付きルータには UPS（Un-interrupted 
Power Supply，無停電電源装置）を設置するなどの工
夫により，停電時対策を施すことが必要である．
　b）信号到達範囲の確保
無線通信では，お互いが発する電磁波を一定以上の強
度で受信しなければ通信はできない．建物内の壁やドア，
什器類は，材質によって信号を吸収あるいは反射する可
能性がある．病室や診察室の面積は近年のオフィスと比
較して小さいため，結果的に医療機関の建物には壁が多
い．また，キャビネットなどの什器類も多く設置される．
したがって，信号到達範囲について慎重に検討する必要
がある．ただし，大規模な医療機関では，設計段階で壁
やドアの材質が決まっていない場合があるだけでなく，
建築担当者と通信担当者の意思疎通が良くない場合もあ
り，出来上がってみると信号が届かない部屋や区域が発
生する可能性がある．電磁波伝播シミュレーションなど
の技術を利用することも考慮すべきであろう （2）．
4）セキュリティの確保
医療現場で用いる情報はほとんどが患者本人に関す

図6　医療用マイクロ波治療器

 

図 5　生体情報モニタ
（左：ベッドサイドモニタ，後方のアンテナ付きの箱が無線
送受信ユニット　右：セントラルモニタ，1画面で最大8
台のベッドサイドモニタの状態を表示可能）



Technology Reviews and Reports解　説解　説

36 通信ソサイエティマガジン　No.25  夏号 2013

る個人情報であるが，入院患者の場合は御家族などの関
係者情報も含まれることが多い．また場合によっては，
患者あるいは患者の家族に対し秘匿すべき情報（病名や
胎児の性別など）が含まれる．病名告知の有無について
は，本人のみに対し秘匿する場合，本人に告知して家族
には告知しない場合など，できるだけ患者本人の希望に
沿った運用が求められる．情報の傍受や漏えいに対する
セキュリティ対策は特に強化が望まれる．
必要な対策としては，不正接続対策，不正ユーザ対策，
データ破壊対策を含むコンピュータウイルス対策などが
挙げられる．SSID （Service Set Identifi er）の設定な
どを用いて接続可能な範囲を限定することも必要であ
る．また，無線通信を通して接続可能な端末はワイヤロッ
クなどの対策が実施しにくいこともあり盗難対策も欠か
せない．直接に通信とは関係ないが，表示画面の覗き見
対策なども講じる必要がある．
5）ユーザ教育
上記いずれの対策を講じたとしても，ユーザ教育は欠

かせない．ようやく医師や看護師も，その養成課程にお
いてコンピュータリテラシーについて教育を受ける時代
となった．しかし継続的にユーザ教育を行わなければ，
例えば患者情報を表示したまま離席するなどして情報が
漏えいするおそれがある．
本稿でいう医療機関とは，既に病を得たり怪我を負っ

たりした「患者」を対象とした機関である．筆者が勤務
する大学病院には，軽傷な患者から重篤な方，あるいは
残念ながら死を待つ方も入院されている．現場職員は担
当患者の状態を常に把握し，最善の治療と環境を提供す
るべく 24時間交代制で働いている．患者状態の誤った
把握や，把握できなかった場合には，投薬や処置におい
て誤りを生じ，患者の生命に直結するおそれもある．す
なわち，HISとの通信は可用性と通信容量を常に確保す
ることが極めて重要であるとともに，正しかったか否か
に関わらず，実施した医療行為は正確な記録が実施時間
とともにHISに記録されなければならない．
また医師は 1人で数人の患者を担当し，看護師もま

た同様である．重篤な患者の様態情報の収集は常に行
う必要があるが，1人の患者の下に常にいることは難し
い．特に看護師は点滴の準備や各種の処置，患者の観察，
患者及び家族への説明など極めて多忙である．したがっ
て，無線通信を含む情報通信技術（ICT）を用いたシス
テム導入による労働効率の向上がますます必要になっ
ている．
これらに加え，医療では患者安全の確保は至上命題

の一つである．入院患者が自ら転倒あるいは院外に出
た場合であっても病院側には管理責任がある．医療機
器の動作管理にも病院側の責任が生じ，アラーム等へ
の対応状況も記録されている必要がある．無線通信自
体は患者の安全に寄与することは難しいが，センサや
ICタグなどとの連携により医療安全の向上を図ること
は可能である．

4 医療現場が期待する無線通信とアプリケーション
これらの前提の上に立って今後医療現場が望むであ
ろう機能を考えると「センサネットワーク」，「トレーサ
ビリティ」，「自動入力（自動取得）」といったキーワー
ドが挙げられる．これらの対象には人だけでなくモノ（薬
品，医療機器，消耗品など）が含まれる．すなわち，患
者のバイタルサイン（体温や心拍，呼吸数など）や薬品
の動きと消費，医療機器の位置及び動作，アラームにつ
いて，自動かつ即時的な情報収集が望まれている．ただ
し，センサは正確かつ患者の生活及び動作に支障しない
ことが必須であり，対象物の行動範囲は必ずしも一つの
室内，一つの病棟内ではない．近年は在宅医療が推進さ
れているため，医療機器を患者に貸し出し，自宅や行動
先で使用する場合もあるからだ．対象によっては正確な
時間が記録されるべきものもある．
上に挙げたキーワードを具現化したものの一例とし
て，ICタグ（JIS の用語ではRFタグ）による位置検索
がある．これは患者あるいは医療機器に ICタグを取り
付け，無線通信を利用したタグの位置の把握を通して対
象物の位置を把握するシステムである．これまでに医療
者側からも含めて複数の試作例が発表されている （5） ～ （8）

が，実用化に至った例は数少ない．なぜであろうか．例
えば ICタグによる医療機器の位置把握においては，そ
の目的は位置の把握自体ではなく，機器管理の観点から
使用を終了した機器の回収を図ることにある．すなわち
医療機器の位置が分かっても使用中か否かが把握できな
ければ，現場が「使用中」と返事をすれば返却を強いる
ことができず，目的を果たせない （8）．また位置把握にお
いても，把握可能な範囲は建物内に限られることが多く，
建物外に医療機器が出た場合は「位置不明」または「IC
タグが不存在」という情報のみ把握できる．また，壁や
床の電磁遮へい性能を考えずにタグリーダあるいは無線
LANを設置した場合は，求める精度での位置把握がで
きない．
一方，成功例として前述の生体情報モニタがある．患
者の体温や心拍数，呼吸数，SpO2，血圧などの集約的
な把握が目的のシステムである．体表面に取り付けたセ
ンサからの情報を集約し表示あるいは判定して警告を発
する機能を持つ．ベッドサイドのモニタは交流電源で動
作することが多く，基本的に動けない患者に用いる．ベッ
ドから離れて移動可能な患者に生体情報モニタを用いる
ことはほぼないといってよい．実は最新システムでも基
本的に患者とベッドサイドにあるモニタの間は有線であ
る．これは，人体が電磁波吸収体であることに加え，セ
ンサの位置全てがベッドサイドのモニタに直接信号が届
くとは限らないからであり，有線を用いることで信号取
得を確実にする意味がある．一方で，ベッドサイドのモ
ニタとステーションのモニタ間は無線通信を用いるもの
が多い．これはモニタ装着患者の数が一定ではなく，モ
ニタ装着患者の位置も固定ではないことに起因する．
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5 医療現場に通信技術を普及させるために
医療現場の職員は通信の方式について詳細に知る必

要はない．望む機能と動作が実現することが大事なので
あり，そのためにどのような機能や技術を使用している
かに対する関心は薄いことが多い．むしろ，電波法等に
準拠するだけでなく，安全性や確実性を重視し，最先端
の技術を導入する機運は比較的小さいといえる．
また医療機関はそれぞれが独立企業と考えてよく，近

年の医療費削減とも相まって費用対効果を重視するよう
になった．この傾向は国公立病院も同じである．その結
果，最先端技術を高い費用を払って導入する機運は小さ
くなっている．
これらの観点から考えると，現時点で医療機関が導入

する可能性がある無線通信規格は，IEEE 802.11 シリー
ズ若しくは Bluetooth，ZigBee 等，既に商品化され安
定的に運用可能な物が中心となるであろう．しかし今後
は，例えば超広帯域（Ultra Wide Band, UWB）通信
を含む IEEE 802.15.6 のように，医療での使用に重点
を置いた規格に基づく商品が安価に流通すれば，導入の
可能性は増すと考えられる．IEEE 802.11ac も期待さ
れる規格といえるが，混信やノイズ，チャンネル設計等
の可用性とセキュリティ面での不安を取り除く対策との
兼ね合いがあるように考えられる．
既に述べたように，医療現場には通信技術者はほとん

どいないと考えてよい．したがって，技術者及び商品開
発者は，医療現場に対して規格の利点を容易に説明する
機会と資料を作り，具体的な製品の普及に努めない限り，
現場は安心かつ確実に動作する旧来の製品を使い続ける
であろう．

6 まとめ
今や，医療現場における通信は人命に関わるインフラ

である．確実な通信方式を選択しがちになる環境で新し
い通信技術を普及させるためには，医療の特性と現場
ニーズの把握は欠かせない．特に，大規模医療機関では
医師，看護師，薬剤師をはじめとして，20を超える職
種の職員が働いている．その多くは国家資格を持ち，業
務内容が法に定められている場合もある．無線を含む通
信設備は全職員に共通したインフラであるが，それぞれ
の職種が持つ特性と行動パターン，利用する情報はそれ
ぞれ異なる．これらをできるだけ幅広く把握することが，
活用しやすい通信システムを生み出すと考える．
医療現場には確実に無線通信のニーズがある．今後，

安価かつセキュリティに優れ，高い通信速度を持つ規格
とそれに準拠した機器が現れれば，医療現場は必ず活用
すると期待する．
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1 はじめに

1.1　無線LANの無線周波数とチャネル
無線 LANの伝送方式として IEEE 802.11a/b/g/n 規
格があり，規格の種類によって周波数帯域，最大伝送速
度，変調方式等が異なっている．表1に無線 LANの伝
送方式の比較を示す．IEEE 802.11b/g/n では 2.4 GHz
帯を，IEEE 802.11a/nでは 5 GHz帯の無線周波数を利
用している．2.4 GHz 帯を利用する無線 LANは，全部
で14個のチャネルが割り当てられており，1チャネル当
たり約20 MHzの帯域幅を有している．各チャネルの周
波数帯域幅の割り当て状況を図 1に示す．図 1より，
2.4 GHz 帯を利用する無線 LANでは，隣接するチャネ
ルで，周波数が重複していることが分かる．そのため，
複数の無線 LANアクセスポイント（以下「AP」と省略
する）を設置した場合，チャネル間干渉が発生する可能
性がある．チャネル間干渉を回避するためには，ほかの
APで設定されているチャネルと少なくとも5チャンネ
ル以上離れたチャネルを利用する必要がある．一方で，
5 GHz帯を利用する無線 LANは，5.2 GHz 帯（W52），
5.3 GHz帯（W53），5.6 GHz帯（W56）の3帯域にチャ
ネルが割り当てられており，全部で19チャネルある．チャ
ネルの周波数帯域幅の割り当てを図2に示す．図2より，
20 MHzの帯域幅を利用する無線 LANでは，チャネル
間干渉は発生しないメリットがあることが分かる．なお，
近年普及している，IEEE 802.11nの無線 LAN規格にお

いては，二つのチャネルを同時に利用（40 MHzの帯域
幅を利用）することで最大600 Mbpsという高速通信を
実現している．高速通信ができる一方で，二つのチャネ
ルを使用するため，2.4 GHz帯と5 GHz帯ともにチャネ
ル間の干渉が発生する可能性が高くなる側面がある．

1.2　無線LANを取り巻く電磁環境
無線 LANはインターネットアクセスの手段として，
家庭やオフィスのパソコンだけでなく，スマートフォン
やゲーム機器，ディジタルカメラ等にも内蔵され，利用
シーンが屋内だけでなく屋外にも拡大している．特に屋
外にAPが設置される公衆無線 LANサービスでは，人
口の密集地域になればなるほど，多数のAPを設置する
必要があり，チャネル間干渉が発生しやすい環境になっ
ている．
また，2.4 GHz 帯は，産業科学医療用バンド（ISM: 
Industry-Science-Medical バンド）と呼ばれる周波数
帯域を利用するため，無線 LANの通信だけではなく，
産業・科学・医療用の高周波利用設備（以下「ISM機器」
という）にも使用されている．2.4 GHz 帯における
ISM機器の代表例と干渉イメージを図 3に示す．ISM
バンドを利用する代表的な機器として，電子レンジ，ワ
イヤレスカメラ，ワイヤレススピーカ，マイクロ波治療
器等がある．このような ISM機器は，無線 LANの通信
にとっては電磁妨害源となる場合がある．そのため，
ISM機器との干渉が発生し，スループットの低下や無
線接続の切断などの通信トラブルが発生する．

Wi-Fiサービスの円滑な提供に
向けた無線LANテスタの導入

岡本　健　Ken Okamoto NTT東日本技術協力センタ
平澤徳仁　Norihito Hirasawa NTT東日本技術協力センタ
伊藤秀紀　Hidenori Ito NTT東日本技術協力センタ
村川一雄　Kazuo Murakawa NTT東日本技術協力センタ

表1　無線LANの伝送方法

伝送規格 周波数帯域 最大伝送速度 変調方式 1チャネル当たり
の占有帯域幅 屋外での利用

IEEE 802.11a 5 GHz 帯 54 Mbps OFDM 20 MHz 一部の周波数帯域
において利用禁止

IEEE 802.11b 2.4 GHz 帯 11 Mbps DSSS 22 MHz 利用可能

IEEE 802.11g 2.4 GHz 帯 54 Mbps DSSS/OFDM 20/22 MHz 利用可能

IEEE 802.11n 2.4/5 GHz 帯 600 Mbps OFDM 20/40 MHz 一部の周波数帯域
において利用禁止

解　説
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実際にNTT東日本のサービスにおいても，APの増加
に伴うチャネル間の干渉や ISM機器の影響によって，ス
ループットの低下やAPと端末間の切断といった通信ト
ラブルが発生している．また，これ以外にも，APからの
電波強度が弱い場合や電波を反射・吸収する障害物が存
在する場合も通信トラブルを引き起こす可能性がある．
このような無線 LANに関わる通信トラブルを早期に

解消するためには，無線端末における受信強度やスルー
プットの可視化が有効である．そこで，NTT東日本では，
スループットや受信強度を測定し，通信トラブル対応を
迅速に行うための無線 LANテスタを開発し，現場導入
した．本稿では，今回開発した無線 LANテスタを紹介
する．第 2章では，本ツールの概要を示し，また，第 3
章では，本ツールの有効性の検証結果を示す．更に，第
4章では，本ツールの活用事例を紹介し，第 5章では今
後の課題や展望を述べる． 

2 無線 LANテスタの概要

2.1　開発コンセプト及び要求機能
通信サービスを安心・安全にご利用頂くためには，“つ
ながらない”や“通信速度が低い”などの通信トラブル
が発生した場合，一刻も早くトラブルを解消することが
不可欠である．そのためには，簡易にAPの設置状況や
通信状態及び，他のAP等による周囲の電磁環境を測定・
分析する必要がある．そこで，無線 LANテスタの開発
では，簡易な操作で，直感的に分かりやすい測定・分析
を実施することを目指した．本ツールは，ソフトウェア
をインストールしたノートパソコンと専用の無線 LAN
アダプタで構成されている．
実装機能を検討するに当たり，実際に発生した無線

LANに関わる通信トラブルについて調査した．主な故
障原因と相談内容を図 4に示す．その結果，外来ノイ

ズによる電波干渉，AP間でのチャネル間干渉が原因の
大半を占めていた．また，通信トラブル以外としてAP
の配置設計やAP設置前の電磁環境調査に関する要望が
多いことが分かった．そこで，無線 LANに関わるトラ
ブルや事前調査等に必要な機能を分析し，ツールに必要
な機能を以下の五つの機能とした．
①AP検出機能
②受信強度測定機能
③スループット測定機能
④分布表示機能
⑤電磁環境モニタ機能
同様な機能を有する市中製品も存在するが，無線
LANテスタは，これら全ての機能を一つのソフトウェ
アで実現し，現場保守者のニーズを踏まえて簡易に操作
できることが特徴である．次節以降では，これら各機能
の詳細を紹介する．

2.2　AP検出機能
無線 LANの APは，周囲に自身の存在を通知するた
め定期的にビーコン信号を送信している．このビーコン
信号には，端末が無線 LANのネットワークに接続する
ために必要な情報であるチャネル番号やセキュリティ情
報が含まれている．AP検出機能では，このビーコン信
号を検出・解析し，APの詳細情報を表示することがで
きる．画面イメージを図 5に示す．また，検出した全
てのAPをチャネル別，SSID（Service Set ID）別に一
覧表示することで，空きチャネルの状況や，他のAPと

図1　2.4 GHz帯のチャネル割り当て

図2　5 GHz帯のチャネル割り当て

図3　2.4 GHz帯における ISM機器からの電波干渉

図4　無線LANに関わる問合せ内容と必要な機能
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の干渉の可能性を確認できる．

2.3　受信強度測定機能
受信強度測定機能では，無線 LANアダプタで受信し

たAPの信号強度をリアルタイムに表示する．リアルタ
イムに測定を実施しているので，測定しながら移動する
ことで，任意の位置における無線 LAN信号の受信強度
を確認することができる．画面イメージを図 5に示す．

2.4　スループット測定機能
スループット測定機能では，APに対してUDPパケッ

トを連続的に送信し，応答パケット（ACK）を確認す
ることで，スループットを測定する．測定しながら移動
することで，任意の位置でのスループットの変動を確認
できる．ただし，スループット測定を実施するには，測
定対象となるAPに接続する必要がある．画面イメージ
を図 6に示す．

2.5　分布表示機能
分布表示機能では，無線 LAN信号の受信強度分布や

スループット分布をグラフィカルに表示することができ
る．受信強度とスループットの測定は前述の機能を利用
し，測定値の大小を色で表す．任意の位置で受信強度と

スループットを同時に測定し，測定点を増やすことで各
点間を補間しながら電波の到達エリアや通信可能エリア
を視覚的に確認できる．画面イメージを図 7に示す．

2.6　電磁環境モニタ機能
電磁環境モニタ機能では，APが利用するチャネル，
帯域幅及び受信強度を表示する．受信強度の測定は前述
の機能を利用し，縦軸に受信強度，横軸にチャネル番号
の形式で表示する．
また，無線 LANの通信に影響を与えるようなノイズ
を検出し，APと同様にチャネルごとに表示する．各チャ
ネルの使用状況や空きチャネルの状況及び外来ノイズの
存在を確認できる．画面イメージを図 8に示す．

3 無線LANテスタの有効性検証

3.1　受信強度測定機能の検証
電波暗室にAPを 1台設置し，無線 LANテスタによ
る受信強度の測定値と，スペクトラムアナライザによる
測定値を比較した．検証系を図 9に示し，測定結果を
表 2に示す．APからの距離が遠ざかると，無線 LAN
テスタによる測定値がスペクトラムアナライザによる測

図7　分布表示機能の画面例

図6　スループット測定機能の画面例

図5　AP検出機能と受信強度測定機能の画面例

図8　電磁環境モニタ機能の画面例
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定値と同様に減少する傾向を示していることが確認でき
た．ただし，無線 LANテスタの運用時には，操作者が
受信アンテナ（無線 LANアダプタ）の傍にいることや
無線 LANテスタの向きや高さが変動するため，測定誤
差が増すことが想定される．

3.2　スループット測定機能の検証
電波暗室において，無線LANテスタによるスループッ

ト測定値と，パケット送出ソフトを用いたスループット
測定値を比較した．検証系を図10に示す．その結果，
無線 LANテスタによる測定値は89 Mbps，パケット送
出ソフトによる測定値は92 Mbpsであり，おおむね一致
していた．スループットについても無線LANテスタによ
る測定値は，正しく測定できていることが確認できた．

3.3　電磁環境モニタ機能の検証
電磁環境モニタ機能における無線 LAN信号とノイズ
の検出について検証を行うために，電波暗室にAPとワ
イヤレススピーカを設置し，無線 LANテスタによる測
定結果とスペクトラムアナライザによる測定結果を比較
した．検証系を図 11に示す．無線 LANテスタによる
測定結果を図 12（a）に示す．図より，6 ch と 11 ch
に APからの信号が存在することが確認でき，1 ch ～
4 ch（2.40 GHz ～ 2.44 GHz）に，ノイズを検出して
いることが分かる．また，スペクトラムアナライザによ
る測定結果を図 12（b）に示す．図より，2.4 GHz 帯
において無線 LANの AP による信号とワイヤレスス
ピーカの信号が確認できている．以上の結果より，無線

図9　受信強度測定機能の検証系

図10　スループット測定機能の検証系

図11　電磁環境モニタ機能の検証系

表2　受信強度測定機能の検証結果

APからの距離 無線LANテスタ スペクトラム
アナライザ

1 ｍ － 31 dBm － 33 dBm

3 ｍ － 39 dBm － 42 dBm

5 ｍ － 41 dBm － 42 dBm

　　　　

　　　　　　  （a） 無線 LANテスタの測定結果　　　　　　　  （b） スペクトラムアナライザの測定結果
図12　電磁環境モニタ機能の検証結果
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LANテスタは，無線 LAN信号とワイヤレススピーカ
の電波を正しく測定できていることが確認できた．

4 無線 LANテスタの活用事例

4.1　通信可能エリアの確認調査
屋外に仮設置したAPの電波の到達範囲と通信状況に

ついて，無線 LANテスタを用いて調査した事例を紹介
する．
分布表示機能を使って，地上高 2 mの位置に設置し

たAPの受信強度とスループットの分布測定の結果をそ
れぞれ図 13，図 14 に示す．APからは 2.4 GHz の電
波を送信した．APから 30～ 50 mの範囲は-70 dBm
以上の受信強度であった．また，10 Mbps 以上のスルー
プットが確認できた範囲はAPから 10 m 程度までで
あった．また，無線 LANの AP設置場所に対して見通
しが良い位置においても，スループットが低く，良好な
通信環境とは言えない状況であった．また，電磁環境モ
ニタ機能を使って，チャネルの空き状況を確認した結果
を図 15に示す．2.4 GHz 帯においては，未使用のチャ

ネルはなく，どのチャネルに設定しても干渉が発生する
状況であった．
以上の結果より，実際の環境においては屋外の見通し
が良い位置であっても，各家庭やオフィス・店舗等の
APが多数存在するためにチャネル間干渉が発生し，十
分なスループットが得られる範囲はごく限られたものと
なっている実態を掴んだ．

4.2　外来ノイズによるAPとの接続不良事象
続いて，屋内での通信トラブルについて紹介する．パ
ソコンを用いて屋内に設置されたAPへ接続を試みても
SSIDが見当たらず，接続できないという事象が発生し
た．もちろん，APでは SSID を通知するよう設定して
いた．
事象が発生している場所において，電磁環境モニタ機
能を使い，チャネル間干渉及びノイズの有無を確認した
結果を図 16に示す．事象発生時は，無線 LANの信号

図14　分布表示機能によるスループットの測定結果
図16　電磁環境モニタ機能による測定結果 

（トラブル発生時）

図13　分布表示機能による受信強度の測定結果

図15　電磁環境モニタ機能による測定結果
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が検出されないこと，更に，1 ch ～ 3 ch 付近にノイズ
の存在が確認できた．測定結果より，ノイズによる電波
干渉が発生していたと考えられる．そのため，APのチャ
ネルをノイズのない 13 ch に変更したところ，無線
LANとノイズの干渉がなくなり，トラブルは解消した．
チャネル変更後の結果を図 17に示す．

5 まとめ
無線 LAN機能を搭載したモバイル端末の普及に伴い

インターネットへのアクセス環境が整備される一方，電
波干渉等による通信トラブルが発生している．無線
LANは電波を用いて通信を行うため，通信トラブルの
原因を把握することが難しくなっている．そこで，
NTT東日本では目に見えない電波状況を簡易に可視化
して確認・分析できる無線LANテスタを開発した．
本ツールは，無線 LANの通信トラブル対応に必要な

アクセスポイント検出機能，受信強度測定機能，スルー
プット測定機能，分布表示機能，電磁環境モニタ機能を
備えることで，通信トラブル対応時間の短縮，並びに円
滑なWi-Fi サービス提供を実現する．しかしながら，無
線技術の発展は目覚しく，今後も本ツールの機能充実や
IEEE 802.11acといった新たな規格に対応することが必
要となる．最後に，筆者らは，ユーザへの良好な無線
LAN通信環境の提供並びに，“つなぎ”続けることを支
援する積極的な活動を継続していく．

岡本　健 （正員）
平成 18 名古屋大・環境学研究科地
球環境科学専攻修了．同年 NTT 環
境エネルギー研究所配属．平成 22
より NTT 東日本 技術協力センタ 
EMC技術担当にて通信設備の EMC
に関わる故障の予防保全業務に従
事．

平澤徳仁 （正員）
平成 10 東京理科大・電気工・電気
電子工卒．同年NTT 入社．平成 13
から NTT 東日本法人営業本部に在
籍．平成20からNTT環境エネルギー
研究所に在籍．平成 24年よりNTT
東日本技術協力センタ EMC技術担
当にて電磁ノイズに関連する通信故
障対策業務に従事．

伊藤秀紀 　
昭和 58 熊本電波工業高専（現熊本
高専）卒．昭和 61 NTT 下関支店配
属．以降，電気通信設備の保守業務
に従事．平成 8より NTT 東日本技
術協力センタ EMC技術担当にて通
信設備の EMCに関わる故障の原因
究明及び予防保全対策業務に従事．

村川一雄 （正員） 
昭和 61 熊本大・工学研究科電子工
学専攻修了．同年 NTT 茨城電気通
信研究所入所．入所以来，EMC 計
測用アンテナの研究開発に従事．平
成 2篠原学術奨励賞受賞，平成 7プ
リント回路学会研究奨励賞受賞，平
成 9日本電気協会 澁澤賞受賞，平
成13日本 ITU協会国際奨励賞受賞，
平成 14 ITU-T SG5 Certifi cation of 
Appreciation，平成 15日本電気協会澁澤賞受賞．平成 21年 10
月より，NTT 東日本サービス運営部技術協力センタ EMC技術
担当部長（工学博士）．図17　電磁環境モニタ機能による測定結果

 （チャネル変更後）
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1 はじめに
NTT東日本 -神奈川において，NTTグループ初とな

る赤色灯を搭載し緊急走行が可能な（以下，緊急自動車）
「災害対策指揮支援車（以下，指揮車）」を開発した．東
日本大震災前に 1台，震災後に適用範囲が異なる指揮
車を 1台開発し，社内外問わず高い評価を得ている．
現在では，指揮車をモデルとした車両が全社的に導入さ
れ，年々その台数は増加している．
本稿は，目的を達成するのに技術を集積し，一つの物を

作り上げて，実際に運用してされるまでの過程を紹介する．

2 指揮車の開発経緯
指揮車を開発する以前では，弊社が所有する緊急自動

車は「移動電源車」・「ポータブル衛星通信車」・「地上波
無線車」の 3車種であった（表 1）．
これらの車両が緊急自動車の指定を受けられる背景
は，大規模な災害等が発生した際，国民の生活に直結す
るライフライン（弊社の場合は電気通信サービス）をい
ち早く復旧させる必要があるため，公安委員会より特別
に許可を頂いているものである．しかしながら，従来の
緊急自動車は特定の用途に対しては，復旧に大きなパ
フォーマンスを発揮するが，それ以外の用途においては，
緊急自動車という効果を十分に発揮することができない

というのが実態であった．実際の災害では，電気通信を
より早く復旧させるためには様々な事象が発生すること
が想定され，それらを解決するために多様な用途に活躍
できる緊急自動車が必要であると考え，『新たな緊急自動
車の開発プロジェクト』を立ち上げた．
プロジェクトの着手として，多様な事象に対して何を
実施すれば，より早い復旧に繋がるのかを考察し，具体
的な利用シーンを明確にすることから始めた．
利用シーンを説明する前にNTT東日本として，屋外
にある電気通信設備がどのようなものであり，また，大
規模な災害が発災した場合に，どのような行動している
かを次に紹介する．
（1）電気通信設備の概要
電気通信の設備構成について概要を図 1に示す．図 1
において，地下ケーブル・架空ケーブル・管路・とう道・
通信衛星・加入者交換機・中継交換機・加入交換センタ

図1　電気通信の設備構成（概要）

安心・安全な通信ネットワークの早期復旧
に向けた災害対策指揮支援車の導入

表1　従来の緊急自動車の種類と用途

名称 用途

移動電源車
災害時等において電力会社からの電気が停止した場合，
NTTの交換センタビルに駆付け，電気を自家発電し供
給する緊急自動車

ポータブル
衛星通信車

災害時等において通信ケーブルでの通信が困難な場合，
衛星を利用して電話サービス等を供給する緊急自動車

地上派無線車
災害時等において通信ケーブルでの通信が困難な場合，
地上派無線を利用して電話サービスなどを供給する緊
急自動車

斎藤　裕　Yutaka Saitou NTT東日本 - 神奈川
黒川　学　Manabu Kurokawa NTT東日本 - 神奈川

解　説
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ビル（昔でいう電話局）など様々な電気通信設備がある．
屋外にある電気通信設備に関して記載すると，お客様に
対し，電話やフレッツ光などの電気通信サービスを提供
するために，加入交換センタビルからお客様の家まで架
空ケーブル・地下ケーブルといった通信ケーブルを 1
軒 1軒に対し構築する必要がある．
地震や火災，土砂崩れ，クレーン車などの車両事故な

ど様々な要因により通信ケーブルが切断されると，電気
通信サービスを提供することができなくなる．このよう
に電気通信サービスが停止した場合，弊社では電気通信
サービスを早急に回復させるため，昼夜や天候を問わず，
通信ケーブルの復旧作業に取り組み，電気通信サービス
の安定的供給に努めているところである．
（2）災害時の対応
災害等により電気通信サービスが停止した際に，必要

となる主な行動を表 2に示す．
また，表2に示した災害時に必要となる行動を踏まえ，

新たに開発する車両の利用シーンを表 3に示す 4点に
絞り込んだ．
そして，表3に示した機能を実現するために，指揮車の
装備を検討した．

3 指揮車の検討
具体的な装備を検討する前に，ベースとなる車両の選
定することから検討を始めた．
様々な装置を搭載することを考慮すれば，積載容量が
大きいトラックやトレーラ型の大型車両が望ましいが，
大型車両の場合は，利用できる道路が限定され小回りが
利かなくなる．また普通運転免許で運転ができないため，
運用できる人員が限定されるという問題が発生する．詳
細を熟考した結果，多様な状況にも活躍できる車両とい
う本開発のコンセプトを考慮し，車両に搭載できる装備
容量を多くするよりも，小回りが利き，普通免許で運転
できるという汎用性を重視し，指揮車のベース車両をワ
ンボックスタイプの普通車両とした．
『新たな緊急車両の開発プロジェクト』で搭載すべき
機能を実現するために必要な装備について検討を進めた
結果，表 4で示す装備を搭載することとした．
そして，表 4に示した装備を搭載したNTTグループ
で初となる指揮車が，東日本大震災の発生直前の平成
23年 2月下旬に完成した．
完成した指揮車の外観を図 2と図 3に示す．図 2は

表2　災害等に必要となる主な行動

主な行動 内容

1
災害対策
本部の設
置

平常業務の組織形態から，早期に電気通信サービスを
復旧させるための特別な組織体制である災害対策本部
（以下，本部）に移行する．本部設置後，全ての指揮統
制権は本部が所有するため，本部と各部隊とのが迅速
かつ円滑な情報連携を実施することが最重要である．

2
行政等の
重要機関
に対する
情報連携

県庁・市役所・警察・消防・自衛隊などの行政・公安・
救助機関等と密に連絡をとりあいながら「避難勧告が
発令されていいるのか？」「避難所は開設されているの
か？」などの被災地域の状況を確認する．また，これら
の社会的に重要な機関に対しては，国民の生命を守るた
め，救助・救援等の重要な災害対策活動を実施すること
から，万一電気通信サービスが停止している場合は，衛
生回線等の災害対策機器を利用した応急手段によって，
電気通信サービスを早期に回復させることに取り組む．

3
人員や復
旧機材の
運搬

大規模地震など被災範囲が広域に亘る場合は，ケーブル
等の被害も甚大であり早期に復旧させるために，一度に
多くの復旧作業員や復旧機材等を現場に出動させる必要
がある．

4 復旧現場
での統制

円滑に復旧作業を進めるには現地での復旧統制が必要不
可欠であり，また，現地の状況等をタイムリーに本部に
報告することで，お客様に対して復旧完了時間などの状
況をお知らせすることができる．

5
復旧作業
用機器類
の準備

復旧作業には状況に応じた環境準備が必要となる．夜間の
復旧作業であれば作業場所を照らすための照明機器，及び
照明機器に電気を供給するための発動発電機が必須とな
る．また，雨天時の復旧作業であれば雨水が作業場に流れ
て入らないよう，ビニール等を養生する必要がある．マン
ホールが作業場である場合は，マンホール内に水が入らな
いように，マンホールの出入り口にテントを被せる等の対
応が必要となる．

表3　開発車両の利用シーン

開発する車両の利用シーン

① 重要機関等に対し応急手段によって，早期に電気通信サービスを提
供（回復）できる機能

② 一度に多くの復旧作業員や復旧機材等が運搬できる機能

③ 現場で多数の復旧作業者に対し指揮統制ができ，また本部に対し
現地の状況をタイムリーに情報連携することができる機能

④ 照明の提供や電気の供給などの復旧作業を円滑に実施するための
機能

表4　指揮車の装備内容

利用シーン 主な装備や改造点 機能内容

①

重要機関等に対
して応急手段に
よって，早期に
電気通信サービ
スを提供（回復）
できる機能

赤色灯及びサイレン 緊急走行が可能

孤立防止用
衛星通信装置

衛星を利用して電話
サービス等を提供する
ことが可能

②
一度に多くの復
旧作業員や復旧
機材等が運搬で
きる機能

後方部の椅子を折畳み
式（バタフライ式）に
変更し，状況に応じ搭
載スペースを変更する
ことが可能

「復旧人員（最大9人）」・
「復旧機材等の搭載（最
大500 kg）」・「バイク（1
台）」のいずれかの形態
で運送することが可能

搭載容量が大きい発動
発電機を車体下に搭載
することで車内の搭載
スペースを広く確保

③

現場で多数の復
旧作業者に対し
指揮統制がで
き，また本部に
対し現地の状況
をタイムリーに
状況連携するこ
とができる機能

現地映像システム
本部等に対し現地の映
像をリアルタイムで共
有することが可能

衛星携帯電話 衛星使用した電話回線

地上波無線
（150 M帯）

他の車両部隊への業務
連絡用回線

デジタル無線
（350 M帯）

現地統制用の無線
各復旧作業員が所有し
ているトランシーバと
情報連携

ワイヤレス
フルセグTV

情報収集用機器
車外の打合せでも使用
できるようワイヤレス
化を実施

④

照明の提供や電
気の供給などの
復旧作業を円滑
に実施するため
の機能

発動発電機
（2.8 KVA）

約 1家庭分の電力を発
電することが可能

ソーラ発電機 太陽光を用いた発電が
可能

各種照明機器（エネル
ギー効率を考慮し，車
内外問わず全て LED
化を実施）

大型の投光器として車
体側面部に1基・車体
後方部に 2 基搭載し，
夜間時でも復旧作業が
できるよう，照明を提供

タープ 雨を凌ぐためのタープ
を車体側面部に搭載
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正面から，図 3は側面から見た指揮車の外観である．

4 東日本大震災の対応
指揮車が完成してから，僅か2週間足らずで，未曾有の
大災害となった「東日本大震災」が発災した．神奈川県
内では，震災当日，電車が運行停止し，横浜駅などの主
要駅に帰宅困難者が溢れたため，帰宅困難者向けの特設
公衆電話（無料）を設置するなどの対応を実施した．図
4は横浜駅西口での特設公衆電話の設置と利用状況，図
5はパシフィコ横浜での特設公衆電話の利用状況である．
神奈川県内において，東日本大震災による電気通信設

備に大きな被災はなかったが，岩手県，宮城県，福島県，
茨城県等，太平洋に隣接している地域の被害は甚大で
あった．参考までに，東日本大震災と阪神淡路大震災の
被災比較を図 6に示す．東日本大震災では，機能を停
止したビルは 385ビル，サービス停止回線は 150万回
線，中継伝送路被害 90ルートや全壊した通信センタビ
ルが 16ビルなど，阪神淡路大震災と比較すると被害規
模がかなり大きいことが分かる．
また，実際にNTT東日本のビルが被災した状況を図
7と図8に示す．

NTT東日本 -神奈川においても，東北方面に対する復
旧支援隊が編成され，指揮車はバイク隊とともに宮城県
に出動した．バイク隊とは二輪車両を使用し，四輪車両
を超えた機動性を生かして現地を調査する部隊である．
特被災地における指揮車とバイク隊の調査状況を図9～
図11に示す．
復旧支援における指揮車及びバイク隊の主な任務は，
宮城県内に当時約 200 か所あった避難所を巡回するこ
とであった．避難所の巡回状況を図12及び図13に示す．
避難所に設置されている特設公衆電話の数は足りている
か，故障していないか，臨時のインターネット環境の要
望があるか等について全ての避難所で確認を実施した．
またその巡回に合わせ，指揮車から被災状況や道路状況
の映像をリアルタイムに本部に配信することにより，次
の復旧活動に繋がる情報も合わせて収集した．
宮城県石巻市での復旧支援の完了後，バイク隊から指
揮車の運用状況について聞き取りをしたところ，様々な
課題があることが発見でき，おのおの課題に対して表 5
で示すように見直しを実施した．
表 5に示した内容は見直し内容の一例にすぎないが，
実際に被災地で運用したからこそ判明した課題も多かっ
た．特に運用者の安全に関わる事項もあったため，早急

図2　指揮車（正面）　　　　図3　指揮車（側面）

項目 東日本大震災 阪神・淡路大震災
ピーク時のトラヒック 約9倍 約50倍
機能停止ビル 385ビル ─

サービス停止回線数 約150万 約28.5万

サービス回復に
要した期間

約50日
（原発エリア，
避難エリア除く）

約2週間
（ビル・家屋の全壊，

焼失以外）

設備
被害

中継伝送路 約90ルート
（原発エリア除く） ─

通信建物 全壊16ビル，
浸水12ビル ─

電柱 約28,000本 （沿岸部） 約3,600本
架空ケーブル 約2,700 km（沿岸部） 約330 km

図6　東日本大震災と阪神・淡路大震災との被災比較

図5　 パシフィコ横浜に設
置した特設公衆電話

津波に襲われた石巻ラインマンセンタ
図8　 NTT東日本 石巻ラインマンセ

ンタの浸水状況

図4　 横浜駅に設置した特
設公衆電話

2階まで浸水し，船が激突した石巻門脇ビル
図7　 NTT 東日本　石巻門脇ビルの

被災状況
図9　 指揮車及びバイク隊での被災地

調査例
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小特集 無線技術でスマートな社会を実現する

に見直しを図り，更に実用性を高めた装備内容とした．
見直し結果を反映した指揮車を図 14に示す．

5 指揮車の増強配備
東日本大震災の復旧支援の後，大規模な災害を想定し

た場合，現在配備している指揮車 1台だけでは困難で
あることから，指揮車の 2号車の開発プロジェクトが
開始された．従来の指揮車を 1号車として，商業エリ
アを活動範囲とし，2号車は山岳エリアが多い方面を活
動範囲として設定した．このため，2号車のベース車両
は，山岳地帯に強いRV系の車種を選定し，1号車と異
なる運用を検討し開発した．表 6に 2号車の主な特徴，
図 15に 2号車の装備内容を示す．

指揮車の運用実績として，通信ケーブルが切断される
などのインシデントが発生した場合は，緊急走行にて現
場に急行し，現地映像システムと電話会議システムを用
いて現地指揮所を構成するとともに，現地スタッフの拠
点（休憩・仮眠場所）にも利用するなど，現在でも多様
な用途で活躍をしている．

6 むすび
指揮車の車両開発においては，NTTグループ内に参
考となる車両がなかったことから，消防や警察，自衛隊
の特殊車両を見学させて頂き，そこからヒントを得るな
ど，全て手探り状態で必要となる機能と装備を検討する
こととなった．検討結果を踏まえ開発した指揮車を震災

図10　 指揮車及びバイク隊での被災
調査例

図11　バイク隊の被災地調査状況

図13　避難所巡回（要望ヒアリング）

図12　避難所巡回（電話機の点検）

表5　指揮車の見直し

実働で発覚した課題 装備の見直し内容

道路上に多数の瓦礫があり，タイヤのパンクが複数回発生
し，指揮車が立ち往生となってしまうケースがあった

タイヤがパンクしても数十 km走行する
ことが可能なランフラットタイヤを装備

被災地では電気が復旧していない地域が多数あり，夜間に
外灯などの灯りが全くない状況であった．夜間帯に車両を
乗り降りする際に，足下が全く見えず危険な状況であった

乗り降りの際に足下を照らす，フットラ
イトをドアを改造して増設

津波の影響により，道路上に大きな水溜りがあることが珍
しくなかった．指揮車の車体下に搭載している発動発電機
の耐水性能がどのぐらいあるのかが分からず，水溜りのあ
る道路を迂回するケースがあった

発動発電機に浸水検知器を装備し，浸
水限界値に近付くと，運転手にブザーと
ランプで知らせる仕様に変更

信号も復旧していない道路が多く，止む無く急停車をする
ケースがあった．その際，誤って前方部にあるサイレンス
イッチを押しそうになったケースが多々あった

誤動作防止として，サイレンスイッチ等
の操作パネルの前のカバーを新設

図14　指揮車の見直し後の装備内容
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復旧支援で活動させることで，電気通信設備の早期復旧
に貢献すると同時に，特設公衆電話やインターネットな
どの応急サービスを提供することで，お客様への安心安
全に貢献できたと考えている．
なお，実際の災害復旧での運用結果を踏まえ，再度，

要求仕様の見直しを講じ，現在の車両形態になるまで約
2年の時間を要したが，指揮車は危機管理上，必要不可
欠なものである．今後も現在の仕様に満足することなく，
安心安全な電気通信サービスを提供する電気通信事業者
の使命として，鋭意努力し続けていきたい．
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表6　2号車の主な特徴

2 号車の特徴（1号車との違い）

海上自衛隊が所有するエア・クッション型揚陸艇（以下：LCAC）に 2号車を搭載することが可能．これにより，陸上での交通が不可能な状況であっても，
自衛隊と連携して水上での搬送を実施することが可能．（LACAとは，海上自衛隊が所有する陸両用のホバークラフトであり，揚陸艦から直接海上に出て
水上を航行し，目的の海浜から陸地に上がった後は，そのまま陸上を走行して移動することが可能な艇である．）

2号車の発動方式として，車体エンジンの発動出力を上げることで最大2.0 KVA発動することが可能．（2号車は山岳地域の凸凹道を走行するため，1号
車のように車体下に発動発電機を搭載しない．）

車体上部のデッキに収縮ポールを搭載し，あらゆる無線機器を容易に取り付けることが可能．

2号車は利用用途に応じて，搭載内容（コンテナ）を変更する．容易に搭載内容を入れ替えできるように，ストレッチャーを装備．

図15　2号車の装備内容




