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ⓒ電子情報通信学会2017

今号の小特集では「スマートフォンから見る ICT 技術」と題して，身近なスマートフォンを通して見
えてくる様々な技術についての解説をお届けします．
市場への実質的な登場から僅か数年で爆発的な普及を見せたスマートフォンは，国内での普及率は 7

割を超え，パソコンのそれと並ぶ勢いです．（注：情報通信白書平成 29 年版による．）若年層への普及
率は 9割を超え，まだ買ってもらえない子もいるだろう 10 代でも 8割という数字は驚異的とも言えま
すが，日常感覚ではもはや「皆持ってて当たり前」な状況です．先日訪れた高校の文化祭では，スコア
の計算や効果音発生器，観覧予約サービスなどあらゆる場面でスマートフォンを様々に使いこなす高校
生たちが印象的でした．携帯電話が一足先にポータブルデバイスとして普及の先べんを付けていたとは
言え，はるかに多くのことができるスマートフォンは，手の平の中の情報機器として最も身近な ICT 技
術の担い手になったと言えるでしょう．
しかし，身近であるからといって，そこに込められた技術まで見えているわけではありません．実際，

小特集の構成を組み立てる際には，その幅広さに圧倒されることとなりました．ハードウェアでは半導
体素子に始まり，アンテナ，バッテリー，カメラ，種々のセンサ，ディスプレイ，そしてそれを効果的
にコンパクトに実装する技術，一方のソフトウェアではオペレーティングシステムの構成，アプリ，イ
ンタフェースを実現するデザイン，更には，無線接続された先に広がるインターネット，その先のサー
バとサービス，運用技術……．それぞれに最先端の技術が投入され，文字どおりその結晶として目の前
に製品としての端末が存在しています．手の平に収まっているのは小さな電子機器でしかありませんが，
世界中のサービスとつながっているために，これに関わる技術範囲は余りにも広かったのです．
そんな中からピックアップした 5本の記事は，体系立った説明というより，幅広さを感じて頂くための
点描したトピックスといった趣です．そのため，自分の専門に近い分野には詳しくても，離れた分野に関
しては素人で，「こんなことになっていたのか」と目をみはらせられることしばしばという状況でした．
毎日使う身近な機器だからこそ，そこから多様で奥深い技術へとつながっている感覚を持ってもらい，

興味の入り口になってもらいたい，高校生や大学生，あるいは社会人の若手など，技術分野の広がりを
知ってもらうきっかけとなる記事となることを願っております．読者の皆様には，是非御家族やお知り
合いなどに記事を御紹介頂き，たくさんの技術がつながっている様子を知ってもらうのにもお役立て頂
ければ編集担当冥利と言えます．

小 特 集の発 行にあたって

編集チームリーダ  小林亜樹
Aki Kobayashi

スマートフォンから見る ICT 技術

小特集編集チーム
小林亜樹，後藤 薫，登内敏夫，平松勝彦，山田 曉，

湯田泰明，吉村直子
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1. まえがき

皆 さ ん は， ス マ ー ト フ ォ ン の

Twitter や LINE などを用いて，気

軽に，写真などの個人の情報を公開

したり，閲覧しているかもしれませ

ん．また，放送やネットから取得し

た映像や音楽の作品（ここでは，コ

ンテンツと呼びます）を，面白半分

に著作権を軽視する行為で扱ってし

まうかもしれません．誰でも手軽に

インターネットに接続できるように

なり，身の回りに多くの個人の情報

やコンテンツがある今日，便利であ

る反面，思わぬトラブルや犯罪に巻

き込まれる危険性が高くなっていま

す．被害者にならないため，また，

知らないうちに加害者にならないた

め，情報の取扱いルールを理解する

ことが必要です．本稿では，個人の

情報とコンテンツ情報についての取

扱いと，保護の仕組みを説明しま

す．

2. 個人の情報の保護

2015 年，ある市職員が Twitter

に投稿した写真に，ある企業の税情

報が映り込んで大切な情報が流出し

ました．一旦ネットワークに出てし

まうと，自分の手の届かないところ

で情報は拡散し，完全に消去するこ

とは難しくなります．

このため，まずは自分の情報は自

分で守るとの意識を持つことが重要

です．LINE の Letter Sealing など

のメッセージ暗号化機能を利用する

のも一つの対策です．またウィルス

対策ソフトの導入なども有効です．

しかし，もっと簡単な方法は，共有

範囲を確認し，自分の情報を必要以

上に出さないよう注意することで

す．また，アカウントを乗っ取られ

ないために，ID やパスワードの管

理も重要です．参考文献 （1）に示

されている IPA の調査結果によれ

ば，7 割以上の人が，複数サービス

で同じパスワードを使い回していま

す．この場合，万が一，何らかのぜ

い弱性で一旦パスワードが漏えいし

てしまうと，多くのサイトに不正ア

クセスされ，例えば金銭的被害が生

じる可能性もあります．一方で，多

くのパスワードを覚えて使い分ける

ことは実際には難しいことです．こ

のため，文献 （1）では，自分の覚

えやすい短いフレーズをコアパス

ワードとして定め，コアパスワード

の一部を大文字や記号，数字に置き

換えるなどの独自の変換ルールで，

サービスごとのパスワードを作成す

る方法を紹介しています．

気を付けなければならない脅威は

情報漏えいだけではありません．例

えば，ランサムウェアは，2016 年

度に 150 か国以上で深刻な被害を

もたらせたサイバー犯罪です．この

マルウェアに感染すると，自分のコ

ンピュータの中に入っている大切な

写真や情報などが勝手に暗号化され

て，使えなくなります．そして，攻

撃者からは元に戻すことと引き換え

に「身代金」が要求されます．文

献 （2）の IPA 報告書では，ランサ

ムウェアの被害を防ぐためには，

OS やアプリのバージョンを常に最

新にし，感染の原因となるシステム

ぜい弱性を最小にすることが重要と

記されています．また，万が一感染

したときに備え，適切な頻度で情報

図1 B-CASカード

長崎県立大学情報セキュリティ学科 松崎なつめ　Natsume Matsuzaki
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ンツ情報の保護について紹介しまし

た．このいずれも，暗号などの技術

的な仕組みや，万が一の場合の法律

など，多重で対策が考えられていま

す．しかるに，一番重要なのは，利

用者の倫理とモラル，そして，仕組

みを理解した上での，自分も狙われ

るかもしれないとの危機意識です．

これからも，危機意識を持ちつつ，

多くの情報をうまく活用していきた

いものです．

参考文献
（1） 独立行政法人情報処理促進機構，

“不正ログイン被害の原因となる
パ ス ワ ー ド の 使 い ま わ し は
NG，” 安 心 相 談 窓 口 だ よ り，
Aug. 2016．

（2） 独立行政法人情報処理促進機構，
“ランサムウェアの脅威と対策，”
IPA Technical Watch, Jan. 
2017. 

（3） 米谷寿子，山下幹雄，藤原純一，
“デジタル放送に対応した限定受
信 シ ス テ ム，” 東 芝 レ ビ ュ ー，
vol.55, no.12，pp.26–29，
Dec. 2000.

のほか，ワーク鍵，スクランブル鍵

があり，図 2 に示すように，計 3

種の鍵を階層的に用いることで，契

約した受信者だけがコンテンツを視

聴できるようになっています．

また，放送コンテンツは技術だけ

でなく，法律でも守られています．

有料放送を無料で視聴するように

B-CAS カードを改ざんする行為

や，不正改ざんプログラムをイン

ターネットに公開するなどの行為

は，刑法や不正競争防止法，著作権

法などに違反し，罰則として懲役や

罰金が科せられることがあります．

また，損害賠償請求の対象にもなり

ます．

このように，コンテンツの著作権

は，技術の仕組みと法律の両方で守

られています．

4. むすび

本稿では，個人の情報と，コンテ

のバックアップをするように勧めて

います．

3. コンテンツ保護

自分の情報以上に，人の情報は，

気を付けて扱う必要があります．人

の情報の一つに，放送やネットワー

クで送付される映像や音楽のコンテ

ンツがあります．各コンテンツには

作者がいて，著作権と呼ばれる権利

を持っています．ここでは，著作権

を保護するための技術的な仕組み

を，文献 （3）における放送コンテ

ンツの場合を例にして紹介します．

映像などの放送コンテンツは，暗

号化して配信されます．図 1 は，

B-CAS カードと呼ばれ，暗号化さ

れた放送コンテンツを復号するため

に受信機（テレビなど）に設置され

る IC カードです．B-CAS カード

には個々のカードごとに異なる秘密

のマスタ鍵が内蔵されています．そ

図2 B-CASの暗号化の仕組み
（文献 （3） の図 1を参考に著者が作成）

子どもに教えたい通信のしくみ 個人の情報とコンテンツを守る仕組み



1 はじめに
IoT（Internet of Things）は 2016～2020 年にかけ

て約 3 倍以上に拡大 （1）し，IoT から派生する大量の未分
析のデータ（ビッグデータ）の多くはスマートフォン（以
下スマホ）を経由する．結果としてモバイルトラヒック
は 2020 年までに現在の 8 倍以上になると推定される （2）．
モバイルトラヒックの急増に対応するために，モバイル
通信は 2020 年を目標に第 5 世代（5G）へ移行し （3），
2015 年時点から 70 倍以上 （4）の通信容量を実現しよう
としている．スマホ本来の役割から，徹底的な省電力の
中で高性能化を実現する必要があり，パソコンやサーバ
より先端の半導体集積回路（以下 IC）技術を先に適用す
る．そして IC の性能を最大効率で作動させるために，
先端の IC パッケージ技術（以下パッケージ）が重要な
役割を果たす．図 1 に示すように，スマホの限られたマ
ザーボード面積上に，とても多くの IC を搭載する必要
があり （5），高性能アプリケーション（以下アプリ）に対
応し，かつ省電力による長時間のバッテリー作動が求め
られる．そのために IC パッケージは，マザーボードに搭
載する面積（体積）を最小にし，かつ作動時の IC の電

源や信号の損失を最小にしなければならない．
本稿では，最も性能要求が高い AP，グローバル対応

の多くのバンドの RF フロントエンド，更に機能が増え
続けているセンサに対する IC パッケージに焦点を当て
る．そして，最新の高性能スマホではどのような IC
パッケージが適用され，性能要求をどのように達成しよ
うとしているのかについて解説する．

2 オーディオアンプ及び
電源管理 IC

オーディオアンプや電源管理 IC に求められているの
は，IC の性能を電力損及び信号雑音を最低限で作動さ
せ，かつできるだけ小さなサイズでマザーボードに搭載
することである．その要件にふさわしいパッケージとし
て WLP（Wafer Level Package）のパッケージが主に
使われてきた．WLP は図 2 に示すように IC チップ（ダ
イ ） の ウ ェ ー ハ の 状 態 で RDL（Re Distribution 
Layer：再配線層）によりダイの IO パッドをマザーボー
ドへ搭載可能な BGA（Ball Grid Array）の配置まで配
線をする．多くは IO パッドから内側に配線するので

ファンイン配線と呼ぶ．絶縁層にはポリマー
材料が使用され，配線及びダイとの接続や
配線層の間の接続のビアは Cu めっきにより
形成される．

表 1 に示すように，iPhone シリーズにお
ける WLP の数量は年々増してパッケージの
主役になっている （6）．

しかし国際半導体技術ロードマップ委員会
が策定する IC のテクノロジーノードは 1.5～
2 年の周期でゲートピッチの 70％前後縮小
を目指して進化を続けている．ダイの面積も
それに比例して 50～70％近くまで縮小する．

結果として，ダイのロジック単価が下が図 1　スマホの半導体 IC（iPhone 7 の内部構造を参照 （5））
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り，信号速度を早くでき，消費電力も減る．ダイ面積の
縮小に伴い，同じ接続端子数を維持するためには，基板
とのはんだ接続の BGA のピッチも同じ比率で縮小する
必要がある．しかし BGA ピッチの最小は現世代では
400 μm で，それ以下にすることは許されない．BGA
ピッチを縮小するとマザーボードの配線密度が上がるた
め，マザーボードのコストに大きく影響するからであ
る．スマホのマザーボードの大きさは，ボディサイズと
電池などの配分から決定され，搭載された IC パッケー

ジや抵抗やキャパシタなどの受動部品を配線するデザイ
ンルールを統一することで低コストかつ高密度な配線を
実現している．進んだテクノロジーノードの採用でダイ
面積を小さくすればダイのコストは下がるが，WLP か
ら縮小前のパッケージサイズにするためには元のダイサ
イズと同じパッケージが必要となる．ダイの IO 端子か
らマザーボードに搭載できる BGA ピッチまで広げるの
をファンアウトと呼び，WLP 構造と同様な RDL をファ
ンアウトに使うので FO-WLP（Fan Out-Wafer Level 
Package）と呼ぶ （7）．図 3 に示すようにダイにフィラー
入りのエポキシ樹脂であるモールドなどでダイのボ
ディーを擬似的に拡張して WLP と同様な RDL により
配線を行う．オーディオアンプは機能が固定されていて
IO 端子数は増加しないので，WLP での IC 製品もまだ
使われているが，次第に FO-WLP へ変わりつつある．

多くの RF IC 用の電源管理用 IC は WLP で対応し，
オーディオアンプと同様にシリコンチップサイズの縮小

（ダイシュリンク）ができなくなった時点から FO-WLP
へ移行しつつある．ただし，主電源用の電源管理 IC は
電力使用最小で最大の性能を引き出すために非常に高い
電圧レベルとそれを高速で制御する必要があるため年々
IO 端子数が増え続け，WLP の許容範囲を超えた．その
ため，ファンアウトが必須になり FO-WLP の採用が急増
している．

ファンアウトがパッケージの基本的な役割を行う基
板を示すのに対し，ワイヤボンドやフリップチップでダ

イ接続を行う方法をワイヤボンパッケージ，
またはフリップチップパッケージと呼ぶ．

従来タイプのパッケージとしては電源損及
び信号雑音の最小化という点ではフリップ
チップが最も優れており，AP や BB（Base 
Band）などに適用されてきた．そのフリップ
チップとパッケージのマザーボード搭載時や
作動時の発熱による変形を図 4 に比較する （8）．

RDL（Re Distribution Layer）

図 2　WLP（Wafer Level Chip Scale Package）

Fan-out 
area

Fan-out 
area

Interconnects

図 3　FO-WLP（Fan Out-Wafer Level Package）

図 4　FO-WLP とフリップチップの熱変形 （8）
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機種 初代 3GS 4S 5 5S 6 7

WLP
数 2 4 7+ 11+ 22+ 26+ 28+
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フリップチップでは基板とダイとの CTE（Coefficient 
of Thermal Expansion：熱膨張係数）の差からパッ
ケージに対しての熱応力による反りが発生するが，FO-
WLP では RDL にポリイミド系の材料を適用し基板に
比べ約 1/10 以下の厚み，更にガラス転移温度も使用範
囲の 260℃以上で更にダイのシリコンに対して相対的
にかなり低弾性率であることから反りがほとんど発生し
ない．更に電気特性の比較を図 5 に示す．図 5 右上に
フリップチップと FO-W　P の仕様を，右下には信号品
質や電源品質を計算するためのモデルを示す．図 5 左
下にモデルにおける抵抗器（R），コイル（L），コンデ
ンサ（C）（以下 RLC）成分の抽出結果を示す．FO-
WLP は FCCSP に対して RLC 成分が大幅に少なく，こ
れは AP のみならず，5G モバイル世代のミリ波などに
対してもふさわしいパッケージであることが分かる （8）．

3 AP用 FO-WLP
AP における最新の DRAM かつ容量を選択できるハ

イエンドでは，図 6 に示すように AP と DRAM が PoP

（Package on Package）という構造になっている．こ
れは DRAM の搭載面積を AP と重ねることで削減する
こと，更に高速化するメモリバス信号雑音の最小化のた
めに配線長をより短くする．AP の周波数が年々上昇し
最 新 の iPhone 7 で は iPhone 6S の 1.85 GHz か ら
2.33 GHz，更に CPU コアの数も 2 から 4 に増えた （9）．
コア数を多くすると当然アプリケーションにより電流変
化が大きくなり電源雑音が増す．そのために iPhone 5
からは AP の基板の中にカップリングキャパシタを埋め
こむ部品内蔵基板によるフリップチップ構造が採用され
ている．

PoP のパッケージ高さは全ての IC の中で最も高く，
電池の厚みと PoP パッケージ高さのどちらかがスマホ
のボディ厚みを決定するほどである．

FO-WLP とフリップチップの PoP との高さは，それ
ぞれ約 0.8 mm と約 1.1 mm で，FO-WLP は約 0.3 mm
も高さを低くできる．図 7 に FO-WLP の断面構造とそ
の製造プロセスを示す．RDL は 3 層，電源雑音吸収の
デカップリングキャパシタ（キャパシタ）も半導体プロ
セスが最新で性能が高い．RDL 層はポリイミドで

図 6　FO-WLP PoP とフリップチップ PoP の比較

図 5　FO-WLP とフリップチップの電気特性比較 （8）
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7 μm 前後の厚みで大変薄く剛性がないので，ガラスプ
レート上でのダイの搭載プロセスが行われ，モールドで
固めた後にガラスを外し RDL を形成する．

図 8 にフリップチップと FO-WLP の PoP 構造におけ
るメモリ動作時の電源雑音の比較を示す．RDL の下部

にデカップリングキャパシタを搭載することで FO-
WLP によりキャパシタとの距離が 1/3 以下になり，電
源雑音の観点から電源変動雑音が従来構造に比較して
47％まで改善された．更にパッケージの熱抵抗も約
20％低減できた （10）．これは基板が大幅に薄くなったこ

図 7　AP 用 FO-WLP の断面構造と製造プロセス

図 8　電源雑音の品質比較 （10）
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と，AP ダイの上部のモールドがなくなったことが寄与
した．この電源雑音品質及び熱抵抗の大幅な改善により
iPhone 7 では AP のテクノロジーノードは iPhone 6S
と同じ 16 nm のままで周波数を 1.5 倍，コア数を 2 倍，
性能を 1.4 倍に上げることに成功した （9）．

フリップチップから FO-WLP への変更により大幅な
電源雑音削減ができたことから CPU の周波数を上げる
ことで性能向上できた．

4 RFフロントエンド
スマホの中でかなり大きな面積を使っているのが，

RF フロントエンドと呼ばれる SiP（System in Package）
である．SiP は複数の IC 及び受動部品（パッシブ）を
集積して一つの機能 IC モジュールにするパッケージで
ある．スマホではアンテナから入った電波は最も電波の
強いバンドを感知して，スイッチによりそれにふさわし
いバンドフィルタを作動させ，信号を増幅させ BB を経
由して CPU へデータを転送する．グローバル対応スマ
ホの典型である iPhone 6S においては日本用のモデル
で 対 応 バ ン ド が 41 あ り （11），3G，LTE（Long Term 

Evolut ion），LTE-A（Long Term Evolut ion-
Advanced）に対応するバンドに応じてセラミックの
SAW（Surface Acoustic Wave） フ ィ ル タ，MEMS

（Micro Electro Mechanical Systems）の BAW（Bulk 
Acoustic Wave Filter）フィルタをバンドのトランシー
バとレシーバの数だけ用意する．それを SiP の中に七つ
前後のバンド対応できるように図 9 左側に示すブロッ
ク図のように，RF フロントエンド SiP はフィルタ，ス
イッチ，増幅器それとスイッチへの切換情報を伝えるイ
ンタフェース IC を持つ．

RF のフロントエンドは 5～7 mm 前後の大きさで
SiP としてのパッケージ密度は高く，図 10 に示すよう
にマザーボード上で四つの RF フロントエンド SiP が搭
載されているが，マザーボード全体の中のかなりの面積
を占めているのが分かる．

5G においては，まだ最終決定されていないもののス
マホ用にはミリ波あるいは準ミリ波の電波が適用される
予定である．その場合には 3G 対応を止めないとすれば，
LTE 及び LTE-A への RF フロントエンドに，5G 用が追
加されることになる．図 9 に示すように 5G においては
グローバルに使用するバンドを共通化しようとしている
ので使用されるバンドは多くないが，ミリ波においては
アンテナから信号を処理する RF の IC までの配線を伸
ばせないことから RF の回路に A-D 変換までの RF アナ
ログの信号を A-D 変換してディジタル化する機能まで
を SiP 構造で一体化する．

5 センサ
現在スマホには圧力，加速度，GPS，ジャイロ，環境

光検出，磁気，近接，指紋認証など多くのセンサが搭載
されている．それらの主体は MEMS である．それぞれ
の MEMS に対してセンサからの信号を増幅する増幅器
及び信号の処理 IC が必要になるため，これらの全体の
面積もスマホ全体の面積においてかなりの占有率になっ
ている．これらのセンサの処理回路を共通にし，センサ
機能を統合可能な範囲で SiP することができれば専有面
積及びパッケージコストを大幅に削減できる．図 11 は
FO-WLP による SiP の製造過程（上図赤枠）と完成時
の断面構造（下図）を示す （12）．

このパッケージによりセンサの出力を増幅する増幅
器とその電源，そのデータを処理するコントロールチッ
プの組合せを一体化する．FO-WLP ではダイをはんだ
接続しないなどで，複数の MEMS や IC を搭載する面
積を最小にできる．RDL を上部に追加することで圧力
センサなど外部応力の影響を受けるため，モールド内部
に入れられないものは上部に 3D 構造で搭載できること図 10　スマホの RF フロントエンド

図 9　現行と 5G 対応スマホの RF フロントエンド
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など柔軟な構造が期待できる．今後はこのような FO-
WLP による 3D 構造に期待がかかる．

6 FO-WLPのパネルサイズで
の製造

図 12 に FO-WLP と FBGA（Fine Pitchi Ball Grid 
Array： ワ イ ヤ ボ ン ド ） と FCCSP（Flip Chip Chip 
Scale Package：フリップチップ）とのコストを横軸

パッケージサイズ，縦軸にコストとして比較した．FO-
WLP の製造サイズを 12 インチウェーハサイズでの製
造（ウェーハサイズ製造）とプリント基板製造と同じ
500× 500 mm サイズでの製造（パネルサイズ製造）
を比較対象とした．

FO-WLP のテクノロジーとしては，ダイファースト
（ダイ搭載→モールド→ RDL のプロセス順序） （13）のパッ
ケージサイズ 10 mm 以上では 2 層，10 mm 以下では
1 層の RDL を仮定した．12 インチでは 5 mm（前後）

以上，また 10 mm（前後）以上において，
それぞれ FBGA 及び FCCSP のコストを上
回る．AP 用 PoP が採用している 15 mm で
は大きなコストアップになり，加えて電源
強化による 3 層 RDL では更なるコストが積
み重なる．パネルサイズでは FBGA 及び
FCCSP に対して，8 mm 角（前後）及び
15 mm 角（前後）までコスト競争力を持つ
ことになると推定されている．

センサモジュールを想定した場合の比較
パッケージはワイヤボンドによる SiP とな
る．

ウェーハでの製造では 5 mm 以上のサイ
ズでワイヤボンドパッケージよりコスト
アップになるため使用できない．したがっ
てパネルサイズの実現が必須となる．パネ
ルサイズ製造においては，モールドの熱硬
化時の体積収縮によるダイ位置のシフト，
現在のパネルサイズ 500× 500 mm から更
に製造サイズが大きくなるに伴い配線用の
Cu めっきの厚みの均一化が難しいことなど
が大きな課題となる．現在パネル開発は始
まったばかりで結果が見えるのが 2018 年
後半になる見込みだが，5G が始まるまでに
めどが立つとするとセンサモジュール以外
に 5G 用のアンテナモジュール，なおかつ
5G との共存で更なる小形化要求が高まり
LTE の多くのフィルタの統合を FO-WLP で
実現できる可能性がある．更に，スマホに
搭載されている DRAM については 2019 年
からの LPDDR5 に対して，ハイエンドでは
更 な る パ ッ ケ ー ジ の 薄 形 化 実 現， 及 び
LPDDR4 からのバス周波数 2 倍化により
FO-WLP の適用が検討されている．

これに対してもワイヤボンドからの切換
になるので，コストインパクトの最も少な
い形での移行が可能になる．

図 12　FO-WLP と従来タイプパッケージとのコスト比較

図 11　FO-WLP による SiP （12）
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7 まとめ
スマホのマザーボードは限られた面積（体積）をバッ

テリーサイズの増大に伴い，できるだけ小さくすること
を要求され続け，その結果パッケージにはダイと同じ大
きさ（に近い）WLP の採用が増え続けている．WLP の
ダイが小さくなるにつれて BGA ピッチを維持するため
に FO-WLP が導入された．更に AP などの高速動作が
必要な IC はサーバや PC よりも早く先端のテクノロ
ジーノードの半導体が適用され，その IC の電源及び信
号の損失を最小にして作動させるパッケージとしても
FO-WLP の技術開発が進み，2016 年から AP への採用
が始まった．更にグローバル対応のバンド数に対応し，
その上 5G が加わる RF フロントエンドの SiP にも適用
の期待が高い．現在センサの機能増加に伴い，面積（体
積）及びコストも増加の一途をたどっている．小面積
化・低コスト化のためにも FO-WLP を用いた SiP 構造
の適用が望まれる．しかし，現在の 12 インチウェーハ
での製造では，ワイヤボンドのパッケージよりコスト
アップになるため，せっかくの優れた特性が適用できな
い．500× 500 mm 以上の製造プロセスが確立するこ
とで FO-WLP による SiP 構造適用が可能になる見込み
であり，現在その開発が進行中で 5G 開始のタイミング
と同じ時期での量産開始が期待されている．
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1 はじめに
近年のスマートフォンやタブレットの普及に伴い，モ

バイル利用時のトラヒック増大が顕著である．特に無線
LAN（Local Area Network）はセルラシステムの通信
容量を緩和・解消するためのトラヒックオフロード用途
として様々な場面で利用されるようになり，トラヒック
が大幅に増大している （1）．また，訪日外国人の増加に
伴い，通信事業者による訪日外国人向け無線 LAN サー
ビスや，観光地または自治体により無料で利用可能な無
線 LAN ホットスポットの設置が進んでいる （2）．

一方，セルラシステムとは異なり，無線 LAN が利用
できる面的なエリアは一般的に限定されており，無線
LAN が利用できないエリアにてスマートフォンによる
通信を行う場合はセルラシステムに切り換える必要があ
る．また，都心部の無線 LAN ホットスポット等では
Access Point（AP）が乱立することで快適な無線 LAN
の利用が困難なエリアも数多く存在する （3）．

セルラシステムと無線 LAN の間の切り換えにはユー
ザ体感品質の低下や通信接続断を防ぐための様々な技術
が標準化・実用化されている．更に，昨今はセルラトラ
ヒックの大幅な増大に伴い，セルラシステムの通信容量
を拡大する手段として，セルラシステムにて使用されて
いる無線局免許を必要とする周波数帯域（ライセンスバ
ンド）と無線 LAN にて使用されている無線局免許を必
要としない周波数帯域（アンライセンスバンド）を同時
に利用する様々な技術が議論されている．

本稿では上記で述べた状況を鑑み，セルラシステムと無
線 LAN 間を連携させるための技術について解説を行う．

2 連携技術の整理
2.1　切換と同時利用

スマートフォン等において，セルラシステムと無線

LAN の両方が同時に利用可能なエリアに存在する場合，
各々のインタフェースの切換（図 1）と，両方のインタ
フェースの同時利用（図 2 及び図 3）の，2 通りの利用
方法が想定される．

例えば帰宅後，自宅に設置された無線 LAN AP のエ
リア内に長時間滞在する場合はセルラシステムと無線
LAN 間の“切換”が必要となる．

一方，移動時に無線 LAN エリアへの出入りを繰り返
す場合は，無線 LAN エリアの通信品質低下をセルラシ
ステムにて補完することができる“同時利用”が望まし
い．更に，無線 LAN エリアとセルラシステムの両方が

 図 3　セルラシステムと無線 LAN の同時利用
（通信容量を拡大する場合）     　

 図 2　セルラシステムと無線 LAN の同時利用
（通信品質の相互補完の場合）  　

 図 1　セルラシステムと無線 LAN の切換
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安定的に利用できる場合は“同時利用”により，通信容
量の拡大が可能となる．

2.2　連携技術の目的
セルラシステムと無線 LAN 間を連携させる技術は，

以下のとおり連携させる目的ごとに整理できる．それぞ
れ，多数の技術が標準化・実用化されている．
① 無線区間での同時利用

セルラシステムにて用いられるライセンスバンドと，
無線 LAN にて用いられるアンライセンスバンドを同時
に利用することで通信品質の安定化や通信容量の拡大を
実現する技術．
② ユーザ体感品質の向上

ユーザの手を煩わさず，自動的にセルラシステムと無
線 LAN 間を切り換える，または同時利用させる技術．
③  セルラのコアネットワークでの無線LANトラヒック
の収容
LTE（Long Term Evolution）を収容するコアネット

ワークである Evolved Packet Core（EPC）にて無線
LAN を扱うための技術．

本稿では切換・同時利用それぞれについて，上記①～
③について説明する．

3 無線区間での連携
アンライセンスバンドで利用する通信方式や，周波数

の組合せにより複数の方式が標準化・実用化されている．

3.1　端末内ソフトウェアでの同時利用
端末内のアプリケーション層にてセルラシステムと

無線 LAN を同時利用が実現可能である．例えば，LTE
と無線 LAN の両方を利用可能としている端末にて，
Hypertext Transfer Protocol（HTTP）のレンジリク
エストにより，LTE と無線 LAN で異なるデータレンジ
をコンテンツサーバから取得し，端末内部でコンテンツ

の結合を行う．この方式では，端末内部のソフトウェア
の追加のみで実現が可能であり，コンテンツサーバ側へ
の機能追加は不要であり，簡易に実現可能であることか
ら，各社で実用化が行われている （4）， （5）．一方で，無線
区間を考慮した高精度なスケジューリングは困難であ
り，またソフトウェアでの処理を行うため，パフォーマ
ンスは相応のものとなる（図 4）．

3.2　Multi-Path TCP（MPTCP）
LTE 及び無線 LAN のそれぞれについて，Transmis-

sion Control Protocol（TCP）セッションを確立するプ
ロトコルであり，トランスポート層での同時利用を実現
する技術である．

Internet Engineering Task Force（IETF）にて標準
化が完了しており，端末 OS やコンテンツサーバ側への
対応が進んでいる （6）．また，コンテンツサーバ側にて
MPTCP へ対応していない場合であっても，通信経路の
途中に MPTCP セッションを中継するプロキシサーバ
を配置することで，MPTCP での通信を行うことが可能
となる．

現在，韓国のオペレータを中心に商用化されてお
り （7），今後の世界的な普及が見込まれる．また，iOS に
ついては iOS7 以降にて MPTCP が実装されている （8）．

3.3　LTE-WLAN Aggregation（LWA）
LWA はライセンスバンド側では LTE を使い，アンラ

イセンスバンド側では無線 LAN（IEEE802.11）上で
LTE の上位層である Packet Data Convergence Proto
col（PDCP）層のパケットを送信し，同時に使用する
ことで，ユーザスループットの向上を実現する技術であ
る．すなわち，アンライセンスバンド側での物理層 /
Medium Access Control（MAC）層は IEEE802.11 パ
ケットそのものであり，同一周波数帯域に複数システム
が共存する際の問題は発生しない．

LWA では，コンテンツサーバから流れるトラヒック
は LTE の 基 地 局（ 以 下，eNB） に て LTE 側 と 無 線
LAN 側へ分離される．3GPP では，eNB と無線 LAN
間のインタフェース（Xw インタフェース）が規定され
ている （9）．

Licensed-Assisted Access（LAA）同様 Rel-13 にて
ダウンリンクを中心に標準化が完了し，Rel-14 にてアッ
プリンクを含めた標準化が完了している （9）．また，eNB
や端末，AP について LWA に対応する必要がある．

3.4　Licensed-Assisted Access（LAA）
LAA はライセンスバンドではセルラシステムシステ

ム，アンライセンスバンド側では無線 LAN にて利用さ 図 4　端末内ソフトウェアでの同時利用
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れる 5 GHz 帯域を用いる技術であり，3GPP にて国際
標準化が行われている．アンライセンスバンドでは
LTE を改良した伝送方式が用いられる．LAA は複数バ
ンドを同時に用いる Carrier Aggregation（CA）にお
いてセカンダリセルにアンライセンスバンドを用いる方
式であり，主に無線帯域を拡大することでユーザスルー
プットを向上させることを目的としている．セカンダリ
セルで使用するアンライセンスバンドは無線 LAN など
他システムと同一の周波数帯域を共有することから，無
線 LAN と同等のキャリヤセンスを行った後に送信する
メカニズムである Listen-Before-Talk　（LBT）が新た
に規定されている （10）．Rel-13 にてダウンリンクを中心
に標準化が完了し，Rel-14 にてアップリンクを含めた
標準化が完了している．

基地局や端末は LAA に対応する必要があるが，無線
に最も近いレイヤにてスケジューリングを行うことか
ら，無線区間における通信品質を考慮した効率的なスケ
ジューリングが可能となる．LAA については各社で屋
外トライアルが実施されている．

図 5 に上記 4 方式についての比較を示す．（1） ～ （4）
に向け，結合・分離を行うレイヤはより物理層に近づ
き，同時利用時のスループット特性は向上することが期
待される．一方，結合・分離を行うレイヤがアプリケー
ション層に近づくほど，ソフトウェアでの実装が可能と
なり，安価に実装することが可能となる．そのほか，
LTE をアンライセンスバンドのみで利用可能とする技
術である MulteFire （11）や，アンライセンスバンド側に
て LBT を行わない LTE-U （12），IP 層にてライセンスバ
ンドとアンライセンスバンドのシステムを結合する
LTE WLAN Radio Level Integration with IPsec 
Tunnel（LWIP）などが議論されている．また，IEEE 

1932.1 （13）と呼ばれる標準化グループが新たに立ち上
がっている．これは，ライセンスバンドとアンライセン
スバンドを同時に動作する通信システムにおいてメカニ
ズムを規定する予定である．表 1 に 3. にて述べた連携
方式の一覧を示す．

4 ユーザ体感を向上させるため
の技術

4.1　 Access Network Discovery & Selec-
tion Function（ANDSF）

ANDSF は 3GPP にて標準化が行われた，効率的にセ
ルラシステムと無線 LAN 間の切換を実現する技術であ
る （14）．

図 6 に ANDSF の概要を示す．オペレータネットワー
ク等に配置された ANDSF サーバは，接続されている端
末向けに HTTP 上において Extensible Markup Lan-

 図 5　ライセンスバンドとアンライセンスバンドの連携方式比較

 表 1　連携方式の整理
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guage（XML）フォーマットで記載されたポリシーの配
信を行う．このポリシーには，無線 LAN や LTE/3G 等
へ切換を行う場所や時刻，アクセス先のアドレス情報，
SSID 等が記載されており，端末はそのポリシーに応じて
利用する端末を切り換えて使用する．多数のソフトウェ
アベンダが ANDSF のクライアント／サーバを開発して
おり，一部オペレータにて商用導入が行われている （15）．

4.2　ホットスポットへの接続操作の簡易化
スマートフォン等が無線 LAN ホットスポットに接続

する際は，接続するごとに適切なネットワーク（SSID）
の選択，ユーザ名やパスワード，暗号化鍵の設定，規約
への合意など，様々な操作が求められる．これらの操作
の 簡 易 化 の た め，Wi-Fi Alliance（WFA） で は
Passpoint と呼ばれる技術の規格化が行われ，多数の機
器が認定を取得している．図 7 に Passpoint の概要を
示 す．Passpoint で は，Release1 と Release2 の 2 段
階の認定プログラムを策定している．Release1 では，
最適なネットワークの自動検出と自動選択及びセキュア
な接続をサポートしている．また，Release2 では，契
約を持たないユーザでもその場で簡単にアカウントを作
成 で き る オ ン ラ イ ン サ イ ン ア ッ プ（OSU：Online 
Signup）機能や，プロファイルを自動的にダウンロー

ドすることにより簡易設定を実現する機能をサポートし
ている．Passpoint により，スマートフォンでの無線
LAN の利便性がセルラシステムと同等になることが期
待できる（図 8）．

また，通信キャリヤで展開している無線 LAN ホットス
ポ ットに 求 め る 品 質 や 機 能 の 要 件 で あ る“Wi-Fi 
Vantage”の認定が開始されている （16）．“Wi-Fi Vantage”
では，上記で述べた Passpoint や IEEE802.11ac などが
利用可能であることが機器認定取得のための条件となっ
ている．

また，無線 LAN キャリヤの団体である Wireless 
Broadband Alliance（WBA）では，通信キャリヤによ
る無線 LAN ホットスポットの高度化を目的とした議論
が進められている．

事業者間ローミングの仕組みを規定する認定プログラ
ム で ある NGH（Next Generation Hotspot）Program
では，国際ローミング環境下でも無線 LAN 利用時のユー
ザの利便性をセルラシステムと同等レベルまで高めること
を目的とした仕様の策定を行っている．具体的には，
WBA で規定した事業者間相互接続のための技術仕様と
ローミング精算を規定している Wireless Roaming Inter-

 図 6　ANDSF の概要  図 7　Passpoint の概要

 図 8　Passpoint の利点
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mediary eXchange（WRIX）と，上述の Passpoint を適
用している．WBA では，NGH の認定プログラムの策定
にあたり，多数のオペレータにより相互接続試験を行う

“NGH Trial”が 1～2 年ごとに実施されている．

4.3　モバイルコアネットワークへの無線 LAN の収容
3GPP では，無線 LAN のトラヒックをセルラシステ

ムのコアネットワークである EPC にて収容可能とする
技術が規定されている．図 9 に収容方法の一例を示
す （17）， （18）．図中，上部は既存のモバイルコアネットワー
ク，下部は主に SIM カードを用いた認証／暗号化等が
行われる信頼できるセルラシステム以外の非 3GPP 無
線アクセス（以下，Trusted Non-3GPP Access），ま
た は 暗 号 化 技 術 で あ る IP Security Architecture

（IPsec）等により通信路の暗号化が別途必要となる信頼
できないセルラシステム以外の非 3GPP 無線アクセス

（以下，Untrusted Non-3GPP Access）である．
Trusted Non-3GPP Access とコア NW 間はユーザ

データを転送する S2a と呼ばれるインタフェースで接
続される．S2a インタフェースで接続された無線 LAN
サービスではネットワークを高度化することにより，
S2a Mobility Over GTP（SaMoG）と呼ばれる，無線

LAN とセルラシステム間で同一の IP アドレスを利用す
ることでシームレスなハンドオーバを実現することが可
能となる．

一方，Untrusted Non-3GPP Access では，端末と
ePDG の間に IPSec による暗号化を行い，ePDG とコ
アネットワーク間でユーザデータを転送する S2b と呼
ばれるインタフェースで接続される．

4.4　 無 線 LAN に よ る 音 声 通 話 サ ー ビ ス“Wi-Fi 
Calling”

Wi-Fi Calling は主にアメリカのモバイルオペレータ
（AT&T，T-Mobile，Sprint 等）から提供される，セル
ラシステム用の電話番号で無線 LAN 上での通話を可能
とする VoIP サービスである．例えば，セルラシステム
のエリア外であっても，自宅または無線 LAN ホットス
ポットエリアであれば携帯電話番号による音声通話の発
着信が可能となるサービスである．

Wi-Fi Calling の一般的なネットワーク構成を図 10 に
示す．Wi-Fi Calling では，無線 LAN での接続を 3GPP
にて規定されている“Untrusted Non-3GPP Access”
とみなし，S2b インタフェース接続により，セルラシス
テムのコアネットワークへ音声データを収容している．

 図 9　モバイルコアネットワークへの無線 LAN の収容

 図 10　Wi-Fi Calling の網構成
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端末側には IPsec クライアントの実装，コアネットワー
ク側には enhanced Packet DataGateway（ePDG）の
設置が必要となる．

5 むすび
本稿ではセルラシステムと無線 LAN 間の連携技術に

ついて述べた．近年のスマートフォンの普及に伴い，セ
ルラシステムと無線 LAN の間を連携させる際のユーザ
の体感品質を向上させるための様々な技術が実装・導入
されている．今後も各オペレータ・ベンダによる技術導
入や，5G 時代における無線 LAN との連携技術の発展
に大きく期待している．
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小特集 スマートフォンから見る ICT技術

 1  序論
スマートフォンの普及は，スマートフォンを含む

携帯電話のユーザだけでなく，情報通信技術の研究
者にも多くの影響をもたらした．本稿ではスマート
フォンの OS（Operating System）に着目し，OS
とその技術的や研究的な意義を紹介する．そして，
考えられる研究的魅力について紹介する．

 2  歴史
OS の歴史は，主に System/360 （1）用の OS であ

る OS/360 （2）などから始まる．OS/360 の登場は，
OS の上での互換性を提供するなどの非常に重要な
意義があり，アーキテクチャなどの概念にも影響を
与えたと考えられる．

その後，メインフレーム用の OS の発展や，TSS
（Time Sharing System） （3），Multics （4），UNIX など
の登場に伴い OS は発展を遂げていく．1980 年代
頃からは CP/M（Control Program for Microcom-
puter） （5） や MS-DOS（Microsoft Disk Operating 
System） （5）といった PC 用 OS も登場し，1990 年代
に登場した Linux は現在もスマートフォン OS を含
む OS に少なからぬ影響を与えている．

1990 年代には，現代のスマートフォンとも類似
性がある PDA（Personal Digital Assistant）とそ
の OS が登場している．この時代には携帯電話の普
及率も大きく増加し，電話以外の機能を有する携帯

電話も登場している．1990 年代末には国内で i モー
ドサービスが開始され，携帯電話と PDA とノート
PC が相互に影響を与えながら発展していったと考
えられる．

2000 年前後にスマートフォンが登場したと考え
たいが，スマートフォンの定義が曖昧であり，最初
のスマートフォンや，その登場時期を述べることは
難しい．多くの場合，日本の i モード搭載の携帯電
話はスマートフォンと呼ばれない．恐らく Research 
In Motion 社（現 BlackBerry 社，以下 RIM と記載
する）の BlackBerry を世界初のスマートフォンと
みなす人が多いのではないかと思われる．その後，
Symbian 搭 載 の ス マ ー ト フ ォ ン や，iPhone，
Android や Windows Phone 搭載のスマートフォン
などが登場し，現在のように広く普及する状態に
なっている．Symbian を搭載した携帯電話の扱いも
難しいが，本稿ではスマートフォンに含める．以下
に，幾つかの OS を簡単に紹介する．

最 初 に Symbian OS を 紹 介 す る． 同 OS は
PSION 社（後にノキア社が買収）が開発した OS
で，ノキア社のスマートフォンや日本の i モードの
端末に搭載された．後述の図 1 のように，2009 年
頃まで非常に高い世界シェアを持っていて，非常に
多くのスマートフォンや端末で使用された．

次 に，BlackBerry OS を 紹 介 す る． カ ナ ダ の
RIM 社が開発したスマートフォン BlackBerry 用の
OS である．QWERTY キーボードを搭載した黒い
端末 BlackBerry が有名であると思われる．れい明
期から存在し，初期のスマートフォン OS あるいは
最初のスマートフォン OS である．後述の図 1 で
は，RIM と記載されている．

スマートフォンOS
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iOS は iPhone や iPad などに搭載され
ている OS であり，日本をはじめ非常に多
くの国で使用されている．技術的には，
Darwin カーネルを用いる macOS を基に
しており，登場当初からカーネルはマル
チタスクに対応していた．ただし当初は，
音楽再生などをバックグラウンドで実行
できるが，一般のアプリケーションのバッ
クグラウンドでの動作は制限されている
という少し変わった実装になっていた．
iOS 用のアプリケーションは主に Swift ま
たは Objective-C により開発される．

Android OS は，Android 社により開発
さ れ，2005 年 の Google 社 に よ る
Android 社の買収以降は Google 社が主と
して開発している OS である．2017 年現
在，世界シェアが最も高いスマートフォン
OS となっている．カーネルに Linux カー
ネルを使用し，Webkit などの著名なオー
プンソースエンジンも使用されている．

Android 用のアプリケーションは主とし
て Java 言語で実装され，一部 C 言語を用
いたネイティブ実装なども可能となってい
る．同 OS については，4. や 5. で詳しく述べる．

Windows Phone や Windows Mobile シリーズ
はMicrosoft社が開発しているOS及びスマートフォ
ン で あ る．UWP（Universal Windows Platform）
という複数の OS やデバイスをカバーするプラット
ホーム向けにアプリケーションを作成することによ
り，それをデスクトップ版 Windows や Mobile 版
Windows で動作させることが可能となる．

その他のスマートフォン OS として数年前から期待
されてきたものに，Firefox OS，Ubuntu，Sailfish 
OS，Tizen などがある．これらはおおむねオープン
ソースで提供される．スマートフォン OS の発展のた
めにも，活発な開発を期待したいところであるが，開
発の中止が発表されるなど活発でないものもある．

 3  スマートフォンOSのシェア
モバイル OS（スマートフォン用と非スマート

フォン用を含む）のシェアは幾つかの調査機関から
公表されている （6） ～  （8）．また，国別のシェアを公開
しているサイトも存在している （9）．

世界のモバイル OS のシェアの推移を図 1 に示
す．これは，サイト （1）から得られる数値をグラフ
化したものであり，分類も同サイトの記述に従って

いる．分類名に OS 名と社名が混在しているのもこ
れに従ったためである．2012 年頃まで大きく変化
していたが，最近は安定していることが分かる．

次に，日本におけるシェアの推移を図 2 に示す．
世界のシェアと日本のシェアに大きなかい離が見ら
れることが興味深い理由の一つとして，一部の高価
な端末が実質的に安価や無料で提供されていること
があると考えられる．最後に，2017 年 2 月におけ
る各国のシェアトップ 2 の OS とそのシェアを図 3
に示す．日本やイギリスなどが特殊な状態にあるこ

 図 1　世界のモバイルOSのシェア

 図 2　日本のスマートフォンOSのシェア

 図 3　国別のスマートフォンOSのシェア



解説論文　スマートフォンOS ──多彩なアプリケーション環境を現出させた立役者── 181

小特集 スマートフォンから見る ICT技術

とが分かる．図 2 と図 3 は，サイト （9）で提供され
ている数値，分類をグラフ化したものである．

 4  スマートフォンOSの構造
4.1　Android OS の構造

本節では，スマートフォン OS の一つである
Android に着目して説明を行う．同 OS は Google
社により公開されているモバイル端末用の OS であ
る．Linux カーネルを基に実装されており，オープ
ンソースであるという特徴を持つ．図 4 のような
ソフトウェアスタックで構成されており （10），ハー
ドウェアベンダ依存の特定の端末向けのデバイスド
ライバなど以外はソースコードが公開されている．

図のように，同 OS は Linux カーネル，フレー
ムワーク，ART（Android Runtime）などで構成
されている．Linux カーネルはオリジナルのカーネ
ルに改変を加えている部分もあるが，Linux カーネ
ル自体が非常に大きなソフトウェアであることもあ
り多くの部分はオリジナルから無改変で使用されて
いる．

Android Runtime はアプリケーションの実行環
境であり，Java の実行環境にもなっている．かつて
の OS には Dalvik と呼ばれる実行環境が搭載され
ていたが，近年の OS には ART が搭載されている．

4.2　iOS の構造
本節では，公式に公開されている iOS の構造の

情報 （11）について説明する．iOS は，ユーザに近い
上 位 層 か ら Cocoa Touch 層，Media 層，Core 
Service 層，Core OS 層で構成されている．Cocoa 

Touch はアプリケーションの外観やユーザインタ
フェースなどに関する機能を提供している．Media
層はグラフィック，オーディオ，ビデオなどに関す
る機能を提供している．Core Service 層は，ソケッ
ト等ネットワーク機能や位置情報サービスなどの基
礎的なサービスを提供している．Core OS 層は，
ハードウェアを操作する機能や UNIX インタフェー
スの OS 機能などを提供している．

 5   オープンソースであるスマートフォンOSが開いた研究分野

Android は，恐らく初の大規模に普及したオー
プンソースであるスマートフォン OS である．オー
プンソース OS の登場は，学術研究機関の研究に少
なからぬ影響を与えたと考える．すなわち，これま
で OS などのプラットホームの研究を行っていた研
究者は Linux というオープンソース OS を対象や
実装例に OS の発展の研究を行うことができたが，
実用されているスマートフォン OS を用いて研究を
行うことができなかった．これに対して Android
登場後は，大学などの機関においても実用されてい
るスマートフォン OS の改善に取り組むことができ
るようになった．その意味では大変に魅力的なもの
であると考えている．以下にて，オープンソースの
スマートフォン OS である Android の改変により
達成できることやできると期待されることについて
述べる．特に②，④，⑥，⑦，⑨ は，発展の余地
が多く残されており今後の研究分野となりやすいも
のであると考えている．
① CPUスケジューラ，優先制御

CPU スケジューリングは OS のカーネルにより
行われる．同 OS においては Linux カーネルによ
り行われており，カーネル内のスケジューラ実装を
改変することによりスマートフォンの動作を変える
ことができる．Linux カーネルが想定している環境
と，スマートフォンの環境がプロセススケジューリ
ングの側面において差異があるなら，この点を考慮
して CPU スケジューラを考え直してみるのも面白
いことだと思われる （12）．例えば，サーバ用 PC で
は多くのプロセスが並列に動作するが，スマート
フォンでは特定のアプリケーションがフォアグラウ
ンドで動作しそのプロセスに圧倒的に高い優先度が
与えられるのが一般的であると思われる．これを考
慮して，よりスマートフォンに特化した CPU スケ
ジューラなどの研究や開発なども魅力的な課題にな
ると思われる．

 図 4 　 Android ソフトウェアスタック   
サイト （10）にて公開されている情報を基に作成．詳
細は同サイトを参照．
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② CPU周波数制御
一般的には，CPU 周波数は Linux カーネルにて

制御可能である．また，/proc ファイルシステムを
通じてカーネルに情報を送ることにより，ユーザ空
間から制御することも可能である．Linux カーネル
では CPU クロック周波数を管理するソフトウェア
はガバナー（governor）と呼ばれ，ondemand や
powersave などの複数のガバナーが搭載されてい
る （13）．ondemand は負荷に応じて CPU クロック
周波数を増減させる標準的なガバナーであり，初期
状態で選択されている．powersave は CPU クロッ
ク周波数を積極的に下げ，上昇に対して非常に消極
的なガバナーである．その名のとおり，消費電力の
低減を目標に実装されているガバナーと言える．

ondemand と powersave の間の周波数制御には
大きなかい離がある．ondemand は CPU クロック
周波数を適宜上げ下げするが，powersave は基本
的にクロック周波数を最低とし性能と消費電力をほ
ぼ最低にしようとする．例えば，ondemand と
powersave にて同一のアプリケーションの処理を
実行した場合，処理時間が 1.5 倍や 2 倍などの大
きな差が出ることもある．powersave は，消費電
力と性能のバランスをやや省電力重視側に倒した選
択肢ではなく，省電力側にかなり倒した極端な選択
肢とも言える．よって，ondemand に近く（すな
わち性能と消費電力の両方を同程度に重視しつつ）
より省電力効果の大きなガバナーの開発などが可能
であると思われる．

Linux のガバナーは多数のプロセスが動作する
サーバ OS 向けに開発されている側面もあると思わ
れ，フォアグラウンドのアプリケーションプロセス
の負荷の増減がシステム全体の負荷に大きな影響を
与える環境にとって必ずしも最適でない可能性は十
分に考えられる．
③ ディスプレイ表示制御

スマートフォンの画面表示内容はアプリケー
ションが決定するが，Android Framework を修正
することにより全てのアプリケーションの表示内容
を変更することができる．ディスプレイは最も消費
電力の大きいデバイスの一つであると考えられるた
め （14），これに対する工夫は非常に大きな効果があ
ると考えられる （15）， （16）．液晶ディスプレイに対す
る伝統的な手法では，バックライトを発光させつつ
も RGB 値を黒（0,0,0）に近い値にして光を遮る
のは非効率的と考え，図 5 のように RGB 値を上げ
つつバックライトを弱める方法がある．有機 EL
ディスプレイの場合は RGB 値と消費電力が単調増

加の関係にあり，人間の目における見やすさの劣化
を最小限に抑えつつ大きな消費電力の低減を目指す
RGB 値の最適化や少ない消費電力で大きな輝度を
実現できる緑色 LED の積極的な発光による少ない
消費電力での高い見やすさの実現が考えられる．
④ I/O制御，スケジューリング

I/O 処理の性能は OS の制御により大きな影響を
受けるため，I/O スケジューラの改変は大変に興味
深いテーマであると言える．Android の Linux カー
ネルには，公平性を重視した CFQ（Completely 
Fair Queuing）や処理開始時刻の保証を重視した
Deadline などの I/O スケジューラが搭載されてい
る．既存の I/O スケジューラの選択肢の中から状
況に適したものを選ぶ課題もあり （17），また既存の
I/O スケジューラの改変も可能である．スマート
フォンはフラッシュメモリが採用されておりランダ
ムアクセスが高速で，スケジューリングの影響が少
ないと考えるかもしれないが，筆者の知る限りそう
ではない．あるアドレス X にアクセスをした後に
別のアドレス Y にアクセスを行った場合，X ＜ Y
である場合と X ＞ Y である場合で応答性能が異
なってくるハードウェア実装が多い （18）．フラッシュ
メモリの特性を考慮したスマートフォン用 I/O ス
ケジューラの開発などは魅力的な取組みになるかも
しれない．
⑤  スクリーンオフ時のアプリケーションとデバイスの
動作の制御
スマートフォンには，セルラ通信デバイス，無線

LAN デバイス，GPS（Global Positioning System）
デバイスなどの各種デバイスが搭載されており，こ
れらデバイスが動作すると当然電力が消費される．
また，Android のアプリケーションはスクリーン
がオフになっており操作していない状態でも動作
し，場合によってはデバイスを使用し電力を消費す

 図 5　省電力を目的としたRGB値や輝度の変換
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る．アプリケーションが起動する仕組みとしては
Broadcast Intent や，アラームがある．Broadcast 
Intent はシステムやアプリケーションの間の連携
の仕組みで，目的とする機能を提供するアプリケー
ションを起動したり，端末内に発生したイベントに
応じて動作するアプリケーションを登録したりする
ことを可能とする．インテントには明示的インテン
トと暗黙的インテントがあり，暗黙的インテントは
システムやあるアプリケーションから発行されたイ
ンテントをレシーバ登録されているアプリケーショ
ンが受け取り，受信アプリケーションが動作する仕
組みである．これにより，無操作状態であってもシ
ステムがインテントを発行し，レシーバ登録されて
いるアプリケーションが動作する．アラームは指定
した時刻にアプリケーションを起動する仕組みであ
る．当然，これらによりアプリケーションが動作す
ると電力が消費される．

これらの動作を制御し，消費電力を削減させるよ
うな取組みが行われている （19）．複数の動作を同期
して行わせ，デバイスをアクティブにする時間や回
数を少なく抑えようとしているものが多い．
⑥ TCPふくそう制御

Linux カーネルには，複数の TCP（Transmission 
Control Protocol）ふくそう制御アルゴリズムが搭
載されており，初期設定では CUBIC TCP （20）が選
択されている．CUBIC TCP は三次関数に基づきふ
くそうウィンドウの値を上昇させる手法であり，数
ある TCP ふくそう制御アルゴリズムの中でも非常
に高い通信性能が得られるアルゴリズムの一つであ
る．反面，CUBIC TCP は性能が高過ぎてほかの
TCP アルゴリズムとネットワークを共有したとき
にほかの TCP アルゴリズムの性能を著しく低下さ
せてしまうなどの問題も指摘されている （21）．また，
CUBIC  TCP は（BIC：B ina r y  I n c r e a s e 
Congestion control）TCP よりは抑えられている
が）非常にアグレッシブにデータを送信するように
設計されている．このアグレッシブさが無線 LAN 
AP（Access Point）などのふくそうを招き性能が
低下することもあり，この TCP をよりふくそう
ウィンドウ値の上昇の小さい謙虚なものに修正する
と混雑時の TCP 通信性能を向上可能であると考え
られる （22）．
⑦ Low memory killer

スマートフォンアプリケーションと，PC やワー
クステーションのアプリケーションの使い方の面白
い違いに，アプリケーションの終了に対する考え方
がある．PC などのアプリケーションでは，プロセ

スを生成するとメモリを消費し，プロセスを終了す
るまでメモリを消費し続ける．ユーザは，不要に
なったアプリケーションを，自分で終了する．これ
に対してスマートフォンでは，ユーザは基本的にア
プリケーションを起動するのみでよく，終了する必
要はない．当然ながら，次々にアプリケーションを
起動していくとメモリを消費して残りメモリ量が減
少していき，十分なメモリ量がない状況でアプリ
ケーションを起動しようとするとメモリが足りずそ
のままではアプリケーションは起動できないことに
なる．

この課題に対して Android OS には low memo-
ry killer という仕組みが用意されており，空きメモ
リが少なくなると low memory killer が自動的に
プロセスを終了する．これは，あるアプリケーショ
ンがバックグラウンドに回ると強制終了されてしま
う可能性が常にあることを意味しており，ほとんど
のアプリケーションはバックグラウンド状態に入っ
た後に強制終了されてしまっても大きな問題になら
ないように実装されている．例えば，メーラーは
バックグラウンド状態になるときに勝手に下書きを
保存してしまうような仕様になっている．

強制終了に関しては，アプリケーションの種類や
状態に応じた優先順位（adj と呼ばれる）と順位ご
との強制終了のしきい値が定められている （23）．例
えば，バックグランド状態にあるアプリケーション
は比較的容易に（すなわち軽度な空きメモリ不足の
段階で）強制終了されてしまうようになっており，
システムプロセスやフォアグラウンドアプリケー
ションも極めて重度なメモリ不足に陥ると（空きメ
モリ量が非常に小さなしきい値を下回ると）強制終
了されてしまう．現実装では使用メモリ量が大きい
プロセスから順に強制終了するような仕様となって
いる．これを，自分の好みに修正してみるのも面白
い試みではないかと思われる （24）．例えば，「メモリ
使用量が多い」アプリケーションではなく，今後使
用されると予想されるアプリケーションを強制終了
から守るような仕様や，強制終了してしまいプロセ
スを再起動することになった場合に必要となるとア
プリケーション起動時間が長いアプリケーションを
強制終了から守るような仕様が考えられる．他に
も，ユーザのアプリケーション起動履歴から今後再
利用される可能性が低いアプリケーション推定し，
それらを優先的に強制終了する方法や，強制終了さ
れてしまった場合の起動時間とされなかった場合の
起動時間の差を求め，差が小さいアプリケーション
を優先的に強制終了する方法などが考えられる．
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⑧ アプリケーション実行環境とGC
Dalvik や ART は Java VM（Virtual Machine, 

Java 実行環境）を含んでおり，通常の Java VM
同様に GC（Garbage Collection）機能を有してい
る．この機能も技術的に興味深い．現在，ART に
は複数の GC アルゴリズムが実装されており，初期
設 定 で は CMS（Concurrent Mark and Sweep）
という GC アルゴリズムが選択されている．MS

（Mark and Sweep）は非常に有名な GC アルゴリ
ズム （25）で，ルートオブジェクトからリンクされて
いるオブジェクトをマークし（すなわち，ごみでな
いオブジェクトとして印を付け），更にそれらのオ
ブジェクトからリンクされているオブジェクトに再
帰的にマークをしていく．再帰的マークを繰り返
し，ルートオブジェクトからたどることができるオ
ブジェクト全てにマークし，マークされなかったオ
ブジェクトをごみとして破棄する．MS では，図 6
のようにマーク処理は全てのアプリケーションス
レッドを停止して行われ，アプリケーション実行中
にアプリケーションがある程度の時間停止していま
いユーザエクスペリエンスの低下を招く．このアプ
リケーションスレッドの停止は，STW（Stop The 
World）と呼ばれる．CMS では，図 6 のようにア
プリケーションスレッドを止めずにマーク処理を行
い，マーク処理中に発生した書込みによる変更分を
リマーク処理にて整合性をとる．リマーク処理のみ
Stop The World としているため，STW 時間を大
幅に短くできている．
⑨ カーネル時刻管理実装の改変

やや，特殊な使い方だが，OS のカーネルを改変
してこんなことにも挑戦できる．システム内の時刻
情報は，基本的にカーネルによって管理され，ス
マートフォンシステム内のプロセスはカーネルから
時刻情報を得る．よって，カーネルを改変すること
により，アプリケーションが認識する時間の流れの
速度を上げるのに近いことを実現できる．Linux

カーネルは，カーネル内の変数の jiffies や cycle_
now の値を用いて時刻情報を管理している （26）， （27）．
これらの変数の更新の実装を改変し，例えば通常の
3 倍のスピードで時間が流れるスマートフォンシス
テムの構築が可能となる．当然，システム内で得ら
れる時刻情報のみを加速しており，物理的なハード
ウェアの性能などは上昇していないため，達成でき
ることとできないことがある．できることは，負荷
が低い（例えば定期的に動作する）アプリケーショ
ンの動作を長期間にわたって観察するようなことで
あり，正しくできないことは性能測定などである．
また，加速を見抜こうとしているアプリケーション
をだますことも困難であると思われる．例えば，ア
プリケーションは外部のサーバと接続して時刻情報
を得ることが可能であり，通信や I/O の性能を測
定することにより加速の有無を検知することは可能
であると考えられる．

 6  結論
本稿ではスマートフォン OS に着目し，オープン

ソーススマートフォン OS の技術的意義や研究的魅
力を紹介した．スマートフォン OS には改善の余地
が多くあると考えられる．スマートフォン OS に関
連した研究が盛り上がれば幸いである．
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1 はじめに
人と機械の間には必ず境界が存在します．SF 映画の

ように，考えたことがそのまま実現されるようになった
場合はその境界が取り去られ，人と機械が一体となるの
かもしれませんが，残念ながらまだそのような時代には
至っていません．

デザインをする上で，私たちは常にこの境界を意識
して，境界（面）をどのように提供することがふさわ
しいかということを考えます．一般的にインタフェー
スというと，スマートフォンの画面や電化製品の制御
パネルを想像しますが，工業製品に限らず，あらゆる
ものに境界が存在します．スプーンや机のような電気
を伴わないプロダクト，書籍やポスターといったグラ
フィックデザインと呼ばれる領域のものまで境界は存
在しています．

いわゆるインタフェースのデザインとその他のデザ
インとは，異なる専門家が設計，制作を行っていること
や，そのもの自体が変化するかどうかなど，明らかな違
いもありますが，物とユーザが対峙しているという事実
は変わりません．手段は異なっても根底にある考え方は
共通していると考えています．

今回，デザインの視点からスマートフォンにおける
インタフェースについて執筆依頼を頂き，メソッドと
してのインタフェースのデザインよりも，インタフェー
スも含めた広いデザインの視点に触れて頂きたいと考
えました．

ICT 技術の発達によって，デザインと工学の領域はま
すます曖昧になってきていると感じます．互いの理解を
深め，更に歩み寄ることで，より良いインタフェースや
製品が生まれるきっかけの一つになれれば幸いです．

2 インタフェースの前に
そもそもデザインとは

本誌の読者は工学系の方が多いということを伺った
ので，まずは「デザイン」に対する溝を埋めておきたい
と思います．デザインの捉え方は様々です．デザイナー
の中でも捉え方が違う場合もあります．デザインという
言葉自体が様々な場面で使われることで，その本質が見
えにくくなっているかもしれません．

よく話題に上がることの一つに「アートとデザインの
違い」があります．「美術」あるいは「造形」という
ジャンルでひとくくりにされることもありますが，その
本質は真逆であるといってもよいでしょう．端的に言え
ば，アートは作家自身の表現が先行することがほとんど
でしょう．自分自身が目指す表現を追求し，作品を作り
上げます．自分が目指すところに到達できているかどう
か，ということがまずは重要です．その結果が評価され
ることもあれば，誰にも評価されないこともあります
が，アートであるということに変わりはありません．

一方でデザインは，自身の感情や思い入れは余り関係
がありません．まずは伝えなければならないメッセージ
や提供しなければならない機能があり，そのことをいか
に第三者に正しく伝えるかということが重要です．もち
ろん，その伝え方は美しくあるべきです．けれども，肝
心のメッセージが伝わらなければ，どんなに美しいもの
であっても，それはデザインではなくなってしまいま
す．一般的なイメージではデザインは飾り付けをするよ
うに思われることも少なくありませんが，それはデザイ
ンの本質ではないのです．

スマートフォンのインタフェースで考えると，電話に
出ようとしたときに，どんなに格好良いボタンが表示さ
れていても，自然と「通話」ボタンをタップできなけれ
ば，デザインされているとは言えません．

デザインとアートの境界があいまいな場合もありま
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すし，場合に応じてデザインに求められる役割も違いま
すが，今回は上記のことを私たちの共通認識として話を
進めていきたいと思います．

3 皆で作るインタフェース
スマートフォンの代表の一つと言える iPhone が販売

されたのは 2007 年ですので，ちょうど 10 年になりま
す．その間にスマートフォンのインタフェースは進化を
続けてきましたが，それでもそのベースとなるものは
10 年前の iPhone によって形作られました．ひとえに，
Apple が長年培ってきたインタフェースに対する考え
方が生きていると言えるでしょう．何よりも説明書がな
くても操作が可能だ，という部分がインタフェースの完
成度の高さを表しています．

3.1　扉のインタフェース
デザインは人間の共通理解の下に成り立っています．

例えば，ドアノブを見たときに私たちはそれを握って，
回すことで扉が開くものだということを理解していま
す．当たり前に感じるかもしれませんが，それがドアノ
ブであることを私たちが知っているからこそ，自然に振
る舞えます．未知の形のドアノブと出会ったとき，少な

からず躊躇するはずです（図 1）．
扉には「push」「pull」と表示されていることがありま

す（図 2）．若干説明的といえますが，これはある程度，
形によって解決できる問題でもあります．ドアノブのな
い扉を見たことがあると思いますが，その形から「手で
押すものだ」ということを瞬時に理解できるはずです．

もう一つ，文化的な背景も関係します．日本では家の
中で靴を脱ぐため，玄関の扉はほとんどの場合，外開き
です．靴を脱がない欧米の家では扉は内開きが多くなり
ます．自分自身が家の中にいるのか，外にいるのか，と
いう状況を無意識に判断して，扉を押したり引いたりし
ますが，それは生活環境によって決まっていて，別の生
活環境になったときに戸惑う場面が出てきます．

ともあれ，扉に説明書がぶら下がっていることはない
でしょう．その操作方法は長年の経験と文化的背景から
説明しなくてもよいくらいの共通の理解が存在している
からです．

3.2　ユーザの経験値によって変わるデザイン
スマートフォンのようにこれまで存在していなかっ

たものを操作させるためのインタフェースは，このよう
な共通の理解が少ないため，非常に難しいと言えます．
以前，コンビニエンスストアのコーヒードリッパのイン
タフェースが話題になりました．最小限の説明だけが印
字されたボタンは分かりにくいため，コンビニ店員が手
書きの説明を加えた様子を撮影した写真が，ネット上で
も数多くシェアされました．もちろんデザインの改善点
はあると思いますが，必ずしも文字で使い方を示すこと
が最善の方法ではありません．そして，新しいサービス
だったドリップコーヒーが定着するに従って，注意書き
も減っていくことが予想されます．

文字による誘導は言語の制限があることや，文字量に
よっては視認性が失われる恐れもあります．画面（や紙
面など）に一度に表示できる情報量が限られるため，で
きる限り簡潔に抑える必要があります．また，ピクトグ
ラムのような，情報を形で表現することは，一度その意

解説　ユーザインタフェース ── デザインの視点から ── 187

小特集 スマートフォンから見る ICT技術

 図 2　「押」の注意書き  図 3　 ピクトグラム（左：非常口サイン，右：トイレサイン）

 図 1　 ドアノブ（左上：普通のドアノブ，右上：レバータイ
プ，左下：ポールに手を掛けるタイプ，右下：押すタ
イプ）
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味を認識すれば，2 回目以降は直感的に情報を把握でき
るという利点もあります（図 3）．

言葉で説明することは物事を順序立てて正しく伝え
る場合には有効ですが，その分，理解するのに時間が掛
かります．より多くの情報に素早くアクセスするために
は文字によるコミュニケーションだけでなく，色や形に
よるコミュニケーションが必須になってきます．その場
合に，対象となるユーザの文化的背景や年齢層を考慮す
るとともに，ユーザの経験値がどの程度なのか，という
ことを考えなければなりません．より使いやすい，より
便利なインタフェースを目指すときには，ユーザの成熟
度に頼る必要があります．その点において，インタ
フェースはユーザとともに成長していかなければなりま
せんし，デザイナーが冒険しなければならないこともあ
るでしょう．10 年の時を経て，スマートフォンのイン
タフェースは，それまでのユーザの経験や文化的背景の
上に，スマートフォンの扱い方という経験を乗せて，現
在の形を確立してきたと言えます．

それぞれのユーザの経験値が違えば，インタフェース
に対する理解度が変わります．子供向けケータイやお年
寄り向けケータイの存在は正にその現れであり，お年寄
り向けのケータイは単に視力の弱まりを補うために表示
される文字を大きくするだけではなく，お年寄りのイン
タフェースに対する経験値を踏まえた様々な工夫が込め
られているはずです．

3.3　踏襲から新しい形へ
ユーザの知っていることをインタフェースのデザイン

にうまく取り込むことで，その使い方を誘導することが
できます．Apple が GUI（Graphical User Interface）
にデスクトップという概念を導入して，フォルダや書類
のアイコンを机の上で扱っているかのように操作できる
ようにしたことは，正にユーザが実生活の中で経験した
ことをパソコンの中に再現したことにほかなりません．

音楽プレーヤの再生ボタンや巻き戻しボタンはアナロ
グの時代と変わっていません．「テープを巻き戻す」とい
う作業がなくなっても「巻き戻し」という概念は存在し続
けています．各種アプリケーションはアナログからディジ
タルになっても，アナログのインタフェースを踏襲するこ
とで，アナログからディジタルへのツールの移行をスムー
ズにしています．けれども，ただアナログのシミュレー
ションをしているだけではツールの進化はありません．時
代とともに処理速度は上がり，データ量は増えていきま
す。そのスピードや量に対応するための新しいインタ
フェースが必要になるときが来るはずです。

幸いなことに，インタフェースは徐々に進化しています．
例えば，書籍やカタログなどのビューワは，ページがめく

れたことをユーザに示すために，ページがめくれているよ
うに見せるアニメーションで演出することがよく見受けら
れました．けれども，よりスマートなページ遷移の認知方
法が試されることで，無駄なアニメーションは必要なくな
り，更には「ページ」という概念が崩されたスクロール型
の電子書籍も登場しています．Web サイトにおいて，今
でもページという概念は基本とされているものの，スク
ロール型のサイトやパララックスサイト ＊1 といったものが
生まれたのも，これまでの紙ベースの考え方から，よりモ
ニタやブラウザの本質に向き合った結果だと言えます．

ひととき話題に上ることが多かった「フラットデザイ
ン ＊ 2」もしかるべき進化だと思います．Web デザインの
れい明期には，どこをクリックするべきなのか，という
ことをユーザに示唆するために，「クリックする（押す）
＝ボタン」という提示は避けられなかったかもしれませ
ん．しかしながら，ユーザの成熟度とともに，どこがク
リッカブルなのか，ということを文脈（レイアウト）か
ら判断できるようになるにつれ，ボタン風のデザインか
ら物質性が失われていきました．

このことは Web サイトやスマートフォンのインタ
フェースに限った話ではありません．昨今の電化製品を
見ても無骨なボタンは消え，フラットな操作パネルに取っ
て代わられています．フラットになることによって，形
はより自由になり，様々な生活スタイルに溶け込むよう
になりました．モニタの中のボタンもまた，物質性がな
くなることで，より自由に，よりコンテンツに集中でき
るようなデザインになっていると言えるでしょう．

4 行為から考える
インタフェースのデザイン

4.1　間違いから学ぶ～道具としての余地～
他人がパソコンやスマートフォンを扱っている様子

を見ると感心させられることがあります．長年パソコン
を扱ってきても，いまだに知らない機能やショートカッ
トが存在します．道具には最低限の用途があり，鉛筆な
らば文字や絵を「書く」ことであり，はさみであれば

「切る」ことです．最初は与えられたまま使いますが，
そのうち，自分がより扱いやすいように鉛筆であれば削
り方を工夫したり，はさみであれば，用途別のはさみが
あることに気付きます．スマートフォンについても，最
低限の機能は通話やメールの送受信が滞りなくできれば

 ＊1 視差効果（Parallax effect）を利用したWebサイトのデ
ザイン手法の一つ．スクロールの動作に合わせて，そ
れぞれの要素の動くスピードや拡大縮小，回転などの
エフェクトを演出する手法．

 ＊2 現実のボタンなどを模して，立体感や影などの演出を
極力排除した平面的なデザインの総称．
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問題はないはずです．スマートフォンを手にしたばかり
の時期であれば最低限の機能がいかにスムーズに操作で
きるか，ということが重要で，その後，ユーザの要望に
合わせてどこまで応えられるインタフェースであるか，
ということでその良し悪しが決まってくると思います．

その際に重要なのはトライアンドエラーの余地があ
ることです．連絡先の削除など重要な変更を行う場合に
は必ずダイアログが表示されるようになっており，一度
の操作では実行されないようになっていることが一般的
です．その安心感があることによって，ユーザは自分の
経験に基づいて，操作を試すことができます．良い道具
には使い方の幅があり，その幅がユニバーサルなデザイ
ンを実現します．同じ目的でも幾つかの操作の選択肢が
あることで，自分が使いやすい操作方法を見付けること
ができ，ひいては，広い層の人々に受け入れられるイン
タフェースになります．

人間の行為を想像すればインタフェースの在り方は決
まってきます．「前のページに戻る」といった同じ機能の
ボタンはページが遷移しても同じ場所に設置されるべき
ですし，決済を決定するボタンは連続してタップしてしま
わないようにあえて離れた位置に設置した方がよいかもし
れません．人間が無意識に行ってしまう行為を想像する
ことで，ボタンの位置や形は自然に決まってくるものです．

使い方の全てを「説明する」のではなく，思わずやっ
てしまう行為を想定することで，自然にスマートフォン
の機能を学習させることができます．ゲームの裏技のよ
うな知らない機能を見付けたときに，ユーザはうれしく
なるものですし，自分のスマートフォンに対して愛着が
生まれます．ユーザ同士がお互いにの操作を見て，知ら
なかった操作方法に気付く．そのようなやり取りも含め
て，使い方の余地があるインタフェースは道具としても
成熟していると言えるのではないでしょうか．

4.2　指で操作するということ
スマートフォンやタブレットのインタフェースと，

フィーチャーフォンやパソコンは一見，近しい表層をし
ていますし，昨今の Web サイトにおけるレスポンシブ
デザイン ＊ 3 はパソコンでの表示とスマートフォンでの
表示を統一し，画面サイズに応じて表示の仕方を変化さ
せます．また，パソコンとタブレットの両方の特性を持
つコンピュータも増えてきました．

これらの最も大きな違いの一つは，操作するものと表
示されるものが同じかどうかということです．パソコンや
フィーチャーフォンはマウスやキーボードなど，物理的

 ＊3 Webサイトの同一のコンテンツが，ユーザの閲覧して
いる環境の画面サイズに合わせて表示のさせ方を変化
させるようにプログラムされたWebデザインの手法．

なボタンによって操作され，その結果がモニタに反映さ
れます．一方でスマートフォンやタブレットは表示され
ているモニタが同時に入力ボタンとして機能しています．

鉛筆を使って紙の上に文字を書く場合と，指で砂の上
に文字を書くのとでは，書けるサイズや繊細さが違うよう
に，できることが全く変わってきます．単純に指で操作す
るスマートフォンやタブレットの方が直感的な操作ができ
ると思いがちですが，そうではありません．人間ははさみ
やピンセットなどの道具を使うことで指先を拡張して，よ
り正確に，より繊細な作業を可能にしています（図 4）．

ですから，パソコンに比べるとスマートフォンやタブ
レットの方が大きなボタンが必要になりますし，複数の
ボタンを並べる際には十分なマージンが必要になります．

また，Web デザインで問題になるのは，ロールオー
バ ＊ 4 の有無です．パソコンではボタンにカーソルを重
ねることで，色を変化させて，クリッカブルであること
を示唆できますが，スマートフォンの場合にはタップす
る前にボタンであるかどうかを確かめることはできませ
ん．パソコンと比べてボタンであることをより分かりや
すくする必要があります．

手の大きい男性であれば，スマートフォンを片手で操
作することも少なくありません．そのシーンを想像して
みると，ボタンをタップするのは親指です．昨今の画面
の大きいスマートフォンの場合には親指で画面上部を
タップするのは少々やっかいです（図 5）．操作する状
況を考えることで，タップされる頻度の高いボタンをど
こに配置すべきか，そして，どのような形状がふさわし
いかが見えてきます．

スマートフォンのインタフェースは操作パネルと情
報の表示パネルが一体になっているため，読めるかどう
かという，見た目の問題だけではデザインを決定するこ
とができません．指先ができることを判断してデザイン
することが重要です．

 ＊4 マウスカーソルをボタンなどのオブジェクトの上に移
動させた（マウスオーバ）時に色や形を変化させること．
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 図 4　手書き文字がうまく書けない
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5 入出力とインタフェースの
デザインの可能性

スマートフォンには様々な入出力が用意されています．
出力で言えば，音や光はもちろん，振動（バイブ）があ
りますし，入力では加速度センサや温度センサ，光セン
サなどが内蔵され，ユーザが何をしようとしているのか，
ということを判断することができるようになっています．

5.1　振動の持つ表現力
スマートフォンからユーザに対して出力する方法は

画面以外に，ライトや音，バイブ機能があります．バイ
ブ機能はポケベルの時代から実装されているもので，こ
れ自体は目新しい機能ではありません．しかしながら，
ここ数年の振動による表現力には感心させられます．公
共の場で，音を出すことができない場合でも，メールの
受信やアラームなどを振動で伝えることは当然ながら，
物理的なボタンのないスマートフォンにとって，視覚効
果だけでなく，振動を加えることで，その表現力が増し
ます．ただ震えるのではなく，繰返し経験することで，
警告の振動，許可の振動など，震え方でメッセージを表
現できる可能性もあります．

視覚は人間の得る情報量の 8 割以上を担うと言われて
いますが，考えてみると，私たちは指先から実に多くの
情報を得ていることに気付きます．キーボードを見なく
てもタイピングできますし，ポケットの中の小銭の種類
をある程度見分けることもできます．手触り，肌触りの
違いで，自分が望んでいるものかどうかを判断すること
もできます．確かに，視覚ほどは正確ではありませんが，
むしろ視覚では気付かないことを指先は知覚しているの
ではないでしょうか？  視覚だけでなく，触覚や聴覚を
合わせたマルチモーダルな情報提供によって，より直感
的に理解することが可能なのではないでしょうか？  

少し未来の話になってしまいますが，スマートフォン
がより多様な出力方法を手に入れたとき，例えば温度の
違いや触覚の違いを表現できるようになった場合，私た

ちは「見る」だけでなく，手を通じて，より多くの情報
を知覚できるかもしれません．

5.2　ユーザの行為を認識するセンシング
スマートフォンのセンシングは複数のセンサによっ

て，ユーザが何をしようとしているのか，ということを
正しく検知しています．光センサ，あるいは近接センサ
によって，通話中かどうかを検知し，画面を耳に当てて
いても誤動作しないように設計されていますし，加速度
センサによって画面を見ようとスマートフォンを持ち上
げたことを検知すれば，瞬時にスリープ状態が解除され
るようになっています．

センサが得るデータは数値でしかありません．セン
サ自体の精度も上がっているかもしれませんが，重要
なのはその数値が何を意味しているのか，ということ
を明らかにすることです．スマートフォンを持ってい
る状態で，ユーザがどのような行為を行うのか，とい
うことを観察，想像しなければなりません．最近はそ
うする人は少なくなったかもしれませんが，電波が悪
い時に，思わずケータイを持ち上げて電波を拾えない
か試してみた経験があるかと思います．そのような思
わずやってしまう行為の中に新しい操作の可能性が秘
められています．文字入力に失敗したときにスマート
フォンを振ることで undo 機能が働く機種があります
が，まさしく間違えたときにやってしまいがちな行為
の一つではないでしょうか．

iPhone6s 以降から感圧タッチが搭載されました．ボ
タンを触ったかどうかだけでなく，その強さの検知が
可能になることでインタフェースの可能性は更に広が
りました．人間が第三者の肩をたたくとき，その強さ
によって感情を表現することができます．たたいたか
たたいていないかというゼロイチだけでなく，その間
の表現が生まれることは，モニタが白と黒だけでなく，
その中間色を細かく扱えるようになったときに，より
アナログ的な豊かな表現になったように，より人間的
な検知をスマートフォンが獲得できるはずです．恋人
の手をぎゅっと握って何かを伝えるように，スマート
フォンにも無言のメッセージを送ることができるよう
になるかもしれません．

インタフェースを通してやり取りされるメッセージ
はこれから先も文字や写真，あるいは音が中心である
ことは変わらないでしょうが，いかに操作せずに，あ
るいは画面を見ずに情報をやり取りできるようになる
か，ということが新しいインタフェースには不可欠な
問題です．
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 図 5　親指が届かない
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6 軟らかいフォーマット
最後に，もう一度，表層的な部分に触れてみたいと思

います．
書籍をデザインする場合に重要なのは，フォーマット

のデザインです．フォーマットのない書籍はほとんどあ
りませんし，良いデザインの書籍はフォーマットがしっ
かり設計されています．通常，1 冊の書籍の中には基本
となるフォーマットがあり，その派生パターンを使い分
けます．例えば雑誌の場合は，写真を大きく扱う特集
と，文章を読ませるためのコラムページでは，フォー
マットを分けて使用しているはずです．けれども，1 冊
の雑誌を通して，上下左右のマージンや，ノンブル

（ページ数）の入り方，そして，基本となる文字サイズ
や行間をそろえることで，全体が統一して見えます．

フォーマットによって，1 冊の書籍の中で統制が取れ

るだけでなく，複数冊にまたがる書籍全体の統制を取る
ことができます．このことは，書籍に限らず，ひいて
は，企業のブランディングにもつながる考え方です．

スマートフォンのようなディジタルデバイスで扱う
コンテンツのデザインが難しい点は，同じ内容のコンテ
ンツを様々な大きさの画面で表示しなければならない点
です．Web サイトにしろ，アプリにしろ，PC で見る場
合もスマートフォンで見る場合もあり，それが同じコン
テンツであるということを表すと同時に，同じような操
作感を担保する必要があります．

当然ながら 1 冊の書籍の中で紙のサイズが変わるこ
とはまれですし，まして動的に変化することはあり得ま
せん．けれどもスマートフォンの場合には，向きを変え
ることで，画面の比率は動的に変化します．この動的な
画面の変化に対応するために，柔軟に変化するフォー
マットの考え方が必要になります．この軟らかいフォー
マットについては，いまだ発展途上であると言えます
が，従来から平面上のデザインにおいて基本とされてき
たグリッドシステムの考え方が生きています．

グリッドシステムは基本となる文字サイズと行間か
ら計算された格子状のフォーマットです（図 6）．グラ
フィックデザインの中で使われる仕組みですが，本来は
空間にも拡張して使用することも想定されていました．

インタフェースのように瞬時に対応する必要はあり
ませんでしたが，実は，静的なグラフィックデザインに
もフォーマットを様々な形に変化させる必要がありまし
た．例えば，ある新商品を宣伝する場合，サイズの大き
いポスターや電車の中吊り，ちらしやパッケージなど，
サイズも縦横比も違う画面に統一感のあるデザインを施
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 図 6　グリッド 1

 図 7　グリッド 2
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す必要があります．テーマとなる色彩や写真，イラスト
などはもちろんですが，全体を構成する空間の扱い方が
重要であり，そこが崩れてしまうと，途端に統一感が失
われてしまいます．

画面のサイズが変わればグリッド自体も変わります
が，基本となる文字のサイズと行間の比率を保つこと
で，そこから生まれるグリッドが全体の統一感を保って
くれます．インタフェースにおいても，動的に変化する
画面の中でのグリッドの変化の仕組みを設計することで
どのデバイスでも統一感のあるデザインを保つことが可
能になります（図 7）．
「グリッドシステム」といっても，基本原理はあるも

のの，野球のルールのように統一されたものがあるわけ
ではなく，デザイナーそれぞれがローカルルールを持っ
ているものです．インタフェースにおけるグリッドシス
テムも統一したルールがあるわけではなく，今後も試行
錯誤が続けられていくでしょう．

いずれにせよ，インタフェースのように動的な画面を
持つものに必要なのは，その変化に対応できる軟らかい
フォーマットであり，それは，動き方の仕組みを厳格に
デザインすることで初めて獲得することができます．

7 おわりに
スマートフォンのインタフェースは，その機能の向上

によって変化するとともに，ユーザの成熟度によって進
化します．1 年前，半年前に必要だった冗長な表記が必
要なくなることもあります．しかしながら，根底には人
間が長い歴史の中で触れ合ってきた道具との対峙の仕方
が根付いています．未来のインタフェースを想像すると
き，最新の技術を使った斬新な操作方法にトライするこ
とも必要ですが，今一度自分自身が日々行っている行為
に目を向けることが重要だと考えます．
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のかたち」（https://house.muji.com/
life/）Web サイトなど．著書に「マルチメディアを考える」

（http://www.musabi.co.jp/books/463051/）（武蔵野美術大学
出版局 2016 年）など．



1 はじめに
スマートフォンアプリでできることの幅は年々増え

てきています．SNS に写真を加工した上で投稿するこ
とや，好きな音楽や動画像をいつでもどこでも楽しむこ
と，道中で現在地を伝えずにタクシーを呼ぶこと，地理
情報にひも付いたゲームをすることなど例を挙げたらき
りがありません．

そのような中，筆者はもらった名刺を整理するための
スマートフォンアプリ「Wantedly People ＊ 1」を，9 名
のメンバーでリリースまで 3 か月という短期間で 2016
年に開発，提供しました．今回，開発の現場視点でのス
マートフォンの技術について執筆の依頼を頂いたので，
その経験を基に伝えられたらと思います．

2 作成したアプリの概要
まず，話の前提となるどのようなアプリを作成したの

かについて説明します．精度の体感値や UI など言葉で
伝えにくい部分も多いので，可能であれば一度使ってみ
た上で読んで頂ければと思います．

2.1　アプリの特徴
Wantedly People は図 1 のように利用され，特徴は

以下のようになります．
（1）  アプリを起動すると，すぐにカメラ画面に移動．
（2）  複数枚の名刺をリアルタイムに検出し，同時に

撮影可能．
（3）  名刺は，数秒で電子データに置き換わり，名前，

会社名，役職，E-mail，電話，住所といったカ
テゴリーに整理され，検索可能になる．

 ＊1 https://people.wantedly.com/

（4）  Wantedly （ビジネス用 SNS ＊ 2）に登録済みのユー
ザの場合，自動でひも付けられ顔写真や職歴等
の名刺に載っていない事前に入力された公開情
報も表示される．

一言で言ってしまえば，「複数枚の名刺を全自動で電
子データに置き換えるアプリ」です．OCR の文字認識
率は，スマートフォンのカメラの性能や環境，名刺の種
類に依存はしますが，8 割程度は正しく認識されます．
この精度は，使っているユーザが増え，登録済みのユー
ザにマッチする確率が上がることと，同一の会社の名刺
データを参考にすることでより上がっていきます．

2.2　アプリの技術的な挑戦
今回のアプリの作成において，計画した機能が，技術

的に実現できるか自体が不明な点も多くありました．例
えば以下のような点です．

・ スマートフォン上で高精度の名刺認識に必要な Deep 
Learning を含む高度な画像処理が実行できるか．

・ 必要な解像度での画像のサーバ送信をユーザにスト
レスを感じさせない速度で実現できるか．

・ スマートフォン機種間でのカメラの性能差にうまく
対応できるか．

 ＊2 https://www.wantedly.com/
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以下の章では，これらの開発の際に特に課題になった
点を，写真にするのか動画像撮影にするのか，処理をア
プリ内で行うのかサーバ内で行うのかとその他の課題の
三つの章に分け，お伝えできればと思います．

3 写真 vs動画像
Wantedly People は，実は写真を撮影しているわけで

はなく，動画像上で仮想的にシャッタを切るということを
しています．ここでは，写真撮影から動画像上の撮影に
なった経緯を，試行錯誤の過程とともにお伝えします．

3.1　試行錯誤の過程
アプリを制作する際，まずは素直に 10 枚の名刺を 1

回の写真撮影でスキャンするものを考えました．しか
し，プロトタイプ作成時に問題点が浮上しました．ス
マートフォンの性質上，撮影ボタンを押すタイミングで
携帯が少し動いてしまい，手ぶれや 10 枚撮影したつも
りがそのうち 2 枚は角が切れているといったことが起
こりやすいのです．手ぶれは次の工程の文字認識精度を
大きく落とす原因になりますし，10 枚撮ったつもりが
8 枚になってしまうと体験を損ねます．

そこで動画像撮影で名刺をどんどん取得できないかを
検討しました．動画像の方が写真よりも難しい点がある
のは当然ですが，スマートフォンの場合，動画像撮影モー
ドで使用しただけで写真よりも不利な点が 2 点あります．

1 点目は最大解像度の差です．例えば iPhone の場合，
動画像撮影にすると写真にした場合より最大解像度が 1
辺当たり半分になります．2 点目はピント調整の難しさ
です．写真の場合は，撮影のタイミングでピントを合わ
せる機能が走るため簡単に鮮明な名刺の画像が撮影でき
ますが，動画像の場合は特に Android の機種によって
はアプリケーション側でかなり調整しないとピントが
あっていない状態の名刺が取得されてしまいます．

動画像撮影でのベストなユーザ体験は，カメラを起動
し名刺をどんどん滑り込ませることによってシャッタを
押さなくても名刺がどんどんたまっていくものだとまず
考え，これに挑戦しました．つまり名刺が流れるベルト
コンベアをずっと動画像撮影していたらどんどん名刺が
読み込まれるアプリです．しかし結果的に技術的に難し
いという判断で諦めることにしました．この理由は 3.2
にて詳しく説明します．

最終的には，動画像上でシャッタを押すという結論に
至りました．こうすることで，シャッタを押した瞬間の
ほかに前の数フレームも考慮に入れることができます．
取得した複数フレームのうち，最も手ぶれやピンぼけが
なく，多くの名刺が写っている写真を選択することで，

より良い解析精度が出せる名刺画像を取得することがで
きるようになりました．

ピントが合っているかどうかはラプラシアンフィル
タや JPEG で保存したときの画像サイズである程度判
断できますが，どの手法も絶対値で判断できるものでは
なく，同じ対象物が写っている際の相対値でしか判断で
きません．この意味でも 1 枚ではなく複数のほぼ同一
の写真を比較するのは良い決断でした．

動画像上で擬似的な写真を撮る体験にしたことは別の
メリットも生みました．スマートフォンで写真を撮影す
る際には，盗撮防止という日本固有の理由でシャッタ音
を鳴らす設定になっているため，処理を写真で行うと音
が気になってしまうという問題もあります．小さなこと
ですが，もらった名刺を撮影するのはオフィスや電車内
であることも多いため，音が出ないというだけで筆者ら
のアプリを選んでくれたという声も多数ありました．

3.2　動画像上での連続検出を諦めた理由
3.1 で述べたとおり，一度動画像のままシャッタを切

ることなく名刺を検出し続ける方針を立てましたが，結
局，諦めるに至りました．その理由を説明します．

動画像内でシャッタを切らずに名刺を取得し続ける
ためには，まず名刺を検出した上で，その後同一の名刺
を同一の名刺だと認識し続ける必要があります．そうで
なければ同じ名刺を何度も検出し 1 枚の名刺がどんど
ん増えていくことになってしまいます．

この課題を解決する案として，取得した画像に OCR
（光学文字認識）を掛けて文字情報で比較する方法，
dHash （1）などの画像全体を比較する手法，キーポイン
トマッチングという画像の特徴的な点同士を比較する手
法の三つを思い付きました．しかし結果としてどの方法
もうまくいきませんでした．

3.2.1　OCRで取得した文字列を比較する方法
まず，OCR で取得した文字列で比較する方法ですが，

処理速度が遅過ぎて使い物になりませんでした．動画像
を撮影しながら何らかの処理をする場合，その実行時間
はできれば 1 フレーム 0.1 s 以下，遅くとも 0.3 s 以下
で行いたいところです．しかし，現在の技術では，
OCR には名刺 1 枚につき 1 s 以上の時間が掛かるため，
もしこれを使って判定すると非常にカクカクするアプリ
が出来上がってしまいます．また，OCR はピンぼけや
手ぶれにすごく弱いのでピントが合わなくなったタイミ
ングで別の名刺として検出してしまう可能性が高くなり
ます．このような理由から撮影中に OCR によって判断
する手法は使えませんでした．
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3.2.2　画像全体の特徴量を比較する方法
画像全体を比較する方法はシンプルなものだとテン

プレートマッチングなど様々な方法がありますが，中で
も高速で実用的な手法として，dHash を用いました．
dHash とは，Difference Hash の略称で，2 枚の画像
を全体的に比較することでほぼ同一の画像を見付ける手
法です．画像特徴量を 64 bit の int ＊ 3 に収まる特徴数で
管理することで高速に比較でき，画像の拡大縮小，光量
の変化に強いという特徴があります．

dHash はより具体的には，グレースケールにする，
画像を縮小する，隣接ピクセルより暗くなったかをフラ
グにするという 3 段階の処理を行い実現されます．一
般的に画像の縮小方法は幾つかあるのですが，その際に
しっかり元領域全体の色の平均を取るように縮小するこ
とが必須です ＊ 4．直感的には，大きくぼかし効果（ブ
ラー）を掛けた状態で比較をして明るさの変化が同じよ
うな画像は同じと判断するアルゴリズムです．

これは手ぶれや蛍光灯の目には見えない明るさの変
化の影響などを吸収することはかなりの精度で実現でき
ましたが，名刺内に手が入る場合と，影が映り込む場合
に問題がありました．手が名刺を隠してしまうように，
手前の対象物が奥の対象物を隠す事象は一般的に
Occlusion と呼ばれ，幾つか解決策がありますが，影の
問題はどんな状況での影でも消せる手法は調べても存在
しなく解決できませんでした．

3.2.3　キーポイントマッチングを利用する方法
キーポイントマッチングとは画像内でも拡大や回転，

照明の変化に強い特徴的な点を複数抽出しその特徴量同
士を比較することで同一の画像を判定する手法で，有名
なものに SIFT 特徴量 （2）があります．ただし SIFT はリア
ルタイムに画像を処理するには少し遅く 1 辺 500 px 程
度の画像でも 1 s 程度マッチング時間が必要になる場合
が 多 い で す． よ り 高 速 化 さ れ た SURF （3） や Deep 
Learning によって見付けた特徴量を使う手法 （4）など速
度的には，ぎりぎり要件を満たすものが幾つかありました．

一方，精度の点ではキーポイントマッチング自体の性
質上十分な結果が出ませんでした．通常，ユーザが一緒
に撮る名刺は同一の会社の別の人である可能性が高いは
ずです．その際に名刺内の特徴的な違いは名前とメール
アドレスの数文字しかなく，ほかは全て同じということ
も珍しくありません．特に同一の姓だった場合はメール
アドレスも似ることが多く，たった 2 文字の間違い探

 ＊3 プログラミング言語上で整数値を表す表現．
 ＊4 OpenCVで言えば，resizeメソッドのinterpolationを

デ フ ォ ル ト のINTER_LINEARで は な く，INTER_
AREAで行います．

しのような状況になることもありました．キーポイント
の 8 割が合っていれば同一の名刺といったロジックが
簡単に破綻してしまうのは想像に難しくないでしょう．

3.3　まとめ
本章では，名刺を撮影する機能に関する意思決定を失

敗も含めお伝えしました．どのようなアプリにするのか
にも自由度があるため，一つのことを決めるのにもこの
ように様々な検証を行います．今回は時間制約の厳しい
開発だったので，この試行錯誤は 15 日ほどで実装も含
め行っています．それぞれの課題に 2 日以内に結論を
出す意識があるとこのくらいの速度感で開発ができま
す．研究とは違うプロダクトを完成させるための調査の
感覚が，少しでも伝わっていれば幸いです．

4 アプリ内 vsサーバ
本アプリでは何をスマートフォン内で行い，何をサー

バ側で行うかというのが重要な選択となりました．具体
的には，

・ 名刺の検出をどちらで行うか．
・ OCR をどちらで行うか．
・ サーバで行う場合，画像をどのタイミングで，どの

程度の画質でスマートフォンから送信するか．
といった問題が浮上し，結論としては，次のようになり
ました．

・ 名刺の検出はスマートフォン側．
・ OCR はサーバ側．
・ 画像は名刺検出後に切り抜いた名刺領域だけを

WebP （5）という形式で，最大解像度で送信．
ここではその理由とその前提となる各技術の処理速

度について延べます．

4.1　名刺の検出をどちらで行うか
名刺領域の検出は，現在，画像解析に大きな成果を上

げている Deep Learning で行う手法と，古典的なエッ
ジ検出や直線検出の手法などを組み合わせ独自に実装す
る手法の二つを試しました．当初 Deep Learning の手
法では，スマートフォン上で 4 s も掛かるということが
分かり，サーバ上でやることも頭をよぎりました．結
果，改善を進めるとどちらも 0.1 s に近い速度で学習す
ることができるようになりスマートフォン上でやること
になりました．

現在は，後者の古典的手法の組合せの方がより計算速
度が早く，必要十分な性能を早いうちに示したのでそち
らで実装されていますが，Deep Learning の手法もも
う少し開発時間を掛ければ十分実用レベルになる可能性
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があります．

4.1.1　Deep Learning による名刺領域検出
Deep Learning による名刺領域検出をさせる基本的

な仕組みは簡単で，複数の名刺が写された写真と，実際
の名刺領域の部分を黒，名刺でない領域を白にした画像
のペアを基に学習を行い，検出器を作成するだけです．
この検出器を用いて，画像から名刺領域を検出させるわ
けです．

実際に難しいのは，検出段階の処理をスマートフォンで
動かさなければならないことによる，実装上の制約と実行
時間でした．幸い，Tensorflow （6）という機械学習ライブ
ラリがスマートフォンでの実行に対応しましたが，当時
サンプルとして配布されていた一般物体認識をするアプ
リは一度の認識に数秒掛かりました．画像の Deep 
Learning は事前の学習に時間が掛かることは知られてい
ますが，単に学習済みのネットワークに処理を通すだけの
認識段階でも，かなりの時間が掛かるという弱点があり
ます．

この問題は縮小した入力画像を用い，一般的に蒸留と
呼ばれる作業を行うことで，ある程度実用できる時間で
検出できるレベルに改善することができました．

具体的には検出時間の短縮化を制約条件として捉え，
（1）  VGG （7）という学習モデルを基にした名刺検出モ

デルで学習する（検出時間 4 s）．
（2）  VGG の 64 層のモデルのうち 1 層目を小さなモ

デルにし，同じ結果になるように学習する．
（3）  上と同様の学習を 2 層目以降も繰り返す．

というように，学習モデルの改善を行いながら何回も
学習を行うことにより，当初 4 s ほどだった検出時間
を，精度をほぼ落とさずに 0.2 s ぐらいで検出できるま
でに改善したモデル（検出器）を構築することができ
ました．

この学習モデルによる検出手法の良いところは，背景
領域にも文字があるようなかなり難しい場合も（図 2），
名刺画像であるか否かの判断ができているという部分で
す．しかし，古い世代の機種では 0.5 s ほど掛かる問題
や，正確に名刺の四隅を当てるにはまた別の処理が必要
な点で，最終的にはこちらの実装は使わない決断をする
ことになりました．

4.1.2　古典的手法の組合せによる名刺領域検出
ここでは古典的な手法の組合せにより名刺を複数枚

同時に抽出する手法を説明します．本手法は確実に 1
フレーム 0.1 s 以下で処理が行え，現在動いているアプ
リではこの手法が使われています．

本手法は実装上の工夫が多く，特許も出願中です．そ

のため，ここでは概略のみ説明します．まず，図 3 の
①の画像のエッジを検出します．エッジ検出には
Canny Edge （8）などの手法が古くから使われており，
②で画像のエッジと一定間隔の横線との交点を多数求め
ることで，縦の直線の候補を求めます．一定間隔の直線
との交点を考えることで，解像度を落とさず処理速度を
大きく上げています．同様に横の直線候補も求めると③
のような画像ができます．その後，直線の集合からもっ
ともらしい四角形を複数探索し，台形補正をすることで
④のようなきれいな名刺が検出できます．

4.2　OCR をどちら側でやるか
筆者らが用いた OCR 器は名刺 1 枚当たりに約 1 s 程

度の処理時間が掛かります．これはスマートフォンでも
サーバでもさほど変わりませんでした．全ての処理がス
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マートフォンで完結できればオフラインでも全ての機能
が使え便利なので，条件が同じなのであればスマート
フォンサイドに寄せたいところです．

ただ，同じ 1 s だとしたときも，複数枚同時に処理す
る際はサーバに軍配が上がりました．スマートフォン上
では 10 枚を並列に処理することはできないので 10 s
掛かりますが，サーバでは 10 台で並列に処理させれば
処理時間は 1 s のまま変わりません．

ただし，10 枚の画像をサーバに送信するのは並列で
はなく直列になってしまうため，1 枚当たり 1 s 掛かる
のであれば，スマートフォンで行った方が結局良くなり
ます．結果として，4.3 で説明する手法で，一般的な
モバイルネットワークで十分に文字を認識できる解像度
の画像を 0.1 s 程度で送れるようになったことでサーバ
での処理にすることにしました．

サーバで行う方が，内部ロジックの変更が容易で，よ
り多くの処理を追加してもサーバの増強で解決できるこ
とが多いので今後の改善が見込めるというメリットもあ
ります．

4.3　画像の送信方法
画像データのサイズを決める要素は大きく二つで，解

像度（大きさ）と圧縮形式です．
まず，解像度の限界値は，最終的には OCR 器を実際

に掛けることによる実験が最も重要ですが，ある程度理
論的に考えることができます．名刺に存在している文字
の太さは小さいもので 0.2 mm 程度です．この文字の
線と線の間が見えなくなってしまうと OCR はほぼ確実
に失敗することが想像できるので，1 mm 当りのピクセ
ル数が 5 か 6 ぐらいまでの解像度が限界であることが
分かります．日本の名刺の大きさは 91 mm× 55 mm
なので，1 枚の名刺当たり 455 px× 275 px は欲しい
計算になります．

前述の容量の画像を一般的な JPEG や PNG 形式で圧
縮すると 100 kByte ほどのサイズになります．これは
1 Mbit/s のネットワークで 1 s ほど掛かる大きさで通信
環境が悪いともう少し掛かります．これではサーバに送
るだけで10枚分待つにはつらい時間が掛かるのですが，
Google が開発した WebP という圧縮技術を使うと見た
目的に同じぐらいの画質で数十 kByte 程度まで落ちる
ことが分かり，これを採用しました．ただし WebP は
圧縮に多少計算コストが掛かるので送信中はほかの処理
は止め，圧縮に使える計算リソースを最大限割り当てる
などの工夫をしています．

5 実アプリならではの
難しかった点

ここでは，ここまででは伝えられなかった実アプリな
らではの苦労を幾つか紹介します．

5.1　熱暴走問題
これまで何とか 0.1 s で終わるような処理時間という

話をしてきましたが，そもそもスマートフォンで CPU
を 100％使い切るような処理を回し続けると機体が大
変熱くなり，使い続けて大丈夫か疑問を持つような温度
になります．アプリの審査基準やガイドラインのどこに
も CPU を 100％使い続けてはいけないなどという記載
はないので大丈夫なのかもしれませんが，これでは良く
ないと実際はフルパワーで認識の処理はせずに 0.1 s 計
算して 0.2 s スリープするといった工夫をしています．
このとき，スリープするといっても検出処理を止めるだ
けで，検出済みを示す円のアニメーションは止めないこ
とで体感的に処理が連続しているように思わせる工夫を
しています．

5.2　カメラの機種差
新しいスマートフォンアプリを開発する際に，何百種

類もある Android 端末で正しく動くのかということは
頭を悩ませる種です．特にカメラを使った機能を開発す
る場合それが顕著に現れます．画像の解像度の差や，同
じ解像度でも明るさ調整機能，色調補正，オートフォー
カスのスピードと精度など様々な差があります．画像の
上下が反転する機種もありました．幾つかの端末は会社
で購入していますが，何百種類もの機種を全てそろえる
のは手間の面でも予算の面でも難しいものがあります．
こういったニーズに対応した検証センタという場所があ
り，比較的安い値段で幾つもの端末をその場で貸してく
れ動作を検証することができます．大抵の場合は，同一
のメーカの機体は同じような挙動を示すので，メーカご
との特殊なオプションの使用，変数のパラメータの調整
や特別な処理を入れて対応します．どの対処もできない
場合，そもそも対応していない端末としてインストール
すらできないようにします．

問題として一番大きかったのは，追従フォーカスで
す．タップしたときにフォーカスを当てる手動のフォー
カスに対し，動画像中に自動でフォーカスをするのが追
従フォーカスです．機種によっては追従フォーカスがデ
フォルトでオフだったり，性能が悪く低速だったり，そ
もそもなかったりします．ない場合はシャッタボタンを
押したタイミングで手動フォーカスを走らせるという処
理を書いて対応しました．
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5.3　CPU/GPU の端末差
OpenCV などの画像処理ライブラリは，CPU ごとの

並列計算などの独自命令の使用や，一部の処理に GPU
を使うことで計算を最適化しています．そのため，その
最適化が使えない端末では特定の処理の速度が，PC で
実装していたときの想定よりも極端に遅くなることがあ
ります．

例えば Android の特定の端末では，4.1.2の名刺領域
検出に必要なブラーを掛ける処理が PC での実装や
iPhone と比べ 10 倍ぐらい遅くなります．そのためそう
いった処理をもう少し解像度の低い画像でのみ使用する
ように変えたり，似た処理で置き換えたりする必要があ
りました．

6 おわりに
本稿では，一つのアプリ開発の経験を基にスマート

フォンで実現可能になってきた技術について説明しまし
た．アプリを開発する際には，Deep Learning の精度
や速度がスマートフォンで実用的に使うにはまだ厳しい
といった学術的な難所もあれば，Android 端末でのカ
メラの性能差の対応といった産業的な難所もあります．
そして研究と同じく，難しい部分を解決していく楽しさ
があります．筆者にとっては，今回の開発では特に，
5.1 で説明したようなデザイナーの UI の力で精度や速
度的に足りない部分をカバーして製品にしていくという
経験がとても新鮮で勉強になったところでした．

筆者は，研究の道も一度本気で考えたことがあるので
すが結果としてエンジニアの道を進みました．読者の方
は研究者の方が多いと思いますが，本稿がプロダクト視

点での ICT を考えるきっかけとなるとともに，研究を
プロダクトに生かす方法の参考になっていれば大変うれ
しく思います．
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 はじめに
「絵文字が近代美術館でゴッホとピカソの仲間入り」
これは，筆者が NTT ドコモ在籍時に手掛けた絵

文字が，ニューヨーク近代美術館（NY MoMA）
に収蔵されることを報じた 2016 年 10 月 26 日ロ
サンゼルスタイムズの見出しだ．筆者が 1998 年に
開発した絵文字が 18 年後にニューヨーク近代美術
館に収蔵されることになるとは，筆者はもちろん，
絵文字を世界で最も早く使い始めた人々である日本
人の誰もが想像し得なかったことだろう．絵文字が
近代美術館に収蔵されたということは，絵文字が単
なる流行や機能ではなく，「人々の生活を変えたデ
ザイン」として，そして「文化」として認められた
ということのあかしだと言える（図 1）．

2013 年オックスフォード辞典に「emoji」とい
う単語が収録され，2015 年にオバマ前大統領が日
米首脳会談に先立つホワイトハウスの歓迎式典で

「カラテ，カラオケ，マンガ，アニメ，そしてエモ
ジ」と，日本を発祥しアメリカにカルチャーとして
根付いているものに対し，感謝を日本語で披露した
ように，日本で生まれた emoji は世界中で使われ
ているだけでなく，もはや欠かすことのできないコ

ミュニケーションツールとして浸透している．
日本で絵文字が流行したのは今から 15 年以上も

前のことであり，その経緯を知る人は少ない．既
に日本では絵文字は当たり前のものであり，今頃
世界で絵文字が流行していることを不思議に思う
人も多いだろう．また，現在進行形で絵文字が流
行している海外では，そもそも絵文字を日本発祥
のものだと知る人は少ない．日本の代名詞である，
例えばマンガやアニメについてはその歴史が体系
的にまとめられているが，こと絵文字に関しては
携わった人間が少ないこともあり，その歴史や経
緯は余り知られていない．

本稿では，日本発祥の絵文字がどういった歴史や
背景の中から生まれ，どのように世界に広がって
いったのか，絵文字が愛される理由はなぜなのか，
ということについて，絵文字の開発者としてつまび
らかにしていきたい．

 表意文字である絵文字
そもそも「絵文字」とは何だろうか．広辞苑第 6

版によれば「絵文字」は，①表意文字の一種，絵を
簡略化して文字として用いたもの．②簡略な絵を文
字や言葉の代りとするもの．公共の案内表示に用い
るマークなど．ピクトグラム．とある．第 6 版は
2008 年の改訂であり，既に携帯電話の絵文字が登
場後の語釈である．

元々人類が最初に作った文字は絵文字だった．代
表的なものは漢字の元となった「甲骨文字」（図 2）
である．山や川などの形をデザイン化して文字とし
たもので，3,000 年以上前に中国で使われていた．
甲骨文字のデザインを更に抽象化したり組み合わせ
たりしてできたのが漢字である．

例えば「明」という漢字の成り立ちは「日」と
「月」を合わせたほど「明るい」ということから来
ており，「日」も「月」もそれぞれ対象の形をデザ

ⓒ電子情報通信学会2017

図1　MoMAの絵文字展示写真

絵文字はどのようにして生まれ，
世界に広がっていったのか？

（株） ドワンゴ　栗田穣崇　Shigetaka Kurita
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イン化した甲骨文字がベースになっている．絵文字
を二つ組み合わせて新たな意味を表すような使い方
は現代でも当たり前に行われているが，この方法は
既に古代中国で行われていたのだ．漢字はこのよう
な成り立ちで，文字の一つ一つに意味のある文字，
つまり「表意文字」として生まれた．西洋でもアル
ファベットが生まれる前は表意文字を使っていた．
今でもトイレや交通標識にピクトグラムが使われて
いるように，端的に相手に意味を伝えるために表意
文字は便利だからだ．ただし，表意文字だけで複雑
で筋の通った文章や抽象的な概念を相手に伝えるこ
とは難しい．そのため何世紀も掛けて，文字そのも
のに意味はなく，文字が発音を表す「表音文字」で
あるアルファベットを発明したのである．

元来，日本には文字がなく，話し言葉としての大
和言葉しかなかった．中国から漢字が伝来するにあ
たって，漢字を中国語の読みとして読む「音読み」
や，元来の日本語の読みとして読む「訓読み」が生
まれた．平安時代に漢字の読みを活用して，「以」
を「い」，「呂」を「ろ」，「波」を「は」といったよ
うに漢字を崩した「かな」と「カナ」という「表音
文字」を作ることで，ようやく音声しかなかった大
和言葉は文字として完璧に記すことができるように
なったのだ．

元々音声しかなかった大和言葉に，中国つまり海
外から来た表意文字である漢字を導入して併用しつ
つ，表音文字であるかなとカナを漢字から生み出
し，両者を融合させることで日本語を完成させたわ
けである．

そのため，日本語は構造的に文字をハイブリット
化しやすい言語であると言える．例えば「PC から
原稿を up した」という文章を問題なく読めるし，

「Hawaii で Vacation してくる」という英語の使い
方としてはおかしい文章であってもさほどの違和感
はない．なぜかというと，元々外来語である漢字を
英語に置き換えただけだからである．現在日本語で
は外来語については主に「カナ」で表すルールに
なっている．「インターネット」や「スマートフォ

ン」のように．何が言いたいかというと，これと同
じロジックで絵文字が日本語の文中にいきなり現れ
ても違和感がない，ということである．しかも，漢
字そのものが絵文字をルーツにしているからなおさ
らである．「 を忘れた」という文章の「 」は

「傘」という漢字の置き換えだが，「傘」はそもそも
「 」の形を文字化したものであり，先の日本語特
有の構造もあるため，日本人にとって何ら違和感の
ない文章と言える．

ところがアルファベットという表音文字を使う
人たちにとって，文字の中に別の体系の文字や絵が
入ることはとても違和感があると言うのだ．アル
ファベットの「A」そのものに意味はなく，あくま
で発音のために必要な文字であるため，その文字列
に意味のある「絵文字」が挿入されることはとても
不自然なことらしい．

筆者はここまで述べてきた背景にこそ，絵文字が
日本で生まれ，世界で日本以上にはやっていること
の根本的な理由があるのではないかと考えている．
つまり，表意文字である絵文字は，表音文字の文化
圏の人々が今までに触れたことのない概念ゆえに新
鮮で面白く，日本よりも海外でより支持されるので
はないだろうか，という仮説である．

 絵文字の前身
先に述べた広辞苑の語釈であるが，筆者はこれで

は不十分だと思っている．筆者なりの語釈を付け加
えてよいものなら，③ディジタルコミュニケーショ
ンにおいて，文章に自らの感情を付加するために用
いられるもの，を加えたい．

絵文字を筆者が開発するはるか以前に「エモティ
コン」というものが存在した．日本語でいうと「顔
文字」のことである．エモティコンは一般的には，
1982 年カーネギーメロン大学のコンピュータ科学
者たちのやり取りから生まれたものとされている．

それは“bboard”と呼ばれるもの上で生まれた．
bboard は日本では電子掲示板，英語では BBS と呼
ばれるものの前身だ．そこでは科学者たちのやり取
りが行われていたのだが，テキストベースでのやり
取りとなると細かいニュアンスが伝えきれず，何気
ない軽口や皮肉から，いさかいが起こるようなこと
が多発した．そこで何かユーモアを表すような記号
が必要だという結論になり，文章の最後に＊，％，
＆といった記号を付ける試みが行われ始めたが，そ

図2　甲骨文字の月，日，山，川
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れらが定着することはなかった．
決定的となるアイデアが登場したのは，1982 年

9 月 19 日，スコット・フォールドマンという人物
が書き込んだメッセージだった．これがディジタル
初のスマイリーフェイスである．見たことのある人
も多いだろう．

:-）
フォールマンはまた

:-(
という，こちらはネガティブな感情を表す記号も生
み出し，多くの人に受け入れられた．これらの記号
はカーネギーメロンだけにとどまらず，ネットワー
クを通じてほかの大学などに広まっていく．

日本におけるエモティコンの登場は 1987 年であ
る．1987 年 1 月 8 日に若林泰志というエンジニア
が，アスキーネットに書き込んだ以下のスマイリー
マークが最初だと言われている．
（^_^）

この今でも日本で使われる顔文字が生まれるにあ
たって，氏は既にアメリカで生まれていた「:-）」
の存在は知らなかったということだが，共に最初に
生まれたものがスマイリーマークだったということ
に意味がある．電子掲示板上，つまりディジタルで
円滑なコミュニケーションを行うために，ネガティ
ブな表現をやわらげるためにエモティコンが必要
だったのだ．それは筆者が絵文字を開発した理由に
もつながっている．

 絵文字が生まれた背景
「メラビアンの法則」（図 3）というものがある．

アメリカの心理学者アルバート・メラビアンが
1971 年に提唱した法則で，相手に与える影響とし

て，発せられる言葉や話の内容よりも，伝えるとき
の表情や口調の方が相手に対して強い影響力を持
つ，というものだ．

メラビアンは矛盾した情報が与えられた場合，人
は何を重要視して受け取るのかという実験を行っ
た．矛盾した情報とは具体的には「笑いながら叱
る」「怒りながら褒める」といったようなものであ
る．実験の結果，情報を受け取る側が影響を受ける
情報の割合は，会話の内容などの言語情報が 7％，
会話のピッチや声のトーンといった聴覚情報が
38％，話し手の表情やボディランゲージなどの視
覚情報が 55％であった．

この割合から「7–38–55 のルール」，言語情報
（Verval）聴覚情報（Vocal）視覚情報（Visual）の
頭文字を取って「3V の法則」とも言われている．前
述の具体例の場合，笑いながら叱られても受け手は

「叱りの言葉」よりも「笑い」の情報の方を優先して
反省せず，怒りながら褒められても受け手は「褒め
言葉」よりも「怒られた」情報の方を優先して褒め
られたとは認識しない．コミュニケーションにおい
て，人は純粋な言語情報よりもそこに込められた感
情情報を優先して受け取る傾向が強いのである．

電話や対面によるコミュニケーションをホット
コミュニケーション，文字によるコミュニケーショ
ンをクールコミュニケーションと分類されることも
感情情報の有無によるものであるが，パソコンやイ
ンターネットによって普及したテキストコミュニ
ケーションは簡潔・簡便であることが重視されるた
め，従来のテキストコミュニケーションよりも感情
情報が乗せづらいことが特徴である．コミュニケー
ションに感情を乗せづらいということはメラビアン
の法則によれば文字情報の 7％以外の 93％の情報
領域は受け手が想像で補完するしかなく，それに
よってディスコミュニケーションが生じてしまうこ
とがディジタルのテキストコミュニケーションが抱
える課題だと言える．

筆者はこのディスコミュニケーションをポケベル
で初めて体験した．ポケベル（ポケットベル，ペー
ジャ）とは，電波によって小形機器に簡易な信号を
送信するシステム及び端末のことを指す．その歴史
は古く，最初のサービスは 1958 年にアメリカで，
1968 年に日本で始まっている．当初は単なる音に
よる呼出しだけで，ポケベルが鳴ったら受信者が電
話で折り返すという単方向の通信サービスだった．

1991 年頃，電話機のプッシュ信号によって数字

口調や
声のトーン
（聴覚）38％

話の内容
（言語）7％

表情やボディ
ランゲージ
（視覚）55％

図3　メラビアンの法則
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が送れるようになり，折返し先の電話番号を送る使
い方から，数字の語呂合わせでメッセージを送ると
いう使い方が広まってユーザ数を拡大した．語呂合
わせとは，例えば「0833（おやすみ）」「0906（遅
れ る ）」「10105（ 今 ど こ？）」「724106（ 何 し て
る？）」「114106（愛してる）」といったものである．

とはいえポケベルは単方向通信であるため，相手
にメッセージを送り返す場合は端末単体では返信す
ることはできず，プッシュ式の電話機から操作する
必要があった．当時送ることができる文字数は，キャ
リヤや年代によって異なるがおおよそ 24 Byte ＝全
角 12 文字程度だった．1995 年頃に数字だけでなく
カナや記号を送ることができるようになり，ポケベ
ルの契約者数は 1,000 万台を超えるほど普及した．

このカナを送るタイプのポケベルで，当時付き
合っていた彼女とメッセージをやり取りしていると
きに筆者は例のディスコミュニケーションを体験す
る．と書くと大げさだが，それはよくある男女のや
り取りだった．
「ナニシテルノ？」
「ナンデ？」
「ナンデオコルノ」
「ベツニオコッテナイ」
「イヤオコッテル」
まずいきなり「何をしているのか」と聞かれたこ

とに対して，この文字では，どういう背景やテン
ションで聞かれたのかよく分からない．純粋な好奇
心からか，話のきっかけなのか，はたまた浮気を
疑っているのか．だから理由を知りたくて「なぜ」
と返すのだが，それを受け取った側は自分の問いに
相手が即答しないことから相手を怒らせたと勘違い
してしまい，相手は怒っているのだと決めつける．
怒っていないのに怒っていると決めつけられた側は
いずれ本当に怒ってしまう…．これを回避するに
は，このポケベルに唯一存在する絵文字である「♥」
を使いさえすればいい．
「ナニシテルノ♥」
「ネテタ♥」
または

「オコッテルノ♥」
「オコッテナイヨ♥」

以上でディスコミュニケーション問題は解決であ
る．どんなメッセージであっても語尾に「♥」さえ
付けておけば，相手にネガティブな印象を与えるこ
とはない，最強の絵文字だと筆者は思う．

実際にコミュニケーションのためディジタルデ
バイスに搭載された初の絵文字がポケベルの「♥」
であり，ポケベルの「♥」はディジタルコミュニ
ケーションを円滑にするためにテキストに感情情報
を付加する，という大きな役割を果たしていたので
ある．エモティコン（顔文字）も同じ役割のために
生まれたが，エモティコンはあくまで既存の文字や
記号の組合せで作られたものであり，今の絵文字に
つながる絵文字のルーツは「♥」なのだ．これに
よって，クールでもホットでもない，ウォームコ
ミュニケーションという新しいコミュニケーション
の形態が生まれたと言える．

 絵文字の開発経緯
では絵文字が携帯電話に初めて搭載されたのは

いつ，どの端末だったのだろう．実はそれは筆者が
開発したドコモの絵文字ではない．1997 年 11 月
1 日に J-PHONE から発売された「パイオニア DP-
211SW」である．携帯電話向けメールサービス「ス
カイウォーカー」を搭載したこの携帯電話が話題に
なったのは「電源ボタン以外のボタンがない全面液
晶タッチパネルの端末だった」からである．今やス
マートフォンで当たり前となった全面液晶タッチパ
ネルの端末が，モノクロ液晶とはいえ，iPhone 発
売の約 10 年前に発売されていたことを知る人は少
ないだろう．当時スマートフォンと言えばビジネス
マン向けの特殊端末ということで，一部のマニア以
外から全く注目されていなかったからだ．

この端末モックや広告写真の全面液晶パネル上
には「DP-211SM はちょっと凄い．漢字はもちろ
ん絵文字も OK！  しかも 128 文字，全角なら 64
文字を一つの画面で表示できます．」というキャッ
チコピーが書いてあった．そして絵文字の例として
なぜかクジラの絵文字が表示されていたのである．
これが携帯電話が初めて絵文字を搭載した事例なの
だが，この絵文字がユーザのディジタルコミュニ
ケーションを円滑にするには至らなかった．なぜな
らば，同じ端末同士でないと絵文字を送り合うこと
ができない，という仕様である上に，端末が売れな
かったからである．クジラの絵文字以外にどんな絵
文字があったのか，についても情報は失われてお
り，調べることは困難だ．

筆者が絵文字を開発したのは 1998 年だが，絵文
字を単独の機能やサービスとして開発したわけでは
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ない．絵文字の開発について語る前に，i モードと
いうサービスについて語らなければならない．i
モードは NTT ドコモが 1999 年 2 月 22 日にサー
ビスを開始した，携帯電話によるネット接続サービ
スのことである．

それまでインターネットサービスをユーザが利
用するためには，パソコンないしインターネット接
続が可能な端末をユーザが購入し，インターネット
サービスプロバイダに加入し，電話会社に電話代を
払うという必要があった．しかも当時のパソコンは
今よりはるかに高価な上に家庭に複数台はなく，電
話代は定額制でなく従量制であり，インターネット
接続のためには高いリテラシーが必要であって，一
般のユーザが気軽に使えるものではなかった．

それゆえに i モードは，当時爆発的に普及しつつ
あった携帯電話さえあれば，それだけで特別な知識
がなくても簡単にインターネットを利用できる，と
いう目的で開発された．

筆者は i モードの開発企画者として，サービスに
関わる様々な端末仕様やサービス仕様の要件定義を
行った＊．当時，筆者が i モードの開発において悩
んでいたのが，i モードメールの仕様策定と端末
ディスプレイにおけるコンテンツの表示問題につい
てである．

i モードメールについては端末ごとに，電話番号
@docomo.ne.jp というメールアドレスを付与する
ことになっていたが，その仕様がなかなか決まらず
にいた．今でこそメールは端末に自動で届くのが当
たり前だが，当時はメーラーに「問合せ」ボタンが
存在し，ユーザが手動でメールが届いているかどう
かをチェックする必要があった．つまり現在のよう
なプッシュ型のメールではなくプル型のメールが主
流だったのである．

i モードメールを競合のスカイメールのようなプ
ル型とした場合，全角 1,000 文字以上のメールの
送受信が可能であったが，端末にプッシュ型で送る

のであれば文字数は全角 250 文字程度しか送受信
ができないということだった．同じく i モード開発
チームであり上司の夏野剛さんはビジネスユースを
想定すると 1,000 文字は送れないと話にならない，
という意見であり，ポケベルやショートメールを 1
ユーザとして利用してきた筆者としては，たとえ文
字数が少なかろうとプッシュ型でなければ若年層は
利用しない，と真っ向から対立した．最終的には同
じく上司である松永真理さんが筆者の意見を支持し
てくれて，夏野さんが折れることになった．

とはいえ競合サービスよりも文字数が少ないと
いうのは，たとえプッシュ型であってもスペック的
には見劣りがする．何かひと工夫できないだろう
か，と考えていた矢先にドコモである事件が起こっ
た．それは後に「ハートマーク事件」と呼んでいる
ものである．

呼出し→数字送信→カナ送信と進化してきた前
述のポケベルだが，次いでドコモがリリースした

「インフォネクスト」は情報配信サービスを受けら
れることと，漢字を受信できることが売りの新機種
だった．ポケベル市場は 1996 年をピークにその後
徐々に PHS にその市場を侵食されつつあったので，
ドコモとしては満を持して発売した自信の商品だっ
たわけだが，なぜかは分からないが今まで存在した

「 」の絵文字がきれいさっぱり仕様から外されて
いたのである．

当時のドコモのライバル会社，東京テレメッセー
ジの機種は変わらず「 」の絵文字の利用が可能で

「これによって若年層を中心にドコモから東京テレ
メッセージに顧客が流出する」という事態が起こっ
た．テレメッセージが「絵文字が使えます」と特段
アピールしたわけではなく，ネットがまだ普及して
いない当時，「ドコモは が送れない」という口コ
ミが高校生の間に広まってしまうことで，ユーザが
ドコモから離れたのだ．

たかが「 」されど「 」である．「 」の絵文
字たった 1 文字でユーザが離れてしまう．そこま
で訴求力の高い絵文字を i モードメールに組み込む
ことができれば，文字数が少ないハンデも払拭でき
るのではないか．パイオニア DP-211SW や PHS
で絵文字がはやらないのは同機種間でしか絵文字が
送れないからである．であれば i モード端末は機種
にかかわらず同じ絵文字を送受信できるようにすれ
ばいい．更にポケベルでそうであったように，絵文
字をユーザが駆使すればメールの文字数が少ないこ

＊  例えばC-HTML（Compact-HyperText Markup Language）
の仕様の策定にも筆者は携わったのだが，本稿の趣旨か
ら外れるため割愛する．なお来年3月発行の44号におい
てC-HTMLの記事が掲載予定とのことである．  

 ロサンゼルスタイムスの見出し
 http://www.latimes.com/business/la-fi-emojis-moma-

20161026-snap-story.html
 Unicode6.0への絵文字の採択
 h t t p : / / i n t e r n e t .wa t ch . imp r e s s . c o . j p / doc s /

news/399915.html
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とはむしろ気にならないのではないか，と考えるよ
うになったのである．絵文字の初期セットにハート
の絵文字のバリエーションが多いのはこのときの衝
撃に起因している．

次いで端末ディスプレイにおけるコンテンツの
表示問題について説明しよう．前述のパイオニア
DP-211SW の失敗を目の当たりにした開発チーム
は，大き過ぎる液晶ディスプレイはユーザに受け入
れてもらえないと考えた．

インターネットに接続できる端末が「特殊な端
末」という印象をユーザに与えてしまうことは望ま
しくなく，あくまで通常の携帯電話よりも「少し」
液晶ディスプレイが大きい端末，という印象にとど
めなくてはならなかった．この前提からユーザ調査
を行い，液晶ディスプレイのサイズは横 8 文字，
縦 6 行，1 文字のドットは 12 × 12 ドットと仕様
が策定された．1 画面の最大文字表示数は全角 48
文字である．更に液晶はモノクロ液晶で，画像ファ
イルは扱うことはできないという仕様となった．画
像ファイルを扱うことができないという制約も絵文
字のアイデアを後押しした．

携帯電話による情報配信サービスは i モードが世
界初というわけではない．アメリカの通信キャリヤ
である AT&T ワイヤレスがアメリカで 1997 年頃
から 2004 年まで提供していた PocketNet という
サービスがある．このサービスは CDPD（Cellular 
Digital Packet Data）という，AMPS（アナログ方
式の第一世代携帯電話北米規格）の携帯電話が通常
使っている帯域（800～900 MHz）のうち使われ
ていない帯域幅をデータ転送に利用する方式が使わ
れていた．

この CDPD は余り普 及 せず 最終的には GPRS
（General Packet Radio Service）に敗れることにな
るが，とはいえ 1997 年当時は先進技術であり，一般
消費者向けのインターネットサービスの草分け的存在
であった．更に PocketNet 対応の端末はエリクソン
のほかは意外なことにパナソニック，三菱電機という
日本メーカから発売されていた．（特に三菱電機はこ
の知見が i モードの端末開発に生かされた．）

i モードの仕様を策定中だった 1997 年秋，筆者
は開発の参考とするためにサンフランシスコに赴
き，PocketNet をホテルの部屋で長時間使い続け
た．サンフランシスコの路面電車から日本の PC に
PocketNet の端末から e メールを送った後，わざ
わざ電話でメールが届いているかどうか相手に確認

して，問題なく届いていたときは感動したものだ．
PocketNet の端末は表示エリアが 3 行しかない上

にモノクロでテキストのみの画面は読みづらかった．
何よりも天気予報で「Sunny」や「Cloudy」といっ
た具合に全て文字で表示されるのは全く直感的でな
く，情報が頭に入って来なかった．液晶がモノクロ
で 表 示 領 域 が 小さくテキストオンリーという
PocketNet の課題は i モードと全く同じであるため，
PocketNet で天気予報やスポーツニュースをはじめ
とする様々なテキストコンテンツを利用する中で，そ
の解決方法として「絵文字」にたどり着くのは自然な
ことで，それはくしくも「ハートマーク事件」と同じ
時期であった．つまり「Sunny」や「晴れ」が分か
りにくいのであれば「 」と絵文字を使って表示す
れば，分かりやすい上に文字数も節約できて，表示
領域が少ない液晶を有効に活用できるというわけだ．

メールの送信文字数の制約と液晶に表示される
文字数の制約．この二つの制約を一つで解決できる
アイデア．それこそが「絵文字」だった．任天堂の
宮本茂氏は「アイデアとは複数の問題を一時に解決
すること」と述べているが，正に当時の絵文字がそ
うだったのである．

開発チームに対する絵文字の提案は好意的に受
け入れられたのだが，問題は幾つかあった．仕様策
定が終盤に差し掛かっていたため，絵文字の仕様に
残された期間は 1 か月しかなかったこと，技術サ
イドの担当として同期の笹原優子さんが付いてくれ
たものの，企画については筆者一人で担当しなけれ
ばならなかったことだ．

絵文字の技術的な仕様については笹原さんが担
当してくれた．いわゆる JIS X 0208 の外字領域を
活用するというもので，まとまった領域をドコモが
使い過ぎてはいけないという理由から筆者に対して

「絵文字の数は約 200 個程度にしてほしい」という
制約が告げられた．

絵文字の個数は決まった．次はその個数の中でど
んな絵文字を作るかを考えなければならない．絵文
字のリストアップについてはその利用イメージから
大きく三つのカテゴリーから検討を始めた．三つの
カテゴリーとは以下のとおり．

①メールにおいてユーザが文章に感情を付加す
るために必要な絵文字．具体的にはハート，スマイ
リーマークなどの絵文字群．

②コンテンツプロバイダがコンテンツを分かりやす
く表示するために必要となる絵文字．具体的には天
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気，占い，ニュース，タウン情報に関する絵文字群．
③ドコモがサービスをまたいで，プラットホーマ

として必要な絵文字．具体的には有料，無料，パス
ワードなどの絵文字群．

これら三つのカテゴリーをベースに必要な絵文
字をリストアップしながら，デザインを決めていく
わけだが，当初デザインについて筆者はメーカ側で
考えてくれるものだと思っていた．ドコモにデザイ
ナーは存在しないが，メーカにデザイナーは存在し
たし，魅力的な絵文字デザインは端末を販売する上
で，他社への差別化要素になるのではないかと当初
筆者は考えていたのだ．

ところが，端末の開発が遅れ，どのメーカにも余
力はない上に，絵文字のコンセプトそのものもメー
カ側としては分かりかねるので，ドコモで仕様だけ
でなくデザインまで決めてほしいという要望が返っ
てきた．当時は一気に自分の仕事が増えることや，
良いデザインの絵文字が作れるのだろうかという不
安で，ネガティブに受け止めたのだが，この偶然は
絵文字にとって幸運なことだったのだ．

というのも，メーカごとに絵文字のデザインが異
なる，という状態は正に現在の絵文字が置かれてい
る状態と同じなのだ．Apple の絵文字，Google の
絵文字，Windows の絵文字，全てデザインが異な
るが，それが端末としての訴求力を生むことはほと
んどない．むしろ絵文字のデザインが異なること
で，意思疎通に悪影響をもたらすデメリットの方が
大きい．絵文字の普及にあたって，少なくともキャ
リヤ内は同一デザインだったことは絵文字の使い勝
手の上で，結果的に大きなメリットを生むことに
なった．もしこのときメーカごとに別々のデザイン
の絵文字が生まれていたら，少なくとも日本で絵文
字がはやることはなかったかもしれない．

そういった事情で，デザインもドコモで行うこと
になった．筆者はそもそもデザイナーでも何でもな
いのだが，方眼紙に 12 ドット× 12 ドットの枠を
作り，幾つか候補となる絵文字を試しに作ってみて
早速頭を抱えた．最初に作ってみた絵文字は「 」
だ．察しがつくだろうが，12 ドット× 12 ドット
ということはちょうど中央に来るドット列がないた
め，傘の柄の部分はどうしても中心から 1 ドット
ずれることになる．12 ドットとただでさえ少ない
ドットが実質 11 ドット× 11 ドットしか使えない
ことに気付いたのだ．この少ないドットで絵文字を
表現すること，というのが絵文字の開発における最

大の難所であった．
デザインをドットに起こす部分については外部

のデザイナーにお願いしたが，絵文字という存在そ
のものが世の中に豊富にあったわけではないため，
まずは自分でイメージや手本となる絵を実際に自分
の手で書いてデザイナーに依頼した．その際にお手
本になるものが二つ存在した．感情を情報に付加す
るハートのような絵文字は「マンガ」，情報を分か
りやすく伝達する傘のような絵文字は「ピクトグラ
ム」である．

マンガには「漫符」というものがある．漫符とは
マンガ特有の記号的表現のことで，具体的には汗を
表した水滴型のマークを顔に描くことで「焦り」や

「困惑」などを表現したり，浮き出た血管を十字型に
図案化して「怒り」を表現したり，電球マークを使
うことで「ひらめき」を表現したりするようなもの
である．これは手塚治虫以来，マンガの中で，登場
人物の感情を端的に表現する方法として長く使われ
てきた．ハートマークやスマイリーマーク以外で感
情を表現する記号としてうってつけだと思ったのだ．

ピクトグラムとして有名なのはトイレを表す
マークや非常口を表すマークだが，街のインフォ
メーション用サインとして広く使われている「ピク
トグラム」を世界に広めたのも日本だということは
余り知られていない．

1964 年東京オリンピックの開催にあたり世界中
から多くの人が日本に集まることになったが，当時
は施設に対して「食堂」「お手洗い」のように日本
語の表示しかされておらず，世界中から来日する人
に対してどのようにナビゲートしていけばよいかが
問題になった．そこで「各国の言語を全て案内に表
示することは不可能，であれば“絵”で表現すれば
よいのではないか」と提案したのが東京オリンピッ
クのデザイン専門委員会の委員長を務めた勝見勝氏
だった．氏の下に多くの若手デザイナーが集い，幾
つものピクトグラムが考案された．

ピクトグラムの考案において最も難しかったの
は「トイレ」だったという．オリンピックの競技種
目が体系的にピクトグラム化されたのもこのときが
初めてで，これが高く評価され，その後のオリン
ピックでも各国が競技種目のピクトグラムをデザイ
ンしていくことが慣例となったという．またトイレ
などインフォメーション用のピクトグラムもこれが
きっかけで世界中に広がっていった．現在，海外に
旅行しても我々が迷うことなくトイレにたどり着け
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るのは日本の先人のおかげなのだ．
日本発のピクトグラムが世界に広がっていくこ

とを後押ししたのも勝見氏の功績．というのもピク
トグラムが完成した際に勝見氏がデザイナーに呼び
掛けて著作権を放棄させたからだ．筆者は絵文字を
開発するにあたって，著作権についてドコモの知財
セクションと協議したが，「12 ドット× 12 ドット
の極めて限定された表現の絵文字で独自性を保つこ
とは困難．ゆえに著作権を取得することはできな
い」という見解だった．12 ドット× 12 ドットで
傘をデザインしてもほぼ同じデザインになってしま
うのではないか，ということだ．絵文字の普及にお
いても当初ドコモが著作権を取得できなかったこと
がピクトグラム同様にプラスに働いたように思う．

このように様々なものにインスパイアを受けな
がら絵文字のデザインを決めていったのだが，デザ
イン化に非常に苦労した絵文字もあった．例えば

「位置情報」を表す絵文字である．位置情報という
概念そのものが新しく，悩んだ末にゴルフのホール
か ら 着 想 し て 旗 の 絵 文 字「 」 と な っ た が，
Google のピンのように今でも通用するデザインと
なった．ドット数の制約が大きいためデザインの自
由度は決して高くはなかったが，それを逆手に取っ
て，「絵」ではなく「文字」として，普遍性を意識
したデザインとして統一するように心掛けた．

かくしておよそ 1 か月で絵文字の開発は終了し，
年が明けた 1999 年 2 月 22 日の i モードのリリース
とともに絵文字も世の中に登場することとなった．i
モードは爆発的なヒットとなったが，絵文字をメー
ルで使いたいというユーザのモチベーションが，
ヒットを大きく後押しをしたことは間違いない．そ
れを受けて，KDDI や J-PHONE といった競合キャ
リヤがそれぞれ独自の絵文字をサービスとして開発
する．日本における絵文字ブームの到来である．

ドコモと対抗し差別化するために KDDI は「可
愛いデザインの絵文字」を，J-PHONE は「動く絵
文字」をそれぞれ開発する．キャリヤを越えて絵文
字を送ることはできず，2000 年代前半はあくまで
キャリヤの囲い込みサービスの一環として絵文字は
存在した．競合の絵文字と比較してドコモの絵文字
は「プアー（貧弱）」ではないかと，絵文字のリッ
チ化を経営陣からその後 2002 年に求められたが，
ドコモのユーザはシンプルで好き嫌いなく，気軽に
使えるドコモの絵文字を支持しているとマーケティ
ング調査からも確信していた筆者は，そのオーダに

対して絵文字の数を増やすということしかしなかっ
た．絵文字はあくまで「文字」であって，「絵」で
はない．「絵」として表現力がリッチになればそこ
にデザインの好き嫌いが生まれる．「文字」をデザ
インとして嫌いな人は存在しないだろう．それは絵
文字を開発した筆者なりのポリシーだった．

 世界の絵文字へ
2005 年以降，メールサーバにおいて機種依存文

字である絵文字を他キャリヤの似た絵文字に変換し
て，他キャリヤのメール受信者に送信できる機能が
採用され始め，キャリヤ間における絵文字の互換性
は部分的には解消された．というのも送信先の事業
者に対応する絵文字がない場合は一般の文字列また
は「〓」で表される下駄記号に変換されることとな
り，完全に絵文字が互換性を持ったわけではなかっ
たからである．

絵文字が文字としての普遍性を持ち，そして世界
へ普及していった転機は 2010 年に訪れた．絵文字
が Unicode コ ン ソ ー シ ア ム に 提 案 さ れ，
Unicode6.0 に 正 式 に 採 択 さ れ た の で あ る．
Unicode とは文字コードの共通規格であり，1991
年に設立された Unicode コンソーシアムという非
営利団体によって作られ，運営されている．彼らが
長年にわたって文字エンコーディングの標準を制
定・統一することで，異なるデバイス間のテキスト
の送受信を容易にしてきた．絵文字が Unicode に
採用される，ということは絵文字が新しい文字とし
て世界的に認められる，ということである．

絵文字を Unicode に提案したのは日本のキャリヤ
ではなく，Google と Apple であった．2007 年に日
本に Gmail を普及させるために KDDI と提携した
Google は，日本市場で Gmail を普及させるために
は絵文字をうまく取り込んでいくことが非常に重要
だと認識しており，Unicode に提案して標準化する
ことを考えた．片やライバル企業と言える Apple も
絵文字の重要性を認識していた．2008 年 7 月に日
本で iPhone を発売するにあたって組んだパート
ナーはソフトバンクであったが，ソフトバンク社長
の孫正義氏は日本で iPhone を普及させるためには

「絵文字」がどうしても必要だと Apple に強く働き
掛けたという．かくして Google と Apple が共同で
日本の絵文字の国際標準化に尽力することとなった．

前述のとおり絵文字が 2010 年 10 月に Unicode
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に採択され，1 年後の 2011 年 10 月に Apple から
リリースされた iOS5 で絵文字がソフトウェアキー
ボードに標準搭載されたことによって，世界中の
人々が絵文字を手軽に使えるようになったのであ
る．それだけではない．日本で i モード端末の普及
と絵文字の普及がセットであったように，世界中で
スマートフォンが普及していくタイミングと絵文字
が普及していくタイミングが重なったことは絵文字
にとって幸運だった．iPhone や Android が爆発的
に普及していくことで，絵文字も emoji として世
界中に広がっていったのである．

インタビューで「絵文字はこれからどうなってい
くと思いますか」とよく聞かれる．課題は数多くあ
ると思う．まずデザインが統一されていない．文字
である以上，デザインはできる限り統一され，意思
疎通を阻害しないことが重要であるが，現状はメー
カごとに異なるデザインであり，しかも年々リッチ
化が進んで，絵文字はほとんど「絵」になってし
まっている．できれば人々の好き嫌いのないシンプ
ルなデザインで統一することが絵文字の普遍性を高
め，その寿命を長くすると思うのだが，なかなか難
しいだろう．二つ目はローカライズの問題．絵文字
が様々な文化圏で受け入れられるとその文化を代表
する料理や祭りなどを絵文字に加えたいと考えるの
は自然なことだ．ただ絵文字の数が増えれば増える
ほど，デバイス上での入力が困難になってしまう．
これは絵文字に求められる「入力が簡単であること」
と反する方向性である．三つ目は絵文字をどこまで
増やしていくのか，ということ．絵文字が増えれば
増えるほど使われない絵文字が増えていき，最終的
に絵文字の寿命を縮めるのではないかと危惧してい
る．日常生活において必要な絵文字はさほど多くな
く，筆者は 1,000 もあれば十分だと考えるのだが，
既に絵文字は 2,000 を超えようとしているのである．

最後に，筆者がよく聞かれる質問として，「世界で
こんなにも絵文字が使われることを想像していまし
たか」という問いがある．答えは「ノー」だ．筆者は
あくまで日本人が国内で使うことを想定して絵文字
を開発した．漫符といった日本ならではの表現やハ
イコンテキストな日本語特有のニュアンスを含む表

現，そもそも表意文字を使い慣れている日本人だか
らこそ絵文字を違和感なく受け入れるだろうと考え
て開発したため，海外，特に表音文字を使っている
人たちに受け入れられることは想像もつかなかった．

絵文字が世界中に受け入れられた今だから言え
ることがある．絵文字はディジタルコミュニケー
ションにとって，必要だったから普及したのだ．絵
文字が日本文化として認められたから普及したわけ
ではない．手紙に拝啓や時候の挨拶があるように，
電話に「もしもし」という言葉があるように，コ
ミュニケーションにはその手段に応じたルールや決
まりやマナーが存在する．それらはコミュニケー
ションを円滑にするために生まれたものだ．

筆者は絵文字こそディジタルコミュニケーショ
ンにおいてそれに当たるのではないかと思う．ディ
ジタルコミュニケーションならではの齟齬を解消
し，コミュニケーションを円滑にしてくれるツール
こそが絵文字であり，それは文化の違いを乗り越え
て必要なものなのである．

たとえ筆者が絵文字を開発しなくとも，ディジタ
ルコミュニケーション中心の世の中になった以上，
絵文字という機能は必要とされ，いずれかのタイミ
ングで別の誰かが絵文字を開発したに違いないので
ある．既に絵文字は筆者の手を離れて人類にとって
の絵文字となった．ディジタルコミュニケーション
が生まれてからまだ 40 年程度しかたっていないの
である．これからも絵文字はディジタルコミュニ
ケーションの進化とともに発展していくだろう．そ
れを楽しみに見守っていきたい．

栗田穣崇 　
 1972 岐阜県生まれ．1995 NTT ドコモ入
社．i モードや絵文字の企画，開発，マー
ケティング及びプロモーションを担当．コ
ンテンツプロバイダとともに数々のモバイ
ルサービスを立ち上げた．2009 ドコモ退
職後，ぴあ，バンダイナムコエンターテイ
ンメントを経て，2015 ドワンゴに入社．
同社取締役としてniconicoの全ネットサー
ビスを管掌している．2016 ニューヨーク
近代美術館（NY MoMA）に自身が手掛けた絵文字が収蔵された．
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ハイテクと自然が調和した街「オウル・フィンランド」 

  1  はじめに
筆者が初めてオウル（フィンランド）に来たのは2004
年 4月でした．それから2年間オウル大学のCentre	for	
Wireless	Communications（CWC）において研究者とし
て働き，2006年に現在の所属である東京農工大学へ移り
ました．その後も筆者はほぼ毎年オウルを訪問し，2010
年度と2016年度はそれぞれ約半年間オウル大学にて訪
問研究員として滞在をしました．オウルという街は，IT・
産業・学術研究という点で世界的に有名です．更に，人々
の考え方，生活スタイルに非常に余裕があり，「人生の豊
かさ」とは何かを筆者に教えてくれた魅力的な街です．

  2  フィンランド・オウル
フィンランドは，2017 年を建国 100周年とする比較
的歴史の若い国です．人口約 530 万人に対して，面積
約 34	万 km2（日本は約 38	万 km2），日本と比べて人
口密度が 1/20と非常に空間的余裕があります．更に，
山らしい山がなく，国全体が非常になだらかです．最も
標高の高いところがハルティ山（1,324	m）です．この
山はノルウェーとほぼ国境にあり，友人に聞いた話です
と，ハルティ山の山頂はノルウェー内にあるそうです．
図 1にあるような湖と林が多数あり，人々の暮らしは

自然と密接につながっています．
オウルは，フィンランドのほぼ中部に位置し，国内
では 6位の人口規模の都市です．オウルのダウンタウ
ンはちょっとしたデパートからレストラン，パブ，スー
パーマーケット，様々な専門店がコンパクトに並んで
おり，ダウンタウンの地下には巨大な駐車場がありま
す．
ダウンタウンからちょっと足を伸ばすと，林が広が
り，所々に大小の湖が点在しています．オウルのダウ
ンタウンから北へ 5	km行くとオウル大学，そしてす
ぐ隣に VTT	Technical	Research	Centre	of	Finland	
Ltd（フィンランドの独立行政法人の研究所）や IT 関
連の企業のオフィスが密集しているテクノポリスがあ
ります．オウルには，ノキアはもちろん，Mediatek，
ロームなどアジアからも IT関連の企業が多数進出して
きています．また，個人や小さなグループが多くのベ
ンチャー企業を立ち上げていることでも有名で，よく
社長をされている方に会います．

  3  オウルでの生活・職場
オウルに限ったことではありませんが，フィンラン
ドの人々は非常に効率的に仕事を行っているようです．
例えば，時間スロットをしっかり決めてオンとオフが
きっちりしており，長時間勤務をしません．会議等も
時間内で必ず収束させる傾向があるようです．筆者が
勤務していたオウル大学では，朝は 8:30 頃に研究者も
事務スタッフも出勤して来ます．9:00 頃と 14:00 頃に
コーヒータイムが 30分程度あり，人々はコーヒールー
ムに集まり，おしゃべりとコーヒーを飲みながら休憩
をしています．そして，16:30 頃には人々は家に帰り
始め，17:00 を過ぎるとオフィスに残っているのは，
大抵フィンランド人以外です．家に帰ると，個人，友
人，そして家族とのアクティビティを楽しんでおり，

ⓒ電子情報通信学会2017

図 1　美しい湖と林（Iso-Syöte の近くにて）
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ハイテクと自然が調和した街「オウル・フィンランド」 

アフターファイブを非常に大切にしています．

  4  
オウルでの生活・
アフターファイブ

アフターファイブが毎日確保されていることから，
スポーツ・音楽，そのほかに関するアクティビティは
非常に盛んです．多くのフィンランドの人々がジムに
通っています．また，歩行者及び自転車専用の道路が
車道とは独立してしっかり整備されており，ランニン
グ，サイクリング，ウォーキング，ローラーブレード
などを多数の人が楽しんでいます．筆者は，職場の同
僚と近くの小学校，中学校のグランド，体育館で毎週
サッカーをやっていました．このような施設を夜の
22:00 頃まで開放しており，スポーツを楽しめる環境
が非常に整っています．文化活動は，筆者は全くやっ
てなかったので分かりませんが，多数のフィンランド
人がそのような活動をしているのは聞いておりました．
17:00 には帰宅していることから，平日にパーティー
も行われますし，週末にパブ・ナイトクラブ（踊るク
ラブ）に友人と行くことがよくあります．夏のフィン
ランドは，カラッとして暑過ぎず外でも非常に過ごし
やすいので，パブでは屋外の椅子・テーブルでお酒を
楽しめます．夏は白夜により，最も暗いときでも日本
の 16:00 程度の明るさなので，気付かずに飲んでいる
と日付が変わっていることがたまにあります．そのた
め，土曜日や日曜日の早朝 4:00 頃のダウンタウンには，
酔っぱらってふらふら歩いている人が結構います．有
り難いことに，週末はバスが夜中から早朝まで走って
いるので，最終バスを逃すようなことはありません．
2016 年にオウルに行って気付いたのですが，ビール
の種類が非常に増えました．以前は，Karhu，Lapin	
Kulta，Sandels，Koff，Karijara のどれかしかなかっ
たのに加え，筆者にとっては上記のビールはどれもこ
れも似たような味でした．現在は，大きなスーパーに
行くとフィンランドの地元ビールが多数販売されてい

ます．更に，日本では数少ない IPA（India	Pale	Ale）
なども多数出ており，味のバラエティも非常に充実し
ています．筆者は，スーパーのビール売り場（図 2）
で端から順番に買っていき，コンプリートを狙いまし
たが，達成できませんでした．スーパーではアルコー
ルの販売がアルコール度数で限定さているため，Alko
という専門ショップにはより多くの種類が販売されて
います．更に，地元ビールによってはパブでしか購入
できない種類もあるということだそうです．筆者が最
も気に入ったビール（図 3）はオウルの某パブとハン
バーガー屋でしか飲むことができませんでした．

  5  福祉・子育てに
フィンランドは福祉国家としても非常に有名です．
福祉に関連して，2016 年のオウル滞在では，筆者の家
族にとってチャレンジングなことが二つありました．
一つは，妻の出産，もう一つは子供たちがフィンラン
ドの地元保育園に入ることです．
異国の土地での出産には，オウルの古くからの友人
たちの手厚いサポートと家族・日本親族のサポートに
より，何とか無事に乗り切ることができました．フィ
ンランドではネウボラという出産前，出産後，育児等
をサポートする施設・制度があります．出産だけは，
オウル大学病院で行われますが，退院後は，特別なこ
とがない限りは，全てネウボラからの手厚いサポート
で対応してもらいます．ネウボラでは，1回の面談・
診断等のタイムスロットに 30分から 1時間用意されて
いるようで，保健師さん，お医者さんにも常に余裕が
あり，健康に限らず様々な面で育児に関する話をしな
がら，ゆったりと必要な処置を進めてくれます．どう
も，主担当を各家族に割り当てているようで，毎回同
じ保健師さんと継続的に話をしていくため，家族と保
健師さんの間の信頼関係を作りやすいことが筆者らに
安心感を与えてくれました．

図 2　スーパーでのビール売り場
図 3　�筆者お気に入りの

地元ビール

 

図 4　フィンランドの地元保育園
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フィンランドの保育園（図 4）は，希望する保育園
に入れないことはあるようですが，日本の待機児童問
題のように行き場がないというケースはないようです．
日本に比べると保育園の費用は非常に安価に感じまし
た．筆者の経験ですが，日本に比べると 1/6～1/8 程度
の額でしたが，フィンランドではそれなりに高額な方
でした．また，子供一人一人に対して，親と保育園の
職員で面談を行い，子供の性格，できることを確認し，
親の教育方針を尊重してもらいながら，保育園として
どう対処していくかを決めており，子育てを非常に重
要視しているように感じました．また，保育園の先生
たちに常に余裕があるのも印象的でした．

  6  
オウル・フィンランドでの
アクティビティ

はっきり言えば，オウルに観光名所というところは
ありませんが，様々なアクティビティがあります．

・音楽
夏（6～8月）には，大小様々な音楽祭が，昼間は子
供向け（図 5），夜は大人向け（？！）で非常に遅くま
で頻繁に行われています．8月下旬には日本でも有名
なエアギター世界大会決勝戦がオウルのダウンタウン
のど真ん中で行われます．

・サウナ
夏季限定ですが，フローティングサウナ（図 6）と
いういかだの上の公共サウナがオウル川に開かれます．
サウナで熱くなると，すぐに川に飛び込んで体を冷や
すことができるという効率的（？！）な施設です．サウ
ナは一説によるとフィンランド発祥とされており，一
家庭，または一建物に一つの割合でサウナは備え付け
られています．サウナの種類も多種多様で，多分一番
人気なのがスモークサウナ（Savusauna）と言われる

タイプです．サウナの部屋と石を温めるために薪を屋
内で燃やしますが，煙突がないため，煙がなくなるま
で 7時間ほど待たなければいけません．2015 年時点の
筆者調べで，オウルにはフィンランドで最も古いスモー
クサウナがありました．スモークサウナは非常に火事
を起こしやすいらしく，2014 年までは，ほかの都市の
スモークサウナが最も古かったのですが，それが焼失
したことで，オウルのスモークサウナが繰り上がって
最古となったそうです．
フィンランドのサウナは，利用者が自ら熱い石に水
を掛けてサウナ内の温度を調整し，非常に高温となり
ますが，慣れればとても気持ちの良いものです．様々
なイベントにおいてもサウナは重要な役割を果たして
くれます．博士号をある学生が取得したり，誰かが結
婚したり，または誕生日，クリスマスなどの各種重要
なパーティーが開かれるとサウナもパーティーの一部
となることがよくあります．パーティーでは，お酒，
会話を楽しむまでは日本と同じです．フィンランドで
は，その後サウナに入り，お酒と会話を楽しみます．
サウナに長居して熱くなったら川や湖，冬は凍った湖
の中で体を冷やしてパーティーを夜遅くまで楽しんで
います（図 7）．

・アウトドア
夏季（特に 7月）や冬季に，フィンランド人は 1週
間から 1か月程度休みを取り，コテージ（いわゆる別
荘）等に滞在をし，湖のほとりのサウナや自然とのア
クティビティを楽しみます．フィンランドでは，人々
がしっかり休みを取り，ハイキング，魚釣り，ベリー
やきのこ摘み，ハンティングなどの自然における多種
多様なアクティビティを楽しみます．また，それが意
外と家のすぐそばでできるということが非常に魅力的
な点です．
ハンティングは，非常に人気があるようで，小さな

 

図 5　子供向け音楽祭

 

図 6　フローティングサウナ

 

図 7　�サウナの後に凍った湖で
体を冷やす筆者
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動物ではウサギ，カモから大きな動物ではトナカイ，
ヘラジカを狩るそうです．徴兵制がフィンランドにあ
ることも一つの要因だと思われますが，多くの男性が
銃器に詳しく，ランチタイムの話題に上がることもし
ばしばあります．一度，狩りたてのヘラジカをごちそ
うになりましたが，非常に美味でした．
フィンランドの冬は寒く，筆者の経験した最低温度
は−25℃です．しかし，屋内は暖房設備が充実してい
るため問題ありません．むしろ，日本の方が屋内は寒
く感じますし，日本の冬の滞在経験があるフィンラン
ド人は日本が寒いと口をそろえます．
冬のアクティビティとしては，スキーとスケートが
あります．日本ではスキーと言えばダウンヒルスキー
ですが，フィンランドは土地が平らなこともあって，
クロスカントリースキーの人気があります．クロスカ
ントリー用の道（トラック）が，オウル市だけでもあ
ちこちにあり，一つ一つが数 km～数十 kmとなってお
り，アフターファイブのアクティビティとして人気が
あります．冬のフィンランドも雪に覆われ，学校のグ
ランド，サッカーグランドは使えませんが，これが冬
には図 8のように無料のスケート場になります．筆者
の家のそばにも 2箇所ほどあり，子供を連れて何度も
楽しんできました．子供はもちろん，大きな大人もス
ケートを楽しんでおり，特にアイスホッケーをして楽
しんでいる人々が多数いました．
フィンランドの冬は厳しい寒さ以上に様々な魅力が
ありますが，日本人に人気があるのがオーロラです．
筆者は，これまでフィンランドに合計で 3年程度滞在
していますが，オーロラは，これまで 4回程度しか見
ていません．しかも，図 9のような大きく美しいオー

ロラは 1回だけしか見ていません．自然が気まぐれで
作る芸術作品とでも言うのでしょうか，正に絶景でし
たが，見られたのは数十秒だけでした．運もあります
が，日頃の行いや，いろいろな人のサポートがあった
からこそ見られた貴重な経験でした．

  7  まとめに代えて
オウルは街としては，東京に比べると非常に小さく，
買い物，レストランなど商業的な点では選択肢は非常
に少ないです．逆に，物事がシンプルかつ柔軟に進め
られる街です．また，これが人々の生き方の様々な面
に余裕を与えています．余裕の表れは，例えばオフィ
スでのコーヒータイムであったり，長い休みであった
り，アフターファイブの過ごし方であり，また余裕と自
由度が多様性を生み出しているようです．一見，無駄
なようにも見えますが，この「余裕・自由度」というも
のがフィンランドにおいて「人生の豊かさ」を生み出
す原因になっているように筆者には感じられました．

　謝辞　オーロラ写真を提供して頂いた，小松兼一さ
ん（Solailo）に感謝致します．

梅林健太 （正員）
2004横浜国大大学院工学府博士後期課
程了．2004〜2006�University�of�Oulu,�
Finland でポスドクとしてソフトウェア
無線，コグニティブ無線の研究に従事．
2006から東京農工大に着任し，現在，
同大学准教授．2010（半年），2016年
（7か月）University�of�Oulu にて，在外
研究．趣味は，釣り，サッカー．

図 9　オウルから見えるオーロラ図 8　小学校の運動場を利用したスケート場



筆者はタイのバンコクで生まれ，タイで育ったタイ人
である．1999年 4月に日本の文部科学省の奨学金で勉
強するために来日した．筆者は 8年間日本に住んでい
た．この 8年の間，日本語の勉強が 6か月間，研究と
博士前期課程の試験の準備が6か月間，博士前期課程が
2年間，博士後期課程が 3年間，と研究所での仕事が 2
年間であった．筆者は子供の頃から日本に行くのが夢で
あった．日本は美しい文化や，最先端の技術を持つ国で
ある．ここでは筆者が8年間日本に住んで得た経験を紹
介したいと思う．この記事が，留学生や海外で生活する
日本人に多少なりとも参考になればうれしいと思う．

1  日本語の勉強
日本に行く前に約 6か月間日本語を勉強したが，ひ
らがなとカタカナが読めたり，簡単な文法しか分からな
い程度であった．日本に来た最初の年は，日本語を集中
的に学習した年であった．文部科学省の奨学金をもらっ
た留学生は，皆半年の間，日本語の集中コースを取る必
要があった．そのときの日本語の勉強はかなりハードで
あった．ほぼ毎日宿題があって，テストも多かった．し
かし，この時期には日本語より英語の方がうまくなった
と思う．理由はクラスメイトや同じ国際交流会館に住ん
でいた友達は皆留学生であり，会話はほとんど英語で
あったためである．
日本語が上達したのは留学生の寮
からアパートに引越しをした訪日 1
年後であった．大学にはタイ人が一
人もいなかったし，友達も少なかっ
たので，筆者の人生は研究室と部屋
しかなかった．筆者は孤独を感じる
のが嫌で，部屋にいたときはいつも
テレビをつけていた．ニュースやド
ラマやバラエティなどを見たが，全

て理解できたことはなかった．しかし，テレビを見た利
点は日本語能力試験を受けたときに分かった．筆者は
「聞く」のセクションでほとんど全部の会話を理解でき
た．筆者はこの試験は簡単だと思ったが，同じ試験を受
けた友人はそう思わなかったらしい．友人は難しくて聞
き取れなかったと言っていた．試験の結果，筆者はこの
セクションで 90％以上のスコアを得た．この点数は友
人よりかなり高い結果であった．筆者はそれがテレビの
おかげであると確信している．テレビドラマやバラエ
ティの会話は一般の日本人の会話だから，テレビを通し
てそれを毎日聞いて，慣れることができたのである．ま
た，ドラマだと，会話の意味が分からなくても人物の表
現や動き姿勢でその内容を少し推測することができた．
その結果，日常生活の中で日本人と会話をしたときでも
聞き取ることができた．話すときにも，テレビから聞い
た会話を思い出して話すことができた．同じ境遇の留学
生から，「どうすれば日本語がうまくなれるの？」と聞
かれるが，筆者は，一つの方法はよくテレビや映画を見
ること，と答えている．
4年目には静岡から東京に移動することになった．筆
者は東京にタイ人の友達がたくさんいた．その上，タイ
人の友達からある日本人の友人を紹介してもらえた．彼
女は英語が上手であ
り，外国人の友達が
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図 1　奥日光にて 図 2　札幌雪祭りにて



一杯いた．この友人に出会ってから筆者
の日本語も成長した．彼女の家は筆者の
住んでいるアパートと同じ駅で，好みも
似ていたから，よく一緒に遊びに行った．
日本人とよく会話することも，日本語を
話せるようになったもう一つの理由であ
る．テレビは聞くだけであり，日本人と
話すことでそれを復習することができ
る．特にこの友人は筆者が分からないこ
とや言い間違ったことを優しく説明して
くれた．テレビに加えて，ネイティブスピーカと会話す
ることも言語を成長するための一つの方法である．
日本語を聞くことと話すことのほかにもっと難しい
のは書くことである．筆者の最初の 6年間は日本語で
レポートや論文を書く機会はなかった．クラスのレポー
トや博士論文は全て英語で書いた．筆者は自分が日本語
で論文を書くことができないままタイに帰ると思ってい
たが，最後の 2年間に自分のために日本語で論文を書
いてみた．最初は難しかったが，日本語の論文をよく読
めば少しずつ書けるようになった．何とか一つの論文を
書けると後は幾つも書くことができた．筆者は日本語で
論文を書けた自分を誇りに思っている．

2  日本での生活（孤独への対処）
日本にいて，楽しいときや寂しいときがあった．楽し
いときは良いときなので心配することがなかった．問題
だったのは寂しいときであった．特に日本に来て半年
たったときに東京から離れたところに引越ししなければ
ならなくなった．そこはタイ人が一人もいなかったの
で，不安や孤独をすごく感じた．とある日，その日にい
ろいろなことがあったため，最悪な気持ちになった．ど
うしても勉強を続けたくなくてタイに帰りたくなってタ
イの父と母に電話した．父は筆者に「耐えられなくなっ
たらいつでも帰ってきていいよ」と言ってくれた．父の
言葉は筆者にとって大事で忘れられない言葉である．筆
者は，筆者を理解してくれる親を持つことが幸運である
と思った．チャンスがあるのに何もしないことより，
チャレンジして失敗した方がいいと思った．失敗しても
親が筆者の側にいてくれると分かったからであった．そ
の後は，楽しく生活できる日もたくさんあって，筆者の
日本での人生は思ったより悪くなかった．

3  日本文化の経験
日本での滞在中に経験した日本の文化は琴である．筆
者は子供の頃からタイの楽器を習っていた．だから日本

の楽器にも興味を持っ
ている．留学生会館で，
ある週末に留学生のた
めの琴教室（図 3）があった．先生は琴の専門家で，親
切な先生であった．その琴教室で，筆者は数年琴の演奏
を習った．琴は弦が多いので，ちょっと難しかった．先
生は初心者が簡単に琴を弾けるように弦にマークを付け
てくれた．琴を習っている間に，数回留学生会館やホー
ルで公演した．筆者は小さな琴を購入し，よく練習し
た．国際交流会館では，ほかにも幾つかの日本文化の教
室があった．そのような日本文化に関する習い事をする
ことも，日本を知るための一つの方法でもある．
もう一つの日本文化の経験は卒業式のときに袴を着
たことである．タイの大学の卒業式は洋風の制服を着
る．日本の卒業式で袴を着ているのは学部の卒業生が多
かったが，筆者は博士後期課程を卒業するときに着た．
博士後期課程の卒業式は筆者や家族にとってとても大事
なときだった．家族全員が筆者の卒業を祝うために日本
に来てくれた．家族も祝ってくれる特別なときにきれい
な袴を着られたのはとてもうれしかった（図 4）．
日本で過ごした 8年間には，うれしいこと・寂しい
こと・落ち込んだこと，いろいろあったが，全ての経験
は筆者の人生の成長の起源である．悪いときもあった
が，それを乗り越えた自分や周りの人に感謝する．博士
後期課程を卒業できた，日本語の会話や論文を書けた，
そんな自分を誇りに思う．日本で経験したことは忘れら
れないことである．

Pornanong Pongpaibool   
�1999タイ国Chulalongkorn 大・電気工
学科を卒業し，日本の文部科学省の奨
学金をもらい，日本へ進学した．2002
静岡大大学院システム工学修士課程を
修了し，2005東京農工大大学院電子情
報工学専攻博士後期課程を修了した．
2005-04から2007-03まで情報通信研
究機構（NICT）に勤務．現在，タイの
National�Electronics� and�Computer�
Technology�Center（NECTEC）の RF�
Electronics�Lab に所属している．
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図 3　留学生会館での琴教室

図 4　卒業式にて
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 1．はじめに
このコラムは，本来，研究を深くなさって成功を

収められた方々が，その経験を通して見えてくる深
い洞察をお書きになるものと理解している．筆者自
身は，研究者ではないので，筆者が経験してきた通
信の領域での，技術開発，プロジェクトマネジメン
トについて，更にはこれらを通して見える“技術開
発による価値創造と人間社会の本質的欲求との関
係”等について触れたいと思う．また最後に，技術
開発の後に経験した会社経営の中で考えてきた，

“人間社会での経済活動”の意味と意識すべきこと
などを，まとめてみたい．そして，これらが，若い
技術者の方々の今後の活動に，少しでも御参考にな
ればと願っている．

 2．時代背景（少年～大学時代）
2.1　少年時代

筆者は，1953 年に神奈川県大磯町に生まれた．
大磯はこゆるぎの浜というなだらかな海岸に沿って
おり，南は暖流が流れる太平洋に面している．ま
た，北側には大磯山塊があって北風を遮るため大変
暖かい．それゆえ大磯に住む人たちは皆，何とはな
しに穏やかな方が多いように思う．

生まれた年の 1953 年は，戦後から 8 年がたち，
やっと日々の生活が安定してきて，これからは国の
成長に向かおうという機運が出てきた頃だった．こ
の年に NHK が地上波テレビの放送を始めた．その
意味では，筆者は生まれながらの“テレビっ子”

（最近余り聞かなくなった単語だが）である．しか
しながら，我が家にテレビが入ったのは，それから
7 年後，電話が入ったのは 9 年後である．世界で
も，第 2 次世界大戦が終わり，ミサイル研究が宇
宙開発へと向かい始めた時期であった．

今はもうないのだが，筆者は，大磯山塊の高台にあ
る「山王幼稚園」という小さな幼稚園に通っていた．
ある日のこと，おばあ様園長先生が，皆を外の芝生
に座らせて，南東の空を眺めているように言われた．
そのとき，太陽の光を受けてスーッと青空を横切る
人工衛星の様子を肉眼で見ることができたのだ．当
時はまだ車も少なく，空気が澄んでいて，夜空には
天の川も，流れ星もよく見えた時代だが，その人工
衛星はまるで昼間の流れ星のようであり，何かわく
わくする思いで見つめたのを今でも記憶している．

多くの技術者がそうであるように，筆者も小学校
の高学年あたりから，理科や算数が大好きになって
いった．そんな 1963 年の 11 月 23 日，当時 10 歳
だった筆者は，日米の衛星通信実験によってもたら
された，ケネディ大統領の映像をテレビで見る機会
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を得た．遠く海外で起こっている出来事を，大磯の
町でリアルタイムにテレビ画像で見ることができる
技術を目の当たりにして，筆者は本当に衝撃を覚え
た．なぜなら，その少し前の 1960 年のローマオリ
ンピックでは，姉と二人でラジオのスピーカに耳を
当てて短波放送による同時中継を聞いていたのだか
ら．そして，くしくもほぼ同じ時期に，大磯の隣町
である二宮に日本で初めての海底ケーブル陸揚局が
設置され，グアム島を経由して世界につながる国際
通信のルートが開かれたのだった．日本でも通信の
グローバル化が始まったのだ．小さいながらも，日
本が動き出していると感じた．

その翌年，1964 年 10 月 10 日には東京オリン
ピックが開幕した．前年の日米間での衛星通信実験
から僅か 1 年もたたずして，かつ，オリンピックの
たった 2 か月ほど前に打ち上がった米国の新通信衛
星，シンコム 3 号を経由して，オリンピックテレビ
放送を米国に送るシステムを日本が創り上げたの
だ．正に官民一体となって取り組んだ，一大プロ
ジェクトであった．日本電気株式会社（NEC）もこ
のプロジェクトに参加し，後の衛星通信事業の基礎
となったのである．そして筆者自身も，世界や情報
というものの価値を意識し始めたときであり，NEC
が衛星通信事業に取り組んでいることは，後に筆者
が大学で電磁波を学び，NEC に入社するきっかけ
にもなったのである．このときに使われた NEC の
衛星地球局アンテナは，移動式に再利用され，1972
年の日中国交正常化調印時に中国に運ばれ，式典の
様子を伝える衛星通信回線確保に貢献した．

2.2　大学時代
1972 年に大学に進学する際は，数学が多く適用

されそうな電気を選び，東京工業大学の 5 類・電
子工学科に入った．電磁気学を当時の末武國弘先
生，電波工学を関口利男先生に学んだ．そのときに
知った相反定理とマクスウェルの方程式の美しさに
は大いに魅了された．そこに 10 歳のときに衝撃を
受けた，無線通信技術が持つリアルタイム性，リ
モート性の体験があいまって，修士，博士課程に進
む際には，電磁波を専門とする関口利男・後藤尚久
先生の研究室に入り，現在，東工大の副学長であら
れる 2 年先輩の安藤真先生の指導の下，9 年間を東
工大で勉強した．

大学時代の授業の中で今も記憶に残ることがあ
る．伝送路関連の授業で，その一つが直径 51 mm

のミリ波導波管伝送の講義であった．1970 年当時
は，地上での大容量伝送路の要求に伴い，その可能
性の一つとして多モード導波管伝送の研究がなされ
ていて，当時の日本電信電話公社の茨城電気通信研
究所でも研究されていた．東工大の電気棟の屋上に
も，研究用の伝送路が 20～30 m 程度，張られて
いた．導波管の問題点は，円形導波管の曲りやひず
みによって伝送損を起こすことにあり，これを起こ
さないための導波管の形状が課題で研究が進んでい
ると聞いた．

一方，時を同じくして研究が進んでいたのが光
ファイバであった．光ファイバでは，伝送損の主原
因がファイバ中の水分であることが明確になって，
大きな改善結果が得られていると講義で聞いてい
た．この大容量伝送路を巡る導波管と光ファイバに
よる主役争いは，ほどなくして光ファイバが決定的
に有利になり，51 mm 円形導波管は日の目を見ず
に突然終わったと後で聞いた．

実用化に向けた研究のスピードの速さ，研究者の
努力やエネルギーの強さを感じるとともに，その結果
が突然にして勝敗を決するという余りにもドラマ
ティックな結果であったために，研究の将来性を見極
めるということの厳しさを思い知らされた気がした．

導波路としては，当時既にその性能が確認されて
いる導波管という技術の方が実用経験もあり，現在
の延長上の技術として取り扱いやすく，また，実現
スピードも速いことが想定され，本研究がなされた
のであろうと推定するが，大量の情報を扱いたいと
いう“人間の本質的欲求”を満足する上では，光
ファイバの情報容量，将来期待される軽量性，価格
メリット等の観点から，導波管に比較すると優位性
は非常に高く，技術的困難さがあってもこれに向
かってゆく研究者のエネルギーは絶大なものであっ
たいうことであろう．

結果として，光ファイバが実用化されたことで，
現在の ICT の飛躍的な発展に向けた大きな基盤が創
り上げられたこととなる．技術開発は，人間社会に
価値貢献をするためのものだが，技術者が意識しな
ければならないのは，“人間社会の本質的欲求”は
何かをしっかりと捉えることであろう．今提供され
ているソリューションよりも少し高い価値のソ
リューションを技術の延長線上に実現することにも
意味はあるが，常に“人間社会の本質的欲求”を開発
技術者は意識して開発の方向を決めるべきだと思う．

実はこれと同じようなことを，自らの仕事でも後
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で体験することになる．
マクスウェルの方程式は，本当に美しく面白い．

電束，磁束，電界，磁界を表す方程式から成るが，
このうちの電界，磁界の二つの微分方程式を一つに
すると，シュレーディンガーの波動方程式が鮮やか
に導かれ，電磁波伝搬を表す方程式に変わる．この
鮮やかさにひかれ，電磁波の世界は，さぞ面白いの
だろうと思い，卒業研究で関口・後藤研究室を選ん
だ．研究室では，導波路形等のアンテナの実用化研
究から電磁波論の研究まで，電磁波系の研究を幅広
く行っていた．筆者は，マクスウェルの方程式に魅
せられて電磁波論の研究につき，安藤真先輩の指導
の下，GTD（Geometrical Theory of Diffraction:
幾何光学的回折理論）による，回折現象の解析手法
の研究に携わった．当時はコンピューティングパ
ワーが飛躍的に上がり始めた頃で，関数の近似式の
プログラムを自ら組み，その中でのディジタル誤差
に悩まされながら，解析値と実験結果の一致に喜び
を感じる 5 年間だった．

安藤さんとともに執筆した論文は，ワシントン大
学で行われた IEEE の大会で発表させてもらった．
そして，それに続いて，カナダのウィニペグ大学，
トロント大学，イリノイ大学，オハイオ大学を訪問
して学生と研究交流を行った．この交流ツアーは，
現在，KDDI 研究所の会長であられる 1 年先輩の渡
辺文夫さんとの珍道中ではあったが，互いに刺激を
受けて研究意欲が更に高められた．学生時代の海外
における貴重な経験として，大変有意義なものであ
り，また，海外で生活することの自信にもなった．
多くの学生の方にも，機会があれば，是非ともこう
した多くの方とのコミュニケーションを取る経験を
して頂きたいと思う．筆者は，コミュニケーション
こそが価値創造の場であると思っている．

大学での研究は，即，社会で適用できることは多
くはない．しかしながら，論理的な思考プロセス，
特に現在，起きている現象から，その本質的な要因
を捉えるプロセスは，経営の本質でもある．興味を
持ち，強い意志を持って考え抜き，研究をやり切る
ことは，経営を含めたいろいろなところで活かせる
と思う．

 3．NECの技術開発者として
NEC に入社したのは，1981 年である．その 2

年前の 1979 年から，日本電信電話公社による移動

体通信サービスが始まっており，通信の形態が固定
通信から解放され，「いつでも」「どこでも」「誰と
でも」通話することが可能となり，コミュニケー
ションの在り方に変化の兆しが見え，社会から大き
な期待感があった．サービス開始当時は，電池も鉛
電池で携帯性は不十分であったが，電話機が有線で
固定されていることからの解放は，「いつでも」「ど
こでも」「誰とでも」話をしたいという“人間社会
の本質的な欲求”を満たす大きな動きであった．

一方，筆者の思いは，1963 年のあの日以来，グ
ローバル通信で仕事をすることにあった．そのた
め，自分が勤める会社としては，日本の衛星通信の
先駆けともいえる 1964 年の東京オリンピックプロ
ジェクトから，開発に注力していた NEC を選んだ．
当初は，自身のテーマを電磁波から信号処理等に変
えて，研究所で研究職として仕事をすることも考え
ていた．しかし実際の配属先は，当時，無線通信の
開発基地であった横浜事業場のマイクロ波衛星通信
事業部の空中線部というところであった．いわゆる
地上マイクロ波中継や，衛星通信用のアンテナ開発
の部門である．この配属の背景には，開発部にいた
研究室の先輩が，筆者の入社を察知して，自部門に
呼び込んで頂いたらしいと後で知った．このこと
が，筆者にとっては人生の大きな分かれ道となっ
た．もし配属先が，事業とは少し距離を置いた研究
所での勤務であったなら，今の筆者ではない自分が
いたと思う．人生は大変不思議だ．

① 衛星地球局アンテナの開発
入社当時は，世界を結ぶ通信手段としては，衛星

通信が主流であった．アメリカや日本など 11 か国
が参加し，世界 140 か国以上の通信事業者からの
出資により発足したインテルサットをはじめ，移動
通信系の衛星システムでは，インマルサットが海上
船舶用システムを運用していた．周波数帯もより高
いものとして Ku バンド（12～14 GHz 帯），更に
は，Ka バンド（20～30 GHz 帯）が使われるよう
になり，その用途も通信から，放送，地球観測にも
使われるようになっていた．

筆者が入社して最初に開発したのは，C バンド（4
～6 GHz 帯）に対応した口径 4.5 m の可搬形地球局
用アンテナシステム（図 1）．これは緊急時に回線を
確保するのが主な目的のシステムだった．この時期
は，衛星通信の絶頂期であり，衛星の開発も大形化
が進み，更には自国の衛星を打ち上げる国も増え，
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地上 3 万 6,000 km の静止衛星軌道上に上がる数が
増えて，静止衛星の軌道上の間隔が狭くなってきて
もいた．そのため，地球局のアンテナから，隣接す
る衛星への電波の干渉が問題となりつつあった．

30 m 級のアンテナがインテルサットの STD-A
として定義され，筆者の入社時には，多く使用され
ていたが，その後，衛星の大形化でスポットビーム
が可能となり，地上アンテナサイズは小形化の方向
にあった．一方で，先に述べた隣接衛星干渉問題回
避のために，主ビーム近傍のサイドローブレベル
は，32～25 log θ dBi という規格から，3 dB 低い
29～25 log θ dBi に変わっていった．開口面アン
テナの設計では，エネルギーの効率的な放射をさせ
るために，開口面上でのエネルギー分布を均一に近
づけ，アンテナ利得を最大にするように設計する．
一方，サイドローブ規格を考え，アンテナ開口面
エッジでの電波強度を抑える必要がある．このため
コルゲートホーンの使用や，カセグレンアンテナの
副反射鏡の形状により制御して，エッジ電流を小さ
くすることで回折波のレベルを抑え，サイドローブ
特性を制御する．それとともに，開口面上にある副
反射鏡等による電波のブロックや，それを支える支
柱からの散乱波も可能な限り抑えなければならな
い．アンテナは，受動的機能なので機構性能がアン
テナ性能に直接効いてしまい，それを後からは調整
できない．当時は，使用周波数が上がり，開口面上
での位相に効く鏡面精度は，特にアンテナ特性に影
響を与える大きな要素となってきていた．面精度を
保つためには構造的設計，及び機構品製造品質のレ
ベルも非常に高いものが要求される．電気的な設計
と物理量を制御する機構設計部門，更には製造工程
との整合には大変気を遣った．

入社して 2 年ほどたつと，Ku（11～14 GHz）
バンドが使われることが多くなった．筆者は，この
周波数帯でのテレビ送信用の直径 13 m 開口のアン
テナを，スウェーデンに納めるプロジェクトの電気
部門の開発担当となった（図 2）．

スウェーデンでは，当然のことながら積雪があ
り，これがアンテナにとっては大敵なのである．い
かに効率良く雪をとかして除くかが，各社の持つノ
ウハウでもあった．プロジェクトの仕様決め段階で
顧客からの要求もあり，従来型の電熱線をアンテナ
反射面の後ろに添付するタイプを製作して納入し
た．アンテナの電気特性の一つに交差偏波特性があ
り，通常は 30 dB 以上の交差偏波識別度が仕様と
して要求される．筆者らのアンテナは実際には
35 dB を優に超えるレベルを実現していた．最終的
な交差偏波識別度性能は，アンテナに給電部分を組
み込んで，現地で衛星を使用して測定することに
なっていた．

しかしながら，何度測定してもその値が 30 dB
を割ってしまうという報告が現地から届いた．急
きょ 8 月中旬，既に気温が一桁のストックホルム
に飛び，給電系の直交偏波特性などを中心に原因を
調べたのだが，報告を受けていたアンテナ全体の特
性とは異なり，給電系には全く異常がなく，非常に
高い交差偏波識別度を示していた．追加的な調査を
するも，原因が特定できない日が続いた．

もう調べ尽くして途方に暮れながら，夕方に外に
出てアンテナを眺めていたら，夕日に染まったアン

図 1　�NEC に入社して最初に開発を担当した Cバンド
4.5�m 可搬形地球局用アンテナシステム

図 2　�スウェーデンに納入したテレビ送信用の13�mカセグ
レンアンテナ
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テナが美しく照らされていた．ピンク色に染まった
アンテナが余りに美しく，しばらく眺めていると，
更に日が傾いてきて，開口面すれすれに夕日が当た
り出した，そのときである．アンテナ鏡面を構成す
る各々の金属パネルに，正面から見たときには全く
気付かない，微妙な影が浮かび上がって見えてき
た．本来は複数のアンテナパネルで一つの大きな曲
面が構成されているはずなので（図 3），パネル単
位での影はあってはならない．各パネルの中央が少
し凹型になっているようにも見えたので，次の日，
早々に，現地に詰めていた機構設計部門のエンジニ
アと，パネル面の精度を測定する簡易治具を急きょ
作成し，アンテナを天頂に向けて面精度を測定，理
想曲面に対して少し凹型であることを確認し，東京
にデータを送って解析してもらった．その結果，こ
の面精度が今回の交差偏波識別度特性を悪化させる
原因であることを特定したのである．

融雪用の電熱線は，出荷時に鏡面の背面に張り，
熱が背面に逃げないように断熱剤で支持するが，そ
のとき使用した断熱剤は発泡タイプのもので，パネ
ルに液体状態で塗布し時間を掛けて固形化する．実
は，その固形化のプロセスが温度変化のある海上輸
送等で複雑になり，アルミ製の金属パネル面を後ろ
に引っ張るような力が発生し，1 枚 1 枚の反射パネ
ルの変形を誘発したと推定された．結局，融雪装置
自体を，電熱式から温風で暖める方式に変更して納
入することとなった．電気的な設計が幾らできてい
ても，これを実現するための物理的な設計とその輸
送方法など含めた全プロセスを理解し適切な方法を
指定しないと，総合的な意図した電気特性を満足さ
せることができないことを思い知らされた．

開発工程は，プロジェクトの初期の工程である

が，この段階で全プロセスのリスクを十分理解し，
適切な対応を検討することで総合品質を構築するこ
とが重要である．開発技術者は，自分の設計領域だ
けの品質に目が行きがちであるが，後工程部門との
積極的なコミュニケーションを自ら取り，全リスク
を把握する努力をしなければならない．そのとき，
品質に対する高い意識と，どんなことも一旦受け入
れて，理解しようとする柔らかい心を持ってコミュ
ニケーションを取ることが重要と思う（図 4）．

② 移動体衛星通信
1980 年代後半に入ると，光ファイバによる海底

ケーブルの敷設が始まり，大学時代に見た伝送路の
置き換えが，正に現実のものとして始まった．広い
地域をカバーできることを特長として持つ衛星通信
も，広帯域性，低遅延性という点では光海底ケーブ
ルとは，もはや比較にならなかった．衛星関連をビ
ジネスの主体にしていた部門は，その方向を変更せ
ざるを得ず，衛星の広域性を活かそうと，放送の分
野や，従来から船舶を対象とした衛星通信に注力し
ていたインマルサットを中心に，陸上を含む移動体
衛星通信の分野を開拓してゆくことになる．

NEC もこの領域で貢献すべく，関連プロジェク
トに積極的に参加してゆくことになった．筆者はそ
のプロジェクトのリーダとなり，インマルサット
C，M，NTT ドコモ N-STAR 端末，インマルサッ
トミニ M，インマルサット P（これが後に ICO プ
ロジェクトに変更されることになる）に参加した．

インマルサット M は，インマルサットが企画し
た，可搬形の（手で持ち運び可能な）小形携帯衛星
地球局の規格であり，電池でも駆動でき，ハンド
セットまでをも含むオールインワンの全く新しい地

図 3　�直径 30�m のアンテナの鏡面上での様子．パネル
300枚程度を合わせて 1枚の大口径鏡面を形成する 図 4　アンテナ開発を担当していた当時のオフィスにて
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球局コンセプトだった．NEC では，事業部内で機
能横断チームを編成し，開発部門（システム部門，
装置開発，無線部開発，機構開発），製造部門，検
査部門からメンバーを集め，移動体衛星通信端末開
発チームを構成し全員で，製品の利用シーンを想像
し，オプション品，携帯方法，安定的な設置方法，
衛星捕捉方法等の仕様出しをして，試作を繰り返し
ながら，最終仕様書に仕上げていった．その結果と
して世界で初めての携帯インマルサット M を実用
化することができた．認定をもらうためには，衛星
シミュレータとの最終試験をし，高い衛星接続確率
が確認される必要があるが，当時はまだ，衛星シ
ミュレータが英国のインマルサット本社にしかな
く，夜だけ貸し出しをしてもらっての試験であっ
た．約 1 か月，インマルサットに泊まり込み，デー
タを取得しての認定だった（図 5）．

1993 年に世界に先駆けて発表された NEC のイ
ンマルサット M は，外形容量 2 L，重量 13 kg，電
池駆動で 60 分の通話やファクシミリの連続通信が
可能であった．緊急時における通信回線の設置とい
う観点で非常に有用で，大使館をはじめとした多く
の顧客に御利用頂いた．中でも一番印象に残ってい
るのは，その頃ボスニア・ヘルツェゴビナで戦争が
行われており，当時国連の事務総長特別代表とし
て，その停戦交渉を担当された明石康さんが，筆者
ら NEC のインマルサット M を戦地に持ち込み，
各軍の幹部と回線を設定して停戦交渉に当たられた
ことである．その様子は新聞にも大きく報道され，
通信インフラが断たれた戦地という過酷な状況で，
衛星を活かしたリアルタイムなコミュニケーション
を可搬形の衛星地球局という形で実現したことは，

人間社会への大きな貢献ができたと実感した．
その後，インマルサット M の開発経験を活かし

て，移動体衛星通信の第 2 世代とも言うべき通信
衛星インマルサット 3 のスポットビームを利用す
る A4 サイズで更に携帯性を向上させたインマル
サットミニ M（図 6），更にはインマルサット 3 と
同様の NTT ドコモの N-STAR システムを利用する
端末（図 7 上）を開発した．

ミニ M の端末の開発では，携帯性を高めるため
に形状を A4 サイズとするとともに，SIM カードや
リチウム電池等の採用等，新しい試みがなされ，安
全性の検証など携帯としての多くの確認作業が必要
で困難な開発であった．通信機にリチウム電池を採
用したのは，日本ではこの端末が初めてだったと思
う．これらにより，容量 2.6 L，重量 2.6 kg，バッ
テリーで 1.5 時間連続通話が可能な，携帯小形地球
局が実現され，衛星の広域性を活かした，移動体衛
星通信の第 2 世代が築かれ，携帯端末で，世界の
どこからでも通信が可能となった．インマルサット
があるロンドンから，“今，認定が取れた！”とミ
ニ M を使って連絡をもらったときは，大変感動し
た．

移動体用の地球局としては，船舶用等の衛星追尾
型アンテナも同時に開発された．追尾方式は，ビー
ムを電子的に左右に振りながら追尾するビームディ
ザリング方式を採用し，NTT ドコモの船舶用とし
て採用された（図 7 下）．

ミニ M の開発が終わるとすぐに，携帯移動体衛
星通信の第 3 世代として，海外旅行者を対象にした，
より携帯性を追求したハンディ衛星通信端末が使え
る衛星システム開発のプロジェクトが立ち上がり，
NEC も 1997 年から本格参加することとなった．

米国でも，イリジウムというシステムが少し先行

図 5　�NECのインマルサットMと，世界最初の端末である
ことを認定するインマルサットから贈られた楯．ア
ンテナは，携帯時には，中心軸で折り返して畳み，
一つの箱として携帯できるように工夫した 図6　A4サイズにまで小形化が進んだインマルサットミニM
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して開発が進んでいた．この衛星携帯電話があれ
ば，どんな辺境の地にいても，また絶海の島にいて
も，グローバルなコミュニケーションが容易にでき
るとして，その可能性に対して大きな反響があっ
た．NEC は，このイリジウムシステムに対抗した
インマルサット系のプロジェクト“ICO グローバ
ル・コミュニケーションズ”に KDD とともに参加
し衛星制御用地球局システムと端末，両方を担当す
ることとなった．
“ICO”とは，元は Intermediate Circular Orbit

の略で，人工衛星の地表からの高さ区分での「中軌
道」を意味する．使われるプロトコルは，当時，
ヨーロッパでのディジタル携帯電話システムとして
動き始めた GSM ベースであったため，ロンドンに
ある NEC の携帯電話開発会社に出向して，一間を
借りながらの開発が始まった．当時，上司からは，

「これは君のライフワークになるかもしれんぞ」と
背中を押されて出向した．筆者自身も，これが世の
中のコミュニケーションの在り方を大きく変革す
る，そのただ中にいるのだという自負を持っての参
加であった．

端末の開発には約 2 年を掛けて，試作機のめど
が立ってきていた．ハンディ端末という制限と，従
来のインマルサット M やミニ M とは異なり，12
個の地球を周回する衛星を使用するネットワークで
あるため，一番間近の衛星であってもその方向を特

定することができないので，端末のアンテナは無指
向性でなくてはならなかった．このため，衛星通信
が最も嫌う雑音を拾ってしまい通信特性の実現が難
しい．こうした多くの困難があったが，1999 年の
中頃には，通常は GSM の端末として使用でき，衛
星通信が必要なときには，ICO の機能を持った衛
星通信部分を装着して衛星端末に変身するピギー
バック方式の端末を試作し，完成が近づいていた．

しかしながら，1999 年 7 月に，この ICO グロー
バル・コミュニケーションズ社が突然，米国の連邦
倒産法第 11 条（いわゆる「チャプター・イレブ
ン」）に基づく破産手続きに入ってしまう．正に寝
耳に水であった．原因は，この数年間に携帯電話の
GSM システムがグローバルスタンダードとなり，
更に各国間の通信が光ファイバケーブルでつなが
り，そして「国際ローミング」の可能性が急速に増
してきた結果，近い将来，衛星を介さずとも GSM
端末での国際通信が可能と予測されたためである．

各国で使用する周波数帯域は，ITU で分けられ
た三つの領域に個別に周波数がアサインされてい
て，各国，独自の裁量でその周波数の使い方を決め
ることができる．更に，当時は，電波を発する通信
機器の管理，認証は，全て各国が個別に行うことに
なっていたため，他国で認証された携帯電話等の通
信機器を，国境をまたいで搬入し，かつこれを国内
で使用することは非常に障壁が高い状態であった．

ヨーロッパグループ主導で創り上げた GSM の規
格は，その政治力により，アメリカや日本が提案・
実用化していた規格に勝って世界標準となった．そ
の結果，GSM 端末の国をまたいだ使用が可能な仕
組みを築き上げた．更には 1999 年初頭にはローミ
ング技術が一般化され，GSM ネットワークが構築
されている国であれば GSM 端末一つで地上ネット
ワークを通じてグローバル通信ができる状況に近づ
いてきていた．結果，当初，人工衛星による携帯電
話システムに期待されていたグローバルに単一の機
器で通信が可能であるという市場価値は，大きく損
なわれることになり，投資された資金が急速に引き
揚げられ，ICO 社はチャプター・イレブンに入っ
たのである．

筆者が大学時代に経験した 51 mm 導波路と光
ファイバとの競争と同様のことを，自ら実業の世界
で味わうことになったのである．

筆者がこの経験から強く認識したことは，技術開
発というものは，“人間社会のより本質的な欲求”

図 7　�NTT ドコモN-STAR 向け電話端末（上）と船舶用ア
ンテナ（下）
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を満たすための価値創造に注力され，ひとたびそれ
が動き始めると，ものすごい勢いで，実現に向けて
加速してゆくということだった．前述したように，
第 1 世代の携帯地球局インマルサット M，ミニ M
が成功し，その延長上に想定される価値の世界のみ
を見つめ過ぎていた筆者は，この“人間社会の本質
的な欲求”（ここでは，「いつでも」「どこでも」「誰
とでも」をより簡易にできる）という観点で，あく
までローカルソリューションとして理解していた
GSM をグローバル通信の対象として，移動体衛星
通信と比較して見ていなかった．

技術や資金，政治力など含めた開発のエネルギー
が，“人間社会の本質的欲求”を満足させる方向に
向かうと，それに賛同する人々が雪だるま式に参加
し，実現するスピードは一気に加速される．このス
ピード感を，筆者は読み切ることができなかったの
である．

筆者は，イノベーションとは，“人間社会の本質
的欲求”に，今まで以上に近づく解を提供すること
であると思っている．意識すべきは，イノベーショ
ンによって“新たな欲求”が生まれているわけでは
ないということである．技術の革新は継続的に進ん
でいて，そのときそのときの技術を使い切って“人
間社会の本質的欲求”を満たすソリューションを市
場に提供し，それがマッチすればニーズとなる．だ
が，そのソリューションより更に“欲求”に近く，
満足度の高いソリューションが提供されると，前の
ニーズと呼ばれるソリューションは市場から消え，
新たなソリューションがイノベーションとして市場
でニーズとなる．技術者は，常にこの“人間の本質
的欲求”を見極めて理解するとともに，技術の動向
を注視し，これらどのように使い切って“欲求”に
近いソリューションを提供できるかを考え続けるこ
とが必要だと思う．

2000 年 6 月に，筆者はヨーロッパでの全ての開
発活動を収束させ帰国した．ICO が破産手続きに
入ってから約 1 年間，その収束に掛かったことに
なる．大きな開発契約を幾つもしていたので，大変
な交渉を日々こなしていた．始めるときより終える
ときの大変さも学んだ（図 8）．

帰国してからは，衛星通信の領域から携帯基地局
の開発部門に異動し，3G 方式の基地局開発を担当，
更に 2003 年からは事業部長として「パソリンク」
という簡易対向の無線リンク装置を担当した．入社
して以来四つの領域の開発を担当したことになる．

③ 3G開発協業プロジェクトリーダ
3G の基地局開発では，国内用と，ドイツのシー

メンス社との協業によるグローバル用と 2 種類の
開発を同時に進めていた．途中からの参加であった
が，この開発協業プロジェクトのリーダとなった．
協業を進めるために，開発項目と仕様決め，開発ス
ケジュール，電気，機構，装置間インタフェース，
品質，製造プロセス等々，全てのインタフェースを
2 社で整合させながらのプロジェクトを遂行する．
そのため，プロジェクトリーダは，社内検討による
交渉ポイントの整合と明確化をし，シーメンスとの
交渉とを次々とこなし整合点を見いだしてゆかねば
ならなかった．海外向けの機器開発は，多くの国々
の顧客を対象とするので機能リリースのスケジュー
ルが極めて重要である．まずは，期限を切って必要
と思われる機能をお互いにプールする共通の箱に投
げ込んで行く．プールされた機能を定期的に両者で
検討して，取り入れるべき機能，更には実現期日等
の整合を取って行く．お互いのお客様のサービス実
現のタイミングをイメージしてリリース仕様の投げ
込みをするため，メニュの統一化，リリース時期の
整合は，一筋縄ではいかない．お互いの利点を捜し
ながらの作業は，夜を徹することもあった．シーメ
ンス社はアフリカ等ヨ－ロッパ以外の地域の顧客も
多く，それらの市場全体を見ての最適を目指す一方
で，NEC は，高度なサービス提供競争の中にいる
重要顧客に対する個別最適化を目指していたので，
個々の機能の開発スピード，品質の考え方などが大

図 8　�日の目を見ることがなかった ICO向け衛星通信携帯
端末の開発モックアップ．手前がGSM端末，後方が
衛星端末部
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きく異なっていた．欧米企業のマーケティングへの
力の入れ方，これを基にした製品ライフサイクルの
マネジメント，及びシステム仕様書の作り方（この
部分が製品価値を左右するので，この担当には，市
場と技術を見渡すことができる高度な技術者がお
り，博士取得者が多かった），記録文書の在り方，
及び，交渉の在り方等々，学ぶものが多いプロジェ
クトであった．

日本と欧米の会社の開発協業は難しいのではと
いうのが，当時ちまたの予想であったが，3G 市場
では，NEC – シーメンス連合は，両者による決定プ
ロセスの確立で，滑り出し良く，競合のエリクソ
ン，ノキアとつばぜり合いをしていた．

ただ，大変残念ながらこの順調に行っていたプロ
ジェクトは，2007 年にシーメンス社が，その通信
機器部門をノキア社と統合する選択肢を実行したこ
とにより，ある日突然にプロジェクトの解消となっ
た．シーメンス側の当事者たちも一様に「寝耳に
水」の状態で，彼らも残念に思っていた．この結
果，ドイツには通信を扱う会社がなくなり，ドイツ
国内市場は大きく変貌してしまった．この後の解散
交渉も困難が伴い約 1 年間ミュンヘン，ヘルシン
キを行き来した．

④ パソリンク事業
2003 年に事業部長になってから，パソリンクと

いう NEC の伝統的な地上の無線装置事業に携わる
ことになった．パソリンクは小形のマイクロ波通信
装置で，簡易に回線を設置できるので，光ファイバ
等と比較して安価に，素早く回線設定できるメリッ
トがある．筆者が事業部長になったとき，ちょう
ど，国内でのパソリンク導入が一段落しており，そ
の後の主な市場となる海外での展開に苦しんでい
た．赤字事業を存続させることはできないが，自分
の事業部長の任は 3 年と勝手に定め，この間に必
死で黒字化を目指そうと決めた．3 年後に，まだ赤
字であれば，辞職しても構わないと思った．この事
業に真摯に携わっている多くの人たちの力を最大限
活かさねばならないと思った．

早々に，NEC グループの生産会社がある福島に
出掛け，現地の社長に，まず出荷量を幾らにすれば
黒字になるのかを尋ね，当時，月産 4,000 台だっ
た出荷を 1.5 倍の 6,000 台にすれば黒字にすると
宣言してもらった．工場は，効率を上げる活動を積
極的に行っており，その努力は NEC 全体の中でも

顕著であったので，その 6,000 台で黒字化すると
いう言葉を信じた．

まず市場の調査から始めた．月に 4,000 台とい
うのは，既存の顧客の情報から積み上げた数字で実
現性が高かったが，このままでは赤字を引きずる．
全ての関係者を集めて，新規の顧客回りをすること
とした．リストを作り，そこに載せた新規の顧客
を，月に 2 回必ず訪れて戻ってくることとした．
月に最低 2 回訪れないと，新規の顧客は顔を覚え
てくれず，NEC を理解してくれない．何週間も掛
かって回ってくる人もいた．数か月して，当時モバ
イル市場が急速に拡大していたインドから大型の引
き合いが来た．価格の厳しいインドであったが，開
発部門が大幅な原価低減提案を出してくれて，それ
をベースにプロジェクトを実行することにした．こ
れがパソリンク事業黒字化への道の始まりだった．
量が増えてくると，4 か月掛かっていた納期が最短
で 2 週間程度にまで短くできるようになり，それ
が新たな顧客の信用を得るのに大きなメリットと
なって，結果的に NEC の顧客が増えることとなっ
た．筆者自身も，インドをはじめ，東南アジア，中
東，東ヨーロッパ，ロシア，ラテンアメリカ等万遍
なく顧客回りをした．事業部長になった 4 年後の
2007 年には，世界市場での NEC のシェアは 30％
を超え，競合他社を抑えて 1 位となり，年間出荷
量は 30 万台を超えた（図 9）．事業部長になった
2003 年当時の 6 倍である．もちろん運もあったと
思うが，事業部長の職を辞さずに済んだ．

 4．経営者として
2003 年に事業部長に就任してから，NEC の社長

を 6 年務め終わるまでの 13 年間，筆者は会社の経
営というものに携わってきた．その間，会社という

図 9　エジプトに納入したパソリンク
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ものは何か？  そしてどうあるべきかを考えてきた．
会社は，多くの人が集まり，協力して，人間社会

に価値を提供することで，人間社会で“活かして頂
き”，“生きて”いる．その観点で，会社経営にとっ
て最も重要なのは継続である．“価値の継続的提供”
と“価値を創る人々の場（会社）の継続性”である．

各会社とも，これから 100 年先も継続して，大
きな貢献を続けてほしいと願っている．しかしなが
ら，100 年先に残念ながら我々はいない．残るこ
とができるのは，会社にある「文化」だけである．
我々人間は残れないが，今，会社にある良い文化
は，新しく入ってきた社員に伝承されることによ
り，価値ある文化として 100 年先も残り，企業は
この文化をベースに人間社会に継続的な貢献をして
くれるはずである．

では，企業活動の中で，どのような文化が必要だ
ろうか？  最後に幾つか例を挙げたい．

筆者は，運というものは全ての人に平等に与えら
れているのだと思っているが，徳川将軍家の剣術指
南役を代々務めた柳生家の家訓に

小才は，縁に出会って縁に気付かず
中才は，縁に出会って縁を活かせず
大才は，袖触れ合う縁をも活かす

とある．
ここにある「才」とは一体何であろうか？  何の

才能のことであろうか？  市場の動きを感じる才能
は必要だと思うが，そうした感性は，生まれたとき
から備わっているものではない．

筆者はむしろこの才とは「意志の力」だと理解し
ている．顧客に何としても貢献したいという“強い
意志”があれば，顧客，市場に自ら接してゆき，緊
密なコミュニケーションを取り，必要な情報を取り
に行くだろう．そして更に得られた情報を分析，推
定することで，“人間社会の真の欲求”の理解と，
その欲求に合致するように製品に必要な特性を深め
る努力をするだろう．

筆者は“意志”こそが，才能を創り上げるのであ
り，人々に平等に降ってくる運（オポチュニティ）
を自分のものにすることができるのだと信じてい
る．会社を通して人間社会に貢献するという“強い
意志”こそが，会社にとって重要な文化であると

思っている．技術者の観点でも全く同じだと思って
いる．

そしてもう一つ，筆者は講演などを頼まれた際に
は，いつも最後に“Strong Will & Flexible Mind”
という言葉で締めくくることにしている．Strong 
Will（強い意志）は，今申し上げたことであり，意
志こそが才能の根源であり，成功の根源であるとい
うことだ．

もう一方の Flexible Mind（柔らかな心）は，花
を見たときのことを例えてお話をしている．

花を見たとき，人間には三つのレベルの感じ方が
ある

①花が咲いていることを理解する
（花に目が行く心の余裕がある．）
②美しい花だと思う

（美しいという形容詞が付くほど，花をよく見る
余裕があった．）

③何と美しい花だろうと「感動する」
筆者は，この 3 番目の「感動する」心の余裕を

常に持っていてほしいと願う．これが「柔らかな
心」の本質である．

意志を実行する上では，他人の意見をよく聴き，
相手に対しても真摯に向き合う心の余裕が必須であ
る．この“Strong Will”と“Flexible Mind”を持
つことが，その人の能力を高め，夢を実現する力に
なるのだと信じている．

最後に，筆者は，人間の人生について，こう思っ
ている．

人生は有限，しかしながら，
　人生が有限であることが，刹那刹那を大切に
し，人間の力を最大化させる．
　人生が有限であることが，次の世代への交代
で，新たな進化を生む．
そして，
　人生が有限であることを意識することこそ，
人生を豊かにする

多くの機会に恵まれた若い方々が，“Strong Will
＆ Flexible Mind”を持って，自らの力を最大化し，
新たな道をひらき，成功されることを願ってやまな
い．



1 	はじめに
東日本大震災のときに関東の一部では計画停電があ

りました．電気の有り難さを痛感した日々でした．今回
は我々の生活になくてはならない電気をテーマにした科
学館である，でんきの科学館に行ってきました．案内し
て頂いたでんきの科学館の友松さんとの会話を交えなが
ら御紹介します（写真 1）．

2
	 でんきの科学館は	

	 すごい所だった
でんきの科学館は，名古屋駅から地下鉄で 1 駅の伏

見駅から徒歩 2 分の距離にあります．オフィス街のど
真ん中です．
筆	者：このようなオフィス街になぜでんきの科学館はあ

るのでしょうか．
友	松さん：ここは昔，中部電力株式会社の前身である名

古屋電燈会社の石炭火力発電所があった地です．よっ
てこの地は中部地方における電気事業発祥の地です．
正面入口前広場に記念碑があります（写真 2）．
でんきの科学館は 1 階から 4 階まであり，電気

（electricity）の語源になった琥珀（ ギリシャ語で

electron）の実物を含む鉱物の展示，電気をいかに発電
させてきたかの歴史，送電の仕組み，現代における発
電の仕組みを体験しながら学べるように展示されてい
ます．

3 	でんきの科学館で体験しよう
実際に来館して理解しましたが，でんきの科学館は徹

底した体験型科学館です．さながら電気をテーマにした
アミューズメントパークです．静電気を発生させそれが
飛ぶことにより静電気を確認する体験（写真 3），金属
でできた手に触ると擬似的に感電した状態を体験できる
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写真 1　案内して頂いた友松さん．ありがとうございました．
写真 3　 静電気を発生し，その発生を放電によって確認で

きる装置．

写真 2　 正面入り口広場の記念碑．この名古屋の中心に発
電所があったとは隔世の感があります．

有馬卓司　Takuji Arima　 東京農工大学

でんきの科学館
科学館・博物館めぐり



機械（写真 4）など，本稿では書き切れないほどの体験
ができます．
筆者：何か面白い電気の体験はありますか？  
友	松さん：是非今日は，百人おどしを体験して下さい
（写真 5）．この装置はコイルの上に磁石を落とすこと
で電流が発生します．ですが，人体に影響のない微弱
な電流が流れる程度です．100 人で手をつないで輪
になっても電流を流せるのでこの名前が付いていま
す．行きますよ．
筆	者：一瞬ですが電極を握った右手と左手にビリっと電

流が流れました．すごく驚いて思わず電極を手放しま
した．正に電気を体験できましたよ．
普段は学生に教えているファラデーの電磁誘導を体

験できた瞬間でした．ほかにも自分で歯車を回し発電
量を測定することで，電気の大事さを知る体験なども
あります．

4
	 でんきの科学館が誇る	

	 シアターと実験プログラム
3 階にはでんきの科学館が誇るオームシアターがあり

ます．オームは抵抗の単位ですね．このシアターでは，
カメラで撮った画像から作られる自分自身のキャラク
ターが大画面の中に登場し電気に関するクイズなどに参
加できます．まるで TV に出ているようです．一番人気
のアトラクションとのことです．

また，2 階のサイエンスプラザでは，目の前で行う電
気・科学実験ショーも定期的に開催されます．お越しの
前に HP 等で確認し足を運んで下さい．

5 	おわりに
昨年（2016 年）開館 30 年を迎えたでんきの科学館

を訪問して感じたことは，体験するということは非常に
大事であるということです．でんきの科学館では電気の
様々なことを体験できます．少しですが痛い経験もでき
ます．また，人間の感覚に関する体験型の展示などが幾
つもあり飽きない工夫もしてあります．皆様是非来館し
て電気を体験して下さい．
　謝辞　本稿執筆にあたり，でんきの科学館の皆様あり
がとうございました．

Access
「でんきの科学館」

開館時間：9：30 ～ 17：00
休 館 日： 毎週月曜日（祝日・振替休日の場合は翌日），第 3 金曜日，

年末年始　  
＊ただし，夏休み・春休み期間中は無休

入 館 料：無料
交　　通： 名古屋駅から地下鉄東山線「伏見駅」 

下車　徒歩 2 分
Ｕ Ｒ Ｌ： https://www.chuden.co.jp/e-museum/

有馬卓司 （正員）
 2003 東京農工大大学院博士課程了．博
士（工学）．2003 同大学助手，2008
同大学講師，2013 同大学准教授，現在
に至る．2012 米国ペンシルベニア州立
大客員研究員．電磁界解析手法の開発，
メタマテルアルの開発に従事．2002 本
会学術奨励賞，2007 同通信ソサイエ
ティアンテナ伝播研究専門委員会若手
奨励賞各受賞．
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写真 4　 感電を擬似体験できる装置．思わず触りたくなる
手ですね．

写真 5　 百人おどし．ファラデーの電磁誘導は何度も学生
に説明してきましたがその効果を体験したのは初
めてでした．
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1  競争的資金とは
“競争的資金”という言葉は，もしかすると聞き慣れ
ない言葉かもしれません．研究者・研究機関から，研究
テーマを提案頂き，優れた提案に対して，国が研究開発
費を支援するスキーム（制度）です．総務省以外にも
様々な省庁がこの制度を運用しています．例えば，文部
科学省の科学研究費助成事業（いわゆる科研費）が，大
学の研究者の皆様には，なじみが深いのでないかと思い
ます．この後，総務省が運用している幾つかの競争的資
金の施策を紹介します．

2
  戦略的情報通信研究開発推進 
事業（SCOPE ＊）

2.1　概要
SCOPEは，総務省が運用している情報通信技術（ICT：
Information	and	Communications	Technology）	分野
における競争的資金の制度です．新規性に富む ICTに
関する研究開発課題を大学・国立研究開発法人・企業・
地方公共団体の研究機関などから，広く公募し，外部有
識者によって構成される評価委員会による選考評価の
上，研究を委託するものです．平成 14年度から実施し
ており，平成 28 年度までに総額 350 億円，600 件以
上の研究課題に対して，支援を行っています．図 1に

ⓒ電子情報通信学会2017

＊� �SCOPE�:�Strategic�Information�and�Communications�
R&D�Promotion�Programme�

図1　戦略的情報通信研究開発推進事業（SCOPE）

情報通信分野の研究活動を応援する
競争的資金制度について

総務省国際戦略局技術政策課

河野隆宏 Takahiro Kono 
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あるとおり，平成 29年度予算は 21.7 億円で，様々な
プログラムを用意しています．最近の具体的な研究課題
例を，図 2及び図 3に示します．また，このほかにも，
最近，SCOPEの予算も活用した研究開発が，通信ソサ
イエティ優秀論文賞（論文名：除雪車運行支援のための
タブレットシステムの開発と実証実験・評価）を受賞し
ています．

2.2　採択までの流れ，SCOPE の運営体制（図 4）
研究者の皆様から見た，SCOPEの公募・評価・採択

までの流れについて説明します．公募はプログラムごと
に行われますが，大体，1年に1回募集を行います．提
案された研究課題は，外部有識者による評価委員会によっ
て採択のための評価が行われます．採択評価は，専門評
価と総合評価という2段階で行います．①専門評価では，
技術的・学術的な観点と適切な目標・計画が設定されて

図2　戦略的情報通信研究開発事業の成果事例（1）

図3　戦略的情報通信研究開発事業の成果事例（2）
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いるかといった観点から評価がなされます．また，②総
合評価では，それぞれのプログラムの主旨に沿っている
かといった観点から評価がなされます．例えば，地域
ICT振興型研究開発というプログラムでは，地域の課題
を解決に資するかどうかが重要な評価の観点となります．
提案された研究課題が採択された後も，例えば，研究
期間が 1年を超える場合には，1年ごとに“継続評価”
を，また，研究終了時には“終了評価”を，そして研究
終了一定期間後に“追跡評価”を実施するなど，研究開
発が適切な PDCAサイクルで運用されるような運営に
なっています．
また，SCOPEに関わるプログラムディレクター（PD：
Program	Director）とプログラムオフィサー（PO：
Program	Officer）を配置し，SCOPE事業のマネージメ
ントを行って頂いています．マネージメントには，

SCOPEの制度と運用に関わる全体の統括のほか，評価
委員会の活動サポートといった様々な実務も含まれます．
以上のように，外部有識者の協力も得ながら，恣意的な
扱いが生じないような運用を行っています．
最近の採択状況は，図 5のとおりです．プログラム
によって，差がありますが，おおむね，3～4倍程度の
採択倍率となっています．

2.3　SCOPE の特徴
SCOPEの特徴を幾つか紹介します．
　① ICTに特化したプログラム
SCOPEのプログラムは全て ICT分野における研究開
発の推進を目的としています．その中でも，国として重
点的に研究開発を行うべき技術課題を示して募集してい
ます．例えば，平成29年度の SCOPEの新規募集（重点

プログラム名
平成 29 年度（新規） 平成 28 年度 平成 27 年度

提案件数 採択件数 採択倍率 提案件数 採択件数 採択倍率 提案件数 採択件数 採択倍率

重点領域型研究開発 36 6 6.0 （平成 26・27 年度採択課題実施） 116 17 6.8

若手 ICT 研究者等育成型研究開発 17 6 2.8 82 21 3.9 45 17 2.6

　　若手研究者枠 （40） （審査中）
28 13 2.2

─ ─ ─
50 7 7.1

　　中小企業枠 17 6 2.8 4 1 4.0 ─ ─ ─

電波有効利用促進型研究開発 64 20 3.2 52 27 1.9 38 12 3.2

　　先進的電波有効利用型 47 15 3.1 39 18 2.2 29 9 3.2

　　若手ワイヤレス研究者等育成型 17 5 3.4 13 9 1.4 9 3 3.0

国際標準獲得型研究開発 （別途公募・審査） 41 4 10.3 （平成 25・26 年度採択課題実施）

地域 ICT 振興型研究開発 68 25 2.7 69 22 3.1 65 22 3.0

合　　計 185 57 3.2 244 74 3.3 264 68 3.9

図5　SCOPEの採択状況

図4　SCOPEの公募・評価・採択までの流れ

平成 29 年 10 月 16 日現在
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領域型，若手 ICT研究者等育成型，地域 ICT振興型）に
おいては，総務省情報通信審議会「新たな情報通信技術
戦略の在り方」中間答申（平成 27年 7月 28日）及び同
第2次中間答申（平成28年 7月 7日）で示された重点
研究開発分野等が対象の研究開発課題となっています．
　② 評価結果を通知
SCOPEでは，採択・不採択に関わらず，評価委員によ

る評価コメントが，提案者にフィードバックされるように
なっています．これらのコメントは，今後の研究活動や，
また，不採択の場合，次年度以降，SCOPE公募への再
挑戦に当たって，大変有効であると評価されています．
　③ 人件費を計上可能
SCOPEでは，人件費を計上することが可能です．例
えば，若手 ICT研究者等育成型研究開発というプログ
ラムのサブプログラムである若手研究者枠については，
平成 28年度から制度を一部変更し，前年度の 2月頃に
採択を行うとともに，そのまま年度を超えて研究開発が
続けられるような制度設計にしました．その結果，任期
付き研究者の皆様が，年度当初から，安心して研究に打
ち込めるようにしています．
　④ 比較的多額の委託費
若手研究者枠については，最大 1,000 万円／年（別
に 30％の間接経費）の委託額を支援しています．この
額は，他省庁の類似の競争的資金のプログラムに比べて
多い額となっています．
　⑤ 研究成果発表の場の提供
研究終了後の翌年度に研究成果を発表頂く場を提供
しています．例えば，平成 28 年度は，10 月 4 日に
CEATEC	JAPAN2016と同時開催で「ICTイノベーショ

ンフォーラム 2016」を開催し，ICT関係者約 650名が
参加しました．
　⑥ 多段階選抜
ほかの競争的資金でも採用されていますが，SCOPE
では，一部のプログラムで多段階選抜制度を採用してい
ます．多段階選抜制度では，提案段階では，できるだけ
幅広く提案を採用し，フィージビリティー的な研究開発
を行って頂きます．そして，1年経た後に，外部有識者
から成る評価委員による選抜評価で，より優れた課題に
絞り込んで，本格的な研究開発を実施頂きます．　
SCOPEでは，多段階選抜を実施しているプログラムで
は，最初の 1年間の研究開発をフェーズ 1，そして，選
抜評価の後，すなわち，2年目以降の研究開発をフェー
ズ 2と呼んでいます．

3
  その他の総務省の 
競争的資金の施策

3.1　「異能（Inno）vation」プログラム（図 6）
「異能 vation」プログラムは，上記 SCOPEのプログ
ラムの一つですが，実施スキームや狙いが異なるので，
別に説明することにします．
「異能 vation」プログラムは，ICT分野において，破
壊的な地球規模の価値創造を生み出すために，大いなる
可能性のある奇想天外で野心的な技術課題に挑戦する独
創的な人材を支援するプログラムです．平成 26年度か
ら施策を開始していますが，平成 27年度及び 28年度
と 10件程度の採択に当たって，それぞれ 1,000 件以上
の応募があった人気のプログラムで，メディア等でも頻

図6　異
I

能
nno

vation プログラムの概要
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繁に取り上げられています．多数の応募があるのには，
幾つか理由があると思われますが，応募のハードルをで
きる限り下げているのも一因と思われます．例えば，提
案書のフォーマットを簡易にするとともに，研究者でな
くても応募ができ，年齢制限も設けていません．更に，
他薦も可能です．その結果，平成 28年度の応募では，
高校生が提案した課題も採択されています．また，応募
に当たって，価値ある失敗への挑戦や再挑戦を奨励して
おり，実際，いわゆる“こなれた”かつ“成果が見込ま
れそうな”案件は，高い評価を受けずに採択されない傾
向にあります．
なお，平成 29年度は，従来の公募に加え，「ちょっ
とした，けれども誰も思い付いたことのないような面
白いアイデア」などを表彰する「ジェネレーションア
ワード部門」の公募を行ったところ，合わせて 8,000
件近い提案を頂いたところです．
総務省としては，本プログラムを通じて，我が国に
おける「挑戦する文化」を醸成していきたいと考えて
います．

3.2　 「I-Challenge!」“ICT イノベーション創出チャ
レンジプログラム”（図 7）

SCOPEが主に基礎的な研究開発を支援するのに対し，
「I-Challenge!」は，ベンチャー企業や大学等による“新
技術を用いた事業化への挑戦を支援”するプログラムで

す．事業化を推進するため，技術を持ったベンチャー企
業等が，あらかじめ総務省に登録しているベンチャー
キャピタルやコンサルタントなど事業化支援機関と共同
で事業化の検討を行った上で，提案を行う点が，
SCOPEと異なります．また，常時応募が可能なスキー
ムになっています．平成 26年度から開始しており，3
年間で計 14件の課題に対して支援を行っています．

4  最後に

SCOPEをはじめとした総務省が行っている競争的資
金の施策を紹介しました．こういった施策をうまく活用
して，皆様の ICT研究開発を進めて頂くことを期待し
ております！

図7　事業化への支援 「I-Challenge !」

河野隆宏   
�平 3郵政省（現，総務省）入省．以来，
ICT 研究開発・電波政策など様々な情
報通信行政に従事．平 25-07 から 1年
間，総務省情報通信国際戦略局通信規
格課において ICTの標準化政策を担当．
平 28-07から，同技術政策課において，
総務省の競争的資金の一つである戦略
的情報通信研究開発推進事業（SCOPE）
などを担当し，我が国の ICT 研究開発
を支援・推進．
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2017 年夏号 （41 号） 掲載記事の誤りについて

宮崎　徹（NECソリューションイノベータ株式会社）　

通信ソサイエティマガジン 2017 年夏号（41 号）における掲載記事「外出・帰宅センサを
活用した高齢者生活支援サービス」（pp.6	–11）において，国立研究開発法人	情報通信研究機
構への確認手続きに不手際があり，誤った内容の記事となっておりました．情報通信研究機
構の関係者各位，電子情報通信学会	通信ソサイエティの関係者各位，並びに読者の皆様に御
迷惑をお掛けしましたこと，謹んでお詫び申し上げるとともに，下記のとおり訂正致します．

［訂正内容］
・p.6　著者
  訂正前　宮崎　徹（NEC ソリューションイノベータ株式会社）
  訂正後　 宮崎　徹（NEC ソリューションイノベータ株式会社） 

荘司洋三（国立研究開発法人情報通信研究機構）

・p.6　右段上から 2 行目
  訂正前　NEC ソリューションイノベータでは ICT（Information and Communication Technology）による
  訂正後　筆者らは ICT（Information and Communication Technology）による

・p.11　謝辞
  訂正後　謝辞を追記

・p.11　著者紹介
  訂正後　著者紹介を追記



232 通信ソサイエティマガジン　No.43  冬号 2017



ⓒ電子情報通信学会2017

インパクトファクタ狂騒曲
�英文論文誌B編集委員長 笠原正治

Shoji Kasahara

通信ソサイエティの英文論文誌 IEICE�Transac-
tions�on�Communications（通称 EB）は，前

身の IEICE�Transactions が 1976 年に創刊され，
1991 年にソサイエティ分冊として現在の形で出版
されるようになりました．創刊から実に40年以上，
分冊化されてから既に 25 年以上もたつ論文誌で，
ここまでの長きにわたって EB 誌が継続できたの
は，多くの先端的で斬新な発想を持つ研究者からの
論文投稿，高度な専門性を持つ査読委員による論文
査読，論文執筆について高い見識を持つ編集委員に
よる編集作業，事務局の編集業務サポートのたまも
のであり，論文誌の継続と発展に寄与された関係諸
氏に対して畏敬の念を禁じ得ません．
さて，最近の英文論文誌で欠かせない話題として，
インパクトファクタ（Impact�Factor，以下 IF）が
あります．論文誌の IF は，3年間を対象に算出さ
れる論文 1本当たりの平均引用回数を表していま
す．例えば 2016 年の IF は，2014 年と 2015 年
に出版された論文の 2016 年における引用回数を，
2014 年と 2015 年に出版された論文の総数で割っ
て算出されます．EB誌は情報通信技術の良質な研
究成果を日本から発信している論文誌としての自負
はあるのですが，IEEE 等のメジャーな論文誌と比
べると，IF 値は残念ながら低い値で推移しており
ます．
IF は学術論文誌を測る尺度の一つですが，数あ
る指標の中でも突出して使われています．海外では
学位審査や研究職の昇進審査にも使われるケースが
あると聞きます．IF の是非に関する議論は多く行
われており，IF に対する理解も深まってきたこと
もあって，最近では論文誌の IF よりも，論文自体
の引用回数の方が重要という意見も聞かれるように
なってきました．
IF の是非はともかく，IF は論文の投稿先を左右
する重要な価値基準になっていることは否めませ
ん．著者は IF の高い学術誌へ自身の論文を投稿す
る傾向にあります．IF が高ければ投稿数が増え，IF
が低いと論文が集まらない，といったことが危惧さ
れます．EB編集委員会では IF の値が向上するよう
な施策について随分と頭を悩ましてきました．レ
ヴューやサーベイ的な論文を掲載すれば引用回数が
増えるとか，鮮度が重要な分野の論文は投稿から採
択までの編集期間が短ければ IF が向上するなど，

IF を上げるための手段も幾つか知られていますが，
施策を打ってもその効果が現れるのに数年掛かり，
また様々な要因が関係してその施策単体で IF が上
がるというものでもなく，極めて悩ましい問題であ
ります．
EB編集委員会では上位組織の編集会議，及び編
集委員会・編集委員の協力の下，IF を向上するた
めの施策を数多く行ってきました．大きな施策とし
ては，レターカテゴリーの廃止と新しいレター誌で
あるComEXの創刊，新カテゴリーとしてポジショ
ンペーパの創設，採録論文の早期公開を実施し，編
集委員会レベルでは招待サーベイ論文の導入や査
読・判定に掛かる編集期間の短縮化など，投稿され
た著者への重要なサービスと位置付けて編集委員や
査読委員の方々に御協力を仰ぎながら編集作業を進
めております．また，学会レベルでは著作権規程の
改正により，著者が論文PDFを自身が管理するサー
バ等で公開することができるようになりました．こ
の改正を受けて，本誌 2016 年春号（No.36）で「論
文早期公開サービスと個人による公開方法」を編集
会議から紹介させて頂きました．
IEICE�Transactions�on�Communications の IF は
これまで大体 0.3 前後を推移してきましたが，
2017 年 6 月末に公開された 2016 年の IF は過去
最高の 0.827 を記録致しました．引用件数の多い
論文が採録されていたというラッキーな点もありま
すが，それを差し引いても従来の 2倍以上の値を
達成しており，どの施策が効果的だったかまでは分
析できていませんが，今まで積み重ねてきた IF 向
上に向けた施策の効果が多少なりとも現れてきたの
ではないかと期待しています．
EB編集委員会は，これでしばらく様子を見るの
ではなく，IF の更なる向上を目指して新しい施策
を今後も打ち出していく所存です．論文著者が投稿
したくなり，読者も掲載論文を読みたくなるような
魅力的な論文誌を実現するため，編集会議をはじめ
として論文誌編集委員会編集委員，査読委員の皆様
に今まで以上の御協力をお願いすることとなります
が，「我らの EB を育てていく」という観点から，
大所高所の御意見を賜りつつ EB編集委員会一同，
精進していく所存ですので，今後とも御理解と御協
力のほど，何卒よろしくお願い申し上げます．

巻 末 言

Afterword
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小特集   ICT 分野における 
資格活用術

私の研究者歴   原島 博

開発物語： 世界初携帯電話向けWebブラウザの開発
街 plus 探訪： 沖縄
子どもに教えたい通信のしくみ： HTTPS/SSL の仕組み 

〜忍者と SSLの意外な関係〜
若者よ！ 世界へでよう！： 海外就職指南・キャリア形成術（1） 

初めての国際会議体験記（1）
  ……他，御期待下さい

今年度からマガジン賞という通ソの新しい賞が設立されま
した !!� �対象はマガジンの記事全てです（編集側からの案内
記事などは除く）．マガジン論文賞を含む通ソ論文賞と同格
の賞で賞金もあります !!� �皆様これまで以上に奮ってマガジ
ンへの御投稿・御執筆をお願いします．� （H.I.）

このたび編集委員になって初めて小特集を担当させて頂きまし
た．何も分からないところからのスタートでしたが，著者の先
生，小特集リーダほか多くの方々に助けて頂き，いろいろと勉
強させて頂きながら，良い記事ができたと思います．� （Y.Y.）

編集委員になり，初めて記事の担当及び執筆をしました．編集
委員になり，チーム一丸となってより良い雑誌となるように日
夜努力していることを改めて実感しました．私も微力ながら，
B-plus がより発展するように頑張ります．� （T.A.）

B-plus マガジンの編集委員に就任し，今回で6回目の担当と
なりました．おかげ様で今回担当させて頂いた記事も無事掲
載することができました．執筆者，校閲者，編集委員の方々，
学会事務局の方々に改めて深く感謝致します．� （Y.S.）

この文章が掲載されるのは12月ですが，今は初秋，朝晩めっ
きり涼しくなってまいりました．早いもので今年ももう残り3
か月ですね．B-plus 編集委員になってからそろそろ3年間が終
了，43号が委員としての最後の対応になりそうです．�（A.Y.）

編集委員に着任したはよいけれど，右も左も分からない体
たらくぶり．それでも初担当の作業を無事に終えられたと
いうことは，この先の人生においても，ほとんどのことを
無事に終えることができるのでしょう．新しい年が楽しみ
になりました．� （K.G.） 深く考えずに引き受けた企画は実に奥深いものでした．苦し

みながらもここまで来られたのは，著者並びに委員，事務局
の皆様の御支援あってのことです．読者の皆様に，これまで
にない切り口として楽しんで頂ける記事に仕上がっているこ
とを願うばかりです．� （A.K.）

今回は開発物語の担当をさせて頂きました．今では種類も豊
富ですっかり定着しており，後期高齢者の母も愛用している
絵文字の開発のお話が伺えて大変興味深かったです．�（N.Y.）

編集委員長 岩井誠人

編集副委員長 羽多野裕之 吉村直子

編集委員
明星慶洋� 有馬卓司� 石橋圭介� 井上和弘

鎌倉浩嗣� 久保亮吾� 後藤 薫� 小林亜樹�

齋藤康弘� 笹部昌弘� 鈴木健治� 田久 修�

谷 重紀� 登内敏夫� 橋本尚久� 畑本浩伸�

平野拓一� 福元徳広� 古川智章� 真鍋哲也

山口典史� 山田 曉� 山中仁昭� 湯田泰明



北海道札幌市を見下ろす標高1,023�mの手

稲山頂上にスーパターンスタイルアンテナの

記念碑がある．手稲山は，第 11回冬季オリ

ンピック札幌大会の会場になり，現在でも年

間100万人を超えるスキーヤーが訪れる有名

な山である．この記念碑は，昭和 32年に手

稲山に北海道放送（株）［HBC］により設置さ

れた8段スーパターンスタイルアンテナの最

上段を半分のサイズにしたモデルである．そ

の銘板には「輸入が主流の当時，国産化の為

に産学の叡智を集め，苦労の末実現させた記

念すべきアンテナである」と記されている．

冬季の手稲山はスキーリフトで頂上まで簡単

に登れるが，夏季は登山しないと頂上に近づ

けない．執筆者は北海道大学で開催された

2016 年ソサイエティ大会参加時に頂上への

アクセスを試みたが断念した．この写真は，

HBC技術部の御厚意により御提供頂いたもの

である．

電気太郎（正員）
〈参考文献〉
（1）  h t t p : / / w w w . n t t w e m . c o . j p /

knowledge/subaru/index.html 

写真を募集致します
マガジン編集委員会では，「通信がみえる一枚の写真」をテーマに写真（電子ファイル（jpeg）あるいはプリント），タイトル，
説明文（約 300字）を募集致します．詳細は，通信ソサイエティマガジンHP（http://www.ieice.org/~cs-edit/magazine/ieice/
photo.html）を御参照下さい．
送り先：
【郵 送】〒105-0011 東京都港区芝公園3-5-8 機械振興会館内 電子情報通信学会 通信ソサイエティマガジン担当
【メール】b-plus@ieice.org までお送り下さい．

43The pho tograph,
Communica t ion can be seen.  

手稲山頂上のスーパターンスタイルアンテナ
岩井誠人（正員：シニア会員）
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スマートフォンから
見るICT技術

小特集

●スマートフォンの高性能化を実現する先端半導体パッケージ　　
●セルラシステムと無線LAN間の連携技術
●スマートフォンOS
　――多彩なアプリケーション環境を現出させた立役者――
●ユーザインタフェース ――デザインの視点から――
●現場で使われているスマートフォンアプリ技術 
　――名刺管理アプリの事例から――
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