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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．

写真は，1970 年に開催された「大阪万博」で，

日本電信電話公社（現在のNTT）が電気通信館で展

示した「ワイヤレステレホン」である．現在は，神

奈川県横須賀市のNTTドコモ R&Dセンタのロビー

に展示されている．当時は，来場者が実際に手に取っ

て操作することができ，会場内の端末同士や日本国

内に通話することができた．大いに人気を博して，

約 65 万人がワイヤレステレホンの通話を体験した

とのことだ．

見た目には，一昔前の家庭用コードレスホンといっ

たところだろうか．2025 年には大阪・夢洲（ゆめし

ま）で，「大阪・関西万博」が開催される予定だが，「ワ

イヤレステレホン」以上のインパクトを残す「電話機」

は現れるだろうか．

61The pho tograph,
Communica t ion can be seen.  

ワイヤレステレホン

北尾光司郎（正員）
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ⓒ電子情報通信学会2022

まず通信とは何か―整理すると，人間が自然に身に付けている発声能力や聴覚，視覚な
どによって，直接的に情報を伝えることが可能な距離限界を超え，何らかの道具や媒体を
使用して意志，情報，感情などの交換を行う活動を指します．このような通信は，現在で
は電気を用いる方法が主流となっていることは御存じかと思います．通信技術の歴史を振
り返ると，1800 年代以前ではのろし，飛脚，望遠鏡，郵便，伝書鳩などを用いた方法が生
み出され，1800 年代では電気の性質の解明に伴い，電信機，電話機，無線通信などが生み
出されました．1900 年代になると更に工夫が施され，ファクシミリ，ラジオ，テレビ，ディ
ジタル通信，衛星通信，インターネット，電子メール，自動車・携帯電話，無線 LANなど
様々な技術が生み出されました．これからも新たな通信技術が生み出され続けるでしょう．
また通信インフラに目を向けると，通信インフラは現在では人間生活や産業経済活動に

必要不可欠な基盤となっています．例えば，災害発生時などに緊急通報や安否確認などの
通信や，警察・防災などの通信を確保することは，安全な社会生活の維持に不可欠です．
またこのような通信インフラによって，いつでもどこでも最新のニュースをすぐに知るこ
とや，世界中の人と電子メールなどで連絡をとることを日常的に可能としています．この
ような通信の重要性や利便性はこの先も高められ続けるでしょう．
さて電子情報通信学会では，2020 年 6 月から小・中・高・高専・大学生などを対象と

したジュニア会員制度が導入されました．本通信ソサイエティマガジンの発行の目的とし
て，若手研究者や学生へ通信に関連する最先端の話題を分かりやすく説明すること，基礎
的な技術を平易に解説することが挙げられます．このような発行の目的から，本マガジン
の記事はジュニア会員に向けた情報発信源として重要な役割を果たすと考えられます．そ
のため，ジュニア会員や将来の通信技術者・研究者の方々が，通信分野に対し改めて興味
を持ってもらえるような記事を集めて小特集として提供することになりました．
既に通信分野に興味を持って頂いている若者やまだ持っていない若者にとって，本小特

集が興味の育成に寄与できれば幸いです．最後に，本小特集の発行にあたり，執筆頂いた
皆様，査読，編集作業に御協力頂いた皆様に感謝申し上げます．

小特集の発行にあたって

編集チームリーダ  中林寛暁
Hiroaki Nakabayashi

未来を担う通信技術者・研究者のための
自由研究特集（ジュニア会員特集）

小特集編集チーム
中林寛暁，磯﨑裕臣，北尾光司郎，村上靖宜，蕨野貴之
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1. まえがき

現在の私たちの暮らしの中で、センサやロボットの技

術は欠かせないものになっています。身近にある機器の

中には，数年前には考えられなかったような高性能のセ

ンサが組み込まれ，日常生活の様々な活動を支えてくれ

ています．これらは通常見えにくい所に存在しているの

で，普段はそれらの働きを意識することはなく，実際に

も不便な思いをすることは少ないでしょう．ここで，こ

の重要な電子部品であるセンサに注目し，人々の便利で

安全な生活のために役立てる方法を考えてみましょう．

2. センサとは

一般に温度や圧力などの物理量を電気信号に変換する

ための電子部品をセンサと呼んでいます（表 1）．この中

には，人間の五感では感知できないもの（超音波，磁気，

放射線，赤外線・紫外線など）を捉えるものもあり，

様々な分野で便利に活用されています．最近では，半導

体式のセンサが急速に普及し，高精度で安価なものが容

易に手に入るようになりました．これらは検出する原理

が異なるものでも出力の方法が共通化されているので，

マイコンを使って計測や制御をするのに適しています．

3. 赤外線の利用

人間の目に見える光を可視光線（赤色〜紫色）と言い，

その範囲の外側に目には見えない光（赤外線，紫外線）

があります．このうち，赤外線は紫外線に比べて人体へ

の害が少ないことから，日常生活の多くの場面で利用さ

れています．例えば，テレビのチャネルや音量を変える

ためのリモコンは，メーカごとに決められたパターンで

赤外線を点滅させ，テレビの本体と通信しています．ディ

ジタルカメラやスマートフォンのカメラを使ってリモコ

ンの先端を見れば，光っている様子を観察することがで

きます．また，人が近づいたら開く自動ドアも，人体の

検知のためセンサ（人感センサ）の働きによるものです．

目に見えない光は利用するのに不便なように思えますが，

機器に組み込んで社会の中で使用する場合に，人目を引

かずに機器を利用できる点では便利です．

4. 福祉分野での活用

高齢者や障害者の生活を支える機器は，対象者の人数

が限られていることから，一般向けの機器に比べて製品

開発や商品化が進まない傾向があります．また，市販さ

れた場合でも少量生産のため高価格な商品となり，普及

が進まない要因になっています．こうした人々の不自由な

生活の場面に目を向けると，センサの新しい活用法を考

えるきっかけになります．次にその活用例を紹介します．

4.1 道路の白線を検知する白杖

図 1 は，目が不自由な人が道路を歩行する際に，車道

と歩道の境界や横断歩道に引かれている白線を検知する

機能を，普段の外出時に携行する白い杖に内蔵した用具

表１　主なセンサの種類と用途

センサ 用途
温度センサ 暖房機，冷蔵庫，体温計
湿度センサ 加湿器，気象観測
ガスセンサ 空気清浄機，アルコール検知
音センサ 騒音計，録音機（レコーダ）
超音波センサ 通信，距離測定
ホールセンサ 磁気測定，磁気検出
光センサ 街灯，自動照明，露出計

赤外線センサ リモコン，携帯端末の通信
自動ドア，防犯ライト

カラーセンサ 果物の色判別
加速度センサ 傾斜計，車の加速度計測
ジャイロセンサ ロボット，ゲーム機，ドローン
圧力センサ タイヤの空気圧，大気圧計

赤外線と光センサの活用

山口大学 岡田秀希 Hideki Okada

ジュニア会員向けページ
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（D）に応じて PSD 素子上の位置（x）が変わるので，そ

の大きさから物体までの距離が分かるしくみです（図 3）．

ここでは，製作した装置を帽子のつばに取り付けまし

た．目の不自由な方は片手に白杖を持つため，両手が塞

がらないようにしました．これで，つまずいて転倒した

場合でも反対側の空いた手を路面に突いて，けがのダ

メージを小さくすることができます（図 4）．

5. あとがき

センサのしくみや使い方が分かると，日常生活のいろ

いろな場面で活用するためのアイデアが湧いてきます．

「可視光線」は目に障害のない健常者に見える光を指す

言葉ですが，目の不自由な人には見えません．役に立つ

装置を作るときには，固定観念を捨てて実際に使う人の

不便を体験することが大切です．試作した装置を試験的

に使ってもらい率直な意見を聞くことも重要です．生の

声を取り入れることで新たな気づきを機能に反映させる

ことができ，実用化への道筋が開けることになります．

岡田秀希
1982宇部高専・機械卒．同年関西電力
入社．1985山口大工学部技官．2021
から山口大総合技術部技術専門員，現在
に至る．2016文部科学大臣表彰・科学
技術賞，同年日本学術振興会ひらめき☆
ときめきサイエンス推進賞を各受賞．

です．杖のグリップ内部に備えた光源（白色 LED）の光

を，透明なプラスチック棒を光の伝送路として用いて杖

先端から道路面を照らします．杖の先端が路面の白線上

にあるときは，反射した光が別のプラスチック棒の伝送

路を経て手元の光センサまで戻ってきます．一方，杖先

端が黒いアスファルト上にあるときは，光はほとんど反

射しないので，手元の光センサの検出値の違いで路面の

白線の有無が分かるしくみです．路面を照らす光源は，

別の光センサで周囲の明るさを測定して暗いときのみ点

灯させます．光源や光センサを手元のグリップ部に配置

したのは，電子部品が杖の先の衝撃や浸水で壊れるのを

防ぐためです．

4.2 頭部の障害物を検知する装置

歩道橋などの階段の裏側や荷台の高いトラックのよう

に，足元を探る白杖では検知できない頭の高さにある障

害物に衝突して，顔や頭をけがをする事故（図 2）が社

会問題となっていました．そこで，頭や顔の高さにある障

害物を，光センサの一種である PSD（Position Sensitive 

Detector）という電子部品を使って検知し， 「振動」また

は「音」で警告する装置を開発しました．物体までの距

離を測る主な方法としては，赤外線または超音波を使う

方式が代表的で，ここでは赤外線方式のセンサを選択し

ました．LED で発光した赤外線は投光用レンズで集光さ

れ物体表面で反射し，受光用レンズを通過して PSD 素

子の表面に戻ってきます．このとき，物体までの距離

図１　道路の白線検知の実地試験

図２　白杖による歩行と階段裏の危険 図４　試作機による動作試験

図３　PSDを用いた三角測量のしくみ
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 1	 はじめに
コウモリは我々のすぐそばで生活している．日没

前後に空を見上げると，鳥とは違った様子で急旋回
をしながら飛んでいるコウモリを見掛けることがあ
る．夜の空で，獲物である小さなユスリカ（自転車
に乗っていると口に入ってくる，あの！）を捕獲し
ている光景である．コウモリは口や鼻孔から超音波
を放射し，その反響音（エコー）で獲物を発見し，
更に飛行しながら器用にその小さな獲物を捕獲して
い る．Uexküll は 19 世 紀，“ 環 世 界（Umwelt）”
の概念を提唱し（1），生物それぞれが知覚している世
界は異なり，生物は各世界で主体的に行動している
と論じた．音を使って環境を認識しているコウモリ
は，主に視覚でこの世界を知覚している我々とは異
なる世界に住んでいることが予想される．例えば，
表面が滑らかな壁（例えば鏡）に斜め手前から音波
が入射すると，エコーは全反射によって入射方向と
は逆の向こう側に伝搬する．すると，我々には見え
る目の前の鏡であっても，コウモリにはエコーが届
かず，“何もない”と知覚される．実際，鏡に向
かって斜めから飛行するコウモリが，鏡を認識でき
ず衝突する様子も観察されている（2）．また見た目に
は大きさが等しいが“材質”が異なる物体を，コウ

モリは“大きさ”が異なる物体と誤って知覚する行
動からも（3），音を用いて知覚される世界が我々の住
む世界とは違っている様子を垣間見ることができ
る．音による空間把握のスペシャリストであるコウ
モリの世界をのぞき見ることで，コウモリの生態の
理解にとどまらず，音で“見る”世界や生物独自の
ユニークなセンシングが理解できるかもしれない．
そこにはきっと未来の技術に役立つ知見が秘められ
ていると筆者らは考えている．

本論文では，コウモリの紹介から，コウモリの超
音波を用いたエコーロケーションや彼らのユニーク
な戦略，更にいまだ謎に包まれているコウモリの音
で“見る”世界を垣間見るための最近の研究につい
て紹介する．

 2	 コウモリ
コウモリはヒトと同じ哺乳類に属し，コウモリ目

（翼手目）として哺乳類全体の種数（約 5,911 種）
の約 20〜25 ％を占める．これはネズミ目（齧歯
目）に次ぐ種数である．コウモリは大きくインプテ
ロチロプテラ亜目（Yinpterochiroptera）と，ヤン
ゴチロプテラ亜目（Yangochiroptera）に分けられ，
ほぼ全世界に分布し，種により体重が約 2 g から約
1 kg のものまで幅広く存在し生物学的にも多様で
ある．コウモリは，ヒトの血を吸うというイメージ
を持たれることもあるが，血を吸うコウモリはたっ
た 3 種のみである（4）．ほかのコウモリは，果物を食

コウモリのエコーロケーション
――音で“見る” 術に学ぶ――
Echolocation of Bats: The Technique of “See” with Sound

†	 	同志社大学，京田辺市
	 	Doshisha	University,	Kyotanabe-shi,610-0394	
Japan

ⓒ電子情報通信学会2022

Summary コウモリは，牙をむき出してヒトの血を吸う不気味な生き物だと思われているかもしれない．本論文
ではコウモリの真の姿を紹介する．暗闇で活動するコウモリは，視覚に頼ることができず，音を用い

て世界を “見る” 能力を身に付けた．コウモリが放射する音は，我々ヒトには聞くことのできない “超音波” と呼ばれる高
い音色の音である．超音波を使って周囲を把握することをエコーロケーションと呼び，本論文では特に，コウモリが超音
波をどのように使い生活しているのか，また超音波で “見る” 世界とはどのようなものなのかを，現在明らかになっている
知見を基に紹介する．本論文を読んだ後，小さな体で賢く振る舞うコウモリを，より身近に感じて，生物とその生物から
垣間見える音の物理にも興味を持って頂けると幸いである．

Key Words コウモリ，エコーロケーション，音響シミュレーション，アクティブセンシング

手嶋優風　Yu Teshima†　土屋隆生　Takao Tsuchiya†　飛龍志津子　Shizuko Hiryu†

ⓒ電子情報通信学会2013
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小特集 未来を担う通信技術者・研究者のための自由研究特集（ジュニア会員特集）

べるものや蛾などの飛行昆虫を捕まえるものなどで
ある．

多くのコウモリは夜，暗闇の中で行動するため，
基本的に観察・計測が難しく，特に夜間の移動生態
についてはほとんど知られていない．近年では全地
球 測 位 シ ス テ ム（GPS: Global Positioning 
System）を用いた小形の GPS ロガーも開発され，
動物に直接ロガーを搭載し，その移動軌跡を調査す
るバイオロギング研究がコウモリにおいても少しず
つ始まってきている．それによると，一晩で採餌の
ために長距離を飛行し，また迷うことなく帰巣する
ことから，コウモリは脳の中に地図（“cognitive 
map”）を持っている可能性も示唆されている（5）．

日本においてもコウモリをよく見掛けることが
できる．アブラコウモリ（Pipistrellus abramus）
と呼ばれる体重 6 g 程度の小形の種で，高架下や家
の軒下などに住んでいることも多く，通称“イエコ
ウモリ”とも呼ばれる．一方，モモジロコウモリ

（Myotis macrodactylus）やキクガシラコウモリ
（Rhinolophus ferrumequinum）などの洞窟や樹
洞性のコウモリも国内には多種生息している．また
沖縄では，大形の種であるクビワオオコウモリが飛
行しているところを目撃することができる．

 3	 エコーロケーション
コウモリは，なぜ暗い空間でも周囲に衝突するこ

となく飛行し，また小さな獲物を捕獲できるのだろ
うか？ その秘密は，エコーロケーション（反響定
位）という超音波を用いた環境把握行動にある．エ
コーロケーションとは，動物自ら発した音（以後，

「パルス」と呼ぶ）が周囲の物体などから跳ね返っ
てくる反響音（エコー）を耳で聞くことで，周囲環
境を“音の像”として知覚する行動（6）である（図
1）．一般的にヒトが聞くことができる音の周波数
の上限は 20 kHz とされており，それ以上の高い周
波数の音を超音波と呼ぶ．エコーロケーションを行
う動物としてはコウモリのほかに，イルカやクジラ
も挙げられ，いずれも超音波を用いている．コウモ
リではインプテロチロプテラ亜目の一部と，ヤンゴ
チロプテラ亜目のコウモリがエコーロケーションを
使用する．パルスを放射してからエコーを聞くまで
の時間（エコー遅延）から，物体までの距離を知る
ことができる（7）．また飛行中にコウモリが聞くエ
コーの周波数はドップラー効果により変化すること
から，物体と自身との相対速度をエコーの周波数か
ら検知していると考えられている．

 4  コウモリが放射するパルスの音響的
特徴

エコーロケーションを行うコウモリが放射する
パルスの音響的な特徴は「種特異的」であり，それ
ぞれの生息環境に適応していると考えられている．
多少の構造の違いはあるが，コウモリは使用するパ
ルスの時間周波数の構造から大きく 2 種類に分類
される．音の高さ（周波数）が時間的に一定な周波
数定常（CF: Constant Frequency）音と，周波数
が時間的に変化する周波数変調（FM: Frequency 
Modulated）音を組み合わせたパルスを用いる種
を「CF-FM コウモリ」，FM 音のみを用いる種を

「FM コウモリ」とそれぞれ呼ぶ．例として図 2 に
CF-FM コウモリであるキクガシラコウモリと FM
コウモリであるユビナガコウモリの超音波を示す．
一般的に，両種に共通してパルスは基本周波数とそ
の整数倍の周波数（倍音）を伴う調波構造となって
いる．キクガシラコウモリは，約 68 kHz 付近の第
2 倍音成分の音圧が最も大きく，約 34 kHz 付近の
基本周波数成分の音圧は小さい．

CF-FM コウモリは，静止中に自身の放射するパ
ルスの第 2 倍音の CF 成分（CF2 と呼ぶ）周辺の周
波数に対して，聴覚の感度が極めて高い．つまり
CF2 周波数周辺の僅かな周波数の変化を，高感度に
検知することができる（8）．例えば，獲物となる飛翔
昆虫からのエコーには，昆虫の羽ばたきによるドッ
プラー効果によって，CF2 周波数を中心に約 1 kHz
ほどの周波数の僅かな変調が起こる．CF-FM コウ
モリは CF2 周波数付近に感度の高い聴覚を持つこ
とから，この僅かな周波数の時間変化を検知するこ
とで，獲物を発見している．加えて CF-FM コウモ
リは，パルスの周波数を飛行速度に応じて調整して

図 1 コウモリのエコーロケーション
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いる．これは，自らの飛行によってエコーに生じる
ドップラー効果をキャンセルするためである．これ
をドップラーシフト補償行動と呼ぶ（図 3）（9）,（10）．
図 3 には，実験室内を飛行するキクガシラコウモリ
が発したパルスと返ってきたエコーの音声列の例を
示す．コウモリは，飛行中に発するパルスの周波数
を低下させている様子が分かる．これにより，自身
の飛行速度によらずエコーの周波数は常に聴覚感度
の高い領域内となり，獲物の羽ばたきによる周波数
変化を高精度に検知できる．CF-FM コウモリ独自
のユニークな行動として知られている（11）．

対して FM コウモリは，パルスの周波数が最も
降下した辺り（終端周波数と呼ぶ，図 2 右下）の
聴覚感度が最も高い（12）．そして FM コウモリも状
況に応じて，パルス特性を柔軟に変化させる．採餌
の際には，まず遠くの獲物を検知するために，終端
周波数周辺を強調した長いパルスを放射する．こう

することによって，自身の聴覚感度の高い周波数に
エネルギーを集中させ，より遠くからのエコーの検
知を可能とし，遠方の小さな獲物の発見に好都合と
なる．そして獲物を発見すると捕獲するために獲物
に接近するが，その際には周波数帯域が広く時間が
短い FM 音を放射する．周波数帯域が広く短い FM
音は，パルスとエコーの時間差の計測に有利であり

（7），獲物に接近すると同時に時間分解能が高いパル
スを放射することで，獲物の位置を精度良く計測す
ることが可能となる（図 4）（13）．

 5	 	コウモリのエコーロケーション戦略
コウモリのエコーロケーション行動が最も高度

に，またユニークに発揮される場面は，獲物を捕食
する採餌行動，衝突を避けるための障害物回避行
動，また仲間のコウモリが出す超音波に惑わされな

図2	CF-FMパルスと FMパルス

図3	ドップラーシフト補償行動

ⓒ電子情報通信学会2013
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いようにするための混信回避行動などが挙げられ
る．ここではそれぞれの場面でのエコーロケーショ
ン戦略について紹介する．

５.１　採餌行動
食料からエネルギーを補給することは，我々ヒト

も含め，生きる上で最も重要な行為の一つである．
コウモリは，一晩に自身の体重の 30％を超える量
を捕食するが（14），どのようにして効率的に数多くの
獲物を捕食しているのだろうか．コウモリのパルス
を計測すると，採餌の様子を詳しく知ることができ
る．コウモリは獲物を捕食する直前，buzz と呼ば
れるパルス間隔（IPI: Inter pulse interval）が極め
て短い音声列を放射することが知られている（15）．
Fujioka ら（16）は，コウモリの採餌場所を複数のマイ
クロホンで囲み，各マイクロホンに届くコウモリの
パルスの時間差を用いてコウモリの飛行軌跡とパル
スの放射方向を計測するシステムを開発した．その
結果，コウモリが僅か 1 秒の間に 連続して 2 回の
捕食を行うことがあること，またその際には，連続

で捕食するための最適なルートを選択していること
を発見している．このようにコウモリは戦略的に自
らの飛行空間をエコーロケーションによって“先読
み”をすることで，効率的に短時間で多くの採餌を
実現していることが明らかとなりつつある（図 5）．

５.２　障害物回避行動
コウモリがエコーロケーションを用いて障害物

を華麗に回避する行動は，工学応用の可能性が高い
行動として注目されており，行動計測のほか，モデ
ル化やロボットへのアルゴリズム応用などが検討さ
れている．Yamada ら（17）は，3 枚のアクリル板を
障害物として左右交互に配置し，コウモリに S 字
飛行を繰り返し行わせた．コウモリは，未知空間と
なる初回飛行から，衝突することなく障害物間を通
り抜けて飛行したが，空間を十分に学習した後で
は，初回の飛行に比べて，飛行軌跡が最短経路に近
づき，またパルス放射回数も減少していることが分
かった（図 6）．すなわち，コウモリがエコーロ
ケーションによって空間構造を記憶していることの

図4	捕食までの FMパルスの変化

図5	コウモリの “先読み ” 戦略
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ほか，空間を学習することによって障害物回避のナ
ビゲーションを効率化することも分かった．筆者ら
のグループでは更に，未知空間で観察されたコウモ
リのパルスの放射方向の変化を模倣した，超音波セ
ンサ搭載のトイモデル形自走ロボットの開発も行っ
ている（18）．エコーロケーションは，音波を利用し
た非常にシンプルなセンシングの原理に基づいてい
る．コウモリを用いた行動計測で得た知見を，実際
のロボットに実装することで，その本質を見極め，
また新たな技術課題へとつないでいく，コウモリ研
究の面白さの一つはここにある．

５.３　混信回避運動
コロニーを作り仲間と共に生活をするコウモリ

は，他個体のパルスやエコーが多数存在する空間に
おいても，自身が必要とするエコーを正しく抽出し
なければならない．コウモリがどのようにして，周
囲の仲間との混信を回避しているのか，長いコウモ
リ研究の歴史の中でも大きな疑問の一つとなってい
た．Hase ら（19）は，背中に小形のテレメトリマイ
クロホンを搭載したコウモリ 4 個体を実験室内に同
時に飛行させ，その際に各コウモリが飛行中に発す
るパルスを詳しく調べた．事前に観察したそれぞれ
の単独飛行時のパルスと比べた結果，グループで飛
行するコウモリは，FM パルスの終端周波数をお互
い僅かに変化させて，周波数の重なりを避けている
ことが分かった．どのようなルールでコウモリがお
互いの周波数を決定しているか，またより多くの集
団の場合はどうであるか，などは今のところ分かっ
ていない．コウモリは混信環境内でも自身のエコー
を識別するために，パルスの特性のみならず，飛行
ルートも効率的に選んでいることも予想される．信
号の混信はコウモリだけの話ではなく，我々ヒトが

有する技術や装置においても直面する課題でもあ
り，コウモリの知見が役立つ可能性が期待される．

 6	 	コウモリの見ている世界
これまで紹介してきた，コウモリのユニークで柔

軟な音波を利用したエコーロケーション戦略は，実
験によって計測できるコウモリの飛行軌跡やパルス
の音響特性の解析を通じて解明がされてきた．しか
し冒頭にも述べたように，コウモリが音で知覚して
いる空間は，我々ヒトが視覚に基づき知覚している
空間とは異なることが予想される．コウモリがエ
コーロケーションによって知覚する空間は一体どの
ようなものなのだろうか？ 最後に，筆者らのグルー
プが現在取り組んでいる新たな試みについて紹介す
る．コウモリはエコーに含まれる情報から空間を知
覚しているため，そのエコーが取得できれば様々な
疑問の解明への第一歩となる．しかし，パルスに比
べ微弱なコウモリの両耳に届くエコーを計測するこ
とは技術的に非常に困難である．そこで筆者らは，
行動計測と音響シミュレーションを組み合わせるこ
とによって，飛行中のコウモリに届くエコーを算出
する方法を提案した（20）．行動計測を行った実験室
空間と同様のシミュレーション空間を構築し，実測
したコウモリの飛行軌跡とパルス情報を音響シミュ
レーション空間に導入することで，コウモリの両耳
に届くエコーを全て算出することができる．

コウモリ自身と物体との距離は，先述のようにパ
ルスを放射してからエコーが返ってくるまでの時間
差から求めることができる．更に物体が存在する水
平面の角度は，左右の耳に届くエコーの到達時間差
で推定できるとする（図 7）．音響シミュレーショ
ンによってエコーが復元できると，上記の方法を
使ってエコーがどこから反射してきたか（エコー
源）を推定することができる．更にエコー源の座標
を可視化することによって，エコーロケーションを

図 6　空間を学習するコウモリ

図 7　両耳に届くエコーの到達時間差

ⓒ電子情報通信学会2013
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通してコウモリが音で把握している空間構造がどの
ようなものか，知ることもできる．

そこで筆者らは，先に紹介した Yamada ら（17）が
示した，3 枚のアクリル板の間を S 字飛行させたコ
ウモリの行動データに対して，音響シミュレーショ
ンを使用し，障害物を回避する飛行中のコウモリに
届くエコーの算出を行った．エコー源の座標を可視
化した結果，コウモリがエコーロケーションによっ
て把握しているエコー空間は実際の空間とは異なっ
ていることが明らかとなった（図 8）．すなわち，
コウモリは障害物であるアクリル板全体を把握して
いるわけではなく，エコーロケーションでは部分的
にしか把握できていないこと，更に空間学習が進む
と自身の飛行に重要となる障害物のエッジ付近にエ
コー源が集中することも分かった．これらのことか
らコウモリがエコーロケーションを通して“見て”
いる空間こそ，飛行するために必要な空間情報であ
り，効率的なセンシングの工夫がそこに集約されて
いる．コウモリは，パルスを放射し，エコーによっ
て“見えた”瞬間の空間を把握する．断続的にパル
スが放射されると，コウモリにとっては「パラパラ
漫画」のような認識空間の更新が行われているはず
である．そのような粗い空間の認識更新の中で，採
餌や障害物回避を高度に行っているコウモリは，非
常に効率の良い空間認識行動をしていることは想像
に難くない．

 7	 	おわりに
このようにこれまで飛行軌跡，パルス特性から検

討されてきたコウモリのエコーロケーション行動に

対し，現在では，エコーを含め検討することができ
るようになってきている．今後は，エコーからコウ
モリがどのように信号を処理しているのか，という
点も含め，コウモリの知覚空間をより具体的に明ら
かにする必要があるだろう．またコウモリへの入力
であるエコーと，出力である飛行・パルスが取得で
きれば，入出力の関係からコウモリの意思決定も推
定可能となる．このようにコウモリのエコーロケー
ション研究は，最終目標の一つである，コウモリが
音で“見る”世界の解明へと着実に進み，ナビゲー
ションに関わる高等動物の意思の解明へとその歩み
を伸ばしていきたい．

最後に，コウモリを対象とした実験は，日々のコ
ウモリの体調や機嫌などにも影響を受け，中々に難
しい．しかし，コウモリのエコーロケーションを丁
寧に観察していく中で，生物の知恵やユニークな点
が垣間見えるときがある．加えて本論文で紹介した
ように，テレメトリマイクロホンや音響シミュレー
ションなどの工学的手法の開発によって，これまで
手に入れることが難しかった新たなデータが取得で
きるようになってきた．このようにコウモリ研究
は，生物と工学のまさに融合研究と言える．コウモ
リのエコーロケーションは，高校の物理で習う音の
法則に基本的に従った，極めてシンプルな行動であ
る．コウモリの行動を観察・計測することで，工学
的な知識や音の物理を理解し得ることができ，一方
で，コウモリを模倣したロボットの開発を通じて，
コウモリの行動の真の意味に気づかされることもあ
る．生物に興味のある方も，物作りに興味のある方
も，本論文をきっかけに，コウモリの研究に興味を
持って頂けたら幸いである．

図 8　エコーから推定したコウモリのエコー空間
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1 はじめに
私の研究室では，2006 年 8 月に「サマー・サイエン

スキャンプ」，2016 年 8 月に「ひらめき☆ときめきサ
イエンス」という光ファイバ通信の体験実習プログラム
を実施しました．本稿では，ジュニア会員の皆様向け
に，これらのプログラムについて執筆させて頂きます．

2 「サマー・サイエンスキャンプ」と「ひ
らめき☆ときめきサイエンス」について

サイエンスキャンプ（1）,（2）は，公益財団法人日本科学
技術振興財団（JSF）が主催していた実験・実習を主体
とした科学技術体験合宿プログラムです．あまり触れる
機会のない，先進的な研究テーマに取り組んでいる大
学，公的研究機関，民間企業の研究所などを会場とし
て，実際の研究現場などの第一線で活躍する研究者や技
術者から 3 日間あるいは 4 日間，直接指導を受けるこ
とができます．サマー・サイエンスキャンプは，夏休み
の時期に実施されるサイエンスキャンプです．

ひらめき☆ときめきサイエンス（3）は，独立行政法人
日本学術振興会が主催するイベントで，国から交付され
る科学研究費補助金（科研費）により大学や研究機関で
行われている最先端の研究成果を，じかに見る，聞く，
触れることで，科学のおもしろさを感じてもらうプログ
ラムです．主に 1 日の日程で行われます．この 2 年間
はコロナ禍の中，実施には多大な困難が伴ったことは容
易に想像がつきますが，それでも多くのプログラムが実
施されています（4）．筆者が採択，交付された科研費の研
究テーマは，「隣接パルス間位相を安定化した光クロッ
ク逓倍回路に関する研究」（5）,（6）でしたが，高校生の皆
さんにはかなり難解な内容でしたので，「体験しよう！
光ファイバー通信による画像伝送」と題してプログラム
を実施しました（7）,（8）．

3 光ファイバ通信
石英ガラスを材料とする光ファイバは，直径 125 µm

と細くて軽く，低損失といった特長があります．この光
ファイバを用いた光ファイバ通信は，他の方式では実現
できない長距離で大容量の情報伝送を行うことが可能で
す．光ファイバは現在世界中に張り巡らされてお
り（9）,（10），インターネットを使って大容量のファイルを
やり取りしたり，YouTube などの動画像サイトで 4K
や 8K といった高精細画像を閲覧することができるの
も，光ファイバ通信のおかげです．また，光ファイバは
携帯電話と並んで重要な通信インフラであり，その更な
る発展を目指して多くの研究者が日々研究開発に努力し
ています．

私は以前，ソリトンと呼ばれる光パルスを用いた光
ファイバ通信の研究を行っていました．また，学部 3
年生で履修する学生実験でも「画像の光伝送」という光
通信がテーマの実験を担当していましたので，光ファイ
バ通信に関する体験実習プログラムを実施することにし
た次第です．

4 同志社大学について（11）

同志社大学は，1875 年に新島襄（1843-1890）に
よって設立された同志社英学校が母体となっています．
新島は，江戸末期の息苦しい封建社会に束縛されること
を嫌い，21 歳で国禁を犯して密出国し渡米しました．
10 年間アメリカで神学などを学んだ新島は，教育が国
の発展に極めて重要であることを確信し，帰国後，大学
設立に向けた準備を始めました．「同志社」とは，新島
と「志を同じくする者が創る結社」の意味が込められて
います．

同志社大学には，京都市中心部にある京都御所の北隣
に位置する今出川校地と，京都府南部の京田辺市に位置
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する京田辺校地があります．今出川校地は同志社大学誕
生の地で，主に文系学部によって構成され，キャンパス
内には重要文化財が 5 棟あります．京田辺校地は主に
理系学部によって構成され，私が所属する理工学部もこ
の京田辺校地にありますが，緑豊かな自然に包まれた広
大な敷地を有しています．本学の紹介はこのあたりまで
としますが，私立大学は創設者の意思が校風に如実に反
映されます．皆様も一度興味のある大学の歴史など調べ
てみられてはいかがでしょうか．

5 体験実習プログラムについて
ここでは主に，2 泊 3 日で実施したサマー・サイエン

スキャンプについて書くことにします．プログラムで
は，半導体レーザを用いた光送信機を作製し，光受信機
と光ファイバで接続してビデオカメラの動画像の伝送実
験を行いました．光ファイバの接続は，光コネクタによ
る方法と融着接続と呼ばれる方法とによって行います．
また，長さ数十 km の光ファイバの損失を測定し，その
低損失性を体験してもらいました．さらに，工学部の電
気工学科及び電子工学科の研究室見学も行いました．図
1 はテキストの表紙です．

プログラムの実施にあたっては，研究室の大学院生 3
名に TA（Teaching Assistant）として，様々な準備作
業や当日の運営の手伝いを行ってもらいました．TA に
はアルバイト謝金が支払われますが，彼らの手助けのお
かげで滞りなくプログラムを実施することができまし

た．更に，京都府立高校の先生にアドバイザーをお願い
し，準備期間中に各種助言を頂きました．また，期間中
はプログラムに終日参加して頂きました．

以下，時系列でプログラムの様子を書いていきます．
参加者は高校 1 年生から 3 年生までの 18 名でした．

５. １　1 日目 
〔14:00-15:30〕

全員がほぼ時間どおりに到着し，開講式を行いまし
た．各自自己紹介の後，同志社大学の紹介，光通信の基
礎，プログラムの概要について講義を行いました（図
2）．

〔15:40-18:00〕
実験室へ移動し，六つの班に分かれて光送信機の作製

に取り掛かります．図 3 に回路図を示します．トラン
ジスタ 1 個からなる回路で，入力端子に入力された電
気信号の電圧に応じて半導体レーザ（LD）からの出力
光強度が変化します．この光信号を光ファイバに伝送さ
せ，入力光強度に応じた電圧を出力する光受信機で受信
して光ファイバ通信を行う仕組みです．

図 1　サマー・サイエンスキャンプのテキスト表紙 

図2　講義の様子

図３　光送信機の回路図
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プログラムでは，あらかじめ作製した基板に半導体
レーザなど主要な部品を取り付けておき，参加者には残
る数個の部品をはんだ付けで取り付けてもらいました．
今なら KiCad のようなフリーの CAD ソフトで回路図
と基板データを作製し，格安で基板を作製してくれる
サービスを利用すれば，比較的楽に穴開け基板が用意で
きます．当日，多くの参加者は慣れないはんだ付け作業
であったため，作製に少し苦労していました（図 4）．
図 5 は作製した光送信機です．基板の右下から出てい
る白い線のように見えるものが光ファイバ（被覆の直径
は 0.9 mm）で，半導体レーザからの光はこの光ファイ
バを通って出力されます．

1 日目のプログラムは 18:00 で終了しました．参加
者は JSF の方の引率の下，宿舎へ移動しました（図 6）．
宿舎での様子は 文献（12）に記載されていますので，ぜひ
御覧下さい．

５. ２　2 日目 
〔9:00-12:00, 13:00-15:00〕

引き続き光送信機の作製に取り組みます．作製が終了
した班は，光送信機の基本特性を測定して正しく動作す
ることを確認します．

先に書いたように，最終的には，光受信機と作製した
光送信機を光ファイバで接続し，ビデオカメラの動画像
の伝送実験を行います．光受信機はこのプログラムのた
めにこちらで作製・用意しました．ビデオカメラやディ
スプレイのような AV 機器は，今は全てディジタルに置
き替わりましたが，伝送路の損失が増えたりして伝送品
質が劣化したときに，映像の乱れ等として観察しやすい
アナログのビデオカメラとディスプレイを用いました．
アナログビデオカメラの映像信号には，数十 Hz 程度か
ら 5 MHz 程度までの周波数成分が含まれており，光送
信機や光受信機には，このような周波数の信号が伝送で

図4　光送信機の作製作業

図5　作製した光送信機

図6　参加者が利用したキャンパス近くの宿泊施設

図7　光送信機と光受信機の特性測定の様子
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きる特性が必要となります．そこで，基本特性の測定
後，所望の周波数の電気信号が損失なく伝送するかどう
か（周波数特性と言います）を測定してもらいました．

図 7 は周波数特性の測定を行っている様子です．手
前に見える茶色の板の上の左側に光送信機，右側に光受
信機が置かれています．写真では，光送信機と光受信機
を光コネクタで接続しています．光送信機の入力端子に
発振器を接続して正弦波を入力し，光送信機からのレー
ザ出力を光受信機で受信します．発振器の周波数を変え
て光受信機の出力電圧をオシロスコープで測定します．
測定結果はグラフにして評価しました．（写真は「ひら
めき☆ときめきサイエンス」でのもので，ビデオカメラ
とディスプレイも映っています．）

〔15:00-17:00〕
ほかの研究室の協力を頂き，超音波エレクトロニク

ス，電気電子材料，通信方式研究室の見学を実施しまし
た．

最終日の 3 日目には各班でプレゼンテーションを行
います．プレゼンに用いるノートパソコンを配布してそ
の説明を行いました．

〔17:00-19:00〕
参加者の方々，JSF 関係者の方々，アドバイザーの先

生，本学関係者など，プログラムの実施に関わった方々
の参加で立食形式の懇親会を行い，懇談を楽しみまし
た．

〔19:30-〕
宿舎では，各班で 1，2 時間かけてプレゼンテーショ

ンの準備を行ったようです（12）．

５. ３　3 日目 
〔9:00-12:00〕

3 日目はまず，長さ数 km～数十 km の光ファイバに
光コネクタを「融着接続」と呼ばれる方法で接続するこ
とから始めました（図 8）．融着接続とは，光ファイバ
同士を放電で溶かして接続する方法で，取り外しをしな
い箇所の接続によく用いられます．これに対して光コネ
クタは，電気のコネクタと同様に取り外して接続し直し
たりできます．光コネクタを接続した光ファイバの損失
を光パルス試験器（OTDR）という測定器で測定しまし
た．図 9 は長さ 25 km の光ファイバです．さらに，光
送信機と光受信機を光ファイバを介して接続して，光受
信機からの出力電圧を測定しました．最後に，ビデオカ
メラからの映像信号を光送信機に入力して，出力の光信
号を光ファイバに伝送させます．光受信機からの出力を
ディスプレイに接続して，動画像が再現されるかどうか
を確認しました．実験は 3 日目の午前中の早い時間に
全て終了し，残りの時間でプレゼンテーション準備の仕
上げを行ってもらいました．

〔13:00-14:30〕
プログラムで得られた結果を，各班 5 分程度で発表

してもらいました．2006 年といえば，まだ大学学部生
でもプレゼンテーションを行う機会があまりない時代で
したが，皆，上手にまとめてプレゼンテーションを行っ

図8　光ファイバの融着接続器

図9　接続した光ファイバの例

図10　最後に記念撮影
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たので驚きました．
最後に参加者全員に修了証を授与し，記念撮影を行っ

た後，解散となりました（図 10）．

6 むすび
以上，当研究室で実施した「サマー・サイエンスキャ

ンプ」と「ひらめき☆ときめきサイエンス」について，
主に「サマー・サイエンスキャンプ」の実施状況を紹介
しました．現在，様々な大学や研究機関，民間企業の研
究所でこのような体験実習プログラムが実施されていま
す．皆様もぜひ興味のある分野のプログラムに参加して
頂きたいと思います．
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 1	 はじめに
スマートフォンやパソコンで日常生活が便利に

なりました．その通信機器からの情報信号は，どの
ように世界中を飛び交っているのでしょう．家の
Wi-Fi の通信情報は，家から電話局までの光ファイ
バを伝わって世界中に行くことでしょう．スマート
フォンの信号は，まずは電波に乗って近くの電柱の
基地局に入り，基地局からは光ファイバを伝わって
いきます．インターネットで世界中の情報にアクセ
スできるのは，光ファイバによる海底ケーブル通信
システムが普及したためです．このように読者の皆
さんが情報社会の中で便利に生活している背景には
光通信技術の進歩があります．

便利さを享受していながらも，光通信のしくみを
身近に感じることはほとんどありません．家まで光
ファイバが引かれているといっても，光ファイバの
中を通ってきた光を見られるわけではありません
し，電柱の上のケーブルは光ファイバも電力線も同
じ黒色で，区別がつかないかもしれません．光で通
信するってどういうことかな，と考えてみたことは
ありますか？ 身近なところでは，テレビなどのリ
モコンは光通信です．赤外線という光を使って，リ
モコンのボタンに割り当てられた信号が光に乗って
発信されています．リモコンのケースを開けて分解
してみても，黒い樹脂パッケージの部品があるだけ
では，ケースの中で何が起きているのか分からない

と思います．
このような若い人を取り巻く状況に鑑みて，筆者

らは平成 30 年から「ひらめき☆ときめきサイエン
ス 光トランシーバを作ってみよう」という高校生
向けの実習イベントを実施しています（1）．ちょう
ど山形県内の幾つかの公立高校に，「探求型学習」
に重点を置く「探求科」（理数探究科，国際探究科，
普通科探究コース）ができたタイミングで，毎年県
内の高校生から定員以上の参加申し込みがありま
す．このイベントの内容は，参加者が自分で簡単な
電子回路を組み立てて（2）～（4），光送信機と光受信機
を作り（5）～（7），それを使った実験を通じて光通信を
体感し，解説を聞いた上で最先端の通信方式研究と
の関連を学びます．元々は山形大学工学部技術部の
イベント「おとなのものづくり 身近な技術の体験
塾 発光ダイオードで光通信に挑戦！」で大人向け
に行っていたものを，高校生向けにアレンジして構
成しています．

本稿では，この光送信機と光受信機を皆さんに紹
介します（図 1）．この小特集の趣旨に配慮し，学
術的な解説よりも作製で困らないように意識して書
きました．自分で作ったものであれば，電子回路の
具体的な動作は分からなくても，光通信のしくみが
何となくでも実感できるのではないでしょうか．若
い皆さんには，書物による学びも大事ですが，実体
験が何より大切です．そのために，本稿の後半では
光送受信機を使った幾つかの実験実習も紹介してい
ます．

ここで使う電子部品のほとんどは東京・秋葉原の
大手パーツショップの通信販売で手に入れたもので

手軽に手に入る部品で作って楽しむ
光トランシーバ
Optical Transceivers That You Can Enjoy Making with Easily Available Parts 
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す．太陽電池は「100 円ショップ」などで手に入
るガーデン用ソーラーライトの太陽電池を分解して
使っています．拡大鏡（凸レンズ）や色付きプラス
チック板（下敷き）も 100 円ショップで入手しま
した．光ファイバは，大手通販サイトで手に入る電
飾用のプラスチック光ファイバです．光送信機，光
受信機を合わせておおむね 3,000 円弱の材料費用
でした．

本稿で紹介する光送受信機は，手軽に手に入る部
品で，ジュニア会員が楽しんで組み立てられるよう
に，シンプルな構成を最優先に考えて作りました．
そのため，最適な部品選定や回路最適設計などはし
ていませんので，御了承頂きたいと思います．

 2	 とても大事な注意事項
ここで作る光送信機には，強い光を発する部品を

使います．レーザダイオードと発光ダイオードで
す．その光を直接目に入れると，目に損傷を与える
可能性があります．光が目に直接入ることがないよ
うに十分に注意して下さい．作っているときも実験
しているときにも，自分の目と光の方向を意識して
下さい．ほかの人の顔に光を向けないで下さい．
レーザダイオードの光は，横から見ると光っている
かどうか分かりにくいものです．そんなときには，
レーザダイオードの前に手を置いて，手に反射する
光を見るようにしましょう（図 2）．

実験では拡大鏡を使います．凸レンズです．拡大
鏡で太陽の光，蛍光灯の光，光送信機の光を見るこ
とがないようにして下さい．

光送受信機には様々な電子部品を使います．電子
部品の足（リード）は金属製で細くとがっています．
皮膚や身体にけがをしないように注意して下さい．

周囲の大人の方にお願いです．上に書いたような

注意事項がありますので，一人で注意事項を守れそ
うにない場合には，大人の方が寄り添って，作製や
実験を見守ってあげて下さい．

 3	 光送信機と光受信機を作ってみよう
３.１　光送信機と光受信機のあらまし

まずどんなものを作製するのか，あらましを説明
します．図 3，図 4 はそれぞれ光送信機と光受信機
の外観写真です．光送信機も光受信機も単 3 乾電
池 2 本で動きます．電池ボックスにはスイッチが
ついていて，スイッチを閉じれば光送受信機が動作
します．電源が入っているかどうか分かりやすくす

光送信機

光受信機

外部入力

図１　本稿で紹介する光送信機と光受信機

図２　光っているかを確認するには…

外部入力
オーディオ
ジャック

電池ボックス

パイロット
ランプ

レーザ
ダイオード
（LD）

発光ダイオード
（LED）

↑スイッチ（赤）

↑スイッチ（黒）

図３　光送信機の外観写真

受光用LED

太陽電池
電池ボックス

パイロット
ランプ

スピーカ

オーディオ
パワーアンプ

図４　光受信機の外観写真
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るため，パイロットランプとして発光ダイオードを
電池ボックスのすぐそばに付けています．

光送信機には，メロディを奏でる電気信号を出力
するメロディ IC（IC: Integrated Circuit，集積回
路）があり，この音を光に乗せて送るようになって
います．メロディ IC の単調な音楽だけしか送れな
いとつまらないので，自分の好きな音声・音楽を光
に乗せるためのアナログ信号入力としてオーディオ
ミニジャックを備えています．光で送る音がメロ
ディ IC のものか，ミニジャックから入力したもの
かを切り換えるためのスイッチ（黒）があります．
光を出す部品は，光送信機では二つ備えています．
レーザダイオード（以下，LD と略します．）と発
光ダイオード（以下，LED と略します．）です．ど
ちらの光源を使うか切り換えるためのスイッチ（赤）
があります．

光受信機では，光を受けてその光に乗った音を鳴
らすスピーカを備えています．光を受ける部品は二
つ備えていて，どちらを使うかはスイッチで切り換
えます．光を受ける部品の一つは LED です．LED
は本来光を出す部品ですが，LED に光を当てると
それに応じた電流が流れ，フォトダイオードと同じ
振舞いをします（8）,（9）．もう一つの光を受ける部品
は太陽電池です．LED も太陽電池も，光を電気信
号に変換してくれますが，そのままではとてもス
ピーカを鳴らすほどの力はありません．そのため，
オーディオパワーアンプ IC（増幅器）で音の信号
を増大させてスピーカを鳴らします．

光送信機及び光受信機は，ブレッドボードと呼ば
れる試作用の電子回路配線プラットホームに電子部
品を挿して組み立てます．ブレッドボードは，図 5
の薄緑色の線で示されたように穴と穴が内部でつな
がっています．内部がつながっていない穴と穴を配
線するには，ジャンパ線（ジャンパワイヤともい
う）を使います．ジャンパ線には様々な長さのもの
があった方が組み立てるときに便利です．多様な長

さのジャンパ線がたくさん入ったセットが売られて
います．ブレッドボードを買うときには，忘れずに
ジャンパ線セットも買いましょう．

３.２　光送信機の組立手順
最初に光送信機を作成します．組立手順の説明の

ために，本文中で回路図を使います．回路図とは，
電子部品を簡易なシンボルで表し，部品間の電気的
な接続を黒線で表現する図です．回路図中の部品の
情報を付録 A に記しました．回路図が分かりにく
い読者でも組み立てができるように，各回路図に対
応するブレッドボード上の部品レイアウト図を付録
B に示しましたので参考にして下さい．

まず電池ボックスからブレッドボードへの電源
電圧を配線します．電池ボックスからの 2 本の線
をそれぞれブレッドボード下部 2 列にそれぞれ挿
します．更に，ブレッドボード上部 2 列にも電池
のプラスとマイナスがつながるように，赤のジャン
パ線で配線します．電池ボックスのスイッチをオン
にしたときに，通電中と分かるようにパイロットラ
ンプとなる LED を付けます．1 k Ωの抵抗と LED
を直列に接続します．図 6 のように組み立てたら，
よく確認した上で，電池ボックスのスイッチをオン
にします．パイロットランプ（青色 LED）が点灯
したら問題ありません．確認したら，電池ボックス

＋
ー

＋
ー

ブレッドボード内の配線

図５　ブレッドボードの内部配線

D2

B1

Z2

R3
電池 電池ボックス

抵抗1kΩ

LED（青）

図６　光送信機① 電池とパイロットランプ設置

ⓒ電子情報通信学会2013



解説論文　手軽に手に入る部品で作って楽しむ光トランシーバ 21

小特集 未来を担う通信技術者・研究者のための自由研究特集（ジュニア会員特集）

のスイッチを切ります．
次に，光送信機の内部音源であるメロディ IC を

取り付けます．メロディ IC は三つのリードついて
いてそれぞれ役割が決まっています．メロディ IC
の向きに注意してブレッドボードに挿して下さい．
メロディ IC を動作させて音が鳴ることを確認する
ために，圧電スピーカも取り付けます．図７のよう
に組み立てたら，よく確認した上で，電池ボックス
のスイッチをオンにし，スイッチ 1 もオンにしま
す．圧電スピーカから曲が流れれば問題ありませ
ん．確認したら，電池ボックスのスイッチを切りま
す．

メロディ IC の動作確認用の圧電スピーカは取り
外します．次に，光送信機の光源の一つである
LED を取り付けます．LED は二つのリードがあり
ますが，極性があります．長いリードが電圧の高い
方になるように挿して下さい．図 8 のように組み
立てたら，よく確認した上で，電池ボックスのス
イッチをオンにし，スイッチ 1 も 2 もオンにしま
す．赤色 LED は光りましたか．確認したら，電池
ボックスのスイッチを切ります．

次に，もう一つの光源である LD を取り付けます．
LD のリード線は二つあり，これも極性があります．
赤いリード線（アノード側）が電圧の高い方になる
ようにブレッドボードに挿します．図 9 のように
組み立てたら，よく確認した上で，電池ボックスの
スイッチをオンにし，スイッチ 1 もオンにします．
スイッチ 2 を切り換えることで光源が LED と LD
とで切り換わります．LD は光りましたか．確認し
たら，電池ボックスのスイッチを切ります．

次は，本稿の実験実習では使いませんが，オー
ディオ信号の外部入力用のオーディオジャックを取
り付けます．このジャックから好みのアナログ音響
信号を入力することで，その信号が光に乗ります．
光にメロディ IC の曲を乗せるか，外部入力の音響
信号を乗せるかは，スイッチ 1 で切り換えます．
ここでは，電解コンデンサを使いますが，これは
リードに極性がありますので注意が必要です．図
10 のように接続します．

このままでは音が光に乗っているか分かりませ
んから，簡易光受信機を作って確認します．光受信
機のブレッドボードを準備して，図 11 のように受
光用 LED と圧電スピーカをつなぎます．ここでは
使いませんが，せっかくなので，電池ボックスの配
線，パイロットランプの配線，ブレッドボードの上
下それぞれ 2 列の電源の配線も済ませてしまいま
しょう．このとき，二つの LED は図 12 のように

対向するようにリードを曲げるとよいでしょう．光
送信機と光受信機の両 LED がくっつくほど近くで
向き合うようにして，光送信機の電池ボックスのス
イッチをオンにします．スイッチ 1 はメロディ IC

3
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SP1
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図７　光送信機② メロディ IC 設置と動作確認
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図８　光送信機③ LED 設置
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図９　光送信機④ LD 設置
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が鳴るようにします．スイッチ 2 は LED が光るよ
うにします．簡易光受信機の圧電スピーカから音は
出ますか？ とても小さな音が鳴ります．確認した

ら，光送信機の電池ボックスのスイッチを切りま
す．これで光送信機の作製は終了です．

３.３　光受信機の組立て手順
次に，光受信機を組み立てます．先ほど簡易光受

信機を作りました．そのブレッドボードを使いま
す．簡易光受信機の電池ボックスのスイッチをオン
にします．パイロットランプは点灯しますか？ 点
灯が確認できたら，簡易光受信機の電池ボックスの
スイッチを切ります．

簡易光受信機の圧電スピーカから鳴る音はとて
も小さいものでした．受光用 LED からの微弱な電
気信号を，スピーカが鳴るほどに大きくするため
に，オーディオパワーアンプ（増幅器）を付けま
す．簡易光受信機の圧電スピーカをブレッドボード
から外します．そして図 13 のようにオーディオア
ンプとその周辺部品を付けます．スピーカも取り付
けます．これまでより配線数が多いですが，注意深
く部品一つ一つ確認しながら配線して下さい．オー
ディオパワーアンプの向きや電解コンデンサの極性
に十分に注意して下さい．今回使ったオーディオパ
ワーアンプでは，樹脂パッケージの角が斜めに切れ
ている方のピンが 1 番ピンです．
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図 11　簡易光受信機による光送信の確認
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図 14　光受信機② 太陽電池設置
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光受信機では，光を受ける部品は LED だけでな
く太陽電池も使います．太陽電池を図 14 のように
取り付けます．光受信機のスイッチ 3 は，受光用
の部品を LED にするか太陽電池にするかを切り換
えます．

組み立てたら，動作確認をしてみましょう．光送
信機の LED を，光受信機の LED と対向させましょ
う．そして，光送信機と光受信機の電池ボックスの
スイッチを共にオンにします．スピーカからメロ
ディ IC の曲が鳴りますか？ 鳴らない場合には，光
送信機のスイッチ 1 がメロディ IC 側になっている
か，光受信機のスイッチが受光用 LED になってい
るかを確認しましょう．確認しても曲が鳴らない場
合には，一度電池ボックスのスイッチを切って配線
を確認しましょう．受光用 LED で光を受けて，ス
ピーカからメロディ IC の曲が鳴るようなら，次は
光受信機のスイッチを切り換えて太陽電池で受光す
るようにして，光送信機 LED の光を太陽電池に当
ててみます．スピーカからメロディ IC の曲が鳴り
ますか？ 今度は光送信機の光源を切り換えます．
スイッチ 2 を切り換えて，光送信機の LD から光が
出るようにします．その光を，光受信機の LED や
太陽電池に当てて，スピーカからメロディ IC の曲
が鳴りますか？ これらの確認が済めば，光送信機
と光受信機の完成です．

 4	 光送信機と光受信機でいろいろ試そう
４.１　LED光源の光で試してみよう

光送信機の LED の光を光受信機の LED で受け
て，LED 同士の角度，距離を変えてスピーカから
の音がどのようになるか調べてみましょう．光送信
機のブレッドボードと光受信機のブレッドボードが
同一直線上にあっても，LED 同士の向きがあって
いないと音が小さくなります．角度をいろいろと変
えて，音が大きくなるにはどうしたらよいか考えま
しょう．

光受信機を横に移動して，光送信機の LED の光
を方眼紙に当てて，方眼紙の位置を前後に動かして
みましょう．100 円ショップなどで購入したブッ
クエンドに方眼紙を張り付けて使うと便利です．光
源から遠ざかるにつれて，光は広がっていきます
ね．同じことを LD の光でもやってみましょう．ど
のような違いがありますか？

LED の広がる光を，拡大鏡を使って広がりを抑
えた平行光にしてみましょう．光送信機の LED か
ら離した位置に拡大鏡（凸レンズ）を置いて，拡大

鏡の後ろで方眼紙を前後させたとき，方眼紙に映る
光の面積がほぼ同じになるのは，光送信機から拡大
鏡をどれほど離して置いたときでしょう（図 15）．

今度は，拡大鏡の位置をもう少し光送信機から離
して，拡大鏡の後ろで光が焦点を結ぶようにしてみ
ましょう（図 16）．その焦点の位置に光受信機の受
光用 LED を置くようにするとスピーカから割と大
きな音が鳴りますね．このように，拡大鏡を使えば
光送信機と光受信機の距離を長くとれるようになり
ます．小・中学校の理科や高校物理でも習う凸レン
ズの性質を体験できます．

LED の光を，光受信機の太陽電池で受けること
にしてみましょう．太陽電池の受光面は LED のそ
れより格段に広いので，光受信機の位置の影響を受
けにくいですね．

次に，光送信機の LED と光受信機の受光用 LED

図 15　LED 光の広がりと平行光

図 16　拡大鏡で集光

図 17　光ファイバで光を伝える
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を光ファイバでつないでみましょう．こうすれば，
光送信機と光受信機の置き方（角度や距離）の影響
がなくなりますね（図 17）．

光ファイバは，電飾用のプラスチック光ファイバ
が大手通販サイトなどを利用すると手に入ります．
断面直径が 1～1.5 mm のものが取り回ししやすい
と思います．希望の長さのものがあればよいです
が，長いものを入手して切って使うことでもよいと
思います．いろいろな長さを自分で準備できること
になりますから，その方がよいかもしれません．も
しニッパなどで切って使う場合には，ホットプレー
トなどの熱した金属板などに光ファイバ端面を押し
付けて，図 18 のように端面を整えておいた方が再
現性の良い実験になると思います．

LED 樹脂パッケージとプラスチック光ファイバ
をつなげるのはちょっと難しいかもしれません．今
回は，核磁気共鳴装置用の試料管キャップに光ファ
イバとほぼ同径の穴を開けて利用しました．もし光
ファイバの太さがもう少し太くて，LED 樹脂パッ
ケージと同程度であれば，ゴムチューブのようなも
ので両者を押えるようにすることも可能かもしれま
せん．

４.２　LD光源の光で試してみよう
LD の光を，光受信機の LED で受けてみましょ

う．光源が LED の場合と比べてどうですか？ 光の
当て方が格段に難しくなりますね．LD の光は小さ
な点なので，LED で受けるにはちょっとした位置
や角度のずれがスピーカの音に大きく影響します．
実験するには，図 19 のように受光用 LED のリー
ドの曲げ方を変えて，ブレッドボードに LED の樹
脂パッケージを寝かせた方がやりやすいかもしれま
せん．

次は，LD の光を太陽電池で受けてみましょう．
そして，光送信機と光受信機を離していき，音が聞
こえる距離がどの程度かを調べてみましょう．この
実験をするときには，図 20 のように LD の光を紙
に当てて，今どこに光があるかを見ながら行うのが

よいでしょう．一度光のある位置を見失うと，どこ
に光があるか探すのは大変ですし，探しているうち
にLDの光を目で直接見てしまうことが避けられます．

４.３　波長分割多重の実験
長距離大容量の光ファイバ通信では，1 本の光に

多数の波長の異なる光を入れて（「多重する」と言
います．），それぞれの波長の光に信号を乗せてたく
さんの情報を送っています．このやり方を波長分割
多重と言います．波長が異なるというのは，別の言
葉で言えば，色が違うということです．多重したも
のは，受信機で分離しないといけません．そのため
には光フィルタで分離したい波長の光だけを通過さ
せることになります．このことを，今回紹介した光
送信機と光受信機で体験できます．

ちょっと大変ですが，光送信機を三つ作りましょ
う．友達同士で光送信機を持ち寄ってもいいかもし
れません．そしてそれぞれの光送信機の光源を赤，
緑，青と異なる色の LED にします．つまり，三つ
の光送信機のうち 2 台の光送信機は，送信機回路
図中の D1（赤色）の代わりに，付録 A の D3（緑
色）または D5（青色）を使うことにします．メロ

図 18　端面処理された光ファイバと LED の接続処理 図 19　LD 光を受光するための LED の配置

光送信機→

↑光送信器
LDの光↑

図 20　LD 光での光通信の実験
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ディ IC の曲が同じだと，どの送信機からの音が受
信機から鳴っているか区別できませんから，三つの
送信機で異なる曲のメロディ IC（IC1～IC4）を使
うようにしましょう．こうすれば，曲で LED の色
を判断できます．図 21 のように三つの光送信機か
らの光を一つの光受信機の太陽電池で受けてみま
しょう．スピーカから出る音は三つの曲が混ざって
いますね．これは多重されたままの状態を意味しま
す．所望の曲だけをスピーカから鳴らすためには，
光フィルタを使います．100 円ショップなどで下
敷き用に入手可能な色付きのプラスチック板を使い
ます．赤，緑，青などのプラスチック板を光受信機
の太陽電池の前に色付きのプラスチック板を置いて
みましょう．赤の光送信機からの曲だけをスピーカ
から聞くためには，どの色のプラスチック板がふさ
わしいでしょうか．様々な色のプラスチック板を置
いて，どの光送信機の曲がスピーカから聞こえてく
るかを試してみましょう．三つの音が混じりうるさ
くて実験しにくいときは，一つの色の光送信機でプ
ラスチック板の色を変えて音がどのようになるか調
べ，その後，別の色の光送信機で同じように実験を
繰り返す，というようにするのもよいかもしれません．

図 22 は，今回筆者らが使用したプラスチック板
について，透過率の波長特性を示しています．透過
率とは，入力光強度に対してどれくらいプラスチッ
ク板を透過できるかを示しています．図には，各色
LED の発光波長も併せて示しました．これを見る
と，赤色のプラスチック板は，赤色 LED の光しか
透過しないことが分かります．一方，青色プラス
チック板は，青色 LED 光はもちろん透過しますが，
緑色や赤色 LED の光もほんの少し透過できること
が分かります．完全に青色光だけを波長分割多重光
から分離するには，青色プラスチック板の光フィル
タとしての性能向上が大切だということが分かりま

す．

 5	 光通信技術の解説
本稿で扱った光送信機及び光受信機の通信の方

式 は， 強 度 変 調 － 直 接 検 波（IM-DD: Intensity 
Modulation-Direct Detection）と呼ばれる通信方
式です．光送信機で，送ろうとする信号の大きさに
合わせて光の強さ（強度）を変化させることを強度
変調と言います．（送りたい信号を光や電波に乗せ
ることを「変調」と言います．）光受信機に入射し
た光の強度変化をそのまま電気信号として受け取る
ことを直接検波と言います．光の強度変調をするに
は，レーザダイオードや発光ダイオードを光らせる
ための電流に，送りたい信号変化を重畳するだけで
済みます．また，直接検波は，本稿で扱った受光用
LED や太陽電池のような光電変換素子を使うだけ
のことです．このように，IM-DD 方式は簡単な構
成で実現でき，適用領域を問わず光通信における基
本的な方式となっています．今回，赤・青・緑の色
の光を使いました．このように，目に見える波長の
光で通信を行う光通信は，可視光通信と言います

（10）．長距離光ファイバ通信では，石英ガラスでで
きた光ファイバを使いますが，そのときの光の波長
は光ファイバの最低損失波長である 1.3 µm や 1.55 
µm といった近赤外光を使います．この波長の光は
目に見えません．本稿の実習の最後で扱った波長分
割多重の技術は通信量を増やすための方法であり，
1990 年代に研究され実用化に至り，現在も引き続
き利用されています（11）,（12）．

これらの光通信方式をベースにして，長距離で大
容量な光通信技術領域ではその後，様々な光変調・
符号化方式（13）が検討されました．光源や光デバイ
ス・光回路技術の進歩（14）～（16）もあって，IM-DD

図 21　波長分割多重を試してみましょう
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図 22　プラスチック板の透過特性と LED 波長
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方式から大きく進歩したディジタルコヒーレント光
通信方式として登場しました（17）,（18）．更に，波長
分割多重を越えて情報の伝送量を増やすために，空
間分割多重方式が研究開発されています（19）,（20）．

電話局と家庭やオフィスを光ファイバで結ぶ
PON 技術の進展（21）により，モバイル（携帯電話
やスマホの通信システム）応用（22）,（23）や映像配信
技術（24）への展開がなされています．光ファイバと
無線技術の融合領域の研究開発により，ユーザが
ケーブルから解放されつつ，大容量な情報流通によ
り個人だけでなく公共の場でも利便性が向上してい
ます（25）,（26）．光無線技術は，地球上だけではなく，
宇宙空間にまで適用領域を広げています（27）,（28）．

以上，ジュニア会員が入手しやすく比較的読みや
すい書籍・文献を引用しながら，本稿で紹介した技
術をベースに発展し続ける光通信方式の系譜を簡潔
に紹介しました．

 6	 むすび
レーザダイオード，発光ダイオード，そして太陽

電池といった光と電気を結び付ける部品を主役に，
3,000 円程度で手軽に作れる電子回路を組み立て，
光で音を送れる光送信機・光受信機を紹介しまし
た．インターネット等で紹介されている同様のもの
に比べると部品点数が多いので，部品をそろえるの
には多少の手間がかかるかもしれません．しかし，
本稿の手順を参考に組み立て始めると数時間で組み
上がると思います．自分で作った電子回路で，発光
ダイオードが光ったり，スピーカから大きな音が
鳴ったりしたときには，達成感と喜びを感じると思
います．本稿で紹介した作成と実習を終えたら，ブ
レッドボードや抵抗・コンデンサを利用してほかの
電子回路にチャレンジすることもできます．是非お
試し下さい．

本稿で紹介した光送受信機は，手軽に手に入る部
品を使って，過度に複雑にならない回路で作れるよ
うにしました．これを教材として振り返ってみる
と，幾つかのいい点がありました．光源部品を直接
変調する強度変調を光送信機に採用したことで，光
送信機内に高周波回路や高価な光部品を使わないで
済みました．光受信機でも，直接検波を採用するこ
とによって，受信信号の周波数領域で動作する回路
で済みました．このことは，ブレッドボードで回路
を作って実習教育する上で幸いなことでした．目に
見える色の光を使ったことで，作製の際には，うま
く作れているかどうか目で分かりますし，実験実習

では光の道筋が分かるので実習実験が容易で，レン
ズの実験もできるものになりました．また，テスト
信号源である音楽はメロディ IC 一つで済み，受信
機の増幅器も IC 一つで済みました．これは，筆者
らが子供のころにホビーとしての電子工作をしてい
た頃には考えられないことです．今の時代は，本稿
のような教育実習教材づくりはやりやすくなってい
るのかもしれません．本稿により興味が喚起された
若い読者には，強度変調以外の変調方式のことや，
トランジスタなどの個別部品で増幅器を構成するに
はどうしたらよいか（増幅器 IC の内部はどうなっ
ているか），大陸間横断海底ケーブルシステムの仕
組みや光ファイバの原理など調べてみるとよいかも
しれません．

学校教育に行政が様々な改革を導入してきてい
ます．小学生へのプログラミング授業導入や，探求
的な時間の設置などが行われています．伝統的な教
科・科目以外の内容に学校で接する機会が増えるの
だと思います．しかし，それらのきっかけがイン
ターネットでの検索だとすれば，よく分かっている
ことをなぞるだけになりはしないかと心配していま
す．疑問の発露が自分自身で，そして実体験を伴う
経験を若い人にはしてほしいと思います．「探求」
とはともするとサイエンスの方に偏りがちな言葉だ
なとも感じます．これどうやって動いているの，簡
単に作れるの，という疑問に答えるアクションはど
ちらかというと小学校の言葉で言えば「工作」だ
し，中学校の科目で言えば「技術・家庭」に近いで
すが，作る上での工夫も「探求」に含めてもらえる
と，工学教育に携わる者としてはありがたいな思っ
ています．資源の乏しい我が国ですから，本稿が情
報社会での産業界を支える若い人の成長の一助とな
ればと思います．
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 光送受信機の部品表
部品番号 品名 仕様 型式

Z1 ブレッドボード 165 ｘ 54.5 ｘ 8.5mm BB-102

Z2 電池ボックス 単 3 ×２スイッチ付 BH-321-1AS

Z3 ブレッドボード 165 ｘ 54.5 ｘ 8.5mm BB-102

Z4 電池ボックス 単 3 ×２スイッチ付 BH-321-1AS

B1 乾電池 単 3 LR6L100P

B2 乾電池 単 3 LR6L100P

B3 太陽電池 30 × 30mm 園芸ソーラーライト部品

SW1 押しボタンスイッチ オルタネート PS-85S（RED CAP)

SW2 押しボタンスイッチ オルタネート PS-85S（BLACK CAP)

SW3 押しボタンスイッチ オルタネート PS-85S（RED CAP)

R1 抵抗 100 Ω 1/4W MF1/4CC1000F

R2 抵抗 100 Ω 1/4W MF1/4CC1000F

R3 抵抗 1k Ω 1/4W MF1/4CC1001F

R4 抵抗 300 Ω 1/4W MF1/4CC3000F

R5 抵抗 1k Ω 1/4W MF1/4CC1001F

R6 抵抗 1k Ω 1/4W MF1/4CC1001F

C1 電解コンデンサ 33uF 35V 50PK33MEFC5X11

C2 電解コンデンサ 1uF 50V 50PK1MEFC5X11

C3 電解コンデンサ 100uF 16V 16PX100MEFC5X11

C4 電解コンデンサ 100uF 16V 16PX100MEFC5X11

C5 電解コンデンサ 470uF 16V 16WXA470MEFC8X9

D1 超高輝度赤色 LED 5mm φ，波長 660nm OSR7CA5111A

D2 超高輝度青色 LED 5mm φ，波長 470nm OSB56A5111A

D3 超高輝度緑色 LED 5mm φ，波長 525nm OSG58A5111A

D4 超高輝度赤色 LED 5mm φ，波長 660nm OSR7CA5111A

D5 超高輝度青色 LED 5mm φ，波長 470nm OSB56A5111A

D6 超高輝度緑色 LED 5mm φ，波長 525nm OSG58A5111A

D7 赤色レーザモジュール 波長 650nm，
6 φ X17.5mm FU650AD5-C6

IC1 三端子メロディ IC エリーゼのために UM66T19LK-T92-K

IC2 三端子メロディ IC ホームスイートホーム UM66T05LK-T92-K

IC3 三端子メロディ IC かっこう・ワルツ UM66T32LK-T92-K

IC4 三端子メロディ IC オーラリー UM66T11LK-T92-K

IC5 オーディオパワーアンプ 利得 41dB TA7368PL

T1 ミニジャック入力端子 3.5mm DIP 化キット AE-PHONE-JACK-DIP

SP1 圧電スピーカ SPT08

SP2 スピーカユニット 基板取り付け用 UGSM30A-8-01

F1 プラスチック光ファイバ φ 1.5mm，長さ 1m 電飾用

付録 A

ⓒ電子情報通信学会2013
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 部品配置図

 

付録 B

図 B-1　 光送信機① 電池とパイロットランプ設置 
（本文図 6 に対応）

図 B-2　 光送信機② メロディ IC 設置と動作確認 
（本文図 7 に対応）

図 B-3　光送信機③ LED 設置（本文図 8 に対応）

図 B-4　光送信機④ LD 設置（本文図 9 に対応）

図 B-5　 光送信機⑤ オーディオジャック設置 
（本文図 10 に対応）

図 B-6　 簡易光受信機による光送信の確認（本文図 11 に対応）

図 B-7　 光受信機① オーディオアンプとスピーカ設置 
（本文図 13 に対応）

図 B-8　光受信機② 太陽電池設置（本文図 14 に対応）
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1 はじめに
2008 年にビットコインが登場して以降，「ブロック

チェーン」という言葉が様々な場面で使われるように
なった．一方，ブロックチェーンの定義は明確に定まっ
ていないと聞くこともあり，一般的には理解が難しい技
術であるような印象も持たれているかもしれない．しか
し，その技術の本質は決して難しくなく，（暗号技術の
詳細を除けば）難しい数学や物理学の知識は全く不要で
ある．したがって，その本質は中高生にも十分理解可能
である．本解説記事では，「ブロックチェーン」と呼ば
れている技術の核心について，できる限り分かりやすい
解説を試みる．またブロックチェーンの語源はビットコ
インにあるが，ビットコインによって提案された革新的
な技術は，インターネット規模の公開参加型合意形成に
あることを明らかにする．またブロックチェーン技術の
応 用 の 一 つ に， 電 子 デ ー タ の 永 続 証 明 が あ る．
bloxberg を用いた永続証明の発行と検証を行う方法に
ついても解説する．

2 ブロックチェーンについて＊1

ブロックチェーンという言葉が誕生した由来を遡る
と，ビットコイン (1) が発表された暗号学メーリングリ
スト＊ 2 にたどり着く．2008 年 11 月頃，ビットコイン
の発明者である Satoshi Nakamoto と，暗号技術者と
して活躍し，最初期のビットコイン開発にも関わった 
Hal Finney が，このメーリングリストで対話していた．
このメールの中に“block chain”という言葉を見つけ
ることができる (2)．また 2009 年 1 月にリリースされた
ビットコインのバージョン 0.1 のソースコード中にも，
同じ言葉が登場する＊ 3．恐らくこれらが「ブロック
チェーン」という言葉の起源であると推察される．

ブロックチェーンとは，図 1 に示すように，「ブロッ

ク」と呼ばれる日時情報（「タイムスタンプ」ともいう）
が刻印されたデータ構造が時系列順につながったデータ
ベースである．ただし各ブロックは，その一つ前に作成
されたブロックの一部（「ブロックヘッダ」という）の

図1　�ブロックチェーンの構造とトランザクションのマー
クル木

＊1　独善的にならないよう，客観的な証拠を交えて説明す
ることを心掛けているが，一般的なブロックチェーン
の説明と異なる部分があるかもしれない．内容を分か
りやすくするために，あえてそのようにした．

＊2　cryptography – The Cryptography and Cryptography 
Policy Mailing List

 https://www.metzdowd.com/mailman/listinfo/
cryptography

＊3　バージョン0.1の興味深い特徴としては，Windows 
OSのみに対応している点である．

 https://github.com/Dan-McG/bitcoin-0.1.0
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要約＊ 4 を含む．この要約によってブロック同士が鎖
（チェーン）状につながっていることから，ブロック
チェーンと呼ばれる．

またブロックの中には，一般にトランザクションと呼
ばれるデータが複数，格納されている．このトランザク
ションを集めた要約＊ 5 もブロックヘッダに含まれる．
全トランザクションはブロックヘッダを介して時系列順
につながっているため，ブロックチェーンを確認するこ
とで，その前後関係が明確になる．

ブロックチェーンという言葉がビットコインに由来
するため，ブロックチェーンはビットコインの登場とと
もに誕生した新技術と勘違いされることが多い．実はブ
ロックチェーンと同等の技術は，ビットコインの登場以
前より存在していた．ビットコイン白書 (1) の中には，
Massias らが 1999 年に発表した論文が引用されてい
る (3)． 図 2 に 示 し た と お り，Massias ら の 論 文 の
Figure 1 に，本解説記事の図 1 とほぼ同じ内容を確認
できる．以上のことから，ブロックチェーンと同等の概
念は少なくともビットコインの誕生より約 10 年前から
知られていた＊ 6．

ブロックチェーンと同等の概念が生まれたとされる
1990 年代前半は，まだインターネットが十分に普及し
ていなかった．したがって，当時の環境ではコンピュー
タやネットワークの性能が十分でなく，実用的な利用は
困難だったであろう．この意味では，理論は先行してい
たが，その存在が忘れられてしまった最近になってやっ
と，その実用化が可能な環境が整ってきたと言える．こ
のような背景から，ビットコインやそれ以降の「仮想通
貨」や「暗号資産」，最近では「非代替性トークン

（NFT: Non-Fungible Token）」のブームが起こってい
ると理解すると，ブロックチェーンが新技術と誤解され
ている一方で，その応用が次々と模索されている最近の
事情を自然に理解することができる＊ 7．

ブロックチェーンが新技術ではないことを説明した
が，実はビットコインの提案の中には新技術があったと
聞くと驚かれるかもしれない．ビットコインが提案した
新技術は，「仲基合意（Nakamoto Consensus）」＊ 8 と
呼ばれる合意形成アルゴリズムである．この合意形成ア

＊4　ここでの要約とは，厳密にはブロックヘッダを入力に
したときのハッシュ関数の出力のことである．ハッ
シュ関数については紙数の都合で説明できない．国語
の授業等で学習した文章の要約と同じく，要約は一般
に入力（元の文章）より小さくなり，入力と要約の対応
関係は明確である．

＊5　この要約はトランザクションのマークル根（ルート）と
して作成される．図1ではトランザクション数m=4
の，図2ではm=8のマークル根をそれぞれ示してい
るが，紙数の都合で詳細は説明できない．

＊6　実はブロックチェーンと同等の概念の存在は，1992
年頃にまで遡ることができるという話もある(4)．

＊7　最近の人工知能ブームは深層学習にあるが，その基礎
技術の一つとして知られる階層型ニューラルネット
ワークは，今から40年以上前に理論が提案されてい
る(5)．最近になってコンピュータの処理能力の向上や
ビックデータの収集が可能になった背景から，深層学
習で意味のある計算が可能になったことがブームと
なった事情と似ている．

＊8　ビットコインを発明したSatoshi Nakamotoが書いた
とされる日本語の記録が一つも見つからないことか
ら，どうやら名前どおりの日本人ではなさそうである．
したがって，仮名であると推察されるが，それが誰な
のか，またはチーム名なのか，詳しいことは分かって
いない．一説では，Satoshiはポケモンのサトシから，
Nakamotoは江戸時代の町人学者として知られる富永
仲基(6)から，それぞれ取られたという話がある(7)．

図２　Massias らの論文のFigure1
（本解説記事の図 1 と比較しやすいように筆者が加筆したもの）
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ルゴリズムについて説明する前に，ブロックチェーン技
術において本質的に重要な役割を果たしているネット
ワークの話をしなければならない．ビットコインのシス
テムは，インターネット上に構築されたピアツーピア

（P2P : Peer-to-Peer）ネットワークに参加している不
特定多数のコンピュータ（「ノード」とも呼ばれる）に
よって維持されている．ビットコインのノードは世界中
に散在している＊ 9 にもかかわらず，全ノードは同じブ
ロックチェーンを保持している．

たくさんのノードが同じものを持ち合うというのは，
無駄なのではないかと思うかもしれないが，実はこれが
ブロックチェーンと呼ばれる技術の本質であり，大きな
力となる．例えるなら，空気中の分子がそれぞれ異なる
方向にランダムに動いていれば無風だが，分子を一斉に
同じ方向に移動させることができれば，一瞬にして空気
中に台風を作り出すことができる．これと似た類推で，
全てのノードが同じブロックチェーンを持つことができ
れば，ブロックチェーン上のトランザクションを確認す
ることで，誰が幾らのビットコインを所持しているか，
特定のノードに依存することなく，全ノードが一つの共
同体のように共通理解を提示できる．これが信用された
第三者機関（TTP: Trusted Third Party）を仮定しな
い，つまり，どのノードも単体では信じないが，全ノー
ドが同じブロックチェーンを持っているという現実的に
非常にまれな状態を信じることで，仮想通貨や暗号資産
と呼ばれる貨幣を発行・取引する力となる．

ネットワークに参加しているノードが，合意の下に同
じ状態を持ち合う技術は，ビットコイン以前から複数提
案されていたが，仲基合意はそれらと本質的に異なる方
法を提案しているという意味で新しかった．

3 仲基合意＝国際要約オリン
ピック（笑）

ブロックチェーンはブロックヘッダがつながって構
成されていることを説明したが，そもそも個々のブロッ
クはどのように生成されるのであろうか？ ここで，「国
際要約オリンピック」という仮想的な競技を比喩にし
て，ブロックの生成方法を説明する．ビットコインで
は，ある一定値以下の短いブロックヘッダの要約が作
れたノードがブロックを作成できるルールになってお
り，この競技時間は平均 10 分と短い．文章の要約作業
で例えるなら，国語が苦手な筆者は，その作業の難し
さをよく分かっている．本質的な内容を含みつつ，本
質が分かりやすいように，短時間で元の文章を（非可

逆）圧縮した要約を作成することは一般にとても大変
である＊ 10．したがって，筆者のように苦手な者はこの
競技から脱落するが，腕に覚えのある文章のプロなら
参戦するだろう．

ビットコインでは，短い要約を最初に作成した優秀
なノードは，金メダルではなく，賞金として（法定通
貨に交換可能な）ビットコインがもらえる．また銀や
銅メダルに対応する賞はないため，通常のオリンピッ
クよりも激しい競争となる＊ 11．

この競技は平均 10 分おきに随時開催されており，今
この瞬間にも，世界中のノードが競技者として戦って
いる．良い要約ができたと判断したノードは，要約が
確認できるようにしてブロックヘッダをそのほかの
ネットワーク上のノードに送信する．良い要約であれ
ば，ほかのノードは，そのすばらしさを受け入れて，
競争が終了する．競争が終了したと同時に，次のラウ
ンドの競争が始まる．そして，上記のプロセスが永遠
と継続していく中で，最も長いブロックチェーンが正
統なものとして生き残る＊ 12．このようにすることで，
良い要約をつづった唯一のブロックチェーンをネット
ワーク上の全ノードが保持するようになる．

つまり，仲基合意とは「国際要約オリンピック」で

＊9　BITNODES  https://bitnodes.io/nodes/live-map/

＊10 実 際 に は ブ ロ ッ ク ヘ ッ ダ の 中 の ナ ン ス（Nonce: 
Number used at ONCE）を調整して，目標値以下の
ハッシュ値を最も早く計算できたノードが，ブロック
を生成できる．この作業のことを作業証明（Proof of 
Work)という．

＊11 オリンピックは開催時に体力のある若い競技者のみが
対象となるが，お金が関わると世界中の老若男女が競
技者となり得るという意味もある．

＊12 「長いものには巻かれろ」ということわざがあるが，
仲基合意では正にこの原理が採用されている．つまり，
強者に従って妥協することを「合意」としている．実
際には合意というよりは，「泣き寝入り」と言う方が
適当かもしれない．
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表１　PBFT�と仲基合意の比較

合意形成
アルゴリズム PBFT 仲基合意

ノード数N 少数（N < 1000） 多数も可

ノードの計算性能 性能格差なし 
（平等）

性能格差あり 
（不平等）

ノード間の接続 特定（既知ノード
のみ）密な結合

不特定（未知ノー
ドあり）疎な結合

合意形成の方法 投票による多数決
競争によるリーダ

（1 位）の選出と
その他多数の追従

合意形成に要する
通信回数

ノード数が多数で
非実用的（O(N2)） 

ノード数が多数で
も実用的（O(N)）
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し烈な競争＊ 13 を行うことで，一つの正統なブロック
チェーンを全ノード間で合意して保持し合う仕組みで
ある．またブロックチェーン内のデータは暗号化され
ることなく，全て包み隠さず公開されているため，誰
でも不正（ほかの多数のノードと異なるブロックチェー
ンを保持していること）を直ちに発見することができ
る．したがって万が一，不正を働いたノードがあって
も，それを排除することで，システムが要求する誠実
な方向に修正できる．

4 既存の分散システムの合意形成
アルゴリズムと仲基合意の違い

合意形成アルゴリズム自体はビットコインが誕生する以
前から，分散システムの研究領域において様々なものが
提案されてきた．既存の合意形成アルゴリズムの典型例
として，Practical Byzantine Fault Tolerant（PBFT）(8)

を取り上げて，このアルゴリズムが仲基合意と比較して
根本的に異なる特徴をまとめたものを表 1 に示す．また
合意形成を行う上での通信プロトコルを説明した時間—
空間ダイアグラムを図 3 に示す．全ノードに承認しても
らいたいトランザクションをクライアント（Client）が
送信する．その後，ノード間で前準備，準備，承認の過
程を経て，最終的に承認されたことをクライアントに返

信する．また図 3 の中の矢印はクライアントやノードの
間での通信パターンを表す．これらの図表から，仲基合
意と PBFT は全く異なることが分かる．また仲基合意は
ノード数が多数でも実用的であるため，インターネット
規模の多数のノードでも合意形成が可能である．

5 公開参加型合意形成
既存の合意形成アルゴリズムも仲基合意も，結局は，

ネットワークを介して独立したノード群からトランザク
ションの承認を得る点では全く同じであり，この過程こ
そが重要である．また，よく考えてみると，この過程の
中にブロックをチェーンでつないだデータベース，つま
りブロックチェーンは必須ではない．

また「ブロックチェーン」や「分散台帳技術」のよう
に，データベースに視点を置いた名称が，ブロック
チェーン関連技術の総称として使われることが多い．し
かし，これまで述べたとおり，技術の本質は合意形成の
方にあるため，これらの名称が関連技術の正しい理解を
妨げている可能性がある．トランザクションを広く公開
することで全ノードに検証してもらい，問題がなければ
承認される．一般に秘密情報は公開できないため，トラ
ンザクションを暗号化してブロックチェーン上に公開し
たとしても，全ノードがその情報を検証して承認したと
は判断できない．以上の視点から，「ブロックチェーン」
と呼ばれているものが目指す内容を説明する言葉とし
て，例えば，公開参加型合意形成（Open-Participation-
Style Consensus) といった名称の方が適切なように思
われる＊ 14．

＊13 ビットコイン白書(1)の中に“once-CPU-one-vote”と
いう文言が存在する．しかし，CPUはマシンごとに
スペックが異なるので，それぞれのCPUで要約を作
成する速度は異なるはずである．また仲基合意では最
も長いブロックチェーンが正統なものになることか
ら，その本質はオリンピックのような世界中の強者間
での競争にある．したがって，各ノードは平等な「投
票」を行っているのではなく，その本質は格差のある
ノ ー ド 間 で の「 競 争 」 で あ る． こ の 点 に つ い て
Nakamoto自身も提案内容の本質を誤解していた可能
性がある．

図３　PBFTと仲基合意の時間－空間ダイアグラム

＊14 「ブロックチェーン」という言葉を関連技術の総称と
して呼ぶのをやめた方が，「ブロックチェーン」の定
義がしやすくなるのではないだろうか．
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6 ブロックチェーンの応用と
課題

ブロックチェーンを使ってビットコインを作成できる
ことから，まず思い浮かぶ応用としては電子貨幣

（Electronic Cash）があるだろう．お金は紙幣やコイン
といった現金のように物理空間に実態を持つ形態がある
が，実はこの実態は必須ではなく，完全に仮想世界（サ
イバー空間）に属するものであることは，電子マネーが
普及する現在では理解できる方も多いだろう．お金の本
質は，お金を持っている人が，その価値に見合った物や
サービスを受け取ることができる一種の証明であるとも
言える．この証明を，周囲の大多数の人達と信じ合える

（つまり上記の内容について合意が取れる）状態自体がお
金であると言える．したがって「お金」とは，信者同士
で信じ合っている「宗教」と同じと言える＊ 15．合意形成
アルゴリズムがブロックチェーンの本質であることから，
ネットワーク上のクライアントやノードの数が増えて，
正統なブロックチェーンの信者が増えるほど，便利なお
金になっていく．

またお金は一度使用したものを二重に使用することが
できない．これはお金を所持していることも使用したこ
ともブロックチェーン上の記録として残り，これを過去
に遡って書き換えることができなければ実現できる．ビッ
トコインでは，世界中のノードが競争してブロックを作
成していることと，ノードが同じブロックチェーンを持っ
ていることの二つの仕組みによって，過去のトランザク
ションを改ざんすることが事実上困難になっている．

以上から，お金は過去に遡って帳消しにすることがで
きない永続的に残る証明とも言える．このような証明の
ことを永続証明 (Persistent Proof) という．永続証明は
ブロックチェーン技術のキラーアプリである．仮想通貨
や暗号資産といった代替可能な貨幣のみでなく，NFT も
永続証明である．またスマートコントラクトと呼ばれる，
ブロックチェーンシステム上で実行可能なプログラムは，
プログラムとその状態や遷移の存在を証明する永続証明
である．

ビットコインのような TTP を排除した電子貨幣システ
ムにおいては，取引手数料を従来より少額にすることが
可能になってくる．これにより，世界中の人たちと 1 円
未満の少額のお金を送り合うことが可能となり，新しい
経済システムを作る潜在能力を持った技術とも言える．

この応用のことを超少額決済 (Micropayment) という．
しかし，現状の技術では超少額決済は事実上困難になっ
ている．その理由は，ネットワークの通信速度の制約や
ブロックのサイズに上限が存在するため，取引処理能力
に限界が生じてしまうことがある．このため，トランザ
クション承認の需要に対して，供給が追いついていない．
したがって，ビットコインの利用者が増えるほど，トラ
ンザクション承認手数料が値上がりし，超少額決済を行
う動機がない状態に追いやられている．

Bitcoin Core の取引処理能力は，1 秒間に 7 トランザ
クション承認程度が上限であることが知られているが，
クレジットカードの VISA は最大で 1 秒間に 56,000 取
引承認が可能と言われている．普段の買い物などで実用
されているクレジットカードの性能に到底追い付いてい
ない．この技術課題のことをビットコインのスケーラビ
リティ問題という．この問題の根本原因は，仲基合意が
競争原理に基づいているからである．グーグルの検索エ
ンジンは驚くほど早く検索結果を返してくる．これはグー
グル社内にあるたくさんのコンピュータが世界中から来
る検索クエリを分担し，協力し合って作業しているから
である．このような「協力」がない限り，スケーラビリ
ティ問題の改善はない．スケーラビリティ問題はブロッ
クチェーン技術の主要な技術課題であり，たくさんの研
究者が，その解決に向けて研究している (9)．ちなみに筆
者の研究室では大学院生と共同で，競争と協力をバラン
スさせたブロックチェーンシステムを提案し，研究開発
を進めている (10)．

7 ブロックチェーンを使ってみ
よう

本章では bloxberg(11) という，ブロックチェーンを用
いて信頼できる研究基盤を構築するプロジェクトを紹介
し，電子ファイルの永続証明を発行・検証する方法につ
いて解説する．このプロジェクトは，ドイツの学術団体
として知られる Max Planck Digital Library（MPDL）
が発足させ，世界 30 以上の大学等の学術機関が参加し
ているプロジェクトである．各参加機関が 1 台ずつノー
ドを管理することで運営されている．合意形成アルゴリ
ズムは，仲基合意とは異なり，権威証明（PoA: Proof of 
Authority）(12) を採用しており，ノードがブロックを交
代で承認していく仕組みになっている．bloxberg の
Web ページを図 4 に示す．

このブロックチェーン基盤は，主に科学技術に関する
研究データや資料等の証明を国際的に共有する目的で運
営されており，誰でも使用できる．この証明は，元ファ
イルの要約，タイムスタンプ，文字情報が含まれており，

＊15 お金も宗教も信じる者は救われるし，それらの知識が
ないと人生をうまく生きることができないという共通
点がある．また，それらの知識を利用して（本来の目
的から逸脱して）強者が弱者を侵略する論理として利
用されてきた過去の歴史においても同じか．
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これらの要約が bloxberg のブロックチェーンに記録さ
れる．このサービスを利用することで，科学技術研究に
おける成果やデータの盗用を防ぐことができ，その先取
権を証明できる．

以降では，本解説記事の原稿＊ 16 の永続証明を発行・
検証する方法を説明する．原稿は PDF ファイルだが，テ
キストファイルや画像ファイルなど，基本的にはどのよ
うな電子データでも永続証明を発行可能である．また発
行した永続証明を検証する方法も説明する．Ubuntu 
GNU/Linux と Python 言語の初歩的な知識を前提とす
る＊ 17．

７.１　永続証明の発行
ま ず 上 記 の 原 稿 フ ァ イ ル（ フ ァ イ ル 名 は

20211201IEICE-Fujihara.pdf）の要約を計算する．端
末を起動し，以下のコマンドを実行する．すると 16 進
数列の要約＊ 18 が得られる．

$ sha256sum 20211201IEICE-Fujihara.pdf
df5bd89f1c136606b4ee3b6263f3b689149f3b75c5d4dfb
f1fe4ce435f254545 　20211201IEICE-Fujihara.pdf

この要約を含む証明書（Certificate）を作成する．ま
ず図 4 の中の赤丸で囲まれている“Certify”タブをク
リックする．すると図 5 のようなページが現れる．次
に図 5 の赤丸で囲まれている“CERTIFY”ボタンをク
リックする．次に“How would you like to generate 
the hash?”と書かれたポップアップ窓が現れるので

“Generate from File(s)”を選択し，永続証明を作成し
たい電子ファイルを選択する．ファイルを指定したら右
下の“NEXT”ボタンを押す．

次に図 6 の赤い四角で囲まれた四つのテキストボック
ス（Author or Group Name, bloxberg Address, Title 
or Brief Description of Research, Email Address）
に，必要に応じて文字情報を入力する．全てのテキスト
ボックスが空でも証明は作成できる．入力後に右下の

“NEXT”ボタンを押す．すると図 7 のような画面にな
るので，中央の“CERTIFY ON THE BLOCKCHAIN”
ボタンを押す．少し待つと，ボタンの下に“Transaction 
Confirmed! Select Finish to create your certificate.”

図５　永続証明発行サイトの画面

図６　文字情報の入力画面

図７　証明書の発行

＊16 https://github.com/fujihalab/IEICE_BC_Articleを 参
照せよ．

＊17 紙数の制限より，細かい環境設定は説明できない．
＊18 今回の場合，
 “df5bd89f1c136606b4ee3b6263f3b689149f3b75

c5d4dfbf1fe4ce435f254545”となる．

図４　bloxberg のWebページ (https://bloxberg.org)
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と表示されるので，右下の“FINISH”ボタンを押す．
すると，bloxbergDataCertificates.zip という名前の圧
縮ファイルがダウンロードできる．これを解凍して中の
PDF ファイルを開くと，図 8 のような証明書になって
いる．また，図 8 の赤枠内に四つの情報（Cryptographic 
Identifier, Transaction ID, Timestamp, Merkle 
Root）が記録されている．Cryptographic Identifier
は，元データの要約に一致する．Transaction ID は証
明書の内容を記録したトランザクションの ID 番号であ
り，後に検証するときに使用する．Timestamp は証明
書が発行された日時（協定世界時）を表す．Merkle 
Root は証明書の要約で，ブロックチェーンに取り込ま
れたトランザクションにも tokenHash として記録され
ている．

７.２　永続証明の検証
端末を起動し，apt コマンドで poppler-utils と jq を

インストールする．また pip コマンドで pyld もインス
トールする．

$ sudo apt install poppler-utils jq
$ sudo pip3 install pyld

次に pdfdetach コマンドを使って，証明書＊ 19 に埋め
込まれた JSON 形式のテキストファイルを抽出する．

$ pdfdetach -saveall 90706396-52a6-11ec-9203-024 
2ac140011.pdf

上 記 の コ マ ン ド を 実 行 す る と，
bloxbergJSONCertificate という名前のファイルが出力

される．jq コマンドを使って内容を確認すると以下の
ようになる．

$ cat bloxbergJSONCertificate|jq 
{ 

"id": "https://bloxberg.org", 
( 中略 ) 
"crid": "df5bd89f1c136606b4ee3b6263f3b68914 
9f3b75c5d4dfbf1fe4ce435f254545", 
"cridType": "sha2-256", 
"metadataJson": "{\"authorName\": \"Akihiro 
Fujihara\", \"researchTitle\": \"Let’s learn 
use blockchain!\", \"emailAddress\": \"akihi 
ro.fujihara@p.chibakoudai.jp\"}", 
"proof": { 

"type": "MerkleProof2019", 
"created": "2021-12-01T12:59:45.381102", 

( 以下略 )

“crid”の値は要約になっている．“metadataJson”
の値は，証明作成時に入力した文字情報になっている．
　“proof”の値の中にある，“created”の値が証明書
の発行日時になっている．

この JSON ファイルを用いて，Python プログラム
(check_merkle_root.py) を実行する．

$ python3 check_merkle_root.py bloxbergJSONCert　
ificate 
Merkle root: bd338896e74a500a00e86486b97720a2ea 
02607f81c1b01286ead1e84625a2b1

得られたマークル根は証明内のものと一致する．

＊19 今 回 の 場 合 は， 90706396-52a6-11ec-9203-
0242ac140011.pdfというファイル名であったが，
一般に証明ごとに異なる．

図９　�Block�Explorer 上でトランザクションを確認した
ときの画面

図８　PDFファイルの証明書の中身
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 1 # check_merkle_root.py のプログラム
 2 import sys, json, hashlib, pyld
 3 
 4 # read certificate
 5 if len(sys.argv) != 2:
 6  print(’usage: $ python3 check_merkle_root
 7    .py <certificate (json file)>’)
 8   sys.exit(0)
 9  infilename = sys.argv[1]
10 with open(infilename, ’r’) as json_file:
11  json_proof = json.load(json_file)
12
13 # canonicalize the json
14 json_proof.pop(’proof’)
15 normalized_proof = pyld.jsonld.normalize(
16   json_proof, {’algorithm’: ’URDNA2015’,
17   ’format’: ’application/nquads’})
18
19 # calculate tokenHash in the transaction
20 merkle_root = hashlib.sha256(
21  str.encode(normalized_proof)).hexdigest()
22 print(’Merkle root:’, merkle_root)

また図 4 の緑丸に囲まれた“Block Explorer”タブ
をクリックすると，ブロックチェーンに取り込まれたト
ランザクションを検索できるサイトに移動する．図 9
の右上の赤枠の部分に，証明書に記載されている
Transaction ID を入力して Enter キーを押すと，対応
するトランザクションの情報が参照できる．図 9 の緑
枠の部分に tokenHash の項目があるが，これが上記の
Python プログラムで計算したマークル根と一致する．
ブロックチェーンは改ざんが困難であるため，この証明
は永続証明となる．以上から，元ファイルと証明書とブ
ロックチェーンの間の対応関係が検証できた．

8 まとめ
本記事では，ブロックチェーン技術の核心が公開参加

型合意形成にあることを解説した．またブロックチェー
ン技術の主な応用としてデータの永続証明があることも
解説した．bloxberg を使って永続証明の発行と検証を
行う方法も解説した．

この記事を機会に，ブロックチェーンに興味を持って
いただけたら幸甚である．

■ 文献（サイト閲覧日は 2021 年 2 月 9 日）
（1） S. Nakamoto, “Bitcoin: A peer-to-peer electronic 

cash system, 2008,”(White paper),　https://
bitcoin.org/bitcoin.pdf

（2） 最初に“block chain”という言葉が使われた記録 : 
h t tp s : / /www.metzdowd.com/p ipe rma i l /
cryptography/2008-November/014827.html 
https://satoshi.nakamotoinstitute.org/emails/ cryp
tography/6/#selection-37.36-37.47

（3） H. Massias, X. S. Avila, and J.-J. Quisquater, 
“Design of a secure timestamping service with 
minimal trust requirement,” 20th Symposium on 
Inf. Theory in Benelux, 1999.

（4） 岩下直行 , “特別解説 暗号資産の現在と将来 ,” 情報
処理 ,　vol. 62, no. 11,　pp.592-597, Nov. 2021.

（5） 麻生英樹 , “多層ニューラルネットワークによる深層
表現の学習 ,” 人工知能誌 , vol. 28. no. 4. pp.649-
659, July 2013.

（6） 釈　徹宗 , 天才富永仲基 独創の町人学者 , 新潮社 , 
東京 , 2020.

（7） C. Wright, Satoshi’s vision: the art of bitcoin, 
Howson Books, 2019.

（8） M. Castro and B. Liskov, “Practical byzantine 
fault telerance,” Proc. 3rd Sympo. Oper. Syst. 
Design and Implementation, 1999.  
https: //pmg.csail.mit.edu/papers/osdi99.pdf

（9） Q. Zhou, H. Huang, Z. zheng, and J. Bian, 
“Solutions to scalability of blockchain: A survey,” 
IEEE Access, vol. 8, pp. 16440-16455, Jan. 
2020.

（10） T.  Yanagihara and A.  Fuj ihara,  “Cross -
re ferencing method for  sca lab le  publ ic 
blockchain,” Internet of Things, vol. 15, 100419, 
June 2021.

（11） Bloxberg Whitepaper, “The trusted research 
infrastructure, whitepaper 1.0,” Feb. 2019. 
h t t p s : / / b l o x b e r g . o r g / w p - c o n t e n t /
uploads/2019/07/bloxberg_whitepaper.pdf

（12） S. D. Angelis,  L. Aniel lo, R. Baldoni, F. 
Lombardi, A. Margheri, and V. Sassone, “PBFT 
vs proof-of-authority: applying the CAP theorem 
to permissioned blockchain,” Proc. the Second 
Italian Conf. Cyber Security (ITASEC 2018). 
http://ceur-ws.org/Vol-2058/paper-06.pdf

藤原明広 （正員）
 平 18 横浜市大大学院博士課程了，理
博．平 19 関西学院大・理工・博士研
究員（PD）．平 26 福井工大・工・准
教授．令 3 千葉工大・工・教授，現
在に至る．ブロックチェーン等の研究
に 従 事． 平 26 IEEE-COMPSAC 
2014 Best Paper Award 受賞．本会
情報ネットワーク研究専門委員会専
門委員．

解説　「ブロックチェーン」を学んで，使ってみよう ! 37



1 はじめに
最近はテレビのニュースでも時々取り上げられるよ

うになっているので，「量子計算」や「量子暗号」とい
う単語を聞いたことがあるかもしれません．「量子状態」
という普段の生活では感じることができない「不思議」
な状態を利用した，今のコンピュータや通信の方法とは
全く異なる「計算」や「通信」の方式です．

前提知識がない方が量子計算とは何かを 1 日で理解
するのはほぼ不可能でしょう．しかし，「量子暗号」な
ら，理科系の高校生が 1 日で理解可能かもしれないと
考えて，高校生に「量子暗号」を体得してもらうイベン
トを日本学術振興会の「ひらめき☆ときめきサイエン
ス」というプログラムの支援で行った経験があります．
そのイベントに参加した高校生の多くの方は，前提知識
がなくても半日ぐらいで「量子暗号」の概略は理解でき
たようでした．

上記のイベントの内容を本稿で紹介させて頂くこと
になりました．紙面だけの説明では難しいかもしれませ
んが，意欲ある高校生の方が自力で概略だけでも理解さ
れることを期待しています．また，同種のイベントを検
討されている方に何らかの御参考になれば幸いです．

2 量子状態とは？
まず，量子状態とは何かを何となく理解するために，

レーザポインタと偏光板を用意して下さい．偏光板はイ
ンターネットで数百円で購入できます．レーザポインタ
は高校生のお小遣いでは厳しいかもしれませんので，学
校などにあるのを借りてもらえればと思います．

物理などで習いますが，光は進行方向に垂直な方向に
振動しながら進む波と考えられます．また，偏光板は図
1 に示すように，人の目には見えないスリットが同じ方
向に並んでいるものと考えられます．図 1 の左側に示
すように，レーザポインタからは，様々な方向に振動す
る複数の光が照射されています．レーザポインタからの
光を 1 枚の偏光板に通せば，図 1 のように偏光板のス
リットと同じ方向に振動している光しか通りません．暗
いところでレーザポインタの光を壁に直接照射した場合
と，間に偏光板 1 枚を入れた場合に壁に当たる光の量
を比べると，確かに偏光板を通ると光の量が減少してい
ることが分かるはずです．

次に，図 2 のように偏光板 2 枚をスリットの向きが
ちょうど 90 度異なるようにして，光を通すとどうなる
でしょうか？ 最初の偏光板のスリットと平行な振動を

図１　偏光板1枚に光を通す様子
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している光しか一つ目の偏光板を通らず，その光は二つ
目の偏光板を通れないため，光は全く通らないはずで
す．皆さんがやってみると，市販の偏光板の精度の問題
もあり，少しは光が通っているように見えるかもしれま
せん．実際の量子暗号の機器ではもちろんそのようなこ
とはないので，今回の実験ではほんの少しだけ光が通っ
ているように見える場合は，「光が通っていない」と

“目をつぶって”判断するようにして下さい．
「90 度異なる向き」に二つの偏光板を置くといって

も，スリットのような筋が見えるわけでもないので，ど
うしたらいいのか？ と思われるかもしれません．2 枚
の偏光板を重ねて少しずつ 2 枚の向きをずらしていく
と，2 枚が重なっている部分が透明と黒の間を変化する
のが分かるでしょうか？ 図 2 のように 90 度異なる向
きに 2 枚の偏光板を配置すれば光を通さないというこ
とは，2 枚の偏光板を 90 度ずらしたときに最も黒く見
えるはずです．逆に，透明に見えるときは向きが同じは
ずです．2 枚を重ねて透明になるように角度を調整して，
そのときの各偏光板の同じ辺に印をつけ，向きが分かる
ようにしておいて下さい．ちなみに，4．の量子暗号の
実験では 4 枚使います．

図 2 のように配置した 2 枚の偏光板を光は通らない
のですが，ここで，問題です！ この 2 枚の配置はその
ままで，偏光板をもう 1 枚配置して，3 枚の偏光板なら
レーザポインタの光が通るようにできます．光が 3 枚
を通り抜けるようにするには，3 枚目の偏光板をどこに
どのような角度で配置したらいいでしょうか？

2 枚を通らないのに，3 枚を通すことなんてできるわ
けないと思いますよね？ 不思議なことに，3 枚目を 2
枚の偏光板の真ん中に 1 枚目と 2 枚目どちらとも 45 度
になるように挿入すれば，なぜか 3 枚の偏光板を光が
通り抜けます．やってみて下さい！　なお，45 度のと
きが通過する光の量は最大になりますが，それ以外の角
度でも光は通ります．自分で実験して確かめてみて下さ
い．

この不思議な現象は，光が波として伝わり，スリット
をすり抜けて伝わっているという理解だけでは到底説明
がつきません．しかし，以下で紹介する量子力学の考え
方では説明がつきます．

量子力学の考え方では，光のようにミクロな物質の状
態は「量子状態」と呼ばれる我々のマクロな世界の常識
が通じない状態になっており，その性質により上記の不
思議なことを説明できます．この性質は量子暗号の理解
に必要なため，その説明をします．分からないところは
概念や数式を天下り的に理解して読み進めて頂くと，後
の光の振動の具体例で，量子暗号の理解に最低必要な事
項は理解できると思いますので，頑張って読み進めて下
さい．

天下り的ですが，光の振動する方向は不思議な「量子
状態」であり，量子状態は長さ 1 のベクトルで表現す
ることができて，以下のような性質を持ちます．

●　 物理的に完全に区別可能な二つの量子状態をベ
クトル a

→
と b

→
 で表すと，α ∙ a

→
 + β ∙ b

→
も存在可能

な量子状態の表現となる．

ここで，α とβ は，|α|2+|β|2 ＝ 1 を満たす複素数で
す．まだベクトルを習っていない方は，とりあえず量子
状態を数学的に表現しているものとだけ理解して読み進
めて頂いても，以下の議論は十分理解できるはずです．

以降の議論に必要なことは，光の状態として，横方向
に振動する場合を 0

→
，縦方向に振動する場合を 1

→
と表現

すると，例えば， 1
2 ∙ 0

→
+ 1

2 ∙ 1
→

という状態も存在する
ということです．ベクトルを知っているとこの表現から
類推できるのですが，0

→
と 1

→
は直交するという定義のた

め， 1
2 ∙ 0

→
+ 1

2 ∙ 1
→

は，0
→

と 1
→

どちらとも成す角が 45

図２　偏光板2枚に光を通す様子

表１　光の四つの状態
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度となるベクトルとなります．ベクトルを知らない場
合，0

→
は横方向，1

→
は縦方向に振動している光の状態と

いうことだけ理解して下さい．これは，表 1 の情報「0」，
情報「1」の列の振動方向と一致しています．そして，こ
の表の情報「 1

2 の 0, + 1
2 の 1」の列の光の振動方向が，

1
2 ∙ 0

→
+ 1

2 ∙ 1
→

が表現する量子状態です．ちなみに， 1
2 ∙

0
→

− 1
2 ∙ 1

→
で表現される量子状態も存在可能で，その光

の振動の方向は表 1 の最後の列のものとなります．
上述したように光の振動の方向は量子状態で表現で

きますが，上で紹介した四つの向きだけでなく，様々な
角度の方向に対応する量子状態がもちろん存在します．
ただ，我々が本稿で考える量子暗号では，表 1 の四つ
の向きの光の振動状態しか使いません．

次に，量子状態の「観測」について説明します．物理
的に完全に区別可能な二つの量子状態を a

→
と b

→
と表すこ

とにします．量子状態の「観測」とは，「ミクロな量子
状態の状態を何らかのインタラクションによってマクロ
な我々の世界に取り出すこと」と本稿では考えることに
します．なお，この説明は厳密には不正確かもしれませ
んが，本稿の実験の理解には十分ですので，とりあえず
はこの理解で進めて頂き，量子力学に興味を持った方
は，大学で量子力学を御自分で厳密に勉強して下さい．

物理的に完全に区別可能な二つの量子状態の対を「基
底（ベクトル）」と言います．光の振動の場合，ちょう
ど 90 度異なる二つの状態は完全に区別可能な状態で基
底となります．例えば，縦方向と横方向に振動している
光の状態の対は基底となり，以降では「+ 基底」と呼び
ます．同様に，表 1 の右側の 2 列の状態も完全に区別
可能な二つの状態で，以降は「X 基底」と呼ぶことにし
ます．

量子状態を「観測」すると，以下のようなことが起こ
ります．これはとても不思議ですが，量子力学が説明す
る「自然の摂理」と思って，とりあえず受け入れて下さ
い．本当の理由は「神のみぞ知る」と言えますが，少な
くとも量子暗号はこの考え方で説明できます．

●　 α ∙ a
→

+β ∙ b
→
（|α|2 + |β|2 ＝ 1 となるように係数

は正規化されている）と表現される量子状態に対
して，a

→
か b

→
かどちらであるのかを「観測」する

と，確率 |α|2 で a
→

に，確率 |β|2 で b
→

に量子状態
が「変化」する．

観測しただけで状態が変化するなんて受け入れられ
ないかもしれませんが，自然の摂理として受け入れて下
さい．以下では，上記の a

→
と b

→
が + 基底の 0 と 1 の状

態を表現しているとします．上記の観測の性質から，以
下のことが言えます．

●　 + 基底の 0 に対して「+ 基底の 0 か 1 かを区別

する観測」をすると 100％の確率で + 基底の 0
になる．

●　 + 基底の 1 に対して「+ 基底の 0 か 1 かを区別
する観測」をすると 100％の確率で + 基底の 1
になる．

以降では，「+ 基底の 0 か 1 を区別する観測」を「+
基底の観測」と呼ぶことにします．この観測をするため
には，高価な機器が必要ですが，本稿では「+ 基底の 0
または 1 の振動と同じ方向（どちらでもいい）の偏光
板を通す」ことで行います．

不思議ではありますが，偏光板に光があった瞬間に，
ミクロな世界の光の量子状態はマクロな世界の偏光板と
インタラクションして「観測」されて，偏光板の方向と
同じか直交するか，そのどちらかの振動の光に「変化」
すると考えて下さい．ここで注意して頂きたいのは，観
測のために光を当てる偏光板の向きは，+ 基底の 0 の
方向でも + 基底の 1 の方向でもどちらでもよい，とい
うことです．

また，上の二つの観測の例では，実際は光の状態は観
測の前と後では全く変化はしていないことも，重要な性
質のため再度確認して下さい．それは，α ∙ a

→
+β ∙ b

→
に

おいて，|α|2 ＝ 1 または |β|2 ＝ 1 の場合は，観測して
もそのままの状態で変化しないということです．では，
X 基底の 0 や 1 の場合はどうなるでしょうか？ 以下の
ことが言えます．

●　 X 基底の 0 に対して + 基底の観測をすると 50％
の確率で + 基底の 0 か 1 になる．

●　 X 基底の 1 に対して + 基底の観測をすると 50％
の確率で + 基底の 0 か 1 になる．

これは，X 基底の 0 でも 1 でも，|α|2 ＝ |β|2 ＝ 1
2 と

なるからです．面白いのは，X 基底の 0 と X 基底の 1
は，β の値の正負が違うため，ベクトルとして見ると確
かに向きが 90 度違うのですが，|β|2 の値は同じため

「+ 基底の 0 か + 基底の 1 を区別する観測」をした場合
の結果は全く同じとなります．

次に，「X 基底の 0 か X 基底の 1 を区別する観測」を
考えます．これは，X 基底の観測と呼ぶことにします．
この観測は，偏光板を垂直または水平から 45 度傾けて
光を当てる操作です．以下の二つは容易に推測できると
思います．

●　 X 基 底 の 0 に 対 し て X 基 底 の 観 測 を す る と
100％の確率で X 基底の 0 になる．

●　 X 基 底 の 1 に 対 し て X 基 底 の 観 測 を す る と
100％の確率で X 基底の 1 になる．
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では，+ 基底の 0 や 1 に対して，X 基底の観測をす
るとどうなるでしょうか？ これは，X 基底の 0 や 1 に
対して「+ 基底の 0 か 1 を区別する観測」と同じこと
を，ただ 45 度回転させて行っていると考えられるので，
以下のようになることが推測できます．実際はベクトル
を用いて以下の確率を計算することができますが，本稿
では割愛します．

●　 + 基底の 0 に対して X 基底の観測をすると 50 
％の確率で X 基底 0 か 1 になる．

●　 + 基底の 1 に対して X 基底の観測をすると 50 
％の確率で X 基底 0 か 1 になる．

これまでのことを整理すると，我々が今後使う光の量
子状態は表 1 の 4 通り，観測の仕方は + 基底の観測か
X 基底の観測の 2 通りです．そのため，8 通りの観測の
パターン考えられますが，それを全て説明しました．量
子力学の説明が分からなくても，今まで箇条書きで述べ
た八つの観測を受け入れてもらえれば，以下の量子暗号
の説明は理解できます．

ミクロな世界では，光の振動方向が量子状態になって
いるとずっと議論してきましたが，このようなミクロな
議論をするときには，光が「光子」と呼ばれるミクロな
粒からなっていると考えます．つまり，レーザポインタ
から出る光には，非常に多くの光子が含まれており，そ
の光子一つ一つの振動方向が量子状態となっていると考
えます．実際の量子暗号では，非常に高価な機器を使っ
て，光子一つ一つを個別に送信したり，一つ一つの量子
状態を個別に観測することができます．しかし，レーザ
ポインタと偏光板しか持っていない我々は，光子一つの
単位での操作は不可能で，多数の光子をレーザポインタ
で発生させて，多数の光子を偏光板に当てて同時に「観
測」することしかできません．それでも，量子暗号の本
質が理解できるように実験する方法を後ほど紹介しま
す．

大変前置きが長くなりましたが，「偏光板 2 枚ならば
光を通せないのに，3 枚目を追加すると光が通せるよう
になる」という不思議な現象の理由を考えましょう．図
3 をみると理由が分かるでしょうか？

では，簡単に図 3 の説明をします．レーザポインタ
の光はこの図の左下から来ています．最初はいろいろな
方向に振動する光子が含まれていると考えて下さい．こ
の光が最初，縦向きの偏光板にぶつかり，+ 基底の観測
が行われます．+ 基底の 0 と + 基底の 1 の量子状態を
0
→

及び 1
→

とすれば，一つ一つの光子の状態は，α ∙
0
→

+β ∙ 1
→

と表現できます．そのため，一つ目の偏光板
にぶつかると「観測」が行われることになるので，確率
|α|2 で + 基底の 0 の光，確率 |β|2 で + 基底の 1 の光
に「変化」します．ポインタからの光に全ての向きに振
動する光子が均等に含まれているとしたら，直感的に

（量子力学では数式できちんと計算できますが）全体の
光子の 50 % が + 基底の 0，50 ％が + 基底の 1 の光に
変化するはずです．縦向きの偏光板の場合，縦向きの +
基底の 1 の光に変化した場合は通過できますが，横向
きの + 基底の 0 の光に変化した場合は通過できないこ
とになります．つまり，1 枚目の偏光板を通過できる光
子は全体の半分ぐらいのはずです．壁にレーザポインタ
の光を照射してみて，偏光板を通す場合と通さない場合
で明るさを比べて下さい．光子の数が半分になっている
かは目で見ても分かりませんが，偏光板を通すと少し暗
くなるのが確認できると思います．

1 枚目の偏光板を通った光は + 基底の 1 の状態となっ
ています．これを直接 3 枚目の偏光板に当てると，+
基底の観測が行われ，100 ％で + 基底の 1 となるので，
3 枚目の横向きの偏光板を通ることができません．しか
し，1 枚目の偏光板を通った + 基底の 1 の状態の光を
45 度傾けた 2 枚目の偏光板に当てるとどうなるでしょ
うか？　2 枚目の偏光板に当たると，「X 基底の 0 か X
の 1 を区別する観測」が行われるため，50％の確率で

図３　偏光板3枚に光を通す様子
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X 基底の 0 か 1 になります．その後，半分ぐらいの光
子が偏光板と同じ向きに変化して通過するはずです．そ
の後，斜め向きの光は 3 枚目の偏光板を 1 枚目のとき
と同じように 50 ％の確率で通過します．2 枚だと通過
できないのに，その 2 枚の真ん中にもう 1 枚斜めに偏
光板を余分に入れると光が通るという不思議な現象が起
こるのです．このような量子状態の不思議な性質を利用
すると，以下で説明する量子暗号を実現することができ
ます．

3 量子暗号とは
量子暗号を説明する前に，暗号通信について簡単に説

明したいと思います．通信の手順を説明するときに，送
信者を Alice，受信者を Bob，盗聴者を Eve（英語で盗
聴者を eavesdropper と言う）と呼ぶことが多いので，
本稿でも以下ではそう呼ぶことにします．

まず，Alice から Bob にメッセージをインターネッ
トで送信することを考えます．通信で送る情報は送りた
い情報を 0 と 1 だけからなる列（ディジタル情報）に
変換して，0 と 1 を何らかの完全に区別可能な物理量

（本稿では縦方向と横方向の光の振動方向の状態）に変
換して送ります．例えば，アスキーコードと呼ばれる方
法では，K というアルファベットを送りたければ，
1001011 という列を送ります．

Eve がインターネット上に流れるデータが経由する機
器を何らかの方法で物理的・論理的に操作できれば，通
信されているデータを見ることができます．しかも，見
たデータをそのまま Bob に送れば，「Alice と Bob に盗
聴されていることさえ気づかれない」ようにもできま
す．

盗聴を防ぐための方法として「秘密鍵による暗号通
信」という方法があります．Alice が 0100 という 4 桁
の 0 と 1 の列を送信するときの例を図 4 に示していま
す．この方式では，Alice と Bob が通信する前に何ら
かの方法で（例えば前の日に会って）2 人だけしか知ら
ない秘密の鍵（ここでは 1001 という 4 桁の列）を共有
しておきます．Alice は送信したいメッセージと秘密の

鍵の間で「排他的論理和」（図では⊕）と呼ばれる演算
をした結果を送信します．この演算は，鍵が 1 となっ
ているメッセージの桁だけ 0 と 1 の反転を行うという
ものです．このとき，インターネット上に流れるデータ
は 1101 であり，最初と最後の桁が送りたいメッセージ
と 0 と 1 が反転しています．盗聴者は秘密鍵を知らな
いのでどの桁が反転しているか分かりません．そのた
め，1101 からは何の情報も得られない盗聴者の Eve に
とってこれは単なるランダムな列でしかないのです．し
かし，図に示すとおり，秘密鍵を知っている Bob は，
秘密鍵が 1 となっている 1 桁目と 4 桁目だけ反転する
と，Alice が反転した桁を Bob が反転して戻すことに
なるので，Alice の送りたかったメッセージを正しく受
信することができます．

上記の「秘密鍵による暗号方式」は，もし鍵を 1 回
しか使わないのならば絶対に安全です．しかし，同じ鍵
をずっと使って通信していると賢い盗聴者には情報が取
られる可能性があります．というのは，メッセージに含
まれる文字の出現頻度には一般に違いがあるため（例え
ば，英文なら e が多いとか），Alice から Bob に流れて
いるメッセージをずっと見ていれば，多く出てくるパ
ターンから鍵を推測することが可能になります．そのた
め，完全な安全性を保証したければ，鍵を頻繁に交換し
ないといけません．もし，4 桁送るたびに 4 桁の新しい
秘密鍵を使えば（この場合は情報理論的に完璧に安全で
す．），送りたい数字列の長さと同じ長さの秘密鍵を前
もって渡しておく必要がありますが，どう考えてもそれ
は現実的ではありません．そのため，一般には，事前に
鍵を共有する必要がない「公開鍵方式」が使われていま
す．実は完全な「量子計算機」ができると公開鍵方式は
原理的に解読されるということが分かっており，より安
全な暗号方式の実現が望まれています．

もし，Alice と Bob がわざわざ事前に会って秘密鍵
を共有しなくても，「通信したいと思ったときに，簡単
にしかも盗聴は絶対にされずに秘密鍵を共有する」こと
ができれば，前述した「秘密鍵による暗号方式」で常に
鍵を変更しながら完全に安全な通信ができます．しか
し，離れた 2 人の通信の間に盗聴者が入れば原理的に

図４　秘密鍵による暗号通信
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盗聴できるので，そんなことは絶対にできそうにありま
せん．

表 1 の四つの量子状態を利用するとそんな不可能と
思えることができることを Charles Bennett と Gilles 
Brassard が 1984 年に示しました．その手順は「BB84」 
と呼ばれています．しかも，BB84 は間にいる盗聴者が
盗聴しようとすると，それを非常に高い確率で検出する
こともできます．BB84 は秘密鍵を共有するだけの手順
ですが，上述したように，十分長い秘密鍵があれば，絶
対に安全な暗号通信ができるので，盗聴が「事実上不可
能な量子暗号」とも呼ばれています．

〔BB84の手順〕
送信手順
①　 Alice は，送りたいランダムな 0 と 1 の列を生成

する．（例：01011）
②　  ①と同じ長さの + と X のランダムな列を生成す

る．（例：+XX+）
③　 ①の各桁の 0 または 1 を②の同じ桁の + か X に

よって，+ か X の基底の光として送信する．例
えば，①の 2 桁目に選んだ数が 1 で，②の 2 桁
目で X を選んだ場合，X 基底の 1 の光子を送信
する．

受信手順
④　 Bob は Alice からの光子を受信するたびに，ラ

ンダムに + か X の基底を選び，+ の場合は + 基
底の観測，X の場合は X 基底の観測を受信した
光子に対して行う．

⑤　 Alice は②で選んだ + と X の列を公開する．Bob
も④で選んだ観測の基底の + か X の列を公開す
る．ここで「公開」とは，盗聴される可能性のあ
る普通のインターネットで通信することを意味
する．

⑥　 ⑤でお互いに公開した + と X の列の中で一致し
た桁のうち幾つかを選んで，Bob はその桁に対
応する観測結果を公開し，Bob の観測結果と
Alice が①で送信した 0，1 と一致しているかを
確認する．一致していない桁が一つでもあれば，
途中で Eve が何かしたと結論付けて，通信路を
盗聴されていないかをチェックする．（当然秘密
鍵は生成されない．）

⑦　 ⑤でお互いに公開した + と X の列の中で一致し
た桁のうち⑥で選ばなかった桁だけを取り出す
と，Alice が送った 0 と 1 の列は Bob の観測結
果の 0 と 1 の列と完全に一致するはずである．
それを 2 人の秘密鍵として利用して実際に送り
たいメッセージを暗号通信で送る．

この手順の正当性を以下で簡単に説明したいと思い
ます．2．の内容を思い出してほしいのですが，量子状
態は表 1 の 4 通りあり，Bob の観測の方法は + の観測
か X の観測の 2 通りあります．8 通りの観測から以下
のことが言えます．

●　 Alice が + 基底の 0 または 1 を送り，Bob が +
基底の観測をすると，Bob の観測結果は Alice
が送った値と 100% 一致します．Alice が X 基
底の 0 または 1 を送って Bob が X 基底の観測を
する場合も，Bob の観測結果とアリスの送った
値は 100 ％一致します．

●　 Alice が + 基底の 0 または 1 を送り，Bob が X
基底の観測をすると Bob の観測結果は 0 と 1 が
50 % の確率で出ます．そのため Bob の観測結果
は Alice が送った 0 または 1 と全く無関係とな
り，一致する確率は 50 % となります．Alice が
X 基底の 0 または 1 を送り，Bob が + 基底の観
測をする場合も同様です．

BB84 のプロトコルにおいて，Alice と Bob が鍵とし
て採用するのは，Alice が送信した基底と Bob が観測
した基底が一致した桁だけです．そのため，2 人が必ず
同じ鍵を共有することができます．

Alice と Bob は各自がランダムに選んだ基底のどの
桁が一致していたかを確認するために，インターネット
上でそれぞれの基底を公開します．この情報は Eve に
見られる可能性がありますが，基底の情報と実際の鍵は
全く関係がないので，秘密鍵の情報は全く Eve には分
かりません．Eve が秘密鍵の情報を知るには，Alice か
ら Bob に送られる光子を途中で何らかの方法で「観測」
するしかありません．ここでは説明を簡単にするために
Eve も + 基底か X 基底でしか観測できないとします．
実際には別の基底でも観測は可能ですが，できることは
本質的には変わりません．

Alice が + 基底の 1 を送信し，その光子を Bob が +
基底で観測したとします．この場合，100 ％で Bob は
+ 基底の 1 を観測結果として得ます．そのため，もし
この桁を BB84 の手順の⑥で Alice と値をチェックす
る桁に選んだとすると 100 % 一致します．この光子を
途中で Eve が観測するとどうなるでしょうか？ Eve は
途中でその光子をとって観測しますが，その時点では何
の情報もないので，+ 基底か X 基底をランダムに選ん
で観測するしかありません．

Eve が + 基底で観測した場合は，100 % の確率で +
基底の 1 の情報を得られます．そして，+ 基底の 1 の
光を Bob に送信します．この場合 Eve が観測したのに，
Bob が受信する状態は変わらないため，Alice の送信し
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た情報との一致確認をしても途中で何かされたことには
気づけません．

ただし，Eve は 1/2 の確率で，X 基底で観測するで
しょう．その場合，X 基底の 0 か 1 をそれぞれ 50 %
の確率で観測結果として得るので，それと同じ状態を
Bob に送信します．Bob は X 基底の 0 か 1 を受信する
ので，+ 基底で観測すると 50 % の確率で + 基底の 0
または 1 を結果として得ます．この場合，Alice は 1 を
送信していたので，Bob が 0 の観測結果を得た場合，
両者が一致しないので Eve の存在に気づくことができ
ます．簡単な確率の計算から，Alice が + 基底の 1 を
送って Bob が + 基底の観測を行う途中で Eve が + 基底
か X 基底の観測をランダムに行った場合，1/4 の確率
で Eve の存在に気づくことができます．

1/4 の確率でしか発見できないのでは余り意味がない
と思われたでしょうか？ 例えば，100 桁を Alice と
Bob がチェックに使ったとしましょう．Eve がその桁
全てで観測をしたのに，Alice と Bob に気づかれない
確率は幾らになるでしょうか？ 1 桁で気づかれない確
率は 3/4 です．つまり，100 桁をチェックするとその
全 て の 桁 で Eve の 盗 聴 が 気 づ か れ な い 確 率 は， 

（ 3
4 ）100 となります．つまり，Eve を検出できる可能性

は，1−（ 3
4 ）100 となります．これは事実上ほぼ確実と

言っていいので，盗聴されたら事実上「絶対」検出可能
という意味で究極の暗号と言われています．

4 実験のやり方
実は，同じ状態の光子を複数送信してしまうと，Eve

が途中でそのうちの一つだけを取ることができたら，情
報を取られても絶対に気づきません．そのため，厳密な
安全性を保証したい実際の量子暗号では，発生させる光
子は厳密に一つとなる機器を使っています．そのような
機器はとても高価で我々が容易に使えるものではありま
せん．そこで，以下では，擬似的に受信，送信，盗聴を
レーザポインタと偏光板で行う方法を紹介します．

まず，最初にも説明しましたが，4 枚の偏光板を重ね

て透明になる向きにそろえて同じ辺に目印を付けて下さ
い．その目印を基準にして，図 5 のように四つの角度
に傾けて，送信や受信を行います．この四つの角度を
+0，+1，X0，X1 と呼ぶことにします．以下は実験の
やり方の基本的なアイデアですので，各自うまく工夫し
て効率良くやる方法を考えてみて下さい．Alice，Bob，
Eve 役をする 3 人が必要ですが，1 人しかいなくても手
順の確認は可能だと思います．

4.1　送信の仕方
レーザポインタの光を図 5 の +0，+1，X0，X1 の偏

光板を通せば，それぞれ + 基底の 0，+ 基底の 1，X 基
底の 0，X 基底の 1 が送信できるのは自明ですね．

4.2　観測の仕方
観測は，偏光板だけでは疑似的なものしかできません

が，以下のように考えて下さい．+ 基底で観測したい場
合，+0 か +1 の偏光板をランダムに選んでください．
後で説明しますが，ランダムに選ぶのが重要です．例え
ば，送られてきた光を +0 の偏光板を通して，紙に照射
します．もし，紙が光っていたら偏光板と同じ方向の +
基底の 0，光っていなかったら + 基底の 1 と判断して
下さい．実際にはよく見ると少しだけ光っている場合
は，それは偏光板が完全でないためなので，光っていな
いと判断して下さい．

もし，X 基底の光が来たときに，上記の +0 の偏光板
を使って観測するとどうなるでしょうか？ このときは
50 % の確率で光が通ります．実際の量子暗号の通信機
器では，一つしか光子を送らないので，Bob が光を観
測できるのは 50 % の確率となり，50 ％の確率で 0 と
1 という観測結果になります．しかし，レーザポインタ
は同時に多くの光子を出してしまうため，2．で説明し
たように全体の半分が常に通ってしまいます．（よく見
ると光の量が半分になっているはずですが，それは気に
せずに光って見えたら偏光板と同じ向きの +0 の光と解
釈して下さい．）つまり，観測結果は常に 0 となり，実
際の量子暗号の場合と観測結果が異なってしまいます．

図５　四つの観測方法
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そのため，+ 基底で観測する場合は，ランダムに +0 と
+1 の偏光板を選ぶようにします．それにより，X 基底
の光が来たときの観測結果が 0 と 1 がランダムになる
ようになり，実際の BB84 の手順と同じ結果となるこ
とが期待できます．X 基底で観測する場合は上記の +
と X を読み替えればいいですね．

観測は Alice と Bob は数 m 離れた場所に机といすを
置いて座って，上記の送信と観測を行って下さい．Bob
の机の上に Alice が光を照射する紙の衝立を置いたらい
いでしょう．Bob が観測するときには，偏光板をその
衝立の前に挿入すればいいでしょう．

4.3　盗聴の仕方
Eve 役の人は Alice と Bob の間に机といすを置いて

座って，Alice からの光を衝立で一旦止めます．そして，
もし，盗聴する場合は，その光を Bob と同じように観
測して，その観測結果と同じ状態の光を Alice と同じよ
うに発生させて Bob の衝立に向けて照射します．つま
り，Eve のためにも別途レーザポインタが必要です．ま
た Eve は送信と受信に 1 枚ずつ，合計で 2 枚の偏光板
が必要となります．つまり，Alice が送信に 1 枚，Bob
が受信に 1 枚使うので，偏光板は合計で 4 枚必要とい
うことになります．

もし，盗聴しない場合は，いったん Alice からの光を
衝立で止めていましたが，その衝立を外して Alice から
の光が Bob に直接届くようにします．Eve の腕の見せ
所は，盗聴した場合と盗聴しない場合の違いを Bob に
気づかれないように，Alice から照射されている光と自
分が盗聴したときに発生させて照射する光の位置が大体
同じ位置になるように頑張って調整して下さい．

Alice がいつ光を送ったか知らせるために，Alice は
一つの状態を送るための偏光板の角度の調整が終わった
ら，「今から送ります」と発声します．その光は Eve が
遮っていますが，Eve はそれを観測して自分で光を作り
出して Bob に送るか，Alice からの光をそのまま送る
かを決めた後，「Alice からの光を中継します」と言っ
て，どちらかの光を Bob の方へ照射します．以上が，
基本的なアイデアですが，いろいろ工夫できると思いま
す．

ゲームとして楽しむためには，例えば Alice と Bob
のチームが Eve に盗聴されずにどのくらいの長さの秘
密鍵を共有できるか，若しくは，Eve が 2 人にばれず
に共有鍵の一部でも盗聴することができるのかというこ

とを競い合ってみて下さい．
そのときに Eve の動作が Alice や Bob から見えてし

まうともちろんゲームとしては成り立たないので，例え
ば，段ボール箱を Eve の机に置いてその中で Eve が作
業をすればいいでしょう．もちろん，中を見えないよう
に通る穴だけを空けて，Alice から Bob への光の通り
道と Eve から Bob への光の通り道はうまく確保して下
さい．

以上の方法で実験すると，もし Eve が盗聴しようと
ある程度の桁を観測した場合，Alice と Bob は高い確
率で気がつくことを実際に確認してもらえればと思いま
す．

5 むすび
本稿では，理系の高校生を想定して量子暗号の原理を

理解してもらうということを試みましたが，何となく分
かって頂けたでしょうか？ 本稿で紹介した量子暗号の
ままでは，Eve が鍵の一部の部分しか盗聴しないとした
ら，検出する確率が低くなると思われるかもしれませ
ん．しかし，計算機科学の分野で知られている様々な手
法で工夫すると「Eve が少しの部分だけ観測して一部の
情報だけ取ったとしても，一部の情報からでは鍵の情報
を全く推測できないような鍵の構成方法」があるので安
心して下さい．そのようなことを大学で勉強したいと
思った方は，「情報」の分野を検討するのもいいかもし
れません．もちろん，量子通信や量子計算の分野のデバ
イスや理論に関する研究・勉強がしたいなら，「物理」
の該当する分野を検討することをお勧めします．本稿を
目にした高校生の方が，将来該当する分野で技術者・研
究者として活躍することを期待しております．

山下　茂 （正員：シニア会員）（正員）
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 1	 はじめに
筆者が小中高生向けのプログラミング教育に関

心を持った背景には，2020 年度から順次施行され
ている新学習指導要領（1）がある．本要領では，小
学校が 2020 年度から，中学校が 2021 年度から，
高校が 2022 年度からプログラミング教育（プログ
ラミング的思考）が必修化される．必修化前から文
部科学省や未来の学びコンソーシアム（令和 2 年
12 月 25 日に終了）（2）やメディアなどが周知を図り，
プログラミング教育の文字を多く目にするように
なっていた．また，文科省が小学校プログラミング
教育に関する指導案集（3）を公開したり，教育委員
会などが研修会を実施したりして指導する教員の育
成に努め，プログラミング授業を既に実施している
小学校もあった．

しかし，2017 年頃に筆者が地元小学校の校長に
話を聞いたところ，必要性を理解しているもののど
のように手をつけてよいのか分からず，準備は全く
できていないとのことであった．恐らく多くの学校
でも当時は同じ状況であったと予想される．しか
も，2020 年度から必修化された小学校では，新型

コロナウイルス感染症対策のため授業時間数が減ら
されて正課授業では何もできていなかったり，外部
講師による課外のクラブ活動での実施であったり，
実際の学校現場における教員らから戸惑いの声を聞
くことが多い．GIGA スクール構想（4）で学校の
ICT 環境整備が進められる中，初等教育においても
プログラミングを教えられる指導者の育成とその支
援は急務である．

一方，プログラミング教育を商機と捉えて，世間
ではイベントでのプログラミングブースやプログラ
ミング教室の開設が多く見られる．実際に多くの子
供たちが集まったり通ったりするようになってい
る．しかし，扱う内容のほとんどは，関心の集めや
すいゲームやロボットのプログラミングである．そ
こで，大学教員ならではの視点として，筆者の専門
分 野 で も あ る 人 工 知 能（AI: Artificial Intelli
gence）を扱うプログラミング教室を開催しようと
の着想に至った．

AI にはこれまで 3 回のブームがあった．1950〜
60 年代の第一次ブームでは，1956 年のダートマ
ス会議での AI の命名とともに，パズルや定理証明
などの探索や推論で成功を収めた．1980 年代の第
二次ブームでは，知識表現の研究が進み，多数のエ
キスパートシステム（専門分野の知識を取り込み推
論するプログラム）が開発された．現在の第三次
ブームは，深層学習（ディープラーニング）による

人工知能を学べる
中高生向けPythonプログラミング教室
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Summary 本稿では，筆者らが 2018 年度から実施している中高生向け Python プログラミング教室の内容を紹
介するとともに，プログラミング初等教育を支援する研究への展開について説明する．高校生向け教

室は日本学術振興会の「ひらめき☆ときめきサイエンス」として，中学生向けは名古屋少年少女発明クラブの「中学生プ
ログラミング教室」として，主に夏休みの 1，2 日間に開催されるイベントである．単発の教室ではあるものの，プログ
ラミングの基礎から機械学習を用いた手書き数字の認識までを学ぶ濃密な内容である．プログラミング環境として，最初
は大学の実習室にて Anaconda ディストリビューションの Jupyter Notebook を使用した．その後，受講後にもプログラ
ミングの続きを容易にできて，コロナ禍でも遠隔開催できるように，Google の Colaboratory を使用することに変更した．
この変更により，Google ドライブ上に保存されるプログラムコードの共有が可能となり，遠隔でもプログラムの指導が
でき，受講者のコードの収集も容易になった．そこで，収集した受講者のコードを分析した結果，受講生が幾つかのクラ
スタに分かれることが分かった．今後はプログラミング初等教育において教え方を支援する研究への展開を目指す．
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画像認識をきっかけにして，情報学という限られた
研究分野だけではなく，様々な学術分野や産業界な
ど世界中で広範に起こっている．国内でも政府の
AI 戦略 2019（5）において四つの戦略目標（人材，
産業競争力，技術体系，国際）を設定し，AI 時代
に対応した人材の育成に力を入れようとしている．
この状況の中，AI プログラミングで最も使われて
いるプログラミング言語は Python である．IEEE
の Top Programming Languages 2021（6） で も 1
位である．Python は，コードがシンプルで扱いや
すく設計されていて，様々なプログラムを分かりや
すく少ないコード行数で書けるといった特徴があ
る．また，パソコンにプログラミング環境をインス
トールすることなく，Google の Colaboratory（7）

のようにブラウザ上でプログラミングを行うことも
できる．AI 人材の育成のためにも，Python を用い
た AI プログラミング教育を，大学生や社会人だけ
ではなく，小中高生向けにも実施することは大きな
意義があると言える．

以上の背景から筆者らは，2018 年度から地域の
学校や団体とも連携して小学生・中学生・高校生向
けのプログラミング教室を行っている．まず，
2018 年 8 月 10 日に日本学術振興会の「ひらめき
☆ときめきサイエンス（8）」に採択された「人工知
能を知り，プログラミングし，動かしてみよう！」
において．高校生 33 名を対象に AI の講義を行い，
大学の実習室にて Python プログラミング実習を実
施した（9）．そして，2020 年 12 月 19 日には再び
同じ教室を高校生 23 名に実施したが，新型コロナ
ウイルス感染症対策のためオンライン開催であっ
た（10）．中学生対象としては，2019 年度から毎年，
名古屋少年少女発明クラブ主催・本学共催の中学生
プログラミング教室（2 日間，定員 40 名）（11）を開
催している．小学生に対しては，2019 年度に大学
の「出前授業」として小学校 2 校の正課授業にお
いて Scratch プログラミングを行い，2020 年度か
らは 1 校の課外のクラブ活動で Scratch を用いた
ゲームプログラミングも行っている．

本稿では，これらの中から AI を学べる中高生向
け Python プログラミング教室の内容を紹介する．
２．では高校生向け教室，３．では中学生向け教室
をアンケート結果とともに説明する．４．では，教
室を受講した生徒の習得度や傾向を調べるために，
この教室で収集したプログラムコードを分析した結
果を示す．生徒がどのコードで間違えやすいのかな
どの傾向の分析結果を初等教育のプログラミング指
導者とも共有することによって，教材作成や教え方

における支援につながり得るからである．このよう
にプログラミング初等教育を支援する研究への展開
について説明する．

 2	 高校生向Pythonプログラミング教室
２.１　2018年度の教室

2017 年 12 月に日本学術振興会のひらめき☆と
きめきサイエンスに「人工知能を知り，プログラミ
ングし，動かしてみよう！」の名で企画書を提案し
た．ひらめき☆ときめきサイエンスとは，大学や研
究機関で「科研費」（KAKENHI）によって行われ
ている最先端の研究成果に，小・中・高生が，じか
に見る，聞く，触れることで，科学の面白さを感じ
てもらうプログラムである（8）．この企画が採択さ
れ，2018 年 8 月 10 日（金）に本学の総合情報セ
ンターの実習室にて高校生を対象に，最初の AI を
学べる Python プログラミング教室が開催された

（図 1）．募集定員 30 名に対して 57 件の応募があ
り，33 名が受講した（9）．

本教室は，講義と実習を交えた以下のスケジュー
ルで実施された．
（1）　開講式
（2）　講義①「人工知能について」
（3）　 ミニ講義「プログラミング言語 Python に

ついて」
（4）　実習①「Python プログラミング演習」
（5）　講義②「ニューラルネットワークについて」
（6）　 実習②「ニューラルネットワークのプログ

ラム①」
（7）　 実習③「ニューラルネットワークのプログ

ラム②」
（8）　修了式

図 1 高校生対象 Python プログラミング教室の様子
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実習①②③において，テキストに記載された
Python プログラムを入力して実行してもらった．
受講生のパソコンやプログラミングの経験の差が大
きいと予想されたため，実習室において各受講者に
1 台のパソコンを割り当てることによって，自らの
ペースで積極的に取り組めるようにした．ここで
は，フリーでオープンソースの Anaconda ディス
トリビューション（12）と Web ブラウザ上で対話的
に プ ロ グ ラ ム を 作 成・ 実 行 で き る Jupyter 
Notebook（13）を使用した．また，実習で入力した
プログラムを持ち帰れるように USB メモリを配付
した．これらにより，受講生が自宅のパソコンなど
でもプログラミングの続きを容易にできるようにし
た．また，高校生と年齢の近い大学生チューターを
配置し，受講生の疑問点などに気軽かつ迅速に対応
できるようにした．

実 習 の 内 容 と し て は「 ゼ ロ か ら 作 る Deep 
Learning −Python で学ぶディープラーニングの理
論と実装（14）」の 1〜4 章をベースに，記載のプロ
グラムを一部利用した．これは，「使う」ではなく

「一から作る」過程を通じて，AI の最先端にある深
層学習の元になるニューラルネットワークの「仕組
み」を少しでも理解してもらうことを意図した．そ
のため，プログラミングや Python の基礎について
は，ミニ講義と 1 時間の実習①だけとなった．実
習②のニューラルネットワークでは，活性化関数と
3 層のニューラルネットワークを扱った．また，実
習③では，手書き数字を学習するニューラルネット
ワークをプログラミングした．学習には文献（14）に
倣 っ て MNIST（Modified National Institute of 
Standards and Technology database）（15） という
手書き数字の画像セットを用いた．MNIST には，
28×28 ピクセルの 0〜255 階調のグレースケール
画像（図 2 の左）が学習用に 6 万枚，テスト用に
1 万枚用意されている．そのため，文献（14）の 4
章にある誤差逆伝搬法をあえて使わないニューラル
ネットワークの学習では，時間が掛かり修了式まで
には結果が出なかった．

実施後のアンケートでは，初めてにしては受講生
の満足度は高かった（表 1）．「とても勉強になった」

「プログラミングをする機会はないのでとても楽し
かった」「本格的なプログラミングができた」「貴重
な体験ができた」「達成感があった」などの自由回
答もあった．一方で，理解度において特に午後の内
容に対して「余り理解できなかった」との回答が
あった．扱った内容が，大学の専門課程で学ぶもの
であり，高校生には高度で難解であったためと言え

る．以上を踏まえて，プログラミングの基礎を拡充
するとともに，仕組みよりも AI の機械学習で何が
できるのかを時間内で実感できるように改善する必
要があった．

２.２　2020年度の教室
2019 年 12 月に「人工知能を知り，プログラミ

ングし，動かしてみよう！」と同名ではあるが，内
容を改善した企画書を提案したところ，2020 年度
にも採択された．しかし，新型コロナウイルスのた
めに，予定していた 8 月 20 日に対面で実施できな
くなり，中止または実施日や方法の変更に迫られ
た．いつ感染が拡大するか分からない状況で対面実
施はあきらめ，Zoom（16）を用いたオンライン開催
に変更して 12 月 19 日（土）に実施し，受講生数
は 23 名であった（10）．

Python プログラミングには，クラウドサービス
の Google Colaboratory（7）を用いた．事前に受講
生に Google アカウントを取得してもらう必要が
あったものの，遠隔で受講する高校生が自宅などの
パソコンにプログラミング環境をインストールする
必要なく，各自のブラウザ上でプログラミングでき
た．また，受講生のプログラムを講師側でも共有し
てリアルタイムにプログラミングの個別指導を行え
るように，Google アカウント情報を事前に講師に

図 2　MNIST の画像（左）と scikit-learn の画像（右）

表１　2018 年度のアンケート結果の一部
高校生　回答 32 人，無回答 1 人

① 今回の企画はいかがでしたか．
とても面白かった 31%
面白かった   59%
面白くなかった   3%
分からない 7%
② 今回の企画は分かりやすかったですか．
とても分かりやすかった 31%
分かりやすかった 63%
分かりにくかった 15%
分からない 7%

ⓒ電子情報通信学会2013
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伝え，プログラムを Google ドライブ上の共有アイ
テムともした。更に，事前準備または当日後の質問
にオフラインでも回答できるように，Slack（17）を
用いて専用のワークスペース「ひらめきサイエンス
2020」を用意した．これらを一画面上に並べたも
のを図 3 に示す．左上が受講生のプログラミング
画面，左下が講師のドライブ画面，右上がドライブ
上でも共有したテキスト，右下が Slack のチャット
画面である．

2020 年度の教室は，以下のスケジュールで実施
した．
（1）　開講式
（2）　ミニ講義「プログラミング入門」
（3）　 演習 1「基本的な文法 1（計算，データ型，

変数，文字列，入出力）」
（4）　 演習 2「基本的な文法 2（条件分岐と繰り

返し、リスト型と辞書型）」
（5）　講義「人工知能 AI と機械学習」
（6）　 演習 3「機械学習の準備（関数とライブラ

リ、NumPy、Pandas、Matplotlib）」
（7）　 演習 4「機械学習に挑戦（機械学習を用い

た手書き数字の認識）」
（8）　修了式

2018 年度の実習では単にプログラムを入力する
だけであったが，今回の 1 時間の演習では説明 20

分と演習40分として説明の時間をきちんと設けた．
また，ミニ講義と演習 1，2 により Python プログ
ラミングの基礎をしっかり学んだ上で，ニューラル
ネットワークに限らず様々な機械学習の手法を用い
て手書き数字の認識プログラムを入力してもらっ
た．今回は，MNIST ではなく，8×8 ピクセルの 0
〜15 階調のグレースケール画像が 1,797 枚含まれ
る scikitlearn（18）の手書き数字の画像セット（図
2 の右）を使用した．手法やパラメータを変えなが
ら機械学習を「使う」ことを実感できる内容に変更
した．

実施後のオンラインアンケートの結果の一部を
表 2 に示す．前回と異なりオンライン開催のため
に指導のしにくさはあったものの，回答者 18 名全
員が「面白かった」との回答であった．また，理解
度に関しても「分かりにくかった」はなく，全員が

「分かりやすかった」であった．更に，5 件の自由
回答も全て好意的な感想であった．もちろん無回答
5 名に、面白くなかった、分かりにくかったとの回
答があったかもしれないが，今回の内容の改善に
よっておおむね満足度や理解度が上がったと言え
る．このように良い企画であったものの，50 名の
募集人数に対して 23 名しか集まらなかったことは
非常に残念であった．これは，新型コロナウイルス
のため，予定の「夏季休暇」から「12 月開催」に
変更となり，公表と募集の期間が短かったためと言

 図 3　受講生の Colaboratory のプログラミング画面，講師のドライブ画面，Slack の画面
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える．今後もこのままの内容で教室を継続開催し，
より多くの高校生の反応を見ていく必要がある．

 3	 中学生向けPythonプログラミング教室
３.１　2019年度の教室

2018 年度の高校生向けの教室を踏まえて，2019
年度からは中学生向けのプログラミング教室も始め
た．これは，名古屋少年少女発明クラブ主催・本学
共催の教室であり，定員 40 名で毎年 2 日間開催し
ている（11）．内容は，高校生の内容を簡単にした
ものであるが，Python の基礎から AI の機械学習
での手書き数字の認識までをプログラミングしなが
ら学ぶものである．

2019 年の教室は，8 月 28 日（水）の午後，29
日（木）の午前と午後に中学生 40 名に対して実施
された．高校生のように 1 日完結ではなく，2 日に
分けることにより中学生の負担に配慮した．スケ
ジュールは，2020 年度の高校生のものに近いが，
演習を細かく分け，下記のとおりにした．
（1）　ミニ講義「プログラミング入門」
（2）　演習 1「基本的な文法 1」
（3）　演習 2「基本的な文法 2」
（4）　大学紹介と研究室訪問
　　　　−1 日目はここまで−

（5）　演習 3「リスト」
（6）　演習 4「関数」
（7）　講義「人工知能 AI と機械学習」
（8）　演習 5「機械学習の準備」
（9）　演習 6「機械学習に挑戦」

プログラミング環境には，2018 年度の高校生向
けと同じように，大学の実習室のパソコンにて，
Anaconda デ ィ ス ト リ ビ ュ ー シ ョ ン と Jupyter 
Notebook を使用させた．また 1 日目の最後の研究

室訪問は，筆者の所属する理学研究科の教員に依頼
して，情報に限らず，物理・化学・生物・数学の研
究室を順に回る企画である．大学におけるプログラ
ミング以外の多様な学問を体感してもらうことを意
図した．

2019 年度の実施後のアンケート結果の一部を表
3 に示す．高校生向けには日本学術振興会の様式，
中学生向けには名古屋少年少女発明クラブの様式を
用いたため，質問項目は異なる．回答者全員が「楽
しかった」と回答し，ほぼ全員が多かれ少なかれ

「プログラミングに興味を持った」という結果で
あった．元々プログラミングに関心があって応募し
たため，前向きな結果であったのかもしれない．一
方で，難易度については 6 割が「難しかった」と
の回答であった．簡単にし過ぎても好ましくなく，
今後の難易度の調整が必要と言える．研究室訪問に
ついては，プログラミング以外の複数の研究内容を
短時間で紹介されて難しかったかもしれないが，

「面白かった」との回答がほとんどであり，大学で
の多様な学びに興味を覚えたようであった．感想な
どの自由回答もほとんど好意的な感想であった．総
じて，中学生にとってやりがいと達成感の感じられ
た企画であったと言える．

３.２　2020年度の教室
2020 年度には，高校生の教室と同じく，新型コ

ロナウイルスのために，予定していた 8 月に対面

表 2　2020 年度のアンケート結果の一部
高校生　回答 18 人，無回答 5 人

① 今回の企画はいかがでしたか．
とても面白かった 89%
面白かった   11%
面白くなかった   0%
分からない 0%
② 今回の企画は分かりやすかったですか．
とても分かりやすかった 28%
分かりやすかった 63%
分かりにくかった 0%
分からない 0%

表 3　2019 年度のアンケート結果の一部
中学生　回答 39 人，無回答 1 人

① 楽しかったですか？
とても楽しかった 77%
少し楽しかった   23%
あまり楽しくなかった   0%
つまらなかった 0%
② 難しかったですか？
難しかった 60%
ちょうどよかった 37%
簡単だった 3%
③ プログラミングに興味を持ちましたか？
興味を持った 72%
少し興味を持った   28%
あまり興味を持てなかった   2%
興味を持てなかった 0%
④ 研究室訪問は面白かったですか？
とても面白かった 67%
少し面白かった   30%
あまり面白くなかった   3%
つまらなかった 0%

ⓒ電子情報通信学会2013
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での実施ができなくなった．そこで，Zoom を用い
たオンライン開催に変更して 10 月 31 日（土）午
後と 11 月 7 日（土）午後に実施した．受講者数は
26 名であり，高校生の教室と同様に開催日の変更
により，人数が少なかったと言える．スケジュール
は，2019 年度の研究室訪問を除き，演習 3「リス
ト」を初日に行うだけで，ほぼ同一とした．プログ
ラミング環境には Google Colaboratory を使用し，
Google ドライブ上でプログラムコードを共有して
遠隔で指導を行った．発明クラブによるアンケート
が紙面によるもののため，今回はアンケートを実施
できなかった．

３.３　2021年度の教室
2021 年度には，コロナ禍ではあったものの，国

や県等のイベント開催基準等の指針に基づいて，感
染対策を徹底して，8 月 11 日（水）午後と 8 月
12 日（木）午後に対面で開催した．今回は定員 40
名に対して 99 名の応募があったため，急きょ 50
名まで増やして当選通知を行い，当日の欠席者が 2
名いたため，最終的な受講者数は 48 名であった．
図 4 の写真に示すように，感染症対策として 1 台
おきにパソコンを割り当てたため，1 教室では収ま
らなかった．そこで，講師の筆者が説明する教室の
映像を隣の教室に配信し，大学生チューターの数を
増やして，2 教室に分けて実施した．受講生には，
不平等を感じないように，初日とは異なる教室で二
日目を受講させた．スケジュールは 2020 年度と同
じ で あ り， プ ロ グ ラ ミ ン グ 環 境 に は Google 
Colaboratory を用いた．ここで，前年度実施した
際には気づかなかったが，Colaboratory を使うた
めに必要な Google アカウントにおいて，以下の二
つの問題が起こった．

• 自宅とは異なるパソコンのブラウザで Google
アカウントを使用したため，二段階認証を求め
られた．しかし，送信されたコードを確認でき
る端末を持ち合わせていなかったため，ログイ
ンできなかった．

•  13 歳未満の子供用 Google アカウントでは，
Colaboratory を使えなかった．

　
予備のアカウントを用意してあったものの，それ

だけでは足らず，当日作成してもらうなどして対応
した．

2021 年度の実施後のアンケート結果の一部を表
4 に示す．2019 年度のアンケート結果を踏まえて，
難易度の回答を細分化し，興味の回答には「もとも
とあった」を追加したアンケートにした．2019 年
度と同様にほぼ全員が「楽しかった」との回答で
あった．難易度においては「難しかった」（「少し」
を含む）が 76 % であり，引き続き難易度の調整が
必要である．今回の自由感想欄にあったように，講
師の説明を短くし，演習の時間を長くし，入力する
プログラムを少し減らすなどの方法が挙げられる．
興味に関しては，「もともと興味があった」が 3 割
あったものの，残りのほとんどが今回の教室を通じ
て興味を持ったこととなった．全体的な傾向として
は 2019 年度とほぼ同じ好ましい結果であり，今回
落選した中学生もいたことから，今後も教室を継続
する必要性があると言える．

図 4 中学生対象 Python プログラミング教室の様子

表 4　2021 年度のアンケート結果の一部
中学生　回答 46 人，無回答 2 人

① 楽しかったですか？
とても楽しかった 85%
少し楽しかった   13%
あまり楽しくなかった   2%
つまらなかった 0%
② 難しかったですか？
難しかった 28%
少し難しかった   48%
ちょうどよかった 20%
少し簡単だった 2%
簡単だったった   2%
③ プログラミングに興味を持ちましたか？
興味を持った 39%
少し興味を持った 28%
あまり興味を持てなかった 0%
興味を持てなかった 21%
もともと興味があった 31%
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 4	 プログラミング教育を支援する研究への展開
上述の中高生向け Python プログラミング教室を

今後も継続することに加えて，教室を受講した生徒
の習得度や傾向を調べることも非常に重要である．
これらの分析結果を初等教育のプログラミング指導
者とも共有することによって，教材作成や教え方に
おける支援につながり得るからである．

そこで筆者らは，2020 年度の教室から受講生が
入力したプログラムコードを収集し始めた．併せて
開催前にパソコンやプログラミングなどの経験の有
無を尋ねるオンラインでのアンケート調査も始め
た．これらには氏名などの個人を特定する情報は含
まれないが，教室の冒頭で「共有したプログラムや
アンケートは，匿名処理後に今後のプログラミング
教育改善のために利用します」などと説明した上
で，データ収集と分析を行った．2020 年度の高校
生向け教室と 2021 年度の中学生向け教室の分析結
果をそれぞれ 2021 年の 6 月と 12 月の電子情報通
信学会の教育工学研究会で報告した（19）,（20）．以下
では，文献（20）の結果の一部を示すとともに，
今後の教え方を支援する研究への展開について述べ
る．

文献（20）では，2021 年度の中学生プログラミ
ング教室の受講者 48 名のプログラムとアンケート
を分析した．演習では，印刷したテキストに記載さ
れたプログラムを実際に入力して学習する方法を
採った．プログラムは 1 行だけから 32 行のものも
あり，全部で 168 コードである．各演習のコード

数は以下のとおりである．
• 演習 1「基本的な文法 1」（36 コード）
• 演習 2「基本的な文法 2」（22 コード）
• 演習 3「リスト」（42 コード）
• 演習 4「関数」（21 コード）
• 演習 5「機械学習の準備」（33 コード）
• 演習 6「機械学習に挑戦」（14 コード）

受講者 48 名のそれぞれの 168 コードに対する採
点表を作成し，コードの正誤傾向を分析する．今回
の採点では，テキストの正解コードに対して受講者
のコードを手作業で比較したが，現在自動採点を試
行している．

コードの正誤に基づく二次元座標平面上におけ
る受講者同士の近さを図 5 に示す．同図で各丸が
受講者を表し，6 クラスタで色分けした．クラスタ
分けには，図 6 に示すデンドログラムを使用した．
デンドログラムとは，クラスタ分析において各個体
がクラスタにまとめられていく様子を樹形図の形で
表したものである．デンドログラムにおいて下段の
数字は受講者番号を，黒枠で囲った数字はクラスタ
番号を表し，今回は赤枠で囲ったところで 6 クラ
スタとした．図 5 の色とクラスタ番号の対応付け
は，黒：クラスタ 1，赤：クラスタ 2，緑：クラス
タ 3，青：クラスタ 4，水色：クラスタ 5，紫：ク
ラスタ 6 である．

図 5 において紫のクラスタ 6 には緑のクラスタ
3 に近い受講者もいるが，図 6 では紫のクラスタ 6
は緑のクラスタ 3 より青のクラスタ 4 に近い．こ

図 5  コードの正誤に基づく二次元座標平面上での受講者同士の近さ
（ 黒：クラスタ 1，赤：クラスタ 2，緑：クラスタ 3，青：クラスタ 4， 

水色：クラスタ 5，紫：クラスタ 6）

ⓒ電子情報通信学会2013
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の理由は，各演習における各クラスタの正答の違い
を分析することで解釈できる．紫のクラスタ 6 と
緑のクラスタ 3 は演習 2 まで正しく回答できてい
たのに対して，青のクラスタ 4 は演習 1 までで演
習 2 からは間違いが見られた．この「演習 2 まで
正しく回答」が．図 5 での近さを表していると考
えられる．そして，緑のクラスタ 3 は演習 3 以降
も正しく回答できていたのに対して，紫のクラスタ
6 は青のクラスタ 4 と同じく演習 3 以降で多くの
間違いが見られたため，図 6 ではクラスタ 4 と 6
が近くとなったと言える．

また，この 6 クラスタで分けた各受講者の正解
コード数を図 7 に示す．同図より，図 5 の横軸 X
が正解コード数を表していることが分かる．すなわ
ち，X が小さいほど，正解コード数が多いと言え
る．一方，縦軸 Y は，各演習における各クラスタ
の正答の違いを表していると考えられる．上記の紫
のクラスタ 6 と緑のクラスタ 3 の近さのほかにも，

青のクラスタ 4 と水色のクラスタ 5 は，演習 2〜5
で多くの誤答があったものの演習 6 では正答でき
ているという類似性が見られたからである．

文献（20）では，各クラスタの各演習での正答
率に加えて，プログラミング経験の有無などを調べ
たアンケート結果と正答率の関係，アンケート結果
と各クラスタの関係についても報告している．

受講者のコードを分析することにより，受講者が
クラスタに分かれ，各クラスタの受講者がどこでプ
ログラムをミスしやすいのかが見えてくる．これら
の傾向分析を積み重ねることにより，クラスタごと
の指導のポイントなどを明らかにして「教え方」の
見える化につなげていく．更に，採点の自動化や指
導ポイントの自動抽出などに機械学習を用いること
も考えている．このようにして，プログラミング初
等教育における機械学習を用いた教え方支援システ
ムの開発に展開していく予定である．

図 6　コードの正誤による受講者のデンドログラム

 図 7　各受講者の正解コード数
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 5	 	おわりに
本稿では，筆者らが 2018 年度から実施している

中高生向け Python プログラミング教室の内容を紹
介した．アンケート結果から中高生でも興味を持て
る内容であり，今後の継続開催が必要と言える．ま
た，プログラミング初等教育を支援する研究への展
開に関して，最新の研究結果として受講者がクラス
タに分かれることを示した．

今後の予定として，高校生向けプログラミング教
室については，再び日本学術振興会の「ひらめき☆
ときめきサイエンス」に応募済みであり，採択され
れば 2022 年 8 月 19 日（金）に実施予定である．
また，中学生向けプログラミング教室は，2022 年
8 月 24 日（水）と 25 日（木）に開催予定である．
更に，小学生向け AI プログラミング教室の開催も
検討中である．
謝辞　本研究の一部は，文部科学省の科学研究費

基盤研究（C）（21K12177）の支援を受けて行わ
れた．謝意を表します．
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	1. 郵便区分機の歴史（1）

日本の郵便制度の仕組みは 1871（明治 4）年に
始まる．郵便物の集配においては，郵便番号別に郵
便物を仕分ける郵便区分という作業が必要になる
が，最初の約 100 年間は人手で区分していた．しか
し，高度経済成長とともに郵便物の量が急拡大する
ことで，郵便物の配達の遅延が発生するようになり，
郵便局の作業スペースも手狭になっていたことから，
省スペース化・高速化のための自動区分機械が求め
られていた．

1965（昭和 40）年，郵便業務効率化のため機械
導入が検討され，郵政省の指導の下に，当時の（株）
東芝の機器事業部（当時：柳町工場）と総合研究所

（現：研究開発センター）でプロジェクトを編成し
た．まず郵便局内の作業を系統的に分析することか
ら着手し，郵便物自動読取区分機（TR シリーズ），
郵便物自動取揃押印機（TC シリーズ），郵便物自動
選別機（TS シリーズ）の順に開発を推進した．TR
は郵便物の宛名を読み取り，宛先ごとに区分する機
械で，TC は方向がばらばらに投入された郵便物の

表裏・上下を自動で取りそろえ，消印を押す機械で，
TS は郵便物の区分を機械処理できる書状とそうで
はない（大形等の）書状に選別する機械である．郵
便自動読取り・区分のためには，手書きされた郵便
番号や住所を読み取る技術が重要となる．

1966（昭和 41）年に，枠の中に記載された数字
を読み取る「制限手書き数字」認識の最初の試作機
が完成後，枠などの制限なく記載された「自由手書
き数字」の読取りについて委託研究を受け，全国か
ら集めた千差万別の手書き文字を分析し，読取りの
可能性を報告した．1967（昭和 42）年には総合研究
所の光学文字読取技術（OCR: Optical　Character 
Recognition）を使用し，ついに世界初の手書き文字
読取り技術を実装した郵便物自動読取区分機試作機 
TR-2 型を完成させた．

郵便番号を記入する赤枠は日本独自で，枠内の定
位置に書かれることで，数字の線だけを必要な信号
として光学的に拾い上げることが可能だが，郵便番
号枠のない書状に書かれる自由手書きでは，使用す
る筆記用具，字の大きさと位置，線の太さと濃度な
ど千差万別で，読取りが困難である．東芝では 30

ⓒ電子情報通信学会2022

郵便区分機向け手書き文字認識の開発
東芝インフラシステムズ株式会社　浜村倫行　Tomoyuki Hamamura

東芝インフラシステムズ株式会社　赤木琢磨　Takuma Akagi

東芝インフラシステムズ株式会社　入江文平　Bunpei Irie

図1　世界初の自由手書き郵便番号自動読取区分機TR-4
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万字にも及ぶサンプルを全国から集め，解析シミュ
レーションを基に改良を重ね，実用機 TR-3 型（区
分ポケット 50 口）と TR-4 型（区分ポケット 100
口）（図 1）を製造した．1968（昭和 43）年 7 月 1
日，「郵便番号制度発足の日」に東京中央郵便局で
一般公開した．

読取区分機実用化と並行して 1967（昭和 42）年
には世界初の切手検出方式による郵便物自動取揃押
印機，翌年には活字印刷数字を読み取る読取区分機
も完成させた．これらの研究開発成果が認められ，
1969（昭和 44）年に機械振興協会賞，翌 1970（昭
和 45）年に毎日工業技術賞をそれぞれ受賞し，国
内外から高い評価を受けた．これは，やがて訪れる
高度情報化社会での郵便局，駅，銀行などでの省力
化機器開発の先駆けとなった．

郵便区分機に搭載されている OCR は動作してい
る基板の高性能化とともに改良され，郵便番号だけ
ではなく，町名などの住所，丁目・番地・号などの
街区，部屋番号まで認識するようになった．詳細に
住所を認識することから，郵便番号認識だけではで
きなかった郵便配達員ごとの区分や，配達員が配る
順番で郵便物を並び替えることも可能となった．次
章では手書き住所認識 OCR の技術開発の経緯につ
いて紹介する．

	2. 手書き住所認識OCRの特徴
郵便処理で使用される手書き住所認識用の OCR

は，単に書かれている住所の文字を認識するだけで
はなく，それらを住所データベースに登録されてい
る実際の住所に一対一で結び付けて，それがどの住
所なのかを特定しなくてはならない．

図 2 は郵便区分機に使用される OCR の処理の流
れを図解したものである．

まず OCR は書状に記載されている文字を一文字
ずつ切り出して文字画像の切り出し候補（以降，「文
字候補」）を作成する．その文字候補を文字認識し
て文字認識結果を出力する．記載されている文字に
は読み取れない文字や，誤認識してしまう文字があ
る．また，後述のように文字の区切りが不明瞭で，
切り出し自体に失敗する場合もある．図の例では汚
れのせいで「川崎」の「崎」が読み取れず，「東芝
町」の「東」を「束」と誤認識している．

次に OCR は文字認識で得られた結果と，住所デー
タベースに登録されている全国の住所とを比較して，
そこに記載されていた住所を一つに特定する．そし
てそのデータベースにあらかじめ登録されている，
その住所に該当する区分用のコード（図の例では

「2120001-1」）を検索し，そのコードを郵便区分機
に送信する．郵便区分機はそのコードを使って郵便
物を特定のポケットに区分する．

この「文字認識結果と住所データベースを比較し
て記載されていた住所を一つに特定する」処理を本
稿ではデータベースマッチング技術（以降，「マッチ
ング」）という．

図2　OCR処理の流れ
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	3. マッチング技術の重要性の向上
1990 年代当時の OCR は専用のハードウェア上に

FPGA で組まれたプログラムによって処理されてい
た．専用ハードウェアは汎用のワークステーション
に比べて，CPU の処理速度もメモリの最大使用量も
制限がある．また郵便区分機は 1 秒間に 10 通もの
住所を認識しなければならない．そのため，文字認
識やマッチングにかけられる時間が限られていた．
当時は図 3 のように，一つの文字からせいぜい 2〜
3 個の文字候補しか作成できなかった．

少ない文字候補で住所を認識するアプローチでは
文字候補を作成する技術が非常に重要であり，例え
ば前の文字と次に続く文字が接触して書かれる手書
き住所の場合などに，文字候補の作成に失敗する
ケースが多かった．このため当時は「文字候補を作
成する前処理や個別文字認識精度を高めて全体性能
を上げる」処理が改良のメインであり，それでは性
能の限界があった．例えば図 4 のように，「林」「川」

「村」という文字が接触して書かれていた場合に，
文字と文字の区切りを決める切断候補は赤矢印のよ
うに多数挙げられる．すると，図のように文字候補
作成の組合せは数多く考えられ，しかも正しい組合
せはその中でたった一つである．ほかの文字候補の
組合せが選ばれた際には「林川村」という文字列を

認識することはできない．
1990 年後半に入り OCR 処理が汎用ワークステー

ション，あるいはハイスペックパソコンに移行する
につれ，文字認識等の処理速度が飛躍的に上がった．
そこで我々は発想の転換を行い，性能を飛躍的に向
上させようと試みた．文字候補作成の精度を高くし
て性能を上げるのではなく，「考えられ得る文字候補
は全て作成し，その文字候補を全て文字認識し，最
後にデータベースとのマッチングで最も正しい文字
候補の組合せを選択する」という，最後段のマッチ
ング処理に重きを置いたアプローチである．

図 5 は，当時その考え方で作成された文字候補の
例である．「福島県会津若松市神指町南四合 30-2」
という住所が接触しながら書かれている．ここから
考えられる文字候補（一部）が図下部に四角い枠で
囲まれて表示されている．各文字候補の下に表示さ
れているのは，文字認識結果の上位 3 候補である．
多くの文字候補と多くの文字認識結果がある．この
文字候補の組合せは数百億通りを優に超える．

問題はこれら膨大な数の文字候補の組合せから正
しい組合せを一つだけ選び出すことである。

図4　複数の切断候補の例 図5　文字候補数上限を増やした例

図3　文字候補の例
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	4. マッチングスコアの検討
初めに行ったのはマッチングスコアの検討だった．

住所データベースから住所を特定するために，マッ
チングの良さをスコアにして比較する必要がある．
まず思いつくのは「文字の一致率」だろう．データ
ベースと文字認識結果が何文字一致しているかを数
えるのみのシンプルなスコアである．しかし，これ
は余り良いスコアではない．例えば図 6 の画像から，
市区郡名を読み取りたいとする．県は省略されるこ
とがあるので，市区郡データベースには県の有無 2
パターンの市区郡名が登録されている．画像を文字
認識した結果，図のとおり「鬼先山口県？陽小野田
市」となったとする．このとき，正解である「山口
県山陽小野田市」の一致率は，9 文字中 8 文字で
89 % であり，一見スコアが最大になりそうに見え
る．しかし，実際にはデータベース中の「野田市」
の一致率が 3 文字中 3 文字，100 % で最大になる．
このように，文字の一致率は人間の感覚から大きく
外れた結果になることがある．

ではどのようなスコアが適切なのか．「山口県山陽
小野田市」と「野田市」のどちらである確率が高い
かを計算できればよさそうであるが，これが簡単そ
うでいて一筋縄では行かない問題だった．懸命に考
えた結果，次のアイデアにたどり着いた：もし正解
が「野田市」だったならば，その左側の認識結果に

「山口県（？）陽小」の 5 文字が現れたのは偶然で
ある．偶然この 5 文字が現れる確率と，「山口県山
陽小野田市」が記載されたときにこの 5 文字が現れ
る確率を比較するのが正しいのではないか．

この考え方は正しかったようで，更に考えを整理
していくことで事後確率の近似とみなせるスコアが

生まれた．また，マッチングするにあたって都合が
良いことに，このスコアは文字ごとに計算して総和
を取るだけで計算できる便利なものだった（2），（3）．

	5. 日本語住所認識の試作
次に高速にマッチングする方法を検討した．図 6

では簡単のため省略しているが，実際には図 5 のよ
うに多数の文字候補を作成している．そのため，
マッチング対象である文字列候補（文字候補の組合
せ）は文字列長の指数オーダで爆発的に増加する．
まず はそれ を 抑 える方 法として DP（Dynamic 
Programing，動的計画法）マッチングを用いた．
動的計画法とは，小さい部分問題を計算して記録し
ておき，より大きい問題を計算する際に利用する手
法のことで，それをマッチングに応用したものが
DP マッチングである．データベース中の一つの文
字列に固定して考えると，それに対応するスコア最
大の文字列候補は，DP マッチングにより文字列長
に比例した計算時間で求めることができる．また，
DP マッチングは文字列の最初の部分が同じとなる
ような（つまり，前方一致するような）文字列が複
数ある場合には，途中までの計算結果を再利用でき
るので，あらかじめデータベースを辞書順にソート
しておくことで更に計算量を減らすことができる．

ここまでの内容を実装し，2002 年初めに日本語
住所認識の試作版ができた．郵便番号は読まず，県
から町域名までを認識して対応する郵便番号を答え
るプログラムである．1 画像に対し平均 8 秒程度で
動作した．認識性能は思いのほか良く，ある劣悪な
条件のテストデータ（郵便番号無記載，解像度通常
の半分など）では，従来のプログラムで 20 % の認

図6　文字一致率で不正解となる例
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識率であったところを 70 % 超認識することができ
た．大変うれしかったものである．

しかし，これがすぐに製品に採用されるわけでは
なかった．日本の郵便区分機の OCR には，長い歴
史の中で，利用者からの要望に応えるための多数の
特殊仕様があり，それらを満たす必要があったため
である．

	6. 製品への採用
1 年後にチャンスが訪れた．スウェーデン郵政向

け新型郵便区分機（図 7）の受注である．同国から
の受注は初めてであり，当然ながら多数の特殊仕様
を満たす必要はなく，純粋に住所を読み取ればよ
かった．

しかし，大きな課題は高速化だった．試しに住所
データベースをスウェーデンのものに入れ替えてそ
のまま動作させたところ，1 画像に 2 分かかるとい
う状況であった．これを 1 画像 0.7 秒，マッチング
単体では 0.5 秒にまで高速化しなければ製品に搭載
できない．

まず行ったのは，単語階層の導入だった．日本語
は単語間にスペースを開けずに記載されるが，ス
ウェーデン語では英語と同様にスペースを開ける

（図 8）．そこで，単語の境目も検出し，マッチング
を単語単位で分けて行うことにした．これは，DP
マッチングの前方一致分の計算再利用を促進する効
果がある．

図 9 でその効果について説明する．図 9 はデータ
ベースに登録された文字列で，左側は単語単位で分
けない場合，右側は分けた場合の例である．辞書順
にソートされており，上から順に処理される．製品
搭載にあたっては，郵便番号も同時にマッチングす
ることで性能向上を図りたいため，データベースの
先頭 5 文字が郵便番号になっている．左側において，
例えば今「11012STOCKHOLMBGATAN」とのマッ
チング を 実 行したところで あるとする．次 の

「11013STOCKHOLMBOX」とのマッチングを実行
するにあたり，前方一致している「1101」の 4 文字
に対する計算結果は再利用できる．図中では再利用
できる部分を破線で示している．一方，単語単位に
分けた右側では，「STOCKHOLM」と「B」も前方
一致する．図中では前方一致の増加部分を赤下線で
示している．前方一致部分が大幅に増加しているこ図8　スウェーデンの手書き住所

図7　スウェーデン郵政向け新型郵便区分機

図9　単語分割による前方一致の増加
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とが分かる．図は説明のため一つ上の文字列と比較
しているが，実際には単語単位でソートし直すため，
前方一致部分は更に増加する．この改良により 2.5
倍速くすることができた．

次に，DP マッチングのアルゴリズムで不要な計
算をできるだけ行わないようにする，いわゆる「枝
刈り」を行った．単語に分割したことで，DP マッ
チング時の単語の先頭と末尾の位置が固定される．
これにより，対応付けの起こり得ない部分の計算を
省略できる．また，先頭の数文字を計算した時点で
スコアが小さいものも，以降の計算を省略した．こ
の改良により 3 倍速くすることができた．

また，住所階層を利用したデータベース側の枝刈
りも行った．スウェーデンの住所は，図 10 のよう
に都市名，町名の 2 階層から成り，5 桁の郵便番号
が付与されている．5 桁のうち上 3 桁で都市名をお
おむね決定することができる．そこで，先に郵便番
号上 3 桁を読むことで都市名の候補を枝刈りし，更
に都市名を読むことで町名を枝刈りした．郵便番号
上 3 桁の先読みで 3 倍，都市名の先読みで 8 倍速く
なった．ほかにも，文字候補の削減など様々な改良
を積み重ね，最終的にはマッチング単体で 0.3 秒，
400 倍の高速化が実現でき，無事にスウェーデン郵
政に採用された．

	7. おわりに
スウェーデン郵政向け郵便区分機で製品化された

マッチング重視型の手書き住所認識は，その後に開
発された区分機全てのベースとなり，改良・カスタ
マイズされ製品搭載されていった．フランス，シン
ガポール，台湾，ロシアなど海外で実績と評価を得
たこのアルゴリズムは，2014 年に「凱旋」という
形で日本国内の区分機にも採用され，現在でも 300
台以上稼動している．最新の製品は Deep Learning
をベースとした次世代の方式に代わっているが，スコ
ア計算のノウハウなどは変わらずに生き続けている．
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	 はじめに
前回の記事（「アメリカのハイテク産業の荒波にも

まれた 17 年」，本誌 No.45，2018 年 6 月）を書く
機会を頂いてから，はや 4 年．本当に時間がたつの
は早いものです．今回は，前回の記事の続編を書く
機会を頂きました．この 4 年で本当にいろいろな変
化がありました．まず，一番大きな出来事は，何と言っ
ても新型コロナウイルスの感染拡大です．この原稿
を書いている時点で，ウイルスの発生からほぼ 2 年
が経過しようとしています．まだまだ感染の収束に
はほど遠いですが，アメリカではコロナ前の生活に
戻りつつあります．今回はまず，アメリカにおける
コロナ禍での生活と仕事について，私が経験してき
たことを書いていきたいと思います．コロナ禍は，
筆者が携わる半導体業界，通信業界にも大きな影響
を与えました．そして，コロナ禍以外にもこの 4 年
では様々な変化がありました．放送から通信へのシ
フトは，私の仕事に非常に大きな影響を与えました．
この「激動」の 4 年間に起こったことについて，筆
者の私見も交えて書いていきたいと思います．

	 コロナウイルスの感染拡大
今でも覚えています．2020 年の 1 月末に，私の

住んでいるカリフォルニア州オレンジ郡で，「初めて
のコロナウイルスの感染者が出た」というニュース
が流れました．その後はあちらこちらで感染者が現
れ始め，これは大変なことになるな，と思っていた
矢先に，会社から「社内のジムを閉鎖する」という
通達が来ました．その後，オフィスへの出勤禁止命
令が出され，社員全員が在宅勤務になるまではあっ
という間でした．確か，2020 年の 4 月だったと思
い ま す（ 図 1）． 幸 い， 自 宅 か ら VPN（Virtual 
Private Network）を使って社内のネットワークに
接続して仕事をするというのは，もう 20 年以上も
行っており，仕事に関する支障は全くと言っていい

くらい感じませんでした．コロナ禍で必須のオンラ
インミーティングに関しても，10 年以上前から使っ
ていたため，特に問題はありませんでした．ただ，
実際にミーティングルームに集まって，複雑な問題
をホワイトボード使ってディスカッションすること
ができないことは不便に感じました．

この頃，筆者の住んでいるカリフォルニア州全体
で，基本的にオフィスへの出勤は禁止という命令が
出ました．ただし，エッセンシャルワーカーと呼ば
れる人だけは，オフィスへの出勤が許されていまし
た．エッセンシャルワーカーの典型例は，警察，消防，
病院等で働く人々です．そして，スーパーマーケッ
トのように日々の生活で必要な品物を売る店の店員，
運送業界の人々なども，エッセンシャルワーカーで
す．このような人々以外は，基本的に自宅待機か在
宅勤務です．在宅勤務ができない業種では，かなり
多くの人がレイオフ（一時解雇）になったと聞きま
した．

学校は全て閉鎖され，レストランはテイクアウト
以外は営業禁止です．通勤時間帯に混雑していた高
速道路から車が消えたのもこの頃です．街には異様
な静けさが漂っていました．株式市場も暴落し，奈
落の底に落ちていくような感覚に襲われました．当

1

2

図１　�コロナウイルスの感染が始まってから３か月もたたな
いうちに，我が社のオフィスも完全閉鎖になりました．

Broadcom Inc.　鈴木　浩　Hiroshi Suzuki
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面の生活に必要ない商品が，売れなくなったのもこ
の時期です．スポーツ用品，自動車などは完全に販
売がストップし，在庫が積み上がりました．（この時
期の自動車メーカの生産計画が，その後のとんでも
ない状況を生み出すとは誰が予想できたでしょうか．
これについては，本稿後半で取り上げます．）

イリノイ州の大学に通っていた次男は，春休みに
カリフォルニアに戻ってきましたが，その後，大学，
大学の寮とも閉鎖され，この年大学に戻ることはあ
りませんでした．この頃から，家族全員での息を潜
めた生活が始まります．私と長男は在宅勤務，次男
はオンライン授業．そして，家内は職場が出勤禁止
になり，自宅待機です．外に出掛けるのは，基本的
に食料の買い出しだけです．在宅勤務で運動不足を
解消するために，家族全員で散歩に行ったり，家の
中でヨガやピラティスのようなエクササイズをしま
した．「この後，どうなるのだろう」という不安はあ
りましたが，今振り返ってみると，家族全員がいつ
も一緒で，結構楽しかった気がします．

このような状態が 2 〜 3 か月続いたでしょうか．
この頃，徐々に周りの状況が変化し始めます．株式
市場は 3 月に底を打った後，急激な上昇が始まりま
す．そして，オンラインショップで商品の不足が始
まります．特に顕著だったのが，トレーニング用の
マット，ダンベル，ベンチ等です．まず，値段が急
激に上昇を始め，その後，商品がネット上から消え
ました．皆，考えることは同じですね．外で運動が
できないので，家の中でエクササイズできるように

「ホームジム」を作ろうとしていたのです．ホームデ
ポやロウズのような，日本でいうホームセンターも
混雑が半端ではありませんでした．店に入るのに 30
分以上待つのは当り前で，長いときは 1 時間近く並
ぶこともありました（図 2）．多くの人が時間を持て
余し，自分の手で家の補修や工事を始めたのです．

ちょうどこの頃，自動車の定期点検のためにディー
ラーに行ったのですが，私の担当だったセールスマ
ンが「新車が流れ出し，急激に忙しくなっている」
と言っていました．アメリカでは，約 3 割の人が，

車の購入ではなくリースを選びます．ところが，コ
ロナの影響で自動車のディーラーが閉まっていたの
で，リースの期限が来てもリースを延長するしかあ
りませんでした．一旦ディーラーがオープンすると，
リース期限を延長していた人たちが一斉に車を返却
し，新しい車を購入し始めたのです．

2020 年の 8 月になると，会社から勤務形態の変
更を行うという連絡がありました．それまでの 100 
％の在宅勤務が，25 ％がオフィス勤務，75 % が在
宅勤務という割合に変わりました．1 週間オフィス
に行き，その後は 3 週間在宅勤務というシフトを，
交代で繰り返します．ハイテク業界は，Facebook
や Google のように，現在でも 100 ％在宅勤務の会
社が多いですが，私の働く Broadcom では，CEO
の方針でこのようなシフト制が始まりました．ただ
し，オフィスに出社しても会議はオンライン，直接
ほかの社員と接するのはできるだけ避けるようにと
いうことでした．それなら，なぜわざわざオフィス
に出社する必要があるのか，と疑問を投げ掛ける人
もいましたが，会社の方針ですから従わざるを得ま
せん．その 4 か月後には，オフィスに出社する人の
割合は 50 ％となり，この状態が半年くらい続きま
した．そして，2021 年の 7 月からは，100 ％オフィ
スに出社となりました．現在の時点で 100 ％の人が
オフィスに出社しているというのは，ハイテク業界
ではかなり珍しいと思います．最初は，私も 100 ％
オフィスに戻ることには抵抗がありましたが，現在
は完全に慣れました．

この記事を書いている時点（2021 年 12 月）では，
アメリカではコロナウイルスの感染はそこそこ落ち
着き，ほとんどの人が通常の生活に戻っています．
ただし，感染状況が落ち着いた現在でも 100 ％在宅
勤務の会社が多くあり，オフィスを永久に閉鎖した
という会社もよく聞きます．いざ在宅勤務を行って
みると，ほとんどの仕事が在宅でできることに気づ
いて，そのような措置を取った会社が結構あるよう
です．私事で恐縮ですが，我が家の長男はコロナ感
染が広がる直前に，現在働いている会社に転職しま
した．彼は，いまだかつて同じ会社で働く仲間と一
度も会ったことがありません．採用時の面接もオン
ラインで行われました．「全く会ったことがない人た
ちと一緒に仕事していて，何か違和感はないのか」
と聞いても，「特に問題は感じない」とのことです．
彼が就いているソフトウェアエンジニアという仕事
は，多分最も在宅勤務に向いている職種だとは思い
ますが，実際に会ったことがない同僚と 1 年半以上
も仕事をしているというのは，すごいことだなと思っ
てしまいます．そんな彼の会社でも，近いうちにオ

図2　�ホームセンターの前には長蛇の列ができ，店に入るの
に30分～ 1時間かかることもありました．
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フィスへの出勤が始まるそうで，これまでコンピュー
タの画面を通してしか会ったことがない仲間と実際
に会えることを，彼は楽しみにしているようです．

	 コロナ禍での	
	 ブロードバンドアクセス

御存じのとおり，コロナ禍での在宅勤務やオンラ
インショッピングの増加，オンラインゲームや
Netflix や Hulu などのストリーミングサービスの広
がりによって，インターネットアクセスの需要が爆
発的に増加しています．日本では，自宅でのブロー
ドバンドインターネットアクセスは，光回線が主流
になってきているようですが，国土の広いアメリカ
では，まだまだケーブルモデムでのブロードバンド
アクセスが半数以上を占めています．新興の住宅地
では，開発する段階で光ファイバを敷設するところ
が多いですが，既存の住宅地にファイバ網を整備す
るのには莫大な費用が掛かります．アメリカの大手
電話会社の AT&T や Verizon は光ファイバ網の整
備を進めていますが，想定していた以上に時間が掛
かっているというのが現状です．少し前までは，5G
回線を使った固定ブロードバンドアクセスが，将来
的には光ファイバやケーブルモデムでのブロードバ
ンドアクセスを置き換えるといわれていましたが，
最近，この動きが停滞してきているように思えます．

5G 回線で光ファイバやケーブルモデム並みの接
続スピードを実現しようとすれば，30 GHz 前後の
ミリ波帯の周波数を使う必要があります．しかし，
この周波数帯の信号は，障害物の影響を受けやすく，
どうしても電波の到達範囲が狭くなってしまいます．
この問題を克服するためには，基地局の数を増やす
か，基地局と契約者宅の間にリピータと呼ばれる信
号増幅のための装置を設置する必要があります．前
述の AT&T や Verizon は，大都市で 5G 固定回線の
サービスを始めているようですが，思うように普及
が進まず光ファイバに回帰するという傾向があるよ
うです．5G 信号のリピータも，非常に注目されて
いる分野で，様々なスタートアップ企業が参入しよ
うとしていますが，いまだに決め手となる技術が確
立されていません．いずれは，このような問題は解
決されていくとは思いますが，当分の間はブロード
バンドアクセスは光ファイバ網かケーブルモデムに
頼らざるを得ないというのが現状です．

さて，いまだにブロードバンドアクセス市場の
50％以上のシェアがあるケーブルモデムですが， 
数 年 前 に DOCSIS（Data Over Cable Service 
Interface Specifications）3.1 という現在のスタン

ダードがリリースされました．この DOCSIS 3.1 で
は， 従 来 の SCQAM（Single Carrier Quadrature 
Amplitude Modulation） に 加 え て，OFDM

（Orthogonal Frequency Division Multiplexing）
方式の規格が導入されて，通信速度が大幅に改善さ
れました．DOCSIS 3.1 のサービスが提供されてい
る地域では，1 Gbit/s のスピードでブロードバンド
アクセスを行うことができます．これは現在提供さ
れている光ファイバでのサービスの速度とほぼ同じ
です．ただし，ケーブルモデムでのブロードバンド
アクセスには，一つ大きな弱点があります．下りの
送信速度に比べ，上りの通信速度がはるかに遅いと
いうことです．

光ファイバによるアクセスでは，下りと上りの通
信速度はほぼ対称で，平均的なサービスでは両方向
1 Gbit/s 前後です．5G の無線アクセスでは，下り
と上りは対称とまではいきませんが，通信速度比は
下り2に対して上り1となっています．ところがケー
ブルモデムでは，プロバイダにもよりますが，大体
平均で下り速度 1 Gbit/s に対し，上り速度は何と
30 〜 40 Mbit/s です．何と上りの通信速度は下り
の 1/30 程度です．これは，下りの通信に割り当て
られた周波数域が 108 〜 1,218 MHz なのに対し，
上りに割り当てられている周波数域が 5 〜 85 MHz
と大幅に狭いためです．従来のブロードバンドアク
セスでは，下りの通信量の方が圧倒的に多く，この
上り通信速度の遅さは特に問題にならなかったので
すが，コロナ禍で Zoom などのオンラインミーティ
ングアプリやオンラインゲームの需要が爆発的に伸
びたため，この上り速度の遅さが昨今問題になって
きています．ケーブルモデムにはこの弱点があるた
め，このままでは光ファイバアクセスや 5G アクセ
スに押されて，シェアの低下につながってしまいま
す．ケーブルモデム業界はこの状況を手をこまねい
て見ているわけではなく，この弱点を克服すべく新
たな技術を導入しようとしています．

まず一つ目は，同じ周波数域を下りと上りに同時
に使う FDX（Frequency Duplex，全二重通信）方
式の導入です．新しく策定された DOCSIS 4.0 規格
では，図 3 の中段のように，5 〜 1,218 MHz の全
周波数域のうち，108 〜 684 MHz の周波数域を上
り通信と下り通信の両方に使います．同じ周波数域
を使って双方向の通信を行うためには，エコーキャ
ンセラという技術が必要になってきます．このエコー
キャンセラという技術は，1 Gbit/s や 10 Gbit/s イー
サネットにも使われているもので，受信信号から送
信信号をキャンセルするというものです．自分自身
で出力した送信信号は，受信信号よりもはるかに高

3
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いパワーで受信機に回り込んでくるので，これをキャ
ンセルするには様々な技術的な障壁があります．現
在では，この技術的課題を克服すべく，ケーブルモ
デムのメーカが開発に取り組んでおり，実用化が見
えてきたという段階です．

上り速度を改善するもう一つのアプローチは，図
3 の下段のように，周波数の上限を 1,218 MHz か
ら 1,800 MHz に引き上げ，現在は 85 MHz までと
なっている上り用の周波数域を 684 MHz まで拡大
するというものです．これは簡単そうに聞こえます
が，現在整備されているケーブル網は，そのほとん
どが 1,200 MHz 程度の周波数までしか対応してい
ません．したがって，ケーブルやリピータ等の装置
の入れ替えが必要となってきます．どちらの方法も，
時間と費用が掛かります．実際に，今より速い上り
速度が使えるようになるのは，これから 3 〜 4 年く
らい先かと思われます．

	 有料テレビ放送の衰退と	
	 衛星ブロードバンド

アメリカでは数年前まで有料テレビ放送といえば，
ケーブルテレビか衛星テレビでした．ところが，ブ
ロードバンドインターネットと Netflix や Hulu など
のストリーミングサービスの普及によって，ケーブ
ルや衛星を使った有料テレビ放送の契約者数は激減
しています．衛星テレビ放送の最大手である AT&T
傘下の DirecTV などは，ここ数年，毎年 13 〜 15％
の割合で契約者数の数が減ってきているようです．
4K 放送が登場し始めた 7 〜 8 年前は，地上波のテ
レビ放送では帯域幅が足りず，衛星放送で見るしか

方法はないと言われていました．その頃，衛星テレ
ビサービスが大きく契約者数を伸ばしていたことを
考えると，ここ数年での状況の急激な変化には本当
に驚きます．衰退気味の衛星テレビサービスに代
わって注目を集めているのが，衛星を使ったブロー
ドバンドサービスです．アメリカやカナダは国土が
広大なため，全ての地域には光ファイバやケーブル
を使ったブロードバンドサービスが行き渡っていま
せん．このような地域を対象に，衛星を使ったイン
ターネットサービスが提供されてきました．

この従来の衛星インターネットは，衛星テレビ放
送と同じように Geostationary satellite（静止軌道
衛星）を使ったサービスです．静止軌道衛星は，地
球の赤道上の高度約 35,786 km の上空を地球と同
じ速度で周回している人工衛星です．静止軌道衛星
を使ったインターネットサービスは，一つの衛星で
幅広い地域をカバーできる反面，数多くの契約者と
サービスを共有せねばならず，また，衛星が遠く離
れた位置にあり信号強度が弱いので，速い通信速度
でのサービスは受けられません．現在のところ，最
も速いサービスでも 30 Mbit/s 程度となっています．
そして，衛星との距離が遠いため，オンラインゲー
ムなどのアプリケーションでは，信号遅延も問題に
なります．このような静止軌道衛星を使ったサービ
スの弱点を克服すべく注目を浴びているのが，低軌
道衛星 (Low Earth Orbit satellite) を使ったブロー
ドバンドサービスです．全世界で幾つかの会社がこ
のビジネスに参入してきていますが，その中でも代
表的なのは，SpaceX，Amazon，そして OneWeb

（2020 年 3 月に破産申請，その後 2020 年 7 月に破
産から復活）の 3 社です．この中で最も注目を集め

4

図3　�上段は従来のDOCSIS�3.1 方式の周波数プラン，中段はDOCSIS�4.0�FDX方式の周波数
プラン，下段はDOCSIS�4.0 で上限周波数を引き上げた周波数プランを示しています．
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ているのが，かのイーロン・マスク率いる SpaceX
社が行っている Starlink というサービスです．

Starlink は，最終的には，12,000 個もの低軌道衛
星を打上げ，全世界にブロードサービスを提供する
というものです．日本やアメリカの市街地に住んで
いると，ほとんどの人がインターネットを使ってい
ると思いがちですが，全世界的に見ると，まだ 40 
％以上の人がインターネットにつながっていません．
これがブロードバンドとなると，サービスを受けら
れているのは全世界の人口の半分以下になります．
イーロン・マスクは，全世界にくまなくブロードバ
ンドサービスを提供する壮大な目標を掲げ，Starlink
事業を始めたのです．Starlink は 2020 年末からベー
タテストのサービスを始めており，サービスが提供
されている地域では，100 〜 150 Mbit/s でのサービ
スが受けられるようです．低軌道衛星を使ったサー
ビスでは，衛星が上空を動いていくため，地上に設
置する受信用のアンテナは動いていく衛星に追従し
てアンテナの受信角度を変えていく必要があります

（図 4）．これをモータを使って機械式に行うのでは
なく，ビームフォーミングという技術を使って電気
式に行うのが，フェイズドアレーアンテナというア
ンテナ方式です．現在のところ，このフェイズドア
レーアンテナを実現するには数百個もの半導体が必
要となり，アンテナのコスト削減が課題となってい
ます．このような衛星ブロードバンドアクセスサー
ビスが，最終的に利益を生み出すかどうかは，衛星
とアンテナの製造コスト削減にかかっています．あ
のイーロン・マスクのことですから，Starlink サー
ビスが全世界に行き渡るころには，このような技術
的，ビジネス的な課題を解決していることでしょう．

このような，衛星放送の衰退と衛星ブロードバン
ドアクセスの台頭を見ていると，世界全体が放送か
ら通信へと大きくシフトしていることを感じます．
私は衛星放送用の半導体の開発に長く携わっていた

ため，自分の業務もこの流れに対応して大きく方向
転換をする必要がありました．長らく関わってきた
マーケットが，急速に縮小して行くのを目の当りに
するのは非常に寂しい気持ちがしますが，自分の得
意な分野にしがみついていると職を失うことになり
ます．マーケットの変化に対応して，自分が携わる
分野も変えて行くことが非常に重要であると感じた
ここ数年でした．

	 自動車産業の大きな変化
アメリカでも日本と同様，コロナによって，旅行，

観光業界，飲食業は多大な打撃を受けました．しか
し，旅行，観光業界は，海外旅行を除いて旅行客が
増えてきています．レストランもすっかり客足が戻
り，コロナ前よりも繁盛しているのではないかと思
えるほどです．これらの業界以外に，もう一つコロ
ナで大きな影響を受けているのが自動車業界です．
先にも書いたように，ディーラーが閉鎖されている
間，自動車はほとんど売れなくなり，自動車メーカ
は生産ラインをストップしました．それと同時に，
半導体を含め部品のオーダをキャンセルし，新たな
部品の発注をストップしました．一方，コロナ禍で
の在宅勤務の増加により，パソコンや携帯電話用の
半導体需要は増大し，半導体メーカは製造ラインの
キャパシティをそれらの用途に振り替えました．と
ころが，自動車の需要が予想以上に早く回復したた
め，自動車メーカは部品の発注を再開しました．半
導体はその複雑な製造工程のために，製造するのに
数か月を要します．しかも，製造ラインをほかの用
途に振り替えたため，自動車用の半導体を急に増産
することは不可能です．これが未曽有の世界的な自
動車用半導体不足の原因です．

自動車用の半導体不足を更に増長したのは，自動
車メーカの部品の発注方式です．自動車メーカは，
自社での部品の在庫を最小限に抑え，部品メーカ側
がいつでも部品の発注に対応できるようにしておく
ことを前提にしています．これは自動車メーカにとっ
ては，非常に有利な発注方式ですが，この方式はコ
ロナ禍の状況では完全に破綻してしまいました．私
は長い間半導体業界で働いていますが，そのような
発注方式を取っている業界は自動車業界以外に聞い
たことがありません．ほかの業界は，少なくとも半
年くらい先までは，発注予想を半導体メーカに出し，
半導体メーカはその予想に従って生産計画を立てま
す．したがって，需要が回復したからといって，自
動車メーカからの急な半導体の注文に対応するのは
不可能なのです．更に，自動車用の半導体のマーケッ

5

図4　�この直径 30�cmほどの送受信アンテナに電源を入れ
ると、アンテナは自動で動き出し，上空を動く
Starlink の衛星を検出します．
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トは年々拡大しているといっても，半導体のマーケッ
ト全体からすると 10％以下でしかありません．自動
車が売れる台数と，携帯電話やパソコンが売れる台
数を比べるとそれは明らかです．半導体産業は規模
の産業であるため，どうしても数が出るものを優先
してしまうというのが正直なところです．

それにしても，現在のアメリカの自動車不足は深
刻です．アメリカでは日本と違って，新車がディー
ラーに数十〜数百台並べてあり，ほとんどの客はそ
の並べられている車の中から自分が買う車を選びま
す．ところが，現在，ディーラーの新車展示スペー
スには数えるほどの車しか展示されていません．売
る方も買う方も，本当に車がなくて困っています．
それに需要と供給の問題で，新車，中古車とも価格
が高騰しています．コロナ前は，車は定価から値引
きしてもらって購入するのが当り前でした．ところ
が現在はその全く逆です．車種にもよりますが，定
価に数千ドル程度上乗せして売られているのが普通
です．それは自動車を売る方にとって有利なのでは，
と思われるかもしれませんが，決してそうではあり
ません．売る側も，売れる台数が少ないので，売上げ，
利益とも低下しているようです．とにかく，アメリ
カでは車は日常の生活に必須なので，この状況がで
きるだけ早く改善されることを祈っています．

	 コロナ禍での物価の高騰
報道されているように，コロナ禍で世界的に物価

が上昇しています．アメリカでは，この物価の上昇が，
危険水域に達しているのではと思うほどです．先に
も述べた自動車に始まり，ガソリン，食料品，生活
雑貨，スポーツ用品，レストランでの食事など，ほ
とんど全ての商品，サービスの値段が上昇していま
す．つい 2 〜 3 年前まで，ハンバーガーなどのファ
ストフードは，5 ドルも出せば飲み物付きのセット
が買えましたが，今では 7 〜 8 ドル，ちょっと油断
すると簡単に 10 ドルを超えてしまいます．アメリカ
では日本のラーメンが非常に人気ですが，2 〜 3 年
前は 8 ドルくらいで食べられたラーメンが，今は 12
〜 14 ドルくらいします．14 ドルと言えば，1 ドル
＝ 110 円で換算しても，1,500 円以上になります．
これに，15% のチップと 8 % 程度の消費税を入れる
と，ラーメン 1 杯で 2,000 円近く払うことになりま
す．本当にちょっと信じられない値段です．では，
アメリカで生活している人が，そんな値段を払える

のかと言うと，払える人が多いのではないかと思い
ます．

アメリカ政府は，コロナの影響に伴う経済の悪化
に対して，驚異的な速さで対応しました．2020 年
の初頭にコロナ感染が拡大して，2020 年の 4 月頃
にはほぼ全ての経済活動がストップしました．これ
とほぼ同時に，アメリカ政府は 1 人 1,200 ドルの小
切手を配り始めたのです．これは，コロナで職を失っ
た人に対する失業手当とは別です．失業手当も，
2020 年の夏頃には支払われ始めました．職種によっ
ては，それまでもらっていた給料より高額の失業手
当が払われた人もいました．要するに，アメリカ政
府は景気対策のために，ドルを増刷して国全体にお
金をばらまいたのです．これが，急激に物価は上昇
しているにもかかわらず，アメリカの経済が何とか
回っている理由です．この状況を冷静に見ると，ア
メリカの経済はかなり危険な状況にあるのではない
かと考えざるを得なくなります．一方で，アメリカ
に住んでいる人は総じて楽観的なので，この状況を
何とか切り抜けるのではとも思います．これまでの
アメリカの経済の歴史を振り返ると，多分，危機的
な状況にはならずに，何とか正常な状態に戻ってい
くのではないでしょうか．

	 最後に
前回の記事を書いてから，コロナ禍を含め，本当

に大きな変化がありました．この間，厳しい状況も
経験しましたが，アメリカの自己治癒力は信じられ
ないほど強く，アメリカに住む人々は本当に楽観的
なんだと痛感させられました．現在は，海外に足を
踏み出すというのが難しい状況にありますが，この
状態はいつか必ず解決されるはずです．アメリカで
将来働きたいと思われている方は，諦めずに是非夢
を実現できるように頑張って下さい．

6
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1 	はじめに
2021 年 11 月 24～26 日に電子情報通信学会 APMC

（Asia Pacific Microwave Conference）国内委員会が
主催する 2021 Microwave Workshops & Exhibition

（MWE 2021）が神奈川県横浜市のパシフィコ横浜の展
示ホール／アネックスホールで感染対策に十分に留意し
た上で，現地での対面参加とオンライン参加の「ハイブ
リッド」で開催された（図 1）．MWE は，マイクロ波
関連分野の学習・産業・教育に関する国内最大級の展示
会であり，2020 年はコロナウイルス感染症の影響でオ
ンライン開催であった．

ここで，マイクロ波とは波長が約 1 mm～1 m（300 
MHz～300 GHz）の電磁波であり，無線 LAN やレー
ダなどに幅広く使われている．筆者は，何度か過去の
MWE に参加しており，今回も現地で参加した．そこで
MWE　2021 で行われた「マイクロウェーブワーク
ショップ」と「マイクロウェーブ展 2021」について様
子を紹介する．

2 	
マイクロウェーブワーク
ショップについて

マイクロウェーブワークショップとは，対面を基本と
しつつ，オンラインも活用した新たな形態のワーク
ショップで企画されており，事前登録及び参加ワーク
ショップの登録をして参加することができる．現地の会
場への入場は会場入り口での参加証の QR コードを読み

取り，検温，消毒が行われ，十分な感染対策が取られ
た．

マイクロウェーブワークショップは，マイクロ波に関
しての知識や実務経験が浅い大学生及び社会人に向けた

「超入門講座」，中級者に向けた「基本講座」，より専門
的な知識を有する人に向けた「ワークショップ」があ
り，三つの講演部屋と展示ホールの公演スペース（図 2
右）で 3 日間行われた．また，基調講演として，コン
セプトである「マイクロウェーブが拓く未来社会」に基
づ い て「 電 波 行 政 の 最 新 動 向 に つ い て 」 と「5G 
Evolution and 6G」について講演が行われた．

その中で，筆者は 2 日目と 3 日目の「ワークショッ
プ」に参加した．ワークショップの会場内は撮影禁止で
あったため，会場の様子のみ紹介する．ワークショップ
は，席の間隔が大きく取られ，現地での聴講人数は以前
参加したときより少なくはあったが，一部のワーク
ショップでは 6～7 割程度席が埋まっている状態であっ
た．また，オンラインでの参加は聴講者だけではなく，
一部の発表者もオンラインで参加していた．筆者はコロ
ナ禍以降，このようなワークショップは基本的にオンラ
イン参加が多かったため，久々に対面で聴講することが
できた．

3 	
マイクロウェーブ展 2021 に
ついて

マイクロウェーブ展では，企業展示ブースにて，企業
の新製品・新技術などを直接見て，担当者による説明を
受けることができる（図 3）．出展企業は 60～70 社程
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度あり，取扱い製品の分野も測定器，アンテナ，基板，
シミュレータ，金属・材料加工と多岐にわたる．特に，
5 Ｇに関連した製品・技術の展示が多く，5 Ｇに対応し
た薄形の電波吸収体や低損失のケーブル，測定システム
の展示があった．加えて，大学・高専等の研究室が最新
の研究成果を披露できるブースもあり（図 4），今年は
29 の研究室が参加し，新たな試みである「バーチャル
大学展示」として，MWE 2021 特設 Web サイトにお
いて各研究室から研究成果の発信も行われた．

マイクロウェーブ展では，ほかにもマイクロ波技術の
新たな応用分野として期待される「化学」「気象」「医
療」に関する情報を講演者と参加者が対面で話すことが
できる「MW カフェ」，食事を提供するスペース（図 5）
などがあった．特別展示コーナーでは，注目トピックで
あ る ワ イ ヤ レ ス 電 力 伝 送 実 用 化 コ ン ソ ー シ ア ム

（WiPoT）に関する装置の展示が行われており，実用化
直前の様々な空間伝送型ワイヤレス給電システムや最新
研究成果を展示されており，大変興味深かった（図 6）．

企業の展示では，例年どおりとはいかないが，参加者
は多くおり，にぎわっていた．筆者個人としては，基板
に関する試作品をお願いするにあたり，今までメール

ベースのやり取りのみしか行えていなかった企業の担当
者の方に直接初めてお会いし，有意義な情報交換をする
ことができ，やはりマイクロウェーブ展のような対面で
行われる展示会のすばらしさを改めて実感した．

また，マイクロ波の分野に多大な影響を与え，マイク
ロ波集積回路の解析法や集積アンテナの開発，メタマテ
リアル等価回路理論などの業績を上げ，数多くの研究者
を輩出した伊藤龍男先生のメモリアルポスターの展示も
行われており，多くの関係者からの特別寄稿が展示され
ていた（図 7）．

4 	おわりに
MWE 2021 は 2020 年がコロナウイルスの影響でオ

ンライン開催になり，徹底した感染対策を実施した上で
2 年ぶりに現地開催された．2022 年はどのように開催
されるかまだ分からないが，ぜひ現地で開催されること
を願っている．

村上靖宜 （正員）
2015 福井大大学院博士課程了．博士

（工学）．2015 同大学特命助教．2016
東京農工大特命助教．2019 情報通信
研究機構研究員．2021-11 電通大テ
ニュアトラック助教，現在に至る．ア
ンテナ開発，メタマテリアルの開発に
従事．2013 本会学術奨励賞受賞．

「MWE 2021」

開催期間：2021 年 11 月 24 ～ 26 日
開催場所：パシフィコ横浜　展示ホール / アネックスホール
URL: https://www.apmc-mwe.org/mwe2021/
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図３　マイクロウェーブ展の会場（企業展示）

図４　マイクロウェーブ展の会場（研究室展示）

図５　MW カフェ

図６　特別展示コーナー

図７　伊藤龍男先生のメモリアルポスター
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	 1 	はじめに
江の島，神奈川県藤沢市にあるこの島は，湘南を代

表する場所であり，自然と歴史に富む景勝の地，マリ
ンスポーツの地として多くの方々に親しまれているエ
リアである (1)（図 1）．江戸時代から観光の場所として
人気があり，庶民に広く愛されていて浮世絵にも数多
く描かれている．江の島は「江ノ島」とも表記され，
古くは「江之島」「江島」とも書かれていた．現在では
住所などの表記は江の島に統一されている．ちなみに
サザンオールスターズの歌詞では江ノ島である．いず
れの表記でも言葉の響きは変わらないが，なぜか文字
によってイメージが変わるのが面白いところである．

江の島は 1927 年に日本百景に選定され，県の名勝
にも指定されている．海はもちろんのこと，自然を生
かした観光スポット，水族館や温泉もあり，新鮮な海
鮮や老舗の和菓子，スイーツなども楽しむことができ
る．本稿では，藤沢市在住の筆者が江の島を巡り，江
の島の歴史と魅力を紹介する．

	 2 	オリンピック会場の地
東京 2020 オリンピック競技大会では，江の島でセー

リング競技が開催されたことはまだ記憶に新しいとこ
ろである (2)．セーリング競技は海面に設置されたブイ

を指定された回数・順序で回りながら，フィニッシュ
ラインまでの着順を競い合うスポーツである．競技は
沖合で行われるため双眼鏡で観戦するのが一般的であ
るが，東京 2020 ではセーリング会場に長さ 55 ｍの洋
上ワイドビジョンが設置され，第 5 世代移動通信シス
テム（5G）を活用した新たなスポーツ観戦体験が提供
された (3)．競技間近の様々な場所で撮影された映像が
リアルタイムにスクリーンに中継され，東京ビッグサ
イトにも同様の映像がライブ中継された．残念ながら
一般公開はされなかったが，今後のスポーツ観戦に新
たな視点をもたらす技術である．

江の島は 1964 年東京オリンピックでもヨット競技
会場として使用され，それを記念して江の島弁天橋を
渡った左側にはオリンピック記念噴水池が設置されて
いる（図 2）．この噴水池には江の島を象微する弁天像
を中心として，その周りには西洋・東洋の五体の世界
女性像が並んでいる．噴水池の先には海が見える遊歩

ⓒ電子情報通信学会2022

図２　オリンピック記念噴水池

図３　1964 年東京オリンピック聖火台（左）と東京 2020
オリンピックモニュメント（右）図１　江の島

日本百景の地を巡る

「江の島」
日本工業大学 竹村暢康 Nobuyasu Takemura
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道があり，海を眺めながら休憩することができる静か
な場所がある．江の島には東京オリンピックの聖火台
があり，1964 年の東京オリンピック当時は東京から分
火された聖火が灯されていた．東京 2020 オリンピッ
クでは聖火台ではなく，ヨットのモニュメントが江の
島弁天橋の入り口付近に設置されていた（図 3）．

	 3 	修行，参拝の地
江の島は昔，修業の島だったと言われている．言い

伝えによると，江の島で初めて修行をしたのは修験道
の開祖とされている役小角（えんのおづぬ）で，のち
に空海（弘法大師），円仁（慈覚大師），日蓮が江の島
岩屋に籠って修業したと伝えられている (4)（図 4）．江
の島岩屋に神を祀ったのが江島神社の始まりで，岩屋
の一番奥には江島神社の発祥の場所が祀られている（図
5）．かつての江島神社は金亀山与願寺（きんきざんよ
がんじ）という寺院で，神仏習合の聖地として信仰さ
れていた．鎌倉時代には源頼朝，北条時政など多くの
武将が信仰し，江戸時代には徳川家康が参拝している．
江戸時代まで祀られていた弁財天は庶民の間でも信仰
が広まり，江の島詣で賑わったと言われている (5)．そ
の後，明治の神仏分離により，金亀山与願寺は御祭神
を宗像三女神として祀り江島神社となった．

現在の江島神社は，辺津宮（へつみや），中津宮（な
かつみや），奥津宮（おくつみや）の三宮から成り，そ
れらを総称して江島神社と呼んでいる (6)（図 6，図 7）．
御祭神の宗像三女神は神仏習合により弁財天と同様に
目されるようになり，海の神，水の神，幸福・財宝を
招き芸道上達の功徳を持つ神として今日まで信仰を集
めている．

江島神社までの参道は，弁天橋を渡った先にある青
銅の鳥居から始まる．青銅の鳥居をくぐると江の島弁
財天仲見世通りが続き，観光客でにぎわう土産物店や
タコせんべいのお店などが建ち並んでいる．仲見世通

りを過ぎると赤い鳥居にたどり着き，ここからは石段
を上って辺津宮に向かうのだが，鳥居の隣には便利な

「江の島エスカー」と呼ばれるエスカレータがある 
（図 8）．江の島の島内はかなり高低差があるため，頂
上までは結構な数の石段を上がらなければならないが，
江の島エスカーを利用すれば，あっという間に頂上付
近まで連れて行ってくれる．筆者も昔は石段を上がっ
ていたが，今は江の島エスカー常用者である．

石段を上がって最初にたどり着くのは辺津宮である．
辺津宮は鎌倉幕府三代将軍の源実朝により創建され，
境内には日本三大弁財天の一つである妙音（みょうお
ん）弁財天と八臂（はっぴ）弁財天を安置した奉安殿
が建てられている．更に歩いていくと中津宮に到着す

図４　江の島岩屋

図５　江島神社発祥の場所と役小角の像

図６　江島神社（辺津宮＝左と中津宮＝右）

図７　江島神社（奥津宮＝左と八方にらみの亀＝右）

図８　江の島エスカー乗り場



街 plus 探訪　日本百景の地を巡る「江の島」 71

日本百景の地を巡る「江の島」 

る．中津宮は慈覚大師により創建され，境内には江戸
歌舞伎「市村座」と「中村座」が奉納した石灯籠が並
んでいる．社殿は 1996 年に改修され，とても鮮やか
な朱塗りの社殿となっている．江の島の頂上を越えて
少し下り，土産物店や飲食店が立ち並ぶ一角を抜けて
いくと奥津宮がある．奥津宮は弘法大師により創建さ
れ，宗像三女神の一番上の姉神が祀られていて，かつ
ては本宮として壮麗を極めた社殿があったと言われて
いる．江の島には亀にまつわるものが数多く見られ，
奥津宮の拝殿天井には「八方にらみの亀」と呼ばれて
いる亀が描かれている．この亀はどこから見てもこち
らを睨んでいるように見えるので，是非一度試してみ
てはいかがだろうか．

	 4 	日本近代博物学発祥の地
江の島には弁天橋を渡ってすぐ東側に北緑地広場と

呼ばれる公園があり，そこには日本近代動物学発祥の
地としてモース記念碑が建てられている（図 9）．エド
ワード・S・モース博士は東京都品川区にある大森貝塚
の発見者として知られているが，シャミセンガイとい
う貝類とは異なる種の採集と研究のため，江の島に日
本で最初の臨海実験所を開設した．実験所といっても
漁師の網小屋を借りて設置された小さなもので，モー
ス博士はここで多くの海洋生物について研究したと言
われている．

また，江の島には明治中期に作られた植物園がある．
貿易商のサムエル・コッキングが金亀山与願寺の敷地
を購入し，江の島の山頂部に大規模な植物園を開園し
たもので，当時としては本格的な植物園は珍しく，植
物研究者にも注目されていたそうである．現在では江
の島サムエル・コッキング苑として開園され，四季折々
の植物や南洋の植物などが育てられている．最近では，

かつて熱帯植物が栽培されていた温室の遺構上部にガ
ラス張りの展示体験棟が建てられ，当時の資料や熱帯
植物などが展示されている．

江の島サムエル・コッキング苑内には湘南のシンボ
ルとして親しまれている江の島シーキャンドルがある

（図 10）．江の島シーキャンドルは展望灯台になってい
て，エレベータで展望台まで上がることができる．元々
江の島灯台は日本初の民間灯台として建てられ，現在
は江ノ島電鉄が所有している．展望台に上ると晴れた
日には富士山が見え，湘南エリアを一望することがで
き，とても見晴らしの良い眺めを体験することができ
る．冬のシーズンにはライトアップされ，江の島シー
キャンドルや江の島サムエル・コッキング苑はイルミ
ネーションで彩られ，とても幻想的な雰囲気が醸し出
される．ちなみに江の島サムエル・コッキング苑内に
は日本初のフレンチトーストのお店がある．

	 5 	
海浜観光，マリンスポーツ
の地

奥津宮を越えて更に進むと急な石段があり，下りて
行くと稚児ヶ淵と呼ばれる磯辺にたどり着く（図 11）．
鎌倉時代に白菊という名の稚児（寺院で僧侶の世話を
する少年）がいて，高僧の思いに追い詰められたその
稚児が，この磯辺から身を投げたことを憐れんで稚児ヶ
淵と呼ぶようになったそうである．海に面して切り立
つ断崖とその下に広がる岩場の淵に激しく打ち付ける
白波は，荒々しくも美しい景観である．水平線ととも
に夕日の沈む様子を眺めながらゆっくりと過ぎていく
時間は，とてもぜい沢な一時を過ごすことができる．

稚児ヶ淵までは江の島弁天橋から遊覧船（べんてん
丸）が運航している．稚児ヶ淵の先にある江の島岩屋

図９　モース記念碑

図 10　江の島サムエル・コッキング苑から見たシーキャン
ドル（展望灯台）
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を訪れた後に，帰りの石段を上る体力と気力がなくなっ
てしまったときは乗船すると便利である．べんてん丸
は約 6 分の海上遊覧だが，海から江の島を見ることが
でき，気分爽快である．ちなみに筆者の場合，江の島
散策の際は，行きはエスカー，帰りはべんてん丸を利
用することが多い．ただ，天候が悪い場合は休航にな
ることがあるので運行状況には気をつける必要がある．

江の島はマリンスポーツが盛んであることでも知ら
れている．対岸の片瀬海岸には夏に多くの海水浴客が
訪れ，毎年海開きの 2 か月間でその数は約 100 万人に
上る．最近では，サーフィンやヨット以外に SUP（ス
タンドアップ・パドルボード）もはやっていて，夏以
外のシーズンでもマリンスポーツを楽しむ人が多い．

湘南港（江の島ヨットハーバー）は国内初のヨット
競技場として整備された港である（図 12）．以来，数々
のヨットレースが開催されている．江の島ヨットハー
バーには東京オリンピックの聖火台とモニュメントが
並べて設置されているので，一度は訪れてみたい場所
である（図 3）．

江の島は釣りを楽しむ人が多いことでも知られてお
り，相模湾に面した堤防や磯では，多くの釣り人が釣
りをしている光景が見られる．ちなみに江の島の西側
は裏磯，南側は表磯と呼ばれていて，釣れる魚の種類
も異なってくる．釣り好きの方には一度試してみてほ
しいスポットである．

	 6 	おわりに
日本百景の地を巡るというテーマで，江の島の歴史

から観光名所，マリンスポーツなど様々な魅力を紹介

した．東京 2020 オリンピックでは新たな無線通信技
術が披露されるなど，江の島を舞台としたイベントは
数多く行われている．江の島は小さな島ではあるが，
昔から多くの人々を魅了してきた島であり，現在でも
その魅力は色あせない．江の島には今回紹介できなかっ
た場所がまだまだたくさんある．何度訪れても楽しむ
ことのできる魅力的な島なのでぜひ訪れてみてはいか
がだろうか．

■文献
（サイト閲覧日はいずれも 2021 年 11 月 28 日）
（1） 藤 沢 市 観 光 公 式 ホ ー ム ペ ー ジ，https://www.

fujisawa-kanko.jp/spot/enoshima/
（2） 日本オリンピック委員会，https://www.joc.or.jp/
（3） (TOKYO 2020 5G PROJECT，https://group.ntt/

jp/newsrelease/2021/07/01/210701a.html
（4） 藤 沢 市 文 書 館，https://digital.city.fujisawa.

kanagawa.jp/
（5） 電 子 博 物 館 み ゆ ネ ッ ト ふ じ さ わ，https://www.

fujisawa-miyu.net/index.html
（6） 江島神社，http://enoshimajinja.or.jp

竹村暢康 （正員：シニア会員）
1996東京理科大・理工・電気卒．1998
同大学院修士課程了．同年三菱電機株
式会社入社．2007（株）サムスン日本
研究所入社．2014日本工大・工・准教
授．現在，同大学・基幹工・教授．博
士（工学）．神奈川県生まれ．大学卒業
後，鎌倉市を経て藤沢市に移り住み19
年目．2年前に一級小型船舶操縦士免
許を取得し，クルージングや船釣りな
どを楽しむ．

図 11　稚児ヶ淵

図 12　湘南港（江の島ヨットハーバー）
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 1. 研究事始め
執筆依頼にこの記事の目的は「若者へのメッセー

ジ」とあります．私の研究は物性，デバイス，シス
テム，ネットワーク並びにアーキテクチャと広い分
野にわたっています．このような研究歴を持つ方は
それほど多くはないと思いますので，詳細な研究内
容は論文などを参考にして頂くこととして，本稿で
はこれまでの研究生活の中で感じたことを中心に述
べたいと思います．

大学では物性に興味を持ち，東大大学院修士課程
では青木昌治先生の下で結晶成長と光物性の研究に
従事しました．1970 年代当時の青木研究室では，
Ⅲ -V 族の GaN とⅡ - Ⅵ族を主体とする研究が進め
られており，私にはⅡ - Ⅵ族の ZnS の結晶成長と光
物性に関する研究課題が与えられました．当時は青
色発光ダイオードを目指して各所で研究が進められ
ていましたが，ノーベル賞を受賞された赤崎先生，
天野先生らが高品質の GaN 結晶成長（1986 年）と
PN 接合（1989 年）に成功する 10 年ほど前のこと
です．青色発光ダイオードの高輝度化は中村博士ら
により 1993 年になされました．

青木先生指導の下で試みた Te を溶媒とする結晶
成長により得られた ZnS 単結晶は，室温で青色の明
るいフォトルミネッセンスを示します．これは Te
の等電子トラップに束縛されたエキシトンによる発

光であることを実験により明らかにしました（1）．こ
の結晶を用いた発光ダイオードの写真を図 1（a）に
発光スペクトルを図 1（b）に示します（2）．エレク
トロルミネッセンスは残念ながら室温では白色に近
い発光で輝度も低いものでした（2）．

青木研究室では，カンタル線をセラミックス管に
巻き付けて電気炉を自作するところから始まりま
す．実験に必要な器具の作成や結晶成長の経験は，
各種のデバイスの特徴を理解する勘を養う上で，そ
の後とても役立ちました．研究者として歩み始めた
最初の分野，物性・デバイスに関しては今でも強い
興味と親近感を持ち続けています．

  2.  NTT横須賀電気通信研究所
に入所して

修士課程修了後は日本電信電話公社（現 NTT）
に就職することにしました．当時企業の研究所は大
学の研究室と比較して予算・設備ともにはるかに充
実していたのが理由です．NTT では，それまでの物
性・デバイス分野ではなく，システム関連の研究を
希望し横須賀電気通信研究所に配属されました．こ
れは，何かをやり出すとそれにのめり込む自分の性
格を考え，そのままデバイス研究を中心にするとそ
れに没頭してしまい，物事を広く見る力を養うため
の経験を十分に積めないのではないか，と考えたた
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めです．全体を俯瞰した上で物事の本質を理解した
いという潜在的な欲求は，その後研究対象を選択し
ていく上で知らず知らずに影響を与えていた気がし
ます．

NTT での最初のシステム関連の仕事は，光ファイ
バと半導体レーザを用いたアナログ画像伝送システ
ムです．研究過程で，反射戻り光により誘起される
半導体レーザの雑音（RIN: Relative Intensity Noise）
に起因する多モードファイバのモード分配雑音の影
響を分析し（日本で最初に RIN を詳細に測定した一
人だと思っています（3）），変調形式として SWFM

（Square Wave Frequency Modulation）が回路構
成も極めて簡易で特性が良いことを見いだしました

（4）．後に同方式は各種の映像監視システムとして，
NTT のサービスに利用されました．

画像伝送関連の仕事に一区切りがついた段階で，
次にどの分野を研究するかは大変迷いました．この
とき，伝送方式・ネットワークアーキテクチャとい
う領域はその内容を自分で十分理解できていないこ
とを認識し，伝送方式研究室への移動を希望し，か
なえられました．幸い 1985 年，研究室の移動前にイ
ギリスの Martlesham にある BTRL（British Telecom 
Research Laboratory）に交換研究員として派遣さ
れました．8 か月という短期間でしたが，私にとっ
て初めての外国生活はとても新鮮で，当時の経験は
その後の研究生活，特に国際的に活動する上で得難
いものとなりました．そのことは学会誌（5）に記しま
したが一部を以下に引用します．
「多民族で構成され，個人のアイデンティティー

を大切にするとともに，各人が independent であ
る社会において，その社会システムは外国人の私に
とっても，比較的分かりやすいものとなる．例えば，
BT 内では，組織内での権限，責任分担が明確化され，
仕事が極めて効率的に進められる．日常しばしば，
He is responsible for ─といったような表現を耳に

する．また BT 内での組織間の移動，昇進の制度に
関しては，毎週水曜日に発行される GAZETTE とい
う新聞に vacancy の公募が掲載される．そこで望
むポストがあれば，本人（もちろん一定の条件を満
たす者）がボスのサインをもらい，応募することに
なる .（中略）そのほか，各ランクの職員の給与表
が毎年職員に公開されるなど，契約に基づく社会の
クリアーなシステムは印象的であり，社会全般にわ
たり表現されたものを重要視する分かりやすいシス
テムとなっている」．

BTRL では，スイッチドスターと呼ばれる光
CATV（Community Antenna TeleVision）開発プ
ロジェクトに所属しました．そこでは，当時世界で
初めての光ファイバ伝送を用いた先進的な CATV シ
ステムを開発していましたが，実際の SN 比（Signal-
to-noise ratio）が設計どおりにならず困っていまし
た．私はその原因がレーザの RIN（雑音）に起因す
る FM-FDM（Frequency Division Multiplexing）
系のモード分配雑音であることをすぐ理解したの
で，計算結果を示し説明したところ，装置ベンダ（光
部分の担当は STC．光ファイバ通信でノーベル賞を
受賞した C. Kao が在籍していた英国ベンダ）との
打合せに一緒に出てくれないかと言われました．当
時は英語に自信がなかったので断りましたが，日本
から来て間もない交換研究員を実用化システム開発
の打合せに誘うオープンさに驚きました．短期の訪
問者としてではなく，現地に根を下ろして生活する
場合の課題はさておき，研究所の雰囲気や社会シス
テム，判断プロセス，ある種のオープンさは私の性
格にとても合っていました．

  3.  ATM （Asynchronous 
Transfer Mode）の研究開発

BTRL から帰国後，伝送方式研究室に配属されま

図 1　Te 溶液から作成した ZnS 単結晶を用いた発光ダイオード

（a）ZnS 発光ダイオード （b）発光スペクトル
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した．BT に行く以前から研究テーマを変えること
を決めていたので，滞在中も将来のネットワーク技
術に関して文献調査を含めた基礎検討を進めていま
した．当時は，将来のマルチメディア通信に適した
次 世 代 の 高 速 広 帯 域 ネ ッ ト ワ ー ク（B-ISDN: 
Broadband aspect of Integrated Services Digital 
Networks）の検討・標準化が加速されつつあった
状況で，私もそれを研究テーマに決めました．
B-ISDN では，各種のサービスを統合し汎用性・拡
張性の高いネットワークを実現するためのスイッチ
ング・多重化技術として，1985 年の CCITT（Comite 
Consultatif International Telegraphique et 
Telephonique，現在の ITU-T: International Tele-
communication Union Telecommunication 
Standardization Sector）京都会議に ATD（Asyn-
chronous Time Division）技術が提案され，その
後世界的に検討が加速されることになります．

ATD は 1980 年代初頭にフランスの CNET（国有
電話会社の研究所）が提案した，情報を固定長（最
初の実験システム PRELUDE では 128 ビット長が
用いられた）のブロックに分割し , ほかの情報源か
らのブロックと非同期的に多重化する方式です．こ
れにより , どんなビットレートの情報の転送も容易
に実現できます．また , 各コネクションはブロック
のラベルに書き込まれた情報により認識され , 一つ
のコネクションに属する全てのブロックは , 網内で
あらかじめ定められたルートを転送されます．固定
長のブロックを用いることにより，スイッチ・多重
のメカニズムが簡単になり，高いスループットの
ノードが実現できます．その後の標準化において，
ATD は ATM，ブロックはセルと称されることとな
りました（6）．ATM においては，当初 VC（バーチャ
ルチャネル）のみが定義されていました．しかし，
ネットワークの観点で考えると，VC のみでは効率
的なネットワークが実現できないことに気づき，こ
のようなパケットタイプのネットワークおいてもそ
の機能を最大限に生かせるパス（回線／チャネルを
束ねたネットワーク内の運用単位）の概念の実現が
必須であることを確信し，1987 年に VP（バーチャ
ルパス）を考案し（7）,（8），1988 年の CCITT ソウル
会合に提案しました．

図 2 に翌年に提出した VP の必要性と実現方法を
詳細に説明したCCITTへの寄書の一部を示します（9）．
バーチャルパスは正にネットワークアーキテクチャ
の視点から生み出されました．それを論文化したも
の が 1990 年 に IEEE（Institute of Electrical and 
Electronics Engineers）の Transactions に掲載さ

れました（10）．同論文はパスの概念の必要性，それ
をパケットタイプのネットワークで実現した VP の
意義とインプリメンテーションを詳細に論じたもの
で，図面は 16 枚使用していますが，そのうちの 15
枚は概念と仕組みを示すものです．その幾つかを図
3 に示します．それ以前に私の書いた論文は実験結
果や理論と計算結果主体のものでしたから，ほぼ論
理的考察のみで提案の正当性を示すのはそれまでと
は異なる表現形式でした．VP の概念はその有効性
が広く認められ，1990 年に世界標準に採用されま
した．VP 関連技術に関しても，VP 網のリンク容量
設計（11），VP のダイナミックな運用（12），VP 網の故
障切換（13）などを含む幅広い研究を行いました．

VP の概念は，現在の IP ネットワークにおいても
MPLS（Multi Protocol Label Switching）として広
く利用されています．後に，北米の通信機器ベンダ
大手 CIENA の Vice President が私の仕事の紹介の
ために記した文章を以下に引用します．
“The first key area of contribution of Dr. Sato 

is his work in the formulation of ATM, in 
particular the creation of the Virtual Path 
concept. Dr. Sato was a prolific contributor to 
the early work on ATM. The Virtual Path 
concept was very important to ATM, and an 
extension of this early concept is the basis of 
one of the key features of Multi Protocol Label 
Switching （MPLS）, a protocol viewed by many 
service providers as the basis of the architecture 
of their future packet switched networks. Dr. 
Sato’s contribution is not limited to the creation 
of an elegant concept, but included the time 

図 2　バーチャルパスの効用を説明する CCITT 寄書
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consuming and difficult task of taking this 
concept through the process of international 
standardizat ion, a requirement for  any 
networking concept to have real impact.”

ATM の標準化において NTT は広範囲に世界を
リードしました．私は標準化寄書を多数執筆しまし
たが会合に出席したのは 1 回のみです．標準化の最
前線で活躍された多くの先輩・同僚に敬意を表しま
す．VP の標準化に関して各国の賛同を得るために，
AT&T， Bellcore，CNET，BT，Telecom Australia
など世界の通信キャリヤと多くの議論を重ねまし
た．その中で，印象に残る出来事がありました．VP
の 概 念 は セ ル ヘ ッ ダ の VPI（Virtual Path 
Identifier）の領域に具現化されます．標準化された
セル構造は 5+48 Byte（ヘッダ＋ぺイロード，図 4）
でヘッダは 5 Byte と小さく，そこにどの機能を盛り
込むかは各国それぞれの主張があります．（ビット
の取合いとも言えます．）VP の概念の重要性を
Bellcore に説明するための会議に出たときのことで
す． 当 時，Bellcore は ATM を 利 用 し た SMDS

（Switched Multi-megabit Data Service） と い う
サービスを実現するために，ATM のヘッダに GFC

（Generic Flow Control）の領域を入れたいと強く
主張しました．私はアーキテクチャ的観点からその
ような個別のサービスに関わる情報は，ヘッダでは
なく情報領域に入れるべきだと主張したのですが，
それに対する彼らの返答に大変驚きました．それは，

「ヘッダに入れておかなければキャリヤが ATM
（サービス）を grasp できない」という趣旨でした．

当時 30 代前半で純粋に技術的側面のみを考えて
いた筆者にとって，アーキテクチャ的に不整合な，
すなわち，低位レイヤ機能を規定する転送方式の
ヘッダにビジネス要求（キャリヤの特定のサービス
のための）を絡ませる主張に大変驚きました．これ
はその後の IP ネットワークで，各種の機能をネット
ワークからエンドホストに移行することにより，IP
は多様なサービスを実現する基盤として広く受け入
れられたのとは逆の動きです．IP ネットワークにお
けるキャリヤの役割はパケットを転送することが主
で，サービスを grasp する手段を失うことになる将
来を予見していたという意味では，興味深い経験で
した．ちなみに当時の Bellcore は標準化で大きな力

図 4　標準化されたセルの構成

図 3　バーチャルパスに基づく ATM 網のアーキテクチャを説明する論文より（10）
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を持っていたため，UNI（User-Network Interface）
のセルヘッダに GFC の 4 ビットが割り当てられま
したが（図 4），SMDS サービスは広まらず，この
フィールドはほとんど使われることはありませんで
した．

筆者は実用システムにつながる（実用を目指した）
研究内容を重視していたので，似たような経験はそ
の後数多くあり，大学で研究を進める中でもしばし
ば悩まされました．国際会議や論文において技術的
な正しさ，正当性よりも個々の企業の戦略が強く反
映 さ れ る の は 日 常 で す．science で は な く，
engineering においてはある意味仕方ないことです
が．その傾向は昔（筆者が最初に論文を書いた 45
年前）と比べて強くなり，研究者のモラルも競争の
激化とともに大きく低下しています．特に 2000 年
代初頭の通信バブルの頃は学会もその影響を大きく
受け，信じられない出来事も多々ありましたが，本
題から外れるのでここでは省略します．

  4.  フォトニックネットワーク
の研究開発

ATM の研究が一段落した 1990 年代の初め頃に
次の重要なネットワーク技術として，フォトニック
ネットワークの概念を提案し，その研究開発を推進
しました（14）,（15）．それまでポイントツーポイントの
リンク技術として利用されてきた光技術を，ネット
ワーキング技術として活用することにより，ネット
ワークの性能を飛躍的に拡大できることを確信した
ためです．アーキテクチャ的にはそのキーとなる光
パスの概念（図 5）を 1992 年に世界に先駆けて提
案し（16）,（17），1993 年から ITU-T で光パスの標準
化を推進しました．更に，1999 年には後で述べる
フ ォ ト ニ ッ ク ル ー タ の 概 念 を OIF（Optical 
Internetworking Forum）, IETF（Internet 
Engineering Task Force）等の標準化会議で提案し
ました．これは 2002 年以降の IETF での GMPLS

（Generalized Multi-protocol label switching） 並
びにマルチレイヤトラヒックエンジニアリングに関
する各種標準化の基礎となりました．光パスを用い
たフォトニックネットワークの概念は世界的に大き
なインパクトを与え，当時 25 件を超える国際会議・
ワークショップで招待講演を行いました．光パス提
案の初期におけるコミュニティーでの反応を示す一
例として，当時ヨーロッパを代表する光ネットワー
ク関連プロジェクトの報告書（18）に記された文章を
以下に引用します．

“The benefits of introducing optical layers are 
outlined in a recent and remarkable paper by K. 
Sato et al. （2.3, 注）本記事の文献（14））（Sato is 
one of the “inventors” of the path concept!） and 
are listed below: （中略）The conclusion of Sato 
et al. is cited here in detail in order to show the 
conve rgence  o f  t he  v i s i on s  o f  f u t u r e 
communication networks from different sides. ”

フ ォ ト ニ ッ ク ネ ッ ト ワ ー ク で は WDM
（Wavelength Division Multiplexing）の大容量多
重化技術と電気／光変換を伴わない光スイッチング
技術により，これまでにない大容量の光パスクロス
コ ネ ク ト シ ス テ ム（OXC: Optical path Cross-
Connect）が実現されます．1993 年からはグルー
プリーダー，プロジェクリーダーとして，フォトニッ
クネットワークを具現化するためのシステム化技術
／ハードウェア構成技術やネットワーク設計技術の
研究開発に，グループ一丸となり力を注ぎました．
1994 年には当時 NTT の部品研究所で開発した革新
的な部品技術 PLC（Planar Lightwave Circuit）に
よる MZI（Mach-Zehnder Interferometer）スイッ
チを利用した拡張性に優れた合流型スイッチアーキ
テクチャ（19）〜（21）を開発しました．その基本構成を
図 6 に示します．

図 6 の DC-SW（Delivery and Coupling Switch）
とその前に配置された波長分波器の機能は，二次元
の平面光導波回路から三次元の空間スイッチ機能を
利用する WSS（Wavelength Selective Switch）へ
とその後置き換えられました．当初の我々のスイッ
チアーキテクチャは，現在 route-&-combine と呼
ば れ る 配 置 で， そ れ を 逆 方 向 か ら 利 用 す る
broadcast-&-select と 呼 ば れ る 構 成 は 現 在 の
ROADM（Reconfigurable Optical Add/Drop 
Multiplexer，OXC はその後 ROADM と称されるこ
とが多い）の主流な構成となっています．提案した

図 5　光パスの概念と光パスクロスコネクト
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スイッチアーキテクチャを基に，1996 年にスルー
プット 320 Gbit/s の大容量 OXC プロトタイプシス
テム（図 7）を世界で初めて完成させました （22）,（23）．
このシステムは，平面光導波回路（PLC）部品を用
いることにより，各種光機能を電子部品とともにコ
ンパクトにパッケージに搭載した最初のシステムで
す．同システムはその後何回かの改良を経て，2003
年に実験システムとして通信総合研究所（CRL，現
在の情報通信研究機構（NICT）の前身）の広域テス
トベッドネットワークに導入され（図 8），2004 年
には世界に先駆けて NTT で実用化されました．

この間，OXC の機能を発展させ，IP レイヤと光
レイヤの統合を図ったフォトニック MPLS ルータ（24）

（図 9（a））を世界で初めて実現し，当時世界最大

規模の通信機器展示会「SUPERCOMM　2001」で
動態展示を行いました（図 9（b））．OXC/ROADM
はその後世界で広く導入され現在に至っています．
また，光パスネットワークを実現するには，光パス
の収容設計が必要となります．波長多重伝送を行う
光ファイバ中で光パスの波長が重ならないように，
光パスの波長と経路を最適に割り当てる問題は，
NP-complete であることが知られています．我々は
各種の効率的な設計法を提案しました（25）．光パス
の高信頼化（各種光パス切換系の設計），光再生中
継器の最適配置，ネットワークの増設設計など，パ
スの経路のみならず波長の連続性（波長衝突）を考
慮する課題は最適解の導出が困難であり，その後の
ネットワーク設計における重要な研究分野となりま

図 6　DC （Delivery and Coupling） スイッチを用いた光クロスコネクト

図 7　320 Gbit/s 大容量クロスコネクトプロトタイプシステム
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した．
これまで述べた ATM 並びにフォトニックネット

ワークの業績により，1999 年 IEEE Fellow Award，
2000 年電子情報通信学会業績賞，2002 年文部科
学大臣賞（研究功績者），2003 年電子情報通信学会
フェロー等を受賞しました．IEEE Fellow Award 受
賞は私が 45 歳のときでしたが，それまでに数多く
の国際会議／ワークショップでの講演や運営活動，
各国の研究者との交流など，海外での活動を積極的
に進めていましたが，IEEE Fellow Award の受賞は
それまでの研究成果が世界で認められている一つの
証として，とてもうれしく感じたことを記憶していま
す．

  5. 将来ネットワーク技術の研究
2004 年からは名古屋大学に移り，広く将来のネッ

トワーク技術に関する研究を推進しました．特に超
大容量光ネットワーク，同ノードの開発でキーとな

る光クロスコネクトの新構成の提案（26）〜（28），超低
消費エネルギーネットワーク構成技術，フォトニッ
クネットワーク設計制御技術（29），データセンター
への光スイッチ（30）,（31）の適用等に関する研究です．
得られた研究成果に対しては，2007 年並びに 2008
年電子情報通信学会通信ソサイエティ論文賞，
ONDM 2009 Best Paper Award，OECC/PS 2013 
Best Paper Award, OECC/PS 2016 Best Paper 
Award, IEEE ICP 2016 Best Paper Award, IEEE 
Communications Society 2017 Outstanding 
Technical Achievement Award, SPIE Photonics 
West 2018 Optical Communications Best Paper 
Award 等を受賞するとともに，10 件以上の Journal
招待論文を執筆しています．

大学に移動後の 15 年間では 8 件の国際会議での
プレナリー／キーノート講演を含む 65 件を超える国
際会議／ワークショップでの招待講演を行ってきまし
た．一方，大学での責務は研究とともに教育です．私
の研究室では，ミッションとして「将来の通信ネット

図 8　CRL フォトニクスネットワークテストベッドでの OXC の運用

図 9　フォトニック MPLS ルータの開発と SUPERCOM 2021 における動態展示

（a）フォトニック MPLS ルータ構成図 （b）SUPERCOMM 2001 における動態展示の様子
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ワークの基盤となる技術を創出すること．研究を通じ
て国際的に活躍できる人材を育成すること」を掲げ，
研究室の学生さんにはできるだけ早くから海外で活
動する経験を積んでもらいたいと考え，国際会議へ
の投稿も積極的に行いました．光通信分野で特に重
要視していた，二つの国際会議 OSA/IEEE OFC

（Optical Fiber Communication Conference and 
Exposition）並びに ECOC（European Conference 
on Optical Communication）へは私が大学に在籍
していた 15 年間で，研究室全体で 100 件ほどの発
表を行いました．その中で，OFC で 5 件が Corning 
Outstanding Student Paper Competition の Semi-
finalist に，4 件が Top Scored Paper，ECOC では
2 件が Student Paper Prize Shortlist に，また 3 件
が Highly Scored Paper に選定されるなど，研究室
の学生さんも期待に応えて高い成果を上げてくれま
した．

この間，データセンターへの光ネットワーク技術
の導入に関する研究開発は 2013 年頃から開始しま
した．データセンター内ネットワークにおける大規
模高速光回線交換スイッチの有効性を明らかにする
とともに，それを実現する新しいスイッチアーキテ
クチャの提案（30）〜（32），実現技術の研究開発を推進
してきました．本研究内容に関しては，2018 年 9
月に，新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）
の公募「ディスアグリゲーション型次世代データセ
ンターに適用する光電ハイブリッドスイッチを用い
た高速低電力データ伝送システムの研究開発」に採
択され，現在は産総研にてその研究の一端を担って
います．

  6. 社会活動
私はこれまでに 100 を超える国際会議／ワーク

ショップで，General Chair，Program Chair，Steer-

ing Committee，Management Committee，Organ-
izer として活動を行ってきました．OFC 2016 におい
ては，日本人として初めて General Chair（図 10）
を務めるなど，積極的に海外で活動してきました．
ま た IEEE や OSA（Optical Society of America, 
現在は OPTICA に改称）等の Journal の Associate 
Editor や，論文誌特集号（IEEE J-SAC4 回，IEEE/
OSA JLT3 回，JOCN1 回など）の Guest Editor な
ども務めました．海外の学会では，やる気のある人

（もちろん実力も必要）を積極的に応援する社会の
雰囲気があり，そういう人にとってはとても活動し
やすい環境です．

一方，国内の学会においては，電子情報通信学会
編集理事，研究専門委員会委員長（CS と PN）とし
て研究活動を推進するとともに，副会長並びに会長

（図 11（33））として学会の運営に参画する機会があ
りました．学会以外においても，産学官のフォーラ
ムである超高速フォトニックネットワーク開発推進
協議会会長として，通信分野での我が国の競争力向
上に向けた各種プロジェクトの提案・推進や啓発活
動に携わってきました．これら国内外の学会との関
わりの中で，特にアメリカと日本の学会の違いを肌
で感じました（34）．学会の運営に関することで言えば，
アメリカで開催される（運営主体がアメリカの）国

図 10　OFC 2016 Plenary にて

図 11　電子情報通信学会会長就任講演
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際会議の General Chair を経験して初めて見えてく
るものが多かったのですが，誤解を恐れず例えると，
経営的にまた組織的に大企業と NPO 法人ほどの差
があります．データを含めて比較すると大変面白い
のですが，本題から外れますのでここでは省略しま
す．今後日本の学会がグローバルに競争していくに
は大きな変革が必要で，あるいは日本の学会の意味
付けを再度考える時期に来ているのだと思います．

  7. おわりに
以上記載したように，40 年以上にわたり通信ネッ

トワーク技術の研究に携わってきました．はじめに
述べたように，私の研究生活はデバイス（物性）か
ら始まりました．その後もデバイス関連の研究者の
方々と密接に連携し研究開発を進めてきました．私
の最初の著書（35） の最後の章に，“Grasping the 
right direction to proceed and promoting the 
deve lopment  o f  the  necessary  op t i ca l 
technologies are very important tasks of 
telecommunications network engineers.” と記し
たのですが，このことは私の研究生活での指針の一
つとなっています．本稿で述べた研究成果の多くは
世界で利用され，通信技術並びに通信産業の発展に
幾ばくかの貢献ができたことは研究者として幸せな
ことだと思っています．それに関連して，2012 年
に電子情報通信学会功績賞，2016 年に紫綬褒章を
受賞しました．言うまでもなく基本的な技術の実用
化にはとてつもなく大きなエネルギーが必要で，
アーキテクチャ並びにシステムの具現化・実用化が
達成されたのは多くの先輩，同僚，後輩の皆様の総
力によるものです．本稿では個々の方々のお名前は
挙げていませんが，ここに深く敬意を表すとともに
感謝申し上げます．
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二者択一ではなく中庸を（Withコロナ時代の学会活動）
 2022 年度通信ソサイエティ会長 辻 ゆかり

Yukari Tsuji 

本記事を書いている 2022年 1月，COVID-19オ
ミクロン株が流行の兆しを見せており，再び，

緊張感が漂い始めている．この 2年間，学会活動を
含む社会活動全般で，直接人が触れ合う機会が激減
し，リモート中心の生活を強いられるようになった．
ちなみに，通信ソサイエティで新設された国際会議
ICETCも既に 2年連続，リモートで開催されている．
　リモート会議の普及は，様々な観点で我々に大きな利
便性をもたらした．リモート会議では，まず移動時間がい
らない．したがって，移動時間の分まで打合せがセットで
き，かつ，遠方の相手とも打合せ時間さえ合えば会議可
能となり，従来に比べると圧倒的に仕事の効率が良くな
った．移動がなくなった分，会社のみならず，学会や各
種対外活動においても，リアル会議が実施される場合に
比べると交通費や会議場費用等が大幅に削減される結果
となった．また，自宅からいろいろな会議に参加できるの
で，これまで小さいお子さんの世話や介護等で時短勤務
だった方が，それ以外の人たちと同等に仕事ができると
いうメリットも生み出した．かくいう私も，コロナ禍にお
いてちょっとしたけがをしたのだが，けがをした翌日から
仕事に穴をあけることなく，普通に会議にリモート参加す
ることができ，数か月たって全快してから，「あのとき，
実はけがしてたのよね」と自己申告するまで気づかなかっ
た同僚もいたぐらいで，リモート会議が当たり前になって
いてよかったと実感したものである．
　一方，コロナが少し収まり始めると，「会って話したい」
という欲求が急激に高まり，リアル会議が増えてきた．あ
るとき，それまでリモート会議でしか会ったことがなかっ
た方と初めて Face to Face で打合せをさせて頂いた際の
第一声は，「直接会うとずいぶん印象が違うなぁ．こんな
にフランクな方だったんですね」であった．リモートでは
効率良く会議を進めることはできても，初めて接する人に
対して人となりを伝えるには，まだまだノンバーバルコミ
ュニケーションの部分で足りていないということを改めて
気づかされた瞬間であった．
　リモートでは会議の進行や話者に集中するので，場の
雰囲気というか，議題には直接関係しないことだったり，

話者以外の人たちの様子や空気感までは分からないので
ある．例えば，自らがプレゼンをするときも，通常であれば，
聴衆の雰囲気を感じながら，話の流れや言葉のチョイス
を変えることもできるわけだが，リモートでのプレゼンで
はどうしても一方的な話にならざるを得ない．また，新規
案件の企画立案段階で，ブレーンストーミングをしながら
アイデア出しをしようというような場面では，先んじて
個々人のアイデアを資料化しておく等の工夫が最低限必
要で，まっさらな状況からのアイデア出し議論はリモート
ではやりにくいのが実情である．ホワイトボードへの殴り
書きや，打合せの合間に休憩をとりながら雑談の中から
出てくるちょっとしたヒント，実はそうしたことがアイデ
ア創出の源泉になっていたのだと思う．以上，リモートと
リアルにおける長所と短所を振り返ってみた．
　今後，現在のコロナの状況がどうなっていくかは，残
念ながら現時点ではよく分からない．早期にコロナが収ま
り，通常の活動ができるようになることを祈るばかりであ
るが，果たして元どおりの活動に戻すことがいいのだろう
か．先に述べたように，リモートとリアルには，双方に長
短があり，リモートを許容できるようになったメリットも
引き続き享受していきたいと願っている人は多いのではな
いだろうか．学会活動においても，この 2 年間はほとん
どがリモート活動にならざるを得なかったわけであるが，
今後はコロナの収まり具合をみつつ，リモートとリアルの
中庸（どちらかに偏ることなく，調和がとれている状態）
を模索することが重要と考える．ただし，ハイブリッド形
式になると，リアルとリモートの両方に対応するため，費
用が増大したり，スタッフの負担が増えたりする恐れもあ
る．そうした意味では，利便性とコスト（稼動含め）の中
庸についても考えていく必要があると言える．
　リモートとリアル，利便性とコスト，それらの二者択一
ではなく中庸を見つけることにより，With コロナ時代に
おいても様々な技術を生み出す場を皆さんとともに協力し
て作り上げていきたい．電子情報通信学会の使命は，“通
信”の可能性を最大限に生かして，豊かな社会を創るた
めに必要な技術を生み出すことだと信じてやまない．

巻 末 言

Afterword
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小特集　�スーパシティ／スマート�
シティ実現の基盤となる�
ICT技術

こんなツール，使っています：�リアルタイムスペクトルアナライザ
の導入と基本操作

開発物語：�Wolfram|Alpha 開発物語
街 plus 探訪：�盛岡
若者よ，世界に出よう！：�日本での経験で得たもの
�

……他，御期待下さい

編集委員長　辻 宏之

編集副委員長　有馬卓司 田久 修

編集委員
飯田裕之  磯﨑裕臣  内田大輔  遠藤寛之 

大下裕一  太田真衣  北尾光司郎  坂野寿和 

佐藤陽一  関  裕太  瀧川道生  竹村暢康 

中島昭範  中林寛暁  松井健一  松本和人

村上靖宜  山ヶ城尚志  山口実靖  山本 嶺 

和田友孝  蕨野貴之

Editors Note
本号では，ジュニア会員向けの小特集を企画しましたが，
いかがでしたでしょうか．夏休みなどの長期休暇に，のん
びりと本小特集を参考に新しいことにチャレンジしてみて
はどうでしょうか．皆さんが素敵な休暇を過ごせるよう願っ
ております．� （H.N.）

最近の世界情勢を見ると，陸続きで隣国と接していないこ
とが，実は恵まれていることかもしれないと思えるように
なりました．かつて大陸の一部が分離して日本列島を形成
したと言われていますが，今にして思えば，リスクからソー
シャルディスタンスを取っていると言えるかもしれません．
� （Y.S.）

水道，電気，道路のように，生活の中で欠かせないものになっ
ている情報通信技術ですが，本小特集ではそんな情報通信
の中で，自由研究に役立つ情報を取り上げています．是非，
自由研究に活用して頂き，情報通信に興味を持ってもらえ
ると幸いです．� （H.I.）

私の高校生の頃は8ビットマイコンが主流であり，BASIC
というプログラミング言語を学びました．C言語も既にあ
りました．今はPython,Java,C++などなど，様々な言語が
あり，ジュニア世代は何を学べばよいのか，と勝手に心配
しています．� （H.T.）
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一般社団法人電子情報通信学会
は、電子情報通信および関連する
分野の国際学会として、学術の発
展、産業の興隆並びに人材の育成
を促進することにより、健全なコ
ミュニケーション社会の形成と豊
かな地球環境の維持向上に貢献す
ることを目的に、各種活動を行っ
ております。

本会活動の更なる活性化を図る
上で、会員の皆様に寄付を募って
おります。ご支援、ご協力を賜り
ますようよろしくお願い申し上げ
ます。

使途目的（学会活動、学会運営全
般）：更なる会員サービス向上、
事業運営の拡大、電子情報及び関
連学術分野の発展に寄与する事業
等を支援することにより、学会活
動、学会運営事業を充実強化させ
ることを目的に利用します。

金額：1口1,000円とさせて頂きま
すが、口数に制限はありません。

お礼：御寄付頂いた方への感謝の
気持ちを込めて、希望者に、ホー
ムページ等にお名前を掲載させて
頂いております。会員の皆様にお
かれましては、趣旨に御賛同頂き、
是非とも御協力をお願い申し上げ
ます。なお、本会は一般社団法人
のため、寄付金控除の対象外とな
ります。

【銀行振込】
三菱UFJ銀行 普通口座
店番号001 口座番号 7657240
口座名 一般社団法人 電子情報
通信学会 募金口

【クレジットカード/コンビニエン
ス払い】

マイページにログイン後、マイ
ページの左メニューにある「寄
付」をクリックの上、「クレジッ
トカード決済」もしくは 「コン
ビニ決済」を選択して下さい。

問合せ先
電子情報通信学会会員サービス部
会員課
E‐mail：service@ieice.org

電気太郎（正員）
〈参考文献〉
（1） �h t t p : / / w ww . n t t w em . 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．

写真は，1970 年に開催された「大阪万博」で，

日本電信電話公社（現在のNTT）が電気通信館で展

示した「ワイヤレステレホン」である．現在は，神

奈川県横須賀市のNTTドコモ R&Dセンタのロビー

に展示されている．当時は，来場者が実際に手に取っ

て操作することができ，会場内の端末同士や日本国

内に通話することができた．大いに人気を博して，

約 65 万人がワイヤレステレホンの通話を体験した

とのことだ．

見た目には，一昔前の家庭用コードレスホンといっ

たところだろうか．2025 年には大阪・夢洲（ゆめし

ま）で，「大阪・関西万博」が開催される予定だが，「ワ

イヤレステレホン」以上のインパクトを残す「電話機」

は現れるだろうか．

61The pho tograph,
Communica t ion can be seen.  

ワイヤレステレホン

北尾光司郎（正員）
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