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天地 260mm、左右 180mm

　通信ソサイエティでは、論文の書き方について会員の皆様に広く深く御理解頂くた
めに、2022 年ソサイエティ大会において、論文の書き方講座（Q & A セッション）
を下記のとおり開催致します。今大会はオンライン開催となっておりますため、本企
画もオンラインにて開催致します。
　この書き方講座は、2009 年 3 月以来、総合大会／ソサイエティ大会において継
続的に開催され、数多くの方に御参加頂き、大変御好評を頂いております。
　通信ソサイエティ和文論文誌・英文論文誌の委員長／副委員長経験者が講師を務
める講座ですので、論文執筆のポイントを聞ける貴重な機会となっております。大学
あるいは企業において論文執筆に御興味をお持ちの方は是非御参加下さい。
　今回は、特に、参加者からの御質問に、お答えする論文の書き方講座（Q & A セッ
ション）を開催致します。
　多数の皆様の御来場をお待ち致しております。
　なお、効率的に御質問にお答えするために、下記のページから、事前質問の御登
録をお願い致します。

一般社団法人  電子情報通信学会
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日時：2022 年 9 月 7 日 ( 水）9:45 ～ 10:40
　　　　　　講　　師：　小川　猛志（東京電機大学）
　　　　　　　　　　　　岡本　英二（名古屋工業大学）
　　　　　　　　　　　　森野　博章（芝浦工業大学）
　　　　　　司　　会：　武田　茂樹（茨城大学）
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政府が掲げる「統合イノベーション戦略 2020」等に基づき，Society 5.0 の総合的ショー
ケースとしてスーパシティ／スマートシティが構想されており，現在，全国各地で推進さ
れています．新型コロナウイルス感染症を契機としたディジタル化（DX）や，AI，IoT を
はじめとする各種技術開発が急速に進展する中，これらの技術をまちづくりに取り入れ，
市民生活の質，都市活動の効率性等の向上を図ることは，今後のまちづくりの基本となる
べきテーマであり，全国多くの都市・地域においてスーパシティ／スマートシティの取組
みが進められることが期待されています．

現在の様々な社会問題の一つとして，東京一極集中を背景とした地域間格差の拡大は，
地方部においては極めて深刻な課題です．一方で，今般の新型コロナ危機を契機に，市民
の生活スタイルやビジネススタイルが大きく変わり，オンライン化を前提に一部には地方
移住の動きも見られます．この機会を逃すことなく，データや新技術を駆使しつつ，豊か
な自然環境の下，質の高い生活を享受することができる地方の創生・再生に取り組むことで，
地域間格差の是正という課題の解決にも大きく貢献することができると考えられます．

このような背景において，現在スマートシティに取り組まれている方々に，興味深い解
説論文／解説を御執筆頂き，本小特集を編集致しました．はじめに IoT 時代におけるスマー
トシティ開発の取組みと現状の課題について俯瞰して頂いた後，スマートシティの普及・
発展を支える都市 OS について解説して頂きます．その後，三つの地域においてそれぞれ
取り組まれている現状と課題について解説して頂いています．また，スマートシティに関
係する応用例やセキュリティについても解説して頂きました．本小特集を通じて，多くの
皆さんがスーパシティ／スマートシティに興味を持たれ，今後も活発に議論が進んでいく
ことを期待しています．

最後に，本小特集の発行にあたり，貴重な時間を割いて解説論文／解説を執筆頂きまし
た著者の皆様と，査読，編集作業に御協力を頂きました皆様に心から感謝申し上げます．

小特集の発行にあたって

編集チームリーダ  和田友孝
Tomotaka Wada

スーパシティ／スマートシティ
実現の基盤となるICT技術

小特集編集チーム
和田友孝，内田大輔，大下裕一，中島昭範，山口実靖







88 通信ソサイエティマガジン　No.62  秋号 2022

 1	 スマートシティ政策の潮流
スマートシティという言葉自体は古くから存在

しており，我が国ではこれまでは「エネルギー」や
「交通」といった「機能」に着目した分野最適化の
議論が主であった．現在，スマートシティ政策は，

「市民（利用者）」中心に政策体系を組み替え，そこ
に「ディジタルトランスフォーメーション（DX）」
と「グリーントランスフォーメーション（GX）」の
要素が加わった．

本章では，世界のデータポリシーとスマートシ
ティ政策の潮流について概観する（図 1）．1995 年
にインターネットが商業化して以降，ICT 技術，特
に伝送速度の進展とともに，ソーシャル化，モバイ
ル化，自律化が進み，第四次産業革命と言われるま
でに産業構造が変革している．

1970〜80 年には，各国で個人情報保護やプライ
バシーに関わる法制化が進んだが，1995 年以降，
データ政策に大きな動きが生まれた．2000 年に入
ると「越境データ問題」について世界各国が制度枠
組みの検討を開始，加えて自国のデータポリシーの
在り方についても随時，法改正を進めながら検討さ
れている．2010 年には，各国で「オープンデータ」
が推進され，IT 技術を活用した地域課題の解決を

目指す非営利団体「Code for」などの組織が立ち
上がり，市民が技術を活用した地域や身近な困り事
を解決するシビックテックが勃興する．IoT センサ
やクラウドが廉価になり，街からの社会インフラの
データが，モバイル化により市民からデータが集積
するようになった．データの民主化が起こりつつあ
る 2015 年前後に，これまでの政策が「スマートシ
ティ政策」に統合され，現在に至っている．

2015 年に米国では Smart City Initiative を，欧
州では Digital Single Market（DSM）を発表し，
本格的にディジタル・スマートシティ政策の推進を
開始した．中国では 2013 年に一帯一路，2015 年
にディジタルシルクロード構想を発表し，インドで
は 2009 年から開始した Adhaar Project をベース
とし，2016 年には India Stack が開始した．現在，
ディジタル・スマートシティ分野において国際競争
が加速している．一方で，国際協調も重要とされて
おり，2019 年 6 月に大阪で開催された G20（20
か国・地域首脳会議）「大阪首脳宣言」において，
イノベーションを促進し，強固な世界経済の成長を
醸成するため，スマートシティ開発に向けた都市間
のネットワーク化と経験共有を奨励することが提言
された．同 10 月に日本政府と世界経済フォーラム
が 共 同 で「G20 Global Smart Cities Alliance

（GSCA）」を設立した．その後，世界はパンデミッ
クショックを経験することとなるが，引き続きパン
デミック対策を含め各国でスマートシティに関わる
取組みが共有されている．

IoT時代における
スマートシティ開発の取組みと現状の課題
Initiatives and Current Issues of Smart City Development in the IoT Era

東　博暢　Hironobu Azuma†

†	 	（株）日本総合研究所，東京都
	 	The	Japan	Research	 Institute,	Limited.,	Tokyo,	
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Summary 我が国では第四次産業革命への対応，ディジタルトランスフォーメーション（DX），スーパシティ／スマー
トシティ等，様々な取組みが官民挙げて政策的に進められている．パンデミック宣言以降，世界的に人々

のライフスタイルや経済活動の変革が余儀なくされ，ますます当該取組みを加速せざるを得ない状況を迎えている．言わば，
パンデミックショックによりあらゆる分野でパラダイムシフトが起こりつつある．また，政府はディジタル社会の形成に関する
行政事務の迅速かつ重点的な遂行を図ることを任務とするデジタル庁を 2021（令和 3）年 9 月 1日に設置し，地方活性化の
切り札として「デジタル田園都市国家構想」を掲げ，「地方」からディジタル及びスマートシティの実装を進めている．
本稿では，現在進んでいる我が国のスマートシティ構想を概観しつつ，現状の課題について述べる．

Key Words スマートシティ，Society 5.0，都市 OS（データ連携基盤），Well-being（ウェルビーイング），API，アー
キテクト，ファイナンススキーム，EBPM，持続可能性

ⓒ電子情報通信学会2022

　



解説論文　IoT 時代におけるスマートシティ開発の取組みと現状の課題 89

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

我が国では「統合イノベーション戦略 2019」に
おいて「スマートシティ構想を通じた Society 5.0
の実現」が戦略のコアとして位置付けられた．
Society 5.0 とは，「サイバー空間（仮想空間）と
フィジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシ
ステムにより，経済発展と社会的課題の解決を両立
する，人間中心の社会（Society）」と内閣府の「第
5 期科学技術基本計画」にて定義されている．
2021 年 6 月 18 日に閣議決定された「経済財政運
営と改革の基本方針 2021( 骨太の方針 2021)」に
おいて，スマートシティは「2025 年度までに 100
地域構築する」と記され，関係府省庁が一丸となっ
て取り組む我が国の成長戦略・地方創生戦略の柱と
なっている（図 2）．しかしあくまでも，スマート
シティは「人間中心の未来社会のビジョン」である
Society 5.0 の実装手段に過ぎない．

スマートシティの要諦は，「地域の特性を生かし，
人々が幸福で豊かな生活を営めるよう市民中心に設
計された持続可能な自立分散社会の実現」である．
人々の Well-being（ウェルビーイング）の向上，
つまり，人々が幸福で肉体的，精神的，社会的全て
において満たされた状態にあることが目指すべきア
ウトカムであり，それを実現するために ICT，AI
等の先端技術やデータを利活用し，DX を推進する
ことが本来の目的である．

我が国では，スマートシティに取り組む上での基
本コンセプトとして，三つの基本理念「市民（利用

者）中心主義」，「ビジョン・課題フォーカス」，「分
野間・都市間連携の重視」が，五つの基本原則とし
て「透明性の確保・相互運用性・オープン性」，「公
平性，包摂性の確保」，「プライバシーの確保」，「セ
キュリティ，レジリエンシーの確保」，「運営面，資
金面での持続可能性の確保」を定義し，各政策を進
めている．

 2	 スマートシティの進め方について
スマートシティの具体的な進め方については，筆

者も策定に関わり，2021 年 4 月 9 日に政府から公
表された「スマートシティ・ガイドブック（第１
版）」 （1）が参考となる．本ガイドブックは，スマー
トシティに取り組む地方公共団体，公民連携の協議
会等を支援するため，先行してスマートシティに取
り組む地域における事例等を踏まえつつ，スマート
シティの意義・必要性，導入効果，及びその進め方
等について取りまとめたものであり，スマートシ
ティ実現に向けた全体見取り図を示す（図 3）．

中でも注目され，課題も山積しているのが「都市
OS（データ連携基盤）の導入」である．都市 OS
とは統一されたルールに基づく物流，医療，福祉，
防災など様々な新しいサービスを提供するための
データ連携基盤である．市民中心のスマートシティ
を推進するにあたっては，個々人に最適化された
サービスを設計しなければならず，そのために分野

 図 1　世界のデータポリシーとスマートシティ政策の潮流
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を横断したデータの利活用が必要となってくる．し
かし，あくまでもデータドリブンの思想ではなく，
ビジョン・課題ドリブンでスマートシティのサービ
ス・アプリケーションを設計し，その中でデータの
利活用や都市 OS の設計を考えていく必要がある．
また，データを取り扱うため，市民に対する個人情

報やプライバシー保護の観点からの説明責任も必要
となり，前述したスマートシティの五つの基本原則
が意味を持つ．

このようにスマートシティは，ビジョン設計や公
民連携の協議会等の運営，ガバナンス，データマネ
ジメント等，非常に多岐にわたり，全体を俯瞰的に

これらの取組みについて「スマートシティ・タスクフォース」（事務局：内閣府）を中心に一元的に推進

スーパシティオープンラボ

 図 2　我が国のスマートシティ推進体制について

けん引役の確保

市民ニーズに
根差した取組み

適切な取組み
の評価

取組み態勢の構築

 図 3　スマートシティ実現に向けた全体見取り図
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捉えながら各地域にあった最適解を見つけ出すこと
が重要であり，スマートシティを推進するにあたっ
て次章で述べるアーキテクト等の存在が重要となっ
てくるのである．

 3	 	アーキテクトの重要性とスマートシティにおけるデータ戦略について

アーキテクトとはアーキテクチャ設計を行う人
材であり，IT アーキテクト，ビジネスアーキテク
ト等あらゆる領域で存在するが，スマートシティに
おけるアーキテクトの役割は，社会システム全体の
デザイン・設計を担うことにある．スマートシティ
リファレンスアーキテクチャの全体像（図 4）に示

すように，アーキテクトは全体を俯瞰しながら地域
の目標設定を行い，市民を巻き込んで社会実証し，
社会実装を目指す司令塔となる．特に，都市マネジ
メントとデータマネジメントを含む都市オペレー
ティングシステムの双方をにらみながら，アーキテ
クトはスマートシティサービスの開発やデータの利
活用を推進していく必要がある．

そのような全体アーキテクチャを俯瞰できる人
材を育成するため，独立行政法人情報処理推進機構
デジタルアーキテクチャ・デザインセンター（IPA-
DADC）では，2021 年 7 月「アーキテクト人材開
発・育成に関する中間報告書」にて，図 5 に示す
ような Society 5.0 を実現するアーキテクチャの方
向性を定義し，アーキテクト育成に取り組んでい

 図 4　スマートシティリファレンスアーキテクチャ全体像 （2）

縦横の連携を
社会に適用できるガバナンス

各々が開発したサービスが
相互につながるモジュール構造

サイバーとフィジカルが信頼性をもって
安全で効率的につながるレイヤ構造

 図 5　Society 5.0 を実現するアーキテクチャの方向性 （3）
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る．
２．で述べたように，スマートシティ推進では，

様々なサービスを実現するため，異分野のデータ連
携やデータ利活用が必要となる．アーキテクトは，
スマートシティのリファレンスアーキテクチャのみ
ならず，現在デジタル庁でも議論されているデータ
戦略のアーキテクチャについても留意しつつ，ス
マートシティの社会実装を進める必要がある（図
6）．しかしながら，我が国ではデータ戦略を実行
するにあたってのディジタル人材も不足しており，
政府ではディジタル推進人材である「ビジネスアー
キテクト」，「データサイエンティスト」，「エンジニ
ア・オペレータ」，「サイバーセキュリティスペシャ
リスト」，「UI/UX デザイナー」を 5 年で 230 万人
育成する目標を立てている．

 4	 	スマートシティを推進するにあたっての課題について

現在，我が国では様々な地域で官民挙げてスマー
トシティ政策に取り組んでいるが，具体的な社会実
装は実証フェーズにとどまっているほか，持続可能
性の観点でも課題を抱えている．本章では，スマー
トシティを推進するにあたっての課題，及び，今後
検討が必要な三つの論点について述べる．

４．１　ガバナンスとマネジメントの複雑性
1 点目の課題は，スマートシティ推進のためのガ

バナンスとマネジメントが非常に複雑であるという
ことである．図 7 に従来型都市政策とスマートシ
ティ推進で必要とされる都市政策の関係性を示す．
スマートシティ推進を前提とした都市政策では，こ
れまでの都市政策／計画で対象としてきた物理的な
空間に加え，都市 OS 等の情報通信ネットワークや
データ連携基盤を通じ，サイバー空間も加味しなけ
ればならない．例えば，従来の都市計画では，社会
ニーズに応じて物理的な空間をゾーニングし，エリ
アマネジメント体制を構築し，まちづくりを行って
きた．しかしながら，スマートシティでは従来の物
理的なゾーニングにとらわれず，IoT デバイスなど
のセンサ等をインフラ側に設置することにより流通
する，ダイナミックなリアルタイムデータを中心
に，住民や来訪者のニーズに対応するまちづくりを
行う必要がある．Evidence-Based Policy Making

（EBPM），つまり証拠に基づく政策立案により，地
域社会のニーズに適応したアジャイル型のまちづく
りが可能となってきたのである．更に，データを取
り扱うことから，都市開発においても，個人情報保
護やプライバシー問題，サイバーセキュリティ，科
学技術の倫理的・法制度的・社会的課題（ELSI: 
Ethical，Legal and Social Issues）への対応が求
められることとなる．

スマートシティを推進する上で，以上のように総

プラットホームの整備

 図 6　スマートシティとデータ連携のアーキテクチャについて
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合的な観点で全体アーキテクチャを設計した上で，
都市マネジメントを行う必要があり，そのガバナン
スやマネジメントを行う「主体」についての組織設
計に工夫が必要となるのである．

また，技術の変遷のスピードについても留意が必
要である．まちづくりは 20〜50 年単位の長期スパ
ンで計画される．その間にも，新たな技術革新が
次々に起こる可能性がある．1995 年にインター
ネットの商業化が進み，2005 年には SNS が拡大
しソーシャル化が加速，2010 年にはモバイル化，
2015 年には AI/IoT やクラウド技術が発展し，自
律化が進み，2020 年からあらゆる分野で DX が進
められようとしている．おおよそ 5 年でデータ通
信速度も高速化し，技術革新が起こっている．
2025 年には beyond 5G（6G: 第 6 世代移動通信）
の到来や小形衛星の活用により，宇宙空間から自律
走行ロボットによる配送サービス等，スマートシ
ティを構成するサービスを制御し，都市をマネジメ
ントする時代が到来することも想定される．既に，
総務省では，太陽フレアなど太陽活動によって航空
無線，電力網，通信・放送・測位システムなどの社
会インフラに異常を発生させ，我々の社会経済活動
に多大な影響を与えるおそれがあるとして，「宇宙
天気予報の高度化の在り方に関する検討会」が開催
されている．今後，スマートシティを推進する上
で，このような技術トレンドも把握しつつ，分野横
断的なテクノロジーガバナンスについて検討するこ

とも重要となる．
このようなガバナンスに関わる検討は，2019 年

に経済産業省に設置された「Society 5.0 における
新たなガバナンスモデル検討会」から 2020 年 7 月
に公表された「ガバナンス・イノベーション : 
Society 5.0 の実現に向けた法とアーキテクチャの
リ・デザイン」，及び 2021 年 7 月に公表された

「GOVERNANCE INNOVATION Ver.2: アジャイ
ル・ガバナンスのデザインと実装に向けて」に詳し
い．ビッグデータ，IoT，AI などディジタル技術が
社会を急激に変えていく中で，イノベーションの促
進と社会的価値の実現を両立する，新たなガバナン
スモデルの必要性と，その在り方を示している．

４.２　データ連携基盤と都市OSについての誤解
2 点目の課題は，スマートシティにおけるデータ

連携基盤や都市 OS についての誤解である．データ
連携基盤や都市 OS は，特段決まったものがあるわ
けではなく「相互運用性の確保」が重要であり，用
途に応じて様々存在する．ドイツとフランスが中心
となり 2020 年 6 月に正式に発足した欧州統合デー
タ 基 盤 プ ロ ジ ェ ク ト「GAIA-X」 が 公 開 し た

「GAIA-X: Technical Architecture」においても，
欧州域内外の企業の様々なクラウドサービスを単一
のシステム上で統合し，業界をまたがるデータ交換
を容易に行える，安心で信頼できる標準的な認証の
仕組みを通じて，相互運用性を実現することが記載

 図 7　スマートシティマネジメントの複雑性について
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されている．
例えば，IoT 時代における分野横断的なデータ流

通に主眼を置いたデータ管理基盤である Future 
Internet WARE（FIWARE）は，EU の第７次研究
枠組計画（FP7）における ICT プロジェクトとし
て，2011 年から 5 年計画の The Future Internet 
Public-Private Partnership（FI-PPP）と言われる
次世代インターネット官民連携プログラムの下，そ
の中核となるプラットホームとして開発された．
FIWARE の 様 々 な モ ジ ュ ー ル が Open Mobile 
Alliance（OMA）で標準化された Next Gen er a-
tion Service Interface（NGSI）のApplication 
Pro gram ming Interface（API）で規定され，これ
を通してデータの受渡しが行われる．このように，
API はサービスを実現するためのデータ連携を定義
する重要な役割を担っていると言える．医療・ヘル
ス ケ ア 領 域 で は，HL7FHIR（Fast Healthcare 
Interoperability Resources）というヘルスケア情
報を交換するために制定された標準規格の API が
存在する．

都市 OS やデータ連携基盤，IoT デバイスを中心
にスマートシティを検討した場合，結果的に目的と
するサービスの実現と不整合が発生する可能性があ
る．図 8 に示すように，都市 OS やデータ連携基盤
はあくまでサービスを実現するための手段であり，
API を介してどのようなデータを連携すれば，目的
とするサービスが実現できるかということが重要で

ある．しかし，スマートシティを推進するには，ま
ずデータ連携基盤や都市 OS を検討しなければなら
ないという目的と手段が混同した誤ったケースが散
見されるため留意が必要である．

４．３　 持続可能性を担保するファイナンススキームの
構築

3 点目の課題は，スマートシティの持続可能性を
担保する上で必要なファイナンススキームの構築が
未成熟であるという点である．前述したスマートシ
ティ関連サービスを運用する上で必要なデータ連携
基盤や都市 OS には，当然ながら初期の投資コスト
と継続的な保守・運用コストが発生する．更に，先
端技術の導入コストなど様々なコストが発生する．
このようなコストを誰が負担し，持続可能な社会モ
デルを構築するのかについてはまだまだ検証が必要
であり，現状は補助金等に頼らざるを得ず，成功事
例はまだ存在しないと言ってよい．こうした課題の
解決には，データを活用した EBPM の実現と，そ
れに基づく解像度の高い採算性の議論が必要であ
る．また，今後これまでのまちづくりで活用されて
いた Private Finance Initiative（PFI）や Business 
Improvement District（BID）等の官民連携のファ
イナンススキームに加え，Social Impact Bond

（SIB）などに代表される成果連動型民間委託契約
方式（PFS: Pay For Success）や環境にポジティ
ブな影響を与える新規または既存プロジェクトや活

ディジタルアセット

 図 8　スマートシティのデータ連携の概要について
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動の資金調達に特化した債券であるグリーンボン
ド，社会的課題に取り組む事業や社会的活動のため
の資金調達に特化した債券であるソーシャルボンド
等，いわゆるサスティナビリティ・テーマ型債券と
いった様々なファイナンススキームを織り交ぜるこ
とによって，新たなスマートシティのビジネスエコ
システムの構築が期待される．そこで重要となるの
は，どのようなサービスを提供するために，どのよ
うなデータが必要で，誰が直接的，間接的に受益者
となるのか，社会にどのようなプラスのインパクト
を与えるかについて，スマートシティを推進する初
期の段階から解像度を高めることである．特に，
SIB による PFS 事業は，当該事業にかかる資金調
達を金融機関等の資金提供者から行い，その償還等
を成果指標値の改善状況に連動した地方公共団体等
からの PFS 事業の支払額等に応じて行われるもの
であるため，スマートシティの持続可能性にとって
必要である．

 5	 まとめ
政府は地方活性化の切り札として「デジタル田園

都市国家構想」を掲げ，地方からディジタルの実装
を進めていくことで新たな変革の波を起こし，地方
と都市の差を縮めるとしている．今後，ますます各
地でスマートシティの推進が進んでくると考えられ
る．スマートシティの実現は，市民が主体的に関
わって初めて実現する．市民中心主義のスマートシ

ティ基本理念からすると，都市空間によって人々の
ライフスタイルが決定／制限される社会から人々の
ライフスタイルに都市が寄り添う社会への変革を実
現することが重要となる．

我が国の産業界は，ややもすれば忘れがちになる
「市民を主語に」という原点に常に立ち返って DX
化を推進し，市民と共に希望に満ちたそれぞれの地
域の未来社会をデザインし，社会実装していくこと
を期待しつつ本稿の結びとする．
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 1	 はじめに
新型コロナウイルスの感染拡大をきっかけに，あ

らゆる分野で DX（Digital Transformation）の加
速が求められており，自治体・エリアが提供する都
市サービスにおいても，それは例外ではない．都市
の DX はスマートシティとして 2010 年前後から世
界中で取り組まれており，2030 年までに 4 兆ドル
を超える市場規模が予測されている (1)．また，国内
でも 2020 年 5 月にスマートシティの実現で必要と
なる規制改革や分野間データ連携，データを活用し
た複数の先端的サービス普及を加速するため，国家
戦略特別区域法一部改正法（スーパシティ法案）が
可決され，その実現が期待されている (2)．

スマートシティの実現においては，都市サービス
に必要となるデータの連携・利活用をいかに効率的
に行うかが鍵となる．このデータ連携・利活用の機
能を個別のサービスごとに実装するのではなく，コ
ンピュータの OS のように共通基盤として用意し，
あらゆるサービスをその上に実現できるようにする
ものが「都市 OS（City OS: Operating System）」
である．都市 OS の活用はオープンデータの連携を
中心に昨今広がりつつあるが，スーパシティの実現
など今後の都市サービスの高度化に向けて，個人
データの取り扱いなど，更なるルール作りや技術発
展が求められる面もある．

本稿では，海外の都市 OS に関する取組みの紹介

の後，国内における都市 OS 関連プロジェクトの紹
介を通じて，都市 OS に求められる要件や機能につ
いて解説する．また，都市 OS の先端事例の一つと
して，NEC が提供する都市 OS について，実現技
術とともに幾つかの活用事例を紹介する．

 2	 海外の取組み
スマートシティにおけるデータ連携・利活用のた

めの共通基盤化の取組みは，欧州を中心に海外で先
行しており，これらの共通基盤も都市 OS の一種と
言える．以下に代表的な取組みを紹介する．

２.１　FIWARE
FIWARE(3) は欧州連合（EU）の次世代インター

ネット官民連携プログラム（FI-PPP）で開発・実
装された，多様なデータの連携のための基盤ソフト
ウェアである．FIWARE は Generic Enabler（GE）
と呼ばれるソフトウェアモジュールの集合体であ
り，各 GE の実装はオープンソース・ソフトウェア
として公開されている．GE 間接続の API や GE が
扱 う デ ー タ モ デ ル は，NGSI（Next Generation 
Service Interfaces）という標準規格により共通化
され，拡張容易性や相互運用性の高いアーキテク
チャとなっている (3)．これらの特徴から，欧州を中
心とした多数の都市や企業でスマートシティを実現
するシステムに活用されている．また，インド政府
が推進しているデータ利活用アーキテクチャである
India Urban Data Exchange（IUDX） で も，
FIWARE Foundation が開発した標準データ連携仕

スマートシティの普及・発展を支える都市OS
City OS Supporting the Spread and Development of Smart City
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様 NGSI-LD をはじめとした FIWARE の機能を取
り込むことを 2020 年 12 月に発表した (4)．

２.２　SynchroniCity
SynchroniCity(5) は，欧州を中心とするスマート

シティの国際団体である Open ＆ Agile Smart 
Cities（OASC）が主導する，約 20 の都市の間で
のデータ連携を実現するパイロットプロジェクトで
ある．SynchroniCity の技術フレームワークでは，
Minimal Interoperability Mechanisms（MIMs）
という相互運用性のための最低限の要件が規定され
ており，API やデータモデル等の共通化すべき事項
が挙げられている．MIMs に準拠することで，異な
る実装の都市 OS 間であっても相互運用を行うこと
ができ，後述する国内のスマートシティリファレン
スアーキテクチャにおける都市 OS の要件にも反映
されている．

２.３　X-Road
エストニアでは，電子政府サービス「e-Estonia」

を国民に対して提供しており，その基軸になってい
るのが，エストニア情報システム局（RIA）が
2001 年 か ら 運 用 を 開 始 し た デ ー タ 連 携 基 盤
X-Road(6) である．エストニアの数多くの組織や企
業，そして公共機関の情報システムが X-Road に接
続され，国民は配布された電子 ID カードを用いて，
納税，警察，教育，選挙，会社の登記，駐車場料金

の支払いなどの行政サービスをペーパーレスで利用
することができる．X-Road は，1998 年にパイロッ
トプロジェクトが開始され，オープンソースとして
提供されていることから，エストニアだけでなく，
フィンランドやナミビア等にも導入が進んでいる．

 3	 	国内の取組み：スマートシティリファレンスアーキテクチャと都市OS

日本国内においてもスマートシティの試みは東
日本大震災を契機にエネルギー，防災の分野を中心
に盛んに開始された．その後スマートシティの対象
が交通，観光，環境，健康など複数分野に拡大して
いくものの，分野，都市ごとに個別に実装され，効
率性や拡張性などの問題からそれらの多くが実証段
階にとどまっていた．そこで，２．でも取り上げた
欧州など海外の先行事例に倣い，国内でもスマート
シティのシステムを拡張性及び相互接続性のあるも
のにするため，設計の共通指針となるリファレンス
アーキテクチャ（RA）の構築が成された．構築さ
れた RA 及びその中で定義された都市 OS について
説明する．

３.１　スマートシティリファレンスアーキテクチャ
筆者らは 2019 年度に実施された内閣府戦略的イ

ノベーション創造プログラム（SIP）第 2 期「ス
マートシティアーキテクチャ設計と関連実証研究の

ディジタル

 図 1　構築したスマートシティリファレンスアーキテクチャの全体像
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推進」において，日本におけるスマートシティの
RA を構築した＊．

構築したスマートシティ RA の全体像を図 1 に
示す．利用者中心の原則を明確にするため，利用者
を最上位に置き，利用者に対する都市サービスをど
のように実現するか，という観点でサービス層が中
央に配置されている．サービスを実現するために
は，スマートシティ戦略から規定され，サービスを
設計し運営していく機能である都市マネジメント

（組織層，ビジネス層）と，都市内外のデータ（ア
セット層）を管理・連携してディジタル化された
サービスを提供する基盤である都市オペレーティン
グシステム（OS）（機能層，データ層，データ連携
層）の両面からのアプローチが必要，という構造に
なっている．構築したスマートシティ RA の成果
は，ホワイトペーパー及び導入ガイドブックとして
公開され (7)，各府省のスマートシティ事業の公募に
おいて参照されている．

３.２　都市OSとその技術要件
スマートシティ RA では，都市マネジメントと双

対となる要素として都市 OS を定義している．都市
OS がない場合は，都市サービスを実現するための
IT システムが独自かつ独立したものとなり，デー
タやサービスの連携，流通が困難になったり，サー
ビスの「横展開」が困難になる．都市 OS は，都市

内外の様々なデータを集め，API を通じて都市サー
ビスのためのアプリケーションを実現したり，他の
都市 OS 間と接続して都市間連携を実現するための
共通基盤と位置付けられる．都市 OS の詳細設計に
あたり，現状のスマートシティの課題である，①
サービスの再利用・横展開が困難，②様々な分野を
横断したサービス実現が困難，③サービスを継続す
る際の拡張性が低い，という認識を基に以下三つの
要件が定義されている．

①相互運用（つながる）
 　都市内／間のサービス連携や，アプリケーショ
ンの再利用を可能にする仕組みを備えること
②データ流通（ながれる）
 　地域内外の様々なデータを仲介して連携させる
仕組みを備えること
③拡張容易（つづけられる）
 　都市 OS で利用する機能やアーキテクチャ更新
に合わせ拡張を容易にする仕組みを備えること

上記の要件を考慮しつつ構築された都市 OS の全
体アーキテクチャ（機能ブロック図）を図 2 に示
す．

一つ目の要件である相互運用性を実現するため
にサービス（アプリ等）や他都市 OS と「つながる」
ための API 連携，認証連携の仕組みが図 2 の機能
層において規定されている．ただし，具体的な API
やデータモデルの仕様を限定するのではなく，つな
がるために共通化，公開すべき対象となる API，
データモデルの対象が具体例とともに示されてい

＊　�本事業はNEC，アクセンチュア，鹿島建設，日立製作所，
産業技術総合研究所，データ流通推進協議会で受託し、6
社が共同で行ったものである．

 図２　都市OSのアーキテクチャ
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る．
また，データ流通の要件に対しては，他都市

OS，他システム，IoT デバイス等から多種のデー
タ（メタデータ，静的データ，動的データ，地理空
間データ，パーソナルデータ）を取り込み，都市
OS 上のサービスに活用することができるよう，
データ層，データ連携層における機能が定義されて
いる．その中核となる機能がデータ仲介であり，
データ利用者と都市 OS との間のデータの受渡しを
一元的に担うハブの役割を担っている．データ仲介
が管理するデータの所在は，(a) 都市 OS 内に蓄積
する，(b) 都市 OS 外に分散されている，の双方が
サポートされ，データ利用者は都市サービス実現に
必要となる様々な種類のデータを，その所在を意識
することなく利用できる．

最後に拡張容易性（続けられる）に対しては，図
2 に示したそれぞれの機能ブロックが着脱できるよ
う，ブロック間の API を共有化しビルディングブ
ロック方式で都市 OS を構成できることが要件化さ
れている．これにより，スマートシティの発展とと
もに段階的に都市 OS を拡張でき，最小機能単位で
の機能実装での稼動や最小機能単位での機能追加が
できるようになる．

また，都市 OS 全体に関係する要件として，セ
キュリティ，運用に関しても参照すべきガイドライ
ンとともに対応すべき項目が述べられている．特に
セキュリティについては，４. ３で述べるスマート
シティセキュリティガイドラインが，本スマートシ
ティ RA に基づき対応すべき要件を具体化したもの
となっている．

 4	 都市 OSの実現に向けた関連取組み
スマートシティ RA における都市 OS は相互接続

性のための最低限の要件が定義されているが，都市
OS の実装のための技術の具体化や今後のスーパシ
ティ実現のために必要となる技術検討など，幾つか
の取組み・議論がなされているので以下に紹介す
る．

４.１　スーパシティのデータ連携基盤
現在国内では，様々な最先端技術を実装した「ま

るごと未来都市」の 2030 年頃の実現を目指す
「スーパーシティ構想」が政府により推進されてい
る (2)．スーパシティは，国家戦略特区として対象区
域を選定し，住民合意の下，規制改革を含めた先端
的サービスを地域主導で実現することを目指す「ス

マートシティの特別版」と位置付けられる．また，
スーパシティにおいては，個別分野限定ではなく，
複数の分野やサービスを連携する取組みであるこ
と，実証実験ではなく，暮らしや社会に実装する取
組みであること，供給者や技術者目線ではなく，住
民目線でより良い暮らしの実現を図るものであるこ
とが基本コンセプトとして掲げられている．スーパ
シティの実現に向けては，複数の分野やサービスを
連携させるための「データ連携基盤」の整備が事業
の核として位置付けられ，スーパシティを推進する
各自治体はデータ連携基盤を共通して導入すること
が想定されている．データ連携基盤は図 2 に示し
た都市 OS のうち，データ層，データ連携層，及び
機能層におけるオープン API に相当し，官民が提
供するサービス間で必要なデータの相互連携・共有
を行うための最小限のセットとして位置付けられ
る．

2020 年度に行われたデータ連携基盤に関する内
閣府の調査業務 (8) においては，相互運用性の確保
のため，データ仲介（ブローカー）の要件や API
共通ルールの標準仕様，推奨データモデルについて
案が報告されており，実装に向けた具体化がなされ
ている．また，暮らしや社会に実装するというコン
セプトから，スーパシティで流通するデータの多く
は，住民である各個人に由来するものであることが
想定される．そのため，本報告ではデータ連携基盤
における個人データの取扱いについても検討されて
おり，対応機能として，本人同意管理，及び匿名
化・秘匿化などのプライバシー／データ保護技術が
重要とされている．更にデータ仲介においても，プ
ライバシーリスク軽減のため，データ連携基盤内に
個人データを蓄積するのではなく，必要な際に都度
データ提供者へアクセスするデータ分散方式の観点
での調査がなされている．

４.２　分野間データ連携基盤
戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）第

2 期において，分野・組織を超えたデータ活用と
サービス提供を実現する「分野間データ連携基盤」
の研究がなされている (9)．分野間データ連携基盤
は，様々な分野のデータを相互に連携させるため，
分野横断のデータカタログ，データ検索，データ接
続（コネクタ）の機能を備え，DATA-EX(10) として
その実現が目指されている．都市 OS にとっては，
分野間データ連携基盤を活用して，農業や交通など
既に他分野で整備されているデータとの効率的な連
携が期待できる．
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４.３　スマートシティセキュリティガイドライン
総務省は安心・安全なスマートシティを提供する

ため，「スマートシティセキュリティガイドライン
（第 2.0 版）」(11) を発行している．本ガイドライン
では，３. １で述べたスマートシティ RA のレイヤ
構造に基づき，各カテゴリーにおいて求められるセ
キュリティリスク・対策が記されている．更に，ス
マートシティ特有のセキュリティ要件として，（1）
適切なサプライチェーン管理，（2）インシデント
対応時の連携，（3）データ連携時のセキュリティ，
が挙げられ，複数のステークホルダーが連携して対
応すべき内容が事例と共に述べられている．これら
の記載内容は，都市 OS 提供者やサービス提供者な
どによるセキュリティ対策の考慮漏れがないよう，

「スマートシティセキュリティ導入チェックシート」
として整理されている．総務省のスマートシティ事
業では本ガイドラインへの対応が審査基準の一つに
なっている．

 5	 NECが提供する都市OS
NEC は 2021 年 9 月にスマートシティ／スーパ

シティ実現に必要な機能を備える都市 OS の提供を
発表した (12)．NEC の都市 OS は，NEC が持つ国内
外でのスマートシティへの取組み・知見を基に構築
されたものであり，３．で述べたスマートシティ
RA に準拠しつつ，４．の関連取組みを踏まえて個
人データ取扱いやセキュリティ強化のための機能が
具備されている．また，AI, 生体認証 , IoT ネット
ワーク連携など，国内のみならず海外も含め，様々
な都市サービスの実現に必要な機能をサポートする
ことも特徴である．NEC 都市 OS の全体構成をス
マートシティ RA の各層との対応関係とともに図 3
に示す．以下，NEC 都市 OS の各機能について説

明する．

５.１　データ連携基盤
NEC 都市 OS のコア機能となるデータ連携基盤

では，オープンデータの流通には欧州発のグローバ
ルスタンダードである FIWARE をベースとした
データ利活用基盤サービス，パーソナルデータの流
通にはパーソナルデータ基盤サービスを提供する．
４. １で述べたスーパシティのデータ連携基盤に必
須となるデータの分散管理／ API 公開等の技術基
準に準拠するとともに，様々な事業者が保有する
パーソナルデータのコントロール権を本人に与え，
目的別同意に基づき，事業者間でのデータ共有や第
三者であるデータを利活用して製品・サービスを開
発する事業者へのデータの提供を実現する．

５.２　フルレイヤのセキュリティ
都市サービスを市民が安心して利用できるよう

にするためにはセキュリティは不可欠の機能であ
る．NEC 都市 OS は４.３で述べた総務省のスマー
トシティセキュリティガイドラインが定める要件に
準拠しつつ，「フルレイヤセキュリティ」として，
ネットワークや IoT デバイスの保護なども含めて
エンド - エンドのセキュリティ提供に必要な機能を
備える．図 4 に認証／ ID 管理を含む NEC 都市
OSが活用しているセキュリティ技術の一覧を示す．
データセキュリティ機能として，データを秘匿化し
たまま計算・処理できる秘密計算 (13)，各組織が持
つデータを開示することなく，複数組織間で AI に
よる統合データ分析ができる高秘匿連合学習 (14) を
活用し，個人データを含む都市 OS が扱うデータの
保護と利活用の両立を図っている．また，都市 OS
で行われた処理が正しく行われたことを担保・証跡
化するため，ブロックチェーンを活用したトランザ

! ! ! ! 
 

図３　NEC都市OSの全体像



解説論文　スマートシティの普及・発展を支える都市OS 101

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

クションセキュリティ機能を提供する．更に，都市
OS を含む ICT システムの開発・運用においては，
国際標準，政府機関・業界ガイドラインなどから厳
密なセキュリティ要件として定められた NEC セ
キュア開発・運用実施基準 (15) を適用し，システム
全体として高いセキュリティレベルを確保してい
る．

５.３　データ利活用，利用者認証のための共通機能
スマートシティ／スーパシティでは，分野間／

サービス間を横断したデータ利活用による新たな価
値を創出する都市サービスの提供が，今後想定され
る．NEC 都市 OS はこれらのサービスの価値創出
に寄与する共通機能群（AI，個人認証，ID 連携／
統合等）をサポートする．AI は NEC the WISE(16)

の AI 技術群の中からスマートシティ／スーパシ
ティのデータ分析に適したエンジン，個人認証は
NEC「Bio-Idiom」(17) による顔認証をはじめとし
た生体認証機能を提供するとともに，NEC Smart 
Connectivity(18) の ID コネクトサービスを用いて，
統合された ID を用いて利用者が複数のサービスを
シームレスに連携して利用できるようにしている．

５.４　様々な IoTネットワークのサポート
スマートシティ／スーパシティでは，様々な IoT

センサ／デバイスから取得されるデータを利活用し
て都市サービスを提供するケースが想定される．そ
のため都市 OS は，IoT センサ／デバイスからの
データを様々なネットワークインフラを経由して取
得する機能を備える必要がある．NEC 都市 OS で
は，災害に強い自営無線通信網や大容量データが伝
送可能なローカル 5G など，耐災害性，可用性，通
信速度，遅延，データ容量，費用等，異なる特性を
持つ様々な IoT ネットワークをサポートし，要求
されるサービスレベルを実現する．

 6	 都市 OSの活用事例
国内の自治体・エリアにおいて都市 OS を活用し

たスマートシティが提供されている事例を以下に紹
介する．

６.１　高松市
香川県高松市は，2017 年に総務省「データ利活

用型スマートシティ推進事業」に採択され，国内初
事例として FIWARE を利用した都市 OS である，
IoT 共通プラットホームを構築した．図 5 にその概
要を示す．高松市の地域課題として特に優先度が高
い，防災分野，観光分野を最初の分野とし，都市
OS を活用して，オープンデータの収集，蓄積，可
視化，分析を行う仕組みを構築している．以降も，
福祉分野，交通安全分野に対象とする分野を拡大
し，「スマートシティたかまつプロジェクト」(19) を
進めている．

６.２　富山市
富山市は，ICT を活用して都市機能やサービスを

効率化・高度化するスマートシティの実現に向け，

図４　NEC都市OSのセキュリティ機能

図５　「スマートシティたかまつ」プロジェクトの推進
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「富山市センサーネットワーク」(20) を構築している．
図 6 に示すように，富山市センサーネットワー

クは，市内全域に展開される無線通信ネットワーク
網  （LoRaWAN）と，IoT センサの収集データを管
理する IoT プラットホームで構成される．IoT プ
ラットホーム部は，FIWARE を利用した都市 OS
である．小学生児童に GPS センサを配布し，登下
校路を「見える化」し，小学校，PTA 等で活用す
ることで地域の安心・安全の向上を図る「こどもを
見守る地域連携事業」に活用されている．また，国
内の民間企業や大学等研究機関に対して，実証実験
のフィールドとして開放することで，産業創出につ
なげる目的としても利用されている．加えて，地域
課題の解決と防災力の強化のため，市庁内業務に
IoT 等の技術を活用し，スマート農業や消雪装置死
活監視システム，河川水位監視システム等の運用に
利活用されている．

６.３　南紀白浜エリア
NEC は和歌山県南紀白浜エリアにおいて観光客

やビジネス客の満足度向上等を目的とした「IoT お
もてなしサービス実証」(21) を実施している．本実
証においては，５. ３で紹介した NEC 都市 OS の
共通機能群の一つである顔認証技術が用いられてい
る．図 7 に本実証の全体像を示す．地域の玄関口
である空港で顔情報とクレジットカードの情報を登
録することにより，その後はホテルや商業施設，オ
フィスなどに設置されたカメラから顔情報を検出
し，登録された個人を特定することで，各種出迎え
業務や，ホテルの客室の会場，商業施設でのショッ
ピングや飲食利用時の決済等が自動で行える。利便
性を高めることによる観光客の満足度向上を目指し
ている．

図６　「富山市センサーネットワーク」

図７　南紀白浜エリアにおける IoTおもてなしサービス
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 7	 まとめ
本稿では，スマートシティにおいてデータの連

携・利活用を効率的に行うための共通基盤である都
市 OS について解説した．欧州など海外における都
市 OS の先行事例を参考としつつ，国内ではスマー
トシティ RA の構築やスーパシティのデータ連携基
盤検討をはじめとして，「日本版都市 OS」の実装
に向けた取組みが官民で加速している．NEC 都市
OS はその具体的実装の一つであり，NEC が持つ国
内外でのスマートシティへの取組み・知見を基に構
築されたものである．個人データの利活用やフルレ
イヤのセキュリティなど，国内のみならず海外も含
め様々な都市サービスの実現に必要な機能が具備さ
れている．

今後，都市 OS はスマートシティサービスを提供
する自治体・エリアに共通的に採用され，その上で
データを活用した地域ごとの魅力的な都市サービス
で競い合う時代が来ると予想する．
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1 はじめに（1）

柏市は，千葉県北西部の東葛飾地域に位置する中核市
であり，東京都心からおおむね 30 km 圏に位置してい
る．

鉄道は，都心から放射状に JR 常磐線及びつくばエク
スプレスがあり，南北には東武アーバンパークラインが
通っている．道路は，東京と茨城方面に国道 6 号や常
磐自動車道，埼玉と千葉方面に国道 16 号が通っている．

柏市では，土地利用の方向性として，三つの拠点を定
めている．柏市の中央に位置する中心市街地の「柏駅周
辺地区」と柏市の北部に位置する新しいまちの「柏の葉
キャンパス駅周辺地区」の 2 地区を都市拠点，柏市の
南部に位置し，手賀沼周辺の「沼南支所周辺地区」をふ
れあい交流拠点として位置付けている．これらの各拠点
と地域が交通網等によりネットワーク化され，互いに機
能を補完し合い，市全体としてまちの魅力を高めること
を目指している．

また，柏の葉キャンパス駅周辺地区は，柏市の北部地
域をけん引する都市拠点であるとともに，スマートシ
ティとして先進的なまちづくりに取り組むイノベーショ
ンフィールドでもある（図 1，2）．

2 柏の葉の沿革（2）〜（4）

柏市域は，江戸時代に徳川幕府の馬を飼育する広大な
牧場の一部として，「小金牧」と呼ばれていた．馬が逃
げ出さないように牧場の周囲に築かれた「野馬土手」
は，現在もその一部が残されている．

現在，千葉県立柏の葉公園がある一帯は，昭和 13 年
に陸軍の柏飛行場が建設され，戦後の昭和 30 年には米
軍の柏通信所となっている．一方，その東にあたる現在
の柏の葉キャンパス駅付近は，昭和 36 年にオープンし
た三井不動産グループの柏ゴルフ倶楽部が立地してい
た．このようなことから，柏の葉エリアは，都市的土地
利用が進んでいないエリアであった．

しかしながら，米軍の柏通信所は，昭和 54 年に国有
地として全面的に返還され，昭和 59 年から柏通信所跡
地土地区画整理事業（187.8 ha）が施行された．この
結果，住宅のほか，県立柏の葉公園，東京大学，千葉大学，
国立がん研究センター，国の研究所などが立地した．

また，柏ゴルフ倶楽部とその周辺地域は，昭和 60 年
に「常磐新線」（現つくばエクスプレス，東京・秋葉原
－茨城県つくば市）の整備が国において答申され，「大
都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に

図1　柏の葉キャンパス駅の位置 図2　柏の葉キャンパス駅周辺の開発状況
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関する特別措置法」に基づき，つくばエクスプレスの整
備と柏北部中央地区一体型特定土地区画整理事業

（272.9 ha）に着手し，柏の葉キャンパス駅を中心とす
る新しいまちづくりがスタートした（図 3）．

3 柏の葉のまちづくりの経緯
３.１　まちづくりの背景（5）

現在進められている，柏の葉のまちづくりは，三つの
大きな背景がある．一つは東大，千葉大をはじめとする
国の学術・研究機関が数多く立地していたこと，もう一
つは三井不動産という大手デベロッパーが広大な土地

（ゴルフ場）を所有していたこと，最後の一つは，そこ
に国の施策として鉄道が整備されたことである．

一方，平成 17 年 8 月に開業したつくばエクスプレス
沿線では，各駅を中心としたまちづくりがほぼ同時期に
進められており，都市間競争に負けないため，地域特性
を生かしたまちづくりを推進する必要があった．柏の葉
におけるこの地域特性は，前述のとおり，東大や千葉大
などの学術・研究機関の集積，三井不動産の存在，何も
ないゼロから始めるまちづくりであった．

これらの背景もあり，つくばエクスプレスの開業を契
機として開始されたまちづくりに合わせ，平成 18 年
11 月に，東大，千葉大，柏市，三井不動産，柏商工会議所，
田中地域ふるさと協議会，首都圏新都市鉄道（つくばエ
クスプレス）で，公・民・学のまちづくり連携推進機関

「柏の葉アーバンデザインセンター（UDCK： Urban 
Design Center Kashiwa-no-ha）」を設立した（図 4）．

３.２　まちづくり推進の仕組み（5）〜（7）

柏の葉のまちづくりにおける一番の特徴は，「公・民・
学連携」で取り組んでいることである．

全国の多くの自治体は，従来型の行政主導という形で
まちづくりを進めている．行政を主体とした組織または
施策に対して，「大学や専門家は助言する」，「市民は参
加し，行政は支援する」，「企業は申請または提案を行
い，行政は許可をする」という一般的なまちづくりであ
る（図 5）．

一方で，柏の葉におけるまちづくりは，行政（公），
市民・企業（民），大学・専門家（学）が，人・空間・
資金などの資源を持ち寄って，お互いを尊重しながら対
等な立場で，共にまちを創っていく形である．これが
UDCK の基本的な理念である「公・民・学連携による
マス・コラボレーション」になる．

UDCK 自体は，単なる調整の場ではない．自らが専
門性を持ち，構想・計画・推進を担うシンクタンクとし
て， また，報道発表，フォーラム等を通じて，柏の葉の

図4　初代UDCK

図3　柏の葉の位置関係図
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まちづくりを広く情報発信していく機能も担っている．
地域連携，エリアマネジメント，スマートシティ，
SDGs，健康づくり，建築・都市，アートコミュニケー
ション，新産業創造など様々な分野の専門家であるディ
レクターが所属し，まちづくりを推進している（図 6）．

UDCK が設立後に最初に手掛けた取組みは，立場や
考え方が異なるステークホルダーの共通の指針・将来ビ
ジョンとなる「柏の葉国際キャンパスタウン構想（平成
20 年 3 月）」の策定である．（千葉県，柏市，千葉大，
東大の 4 者で策定，UR 都市機構，三井不動産を加えた
6 者で推進．）

構想の理念は，「公・民・学の連携による国際学術研
究都市・次世代環境都市」である．“大学とまちの融和”
すなわち，まち全体が大学のキャンパスのように緑豊か
で質の高い空間となり，知的交流（学び合い）の場とな
ることである（図 7）．

その実現のために，公・民・学が従来の枠組みを超え
て連携し，新たな知と産業，文化を創造する「国際学術
研究都市」となり，これを通じて，優れた自然環境と共
生し，健康で高質の居住・就業環境が実現される，持続
性・自立性の高い「次世代環境都市」を目指している．

構想では，八つの目標（①環境と共生する田園都市づ
くり②創造的な産業空間の醸成③国際的な学術・教育・
文化空間の形成④サステナブルな移動交通システム⑤健
康を育む柏の葉スタイルの創出⑥公・民・学連携による
エリアマネジメントの実施⑦質の高い都市空間のデザイ
ン⑧イノベーション・フィールド都市）を掲げている．

柏の葉は，UDCK という組織と柏の葉国際キャンパ
スタウン構想というビジョンの『両輪』でまちづくりを
推進している．

4 柏の葉スマートシティの始動
４.１　まちづくりの形（8）

柏の葉におけるまちづくりの形は，「産学官」の取組
みとは別のスキームである．産学官は，「学の研究内容
を産が応用開発して巨大な産業化を目指す，それを官が
全面支援する」，いわゆる『産業振興型のまちづくり』
である．一方で，柏の葉は「公民学」であり，「学の研
究内容に基づき，公が新しい価値を提唱し，その価値実
現のために，民間企業が技術開発・展開を行い，市民も
積極的に関与する」，「課題解決型のまちづくり」であ
り，今までにない新しいまちづくりの形を目指した．

図5　一般的な行政主導のまちづくりの構図

図6　柏の葉におけるまちづくりの構図

図7　柏の葉国際キャンパスタウン構想の理念
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４.２　平成23年に始まったスマートシティ（9）,（10）

柏の葉は，何もないゼロからのまちづくりだったこと
もあり，その課題を一自治体レベルにとどまらず，日本
の大きな社会課題である「エネルギー・地球環境問題対
策」，「超高齢社会対策」，「日本経済再生」の三つに設定
し，平成 23 年 7 月に，まちづくりとしての解決モデル
を提示していく「『世界の未来像』をつくる街」という
コンセプトを発表した．同年 12 月には，この三つの課
題に対応する「環境共生都市」，「健康長寿都市」，「新産
業創造都市」を柱として，スマートシティを推進するこ
ととなった．また，国が主導する環境未来都市，地域活
性化総合特別区域の指定を受け，令和 2 年度までの 10
か年に様々な取組みを実施してきた．

各分野の成果としては，「環境共生都市」では，地域
単位でエネルギーを管理する AEMS（エリアエネルギー
マネジメントシステム）を構築し，日本初の街区間電力
融通を実現した（図 8，9）．平常時には約 26％の電力
をピークカットし，省 CO2・省エネを推進した．その
ほか，災害時における停電の際も，6 割程度の電力供給
を 3 日間維持可能な安心・安全のまちづくりも実現し
ている．
「健康長寿都市」では，あらゆる世代が健康に暮らせ

るまちづくりを推進するため，健康づくり拠点として，
まちの健康研究所「あ・し・た」（図 10）を整備した．
ここでは，登録会員に対して，最先端の研究成果を導入
した健康測定器具による日常的な健康状態の測定機会を
無償で提供しているほか，健康をテーマにしたイベント
なども開催している．これらは市民団体により運営され
ており，社会協働の仕組みを実現している．そのほか，
地域活性化総合特区制度の規制緩和により，訪問リハビ
リテーション及び歯科衛生士による居宅療養管理指導を
実施，医療と介護の連携を促進し，市民に提供する医療
と介護サービスの質及び量の向上を図ってきた．
「新産業創造都市」では，「柏の葉を拠点につくばエク

スプレス沿線に集積する最先端技術・研究を活用した新
産業の創造を推進する」という理念の下，起業家や研究
者などが交流し，新事業や製品・サービスを創造するた
めの場として，柏の葉オープンイノベーションラボ

「KOIL」（図 11）を整備し，新たなイノベーションを促
進している．KOIL では，ベンチャー支援の専門家によ
るサポートや国内外の起業家などとのネットワークによ
り，新しい事業や研究領域の開拓を目指している．

なお，地域活性化総合特区制度は，10 年間の事業実
施により，一定の成果を得られたことから，令和 2 年
度をもって指定の解除を行い，現在は，次なるフェーズ
として新たなスマートシティの展開を進めている．

図10　まちの健康研究所「あ・し・た」

図11　柏の葉オープンイノベーションラボ「KOIL」

図8　電力融通のイメージ図

図9　街全体エネルギーを管理するスマートセンター
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5 柏の葉スマートシティの� �
第 2フェーズ

５.１　スマートシティの新たな企画提案（11）,（12）

これまでの柏の葉におけるまちづくりを加速するた
めの新たな取組みの契機となったのが，国土交通省のス
マートシティモデル事業である．

国土交通省では，平成 31 年度（令和元年度）に新技
術や官民データを活用しつつ都市・地域課題を解決する
スマートシティモデル事業の公募を開始した．柏の葉で
は，19 団体による柏の葉スマートシティコンソーシア
ムを立ち上げ，企画提案を行った結果，令和元年 5 月
31 日に事業の熟度が高く，全国のけん引役となる先駆
的な取組みを行う「先行モデルプロジェクト」に選定さ
れた．なお，柏の葉コンソーシアムには，令和 4 年 1
月時点で 26 団体が参画している．

企画提案書では，つくばエクスプレス柏の葉キャンパ
ス駅を中心とする半径 2 ㎞を対象エリア（図 12）とし
て，まちづくりのビジョンとして「駅を中心とするス
マート・コンパクトシティ」を掲げた．

新たに見えてきた課題（駅から 2 ㎞圏内に立地する
様々な拠点と更に駅前から外縁部へ進行する都市開発を
踏まえた地域内移動，まちの人口増加や開発における環
境負荷，活気のある都市空間運営，暮らしに根差した健
康支援など）を解決し，今まで進めてきた様々な分野に
おけるまちづくりを，データ駆動により更に加速させ，
スマート・コンパクトシティへの進化を目指している．

５.２　柏の葉スマートシティ実行計画（12）

令和元年度には，柏の葉スマートシティコンソーシア
ム内に六つのワーキンググループを設置し，各分野にお
けるビジョン，具体な取組み内容，目標（KPI），スケ
ジュール，データの利活用方針，推進体制などについて
検討を進めた．

令和 2 年 3 月に，柏の葉スマートシティに参画する
様々な主体による議論を積み上げた実行計画を策定し
た．実行計画では，三つの戦略と四つのテーマを設定
し，「駅を中心とするスマート・コンパクトシティ」を
推進することとしている（表 1，2）．

５.３　四つのテーマと三つの戦略
５.３. １　テーマ1：モビリティ（12）,（13）

　－行きたい場所に快適に移動できる－
柏の葉では，開発が駅周辺から縁辺部へ拡張していく

中で，駅から徒歩圏外となるエリアにおける土地利用を
推進するため，駅からのアクセスの充実や強化を図る必
要性が生じている．また，分散立地する拠点間移動の利

図12　柏の葉スマートシティの対象区域

表1　三つの戦略

戦略 1

民間＋公共のデータプラットホームの構築

「民間型データプラットホーム」と「公共型
データプラットホーム」が連携して，データ
を横断的に活用できる仕組みを構築

戦略 2

公・民・学連携のプラットホームを活用した
オープンイノベーションの活性化

強固な公・民・学連携の基盤と既存の多様な
市民参加プログラムを生かし，発展させ，地
域全体でのオープンイノベーションを促進

戦略 3

分野横断型のサービス創出

様々なデータや技術を組み合わせることによ
り，個々の分野にとらわれない分野横断型の
サービスを創出，個々の多様な思考に柔軟に
対応

表2　四つのテーマ

テーマ 方向性

モビリティ

行きたい場所に快適に移動できる
・�主要施設を連絡する自動運転循環バス網の
構築

・�地域の移動に係る多様なデータを集積した
情報基盤の構築

エネルギー

暮らしの満足度を下げずに省CO2，省エネを
実現する
・�エリアエネルギーマネジメントの進化
・�創エネの効率化
・�省 CO2 推進体制の整備

パブリック
スペース

快適に回遊できる都市空間を形成する
・�人の動きを捉えたデータ駆動型のアーバン
デザイン・マネジメント

・センシングによる予防保全型維持管理

ウェルネス

日常生活の中で健康を維持する
・�データ駆動による健康なライフスタイルの
誘導・支援

・�健康・医療に係る医療機関サービスのス
マート化
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便性を高めることも重要となっている．更には，全国的
な課題である公共交通の運転士確保も持続的な地域内交
通の運行には大切である．

この課題解決に向け，本テーマでは「駅を中心とする
地域内移動の利便性向上」をビジョンとして掲げてい
る．柏の葉エリアをストレスフリーで移動可能な，自動
運転による地域内循環バスの実現を目指すものである．

ビジョン実現に向け，令和元年 11 月に「自動運転バ
スの導入」の取組みを開始した．自動運転レベル 2 に
よる実証実験であり，柏の葉キャンパス駅と東大柏キャ
ンパスを結ぶ，同大のシャトルバスに自動運転システム
を搭載した車両を導入し，運行している（図 13）．

運行ルートは，柏の葉キャンパス駅西口から東大柏
キャンパスまでの約 2.6 km 区間（公道 2.3 km，キャ
ンパス内 0.3 km）であり，このうち一部区間において，
自動運転による運行を実施している．

当実証の最大の特徴は，自動運転による実用運行を想
定し，長期間にわたり実証運行を行っている点にある．
近年，短期間での実証実験は全国で多数実施されている
が，バス事業者による営業運行を目指し，日常の運行管
理や車両の点検保守等も含め，運行時の課題把握，対応

方法の検証を目的とした実証実験は少ない．
実証主体は，柏 ITS 推進協議会の企画部会に自動運

転 バ ス 導 入 検 討 会（ 会 長： 東 大 生 産 技 術 研 究 所
UTmobI 機構長・須田義大教授）を設置，これをプラッ
トホームに 15 団体が連携し，取組みを進めている．

実証実験を続ける中，車両の自己位置の特定に用いる
GNSS（GPS）の受信が一部区間で不安定となる現象が
見られた．これは主に街路樹の枝葉や，道路を横断する
上空通路により，電波が遮断されることに起因するもの
であった．

このため，より安定した車両制御を目指し，後に磁気
マーカを運行ルートの一部区間に埋設して，インフラ協
調型の自動運転とすることで，この課題を解決してい
る．

モビリティでは，自動運転レベル 4 の地域循環バス
の実装を目標としているほか，MaaS を見据え，バス，
タクシー，カーシェアリングなどの最適な組合せをソフ
トとして確立させる，地域の移動にかかわる需要を
ETC2.0 プローブデータなど，多様なデータから把握・
予測して情報基盤を整備し，一元的交通サービスを創出
することも検討している．

５.３. ２　テーマ2：エネルギー（12）,（14）

　－暮らしの満足度を下げずに省CO2，省エネを実現－
柏の葉はまだ開発の途中であり，開発や人口増加に伴

う CO2 排出量の増加が見込まれている．また，既に導
入済みの AEMS は設備更新が計画されており，持続的
運用や有効活用も課題となっている．

この課題解決に向け，本テーマでは「脱炭素社会の実
現，環境にやさしい暮らしの実現」を目指すこととして
いる．

一つ目の取組みは，「AEMS のクラウド化と需要予測
図13　自動運転バス実証実験の状況

図14　太陽光発電設備の保守管理の全体図
＊ PPLC とは，A Pulse Power Line Communication for Series の略で，パルス型電力通信技術のことを指す．
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の精度向上」である．現状の AEMS では，エネルギー
使用量の増減時の原因分析が困難（外気温，負荷状況，
運用方法など）であり，より細かいエネルギー使用量の
分析の必要性（エリア別，用途別，消費先別など）等の
課題がある．このため，エネルギー管理レポートの作
成，より精度の高い需要予測システムの導入による電力
融通の最適化，省 CO2 推進会議による省エネ提案の
PDCA サイクルの確立などの検討を進めている．その
ほか，AEMS から出力されるデータを使い，前年同月
比較・管理目標値との比較・外気温度等のエネルギー増
減要因との相関を分析し，削減の可能性を探っている．

二つ目は，「太陽光発電施設の保守管理 IoT プラット
ホームの導入」である（図 14）．「柏の葉ゲートスクエ
ア」及び「ららぽーと柏の葉」には，太陽光発電設備の
パネルが合計 2,800 枚設置されている．パネル 1 枚の
不具合が全体の発電量に影響を及ぼす一方，不具合を起
こしているパネルの特定には，人が全てのパネル点検を
行う必要がある．このため，パネル 1 枚ごとに外付け
のセンサを設置することで，パネル 1 枚単位で遠隔の
異常検知が可能となる．本事業は令和 2 年 1 月から運
用を開始し，実証を進めている．

５.３. ３　テーマ3：パブリックスペース（12）,（15）

　－快適に回遊できる都市空間の形成－
柏の葉のまちの成熟度が高まるにつれ，公共空間のに

ぎわい形成，駅前の混雑緩和，公共空間の持続的な維持
管理，安全安心なまちづくりといった課題が生じてい
る．

この課題解決に向け，一つ目の取組みとして「人の動
きを捉えたデータ駆動型のアーバンデザイン・マネジメ
ント」を進めている．具体的には，駅周辺における人の
行動や滞留状況，並びに温度や大気環境等の情報のモニ
タリング・解析，防犯・見守りサービスやまちづくりの
課題の発掘・改善に生かしていくことである．

令和 3 年 9 月には，柏の葉キャンパス駅周辺エリア
に 29 台の AI カメラを設置した（図 15）．AI カメラに
よって，異常行動（倒れる，うずくまる，凶器所持等），
立ち入り検知，人流解析を実施する（図 16）．

本事業の最大の特徴は，撮影映像はカメラ内部で匿名
データに加工し即時破棄することで，個人情報を取得せ
ず，防犯や見守りなどのサービスを行うことである．ま
た，第三者機関であるデータ倫理審査会を立ち上げ，カ
メラ画像や映像の取扱いなども議論した上で，実施して
いる点も大きな特徴である．

二つ目の取組みは，「センシングと AI 解析による道
路の事故予防」である．路面下に埋設されている下水道
管等の地下インフラが老朽化し，漏水や土砂の流入が発
生することで，周辺地盤の空洞化し，その結果，引き起
こされる陥没を，事故発生前に予防する取組みである

（図 17）．
この取組みの大きな特徴は 2 点ある．1 点目は，今ま

で数年に 1 回，専用車で行っていた路面及び路面下調
査を，市が保有する道路パトロール車といった一般車両
でも可能にすることである．一般車両で調査可能になる
ことで，数年に 1 回の調査から，日常的な頻度の高い
データが得られるようになり，路面下の空洞の推移が計
測され，危険な空洞の把握が可能となる．2 点目は，人図15　AI カメラの設置位置及び状況

図16　AI カメラによるアクション
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間が行っていた陥没の解析を AI が行うという点であり，
解析時間の大幅な短縮を可能にするほか，安定した調査
結果が得られるようになる．

これらの特徴により低コスト化が実現され，最終的に
はインフラの持続的な維持管理の実現にもつながる．

現在は、AI の開発が完了し、探査機の小形化を進め
ている．そのほか，本取組みに使用される各種データ

（路面凹凸データ，空洞データ，下水道調査データ）を
一元化して表示させ，「見える化」する取組みや路面の
ひび割れと地盤特性の関連性なども調査を進めている．

５.３. ４　テーマ4：ウェルネス（12）,（15）〜（18）

　－日常生活の中で健康の維持－　
柏の葉においては，まちづくりの進行に伴う人口の急

増によって，将来的な高齢化が予測されている．この課
題解決に向け，将来にわたって，健康に暮らし続けられ
るまちとなるために，「あらゆる世代が日常生活の中で
いかに健康を維持するか」を本テーマでは目指してい
る．

健康意識は，一般的に 4 層に分類され，健康に非常
に意識高い（1 層目）から，完全なる無意識（4 層目）
に分かれている．一方で，多くの人は，健康が大切と認
識しながら，実行に移すことができないと言われている

（2 層目）．そのため，1 層目を最初のターゲットとしな
がらも，この 2 層の人たちをいかに行動変容させるか
が鍵となる．

一つ目の取組みは「データに基づく個人向け健康サー
ビス」である．個人の健康データを可視化することで，

「自分の健康データを自分が知らない」状態の解消を目
指す．更に，個人に合わせた様々な健康サービス提供に
つなげることである．令和 2 年 11 月に，様々なヘルス
ケア関連のサービスを展開する健康系ポータルサイト

「スマートライフパス」のサービスを開始した（図 18）．
歩数や体重などのデータ管理，専門医による健康相談，
AI 管理栄養士による健康アドバスなどを提供している．

柏の葉周辺の生活者はこれらのサービスを無料で受ける
ことができる．現時点では約 1,200 人の会員がサービ
スを利用している．また IT コンシェルジェが UDCK と
まちの健康研究所「あ・し・た」に常駐し，データ連携
の意義やアプリの利用方法を丁寧に説明する役割を担っ
ている．

二つ目は「AI を活用した効果的なフレイル（年をとっ
て心身の活力－筋力，認知機能，社会とのつながりなど
－が低下した状態）予防の実現」である．医療・介護レ
セプト，特定健診データ，フレイルチェックデータなど
個人の健康データと活動データを，説明できる AI によ
り解析することで，住民に対する「説得力のある将来予
測」や「予防効果の高いサービス提供」の可能性を検証
する取組みである（図 19）．目指す形は，オーダメイド
型のフレイル予防である．現在は，個人情報に関する各
種審議や手続き，匿名化作業を終え，AI 解析を進めて
いる．

三つ目の取組みは，「IoT の活用による患者のサービ
ス向上」（図 20）である．駅周辺エリアで，病院に

図18　スマートライフパスとデータプラットホーム

図17　道路陥没に対する予防保全のイメージ

図19　オーダーメイド型のフレイル予防イメージ
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チェックインできるようにすることで，診察までの待ち
時間を院外で過ごすなど，混雑を回避できるサービスの
提供を目指すものである．この取組みにより，現在生じ
ている院内待合室やロビーでの待ち時間を削減し，患者
のストレス軽減につなげるものである．また同時に，本
取組みによって，再来受付機及び再来受付業務のスリム
化による院内業務の最適化・効率化を実現し，その結
果，生み出された余剰リソースを，患者一人一人に対す
るきめ細やかなサービスの実現へシフトさせることも目
指している．

2021 年 3 月に，「遠隔チェックイン」サービスの実
証実験を開始し，病院スタッフや患者への影響を評価す
るなど，本サービスの検証を進めている．今後は更なる
混雑緩和に向けた取組み，患者サービスの向上，院内受
付業務の効率化などを検討していく予定である．

５.３. ５　戦略1：データプラットホームの構築（12）,（16）

地区に集められる様々なデータを活用し，まちにおけ
るソリューションにつなげていくためには，民間及び公
共データを横断的に活用できる分散形データプラット
ホームの仕組みが必須である．また，柏の葉データ倫理
原則では「データの利活用は，人々のより豊かなライフ
スタイルの実現，産業の発展および科学技術の進化のた
めに必要不可欠なものと考えています」と謳っている．

こうした考えに基づき，令和 2 年 11 月に民間による
分散形データ連携基盤（Dot to Dot）を構築し，三つ
のサービスを開始した．個人のデータやまちのデータを
連携することで，企業や研究機関，医療機関が協創し新
たな価値を持つサービスを開発中である．

この仕組みの大きな特徴は，データプラットホーム自

体がデータを保存する機能を持たず，あくまで連携させ
る分散形の連携基盤であること，そして，本人同意（オ
プトイン）に基づき，データ連携が進められることであ
る．また，５. ３. ３で述べたデータ倫理審査会で，取
り扱われる個人情報が適切に運営されているかを審議す
る仕組みも構築している．

５.３. ６　�戦略2：みんなのまちづくりスタジオの始動（5）,（12）

柏の葉では，今まで行ってきた地域（市民），コミュ
ニティとの連携を充実・強化することで，様々な PoC ＊

を効果的かつ効率的に実施することにより，新たなイノ
ベーションを起こす仕組みの構築を目指している．

令 和 2 年 11 月 に， 新 た な PPP（Public-Private 
Partnership）の形として，市民参加の要素を強化した
柏の葉リビングラボ（みんなのまちづくりスタジオ）を
開始した（図 21）．

これはまちの生活者の声からプロジェクトを選定し，
プロジェクトメンバーを募集，生活者の目線で新しい
サービスや製品，プロジェクトなどを生み出すために生
活者と企業，行政，学術機関が共創し，実装まで結びつ
ける取組みである．

第 1 期では「まちの声をあつめて，みえるようにす
る仕組み」をテーマに，約 20 名が参加し，五つのプロ
トタイピングにより集まったリアルな「まちの声」につ
いて報告された．今後は，これらのプロトタイピングを
UDCK-TM（タウンマネジメント）の Web サイトに統
合し，実装していく予定である．

５.３. ７　分野横断型サービスの創出（12）,（19）

個人の多様なニーズに柔軟に対応しながら進化し続
けるまちを実現するためには，新たなアイデアから生ま
れるプロジェクトやサービスを通じてデータを循環・蓄
積する仕組みが必要である．

そのため，モビリティ，エネルギー，パブリックス
ペース，ウェルネスの各分野で入手できる様々なデータ

＊　�PoCとは，Proof�of�Conceptの略で，「概念実証」という
意味．新しい概念や理論，原理，アイデアの実証を目的
とした，試作開発の前段階における検証やデモンストレー
ションを指す．

図21　プレイベントで決定したリビングラボの名称
駅周辺エリアで
遠隔チェックイン

診察の順番が近づくまで
院外で過ごす

待ち時間なく診察

病院へ移動

図20　事業イメージ
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や技術を基に，分野横断型の組合せや新たな発想により
創出するプロジェクトが複数進行中である．

現在は，分野横断型サービスの第一弾として，パブ
リックスペース，ウェルネスの両分野の横断によるまち
づくりモデルを検討している．

6 まとめ
紹介した様々な事業は始まったばかり，若しくは実装

に向け準備を進めている段階である．また開発も，駅周
辺から外縁部へと次の第 2 ステージへ展開中である．

これまで柏の葉が取り組んできた公・民・学連携によ
る経験や実績に「データ駆動」という新たな取組みを加
え，更なるまちの発展に向けて，またほかの都市への横
展開も見据えながら事業を進めていく予定である．
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1 はじめに
（けいはんな学研都市の歩み）

けいはんな学研都市（関西文化学術研究都市）は，関
西文化学術研究都市建設促進法に基づき，京都・大阪・
奈良の 3 府県にまたがる京阪奈の緑豊かな丘陵におい
て，建設・整備を進めているサイエンスシティである．

東の「つくば研究学園都市」とともに国家プロジェク
トに位置付けられ， 総面積が約 15,000 ha，その中に
12 の文化学術研究地区（約 3,600 ha）を分散配置する
という「クラスター型開発」が都市建設の特徴である．

京都市・大阪市の中心部から 30 km，奈良市の中心
部から 10 km の圏内に位置し，民間活力を活用の下，
段階的に「文化学術研究施設と住宅の複合型の都市づく
り」が進められてきた．

現在，都市の人口は 25 万人を超え，増加が続いてい
る．また，150 を超える研究機関，大学，研究開発型
産業施設，文化施設などが立地し，その就業者数（研究
者及び職員）は 11,000 人を上回っている（図 1）．

2 都市の抱える課題
中でも，けいはんな学研都市の発展を支え，中核的な

機能を担ってきた「精華・西木津地区」には，住宅や商
業施設に加え，研究機関や研究開発型企業が多数集積し
ており，現在，人口は約 21,000 人（約 7,700 世帯），
立地企業等が約 60 社，就業者数は約 5,500 人となって
いる．

一方で，1994（平 6）年の「学研都市びらき」から
約 30 年弱が経過しており，住民の高齢化が進むなど，
新たな地域課題が出てきている（図 2）．

２.１　生活者（住民・来訪者）の視点
クラスター型開発により整備された郊外型住宅地で

ある本区域は，最寄り駅までのアクセス道路が整備され
ているものの，路線バスで 10～20 分程度要するととも
に，丘陵地で坂道が多いことから，徒歩や自転車による
移動よりもマイカーや路線バスによる移動が主となって
いる．

今後，高齢者の運転免許返納やバス事業者の運転手不
足といった問題も予想されることから，誰もが不自由な
く移動できる手段を確保するなど，スマートで安心・安
全，快適な生活を営むことができる環境を整えていく必
要がある．

２.２　就業者・立地企業の視点
住民の増加，立地施設の集積に伴って，通勤や出張等

図1　けいはんな学研都市各クラスターの整備状況
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での本区域への来訪者が増加しており，最寄りの鉄道駅
（近鉄新祝園駅，JR 祝園駅，近鉄けいはんな線学研奈良
登美ヶ丘駅）から路線バスを効率的・効果的に運行する
ことが必要である．

２.３　都市の管理者の視点
持続可能な都市サービスを提供し，グローバルなオー

プンイノベーションを促進する都市づくりを進めるため
にも，分野横断的で効率的な方法により行政コストの軽
減を図ることが必要である．

3 都市の抱える課題に対する取
組み

――MaaSから始まるスマートシティ「学研都市型
MaaS・α」，更に――

けいはんな学研都市は，これまで，進歩が著しい AI，
IoT などスマートテクノロジを活用して地域の課題解決
を図る，スマートシティの実現に向けた取組みを進めて
きた．

こうした取組みを更に強化するため，国土交通省が公
募した新技術や官民データを活用しつつ，都市・地域課
題を解決するスマートシティモデル事業に応募し，
2019（令元）年 5 月に「先行モデルプロジェクト」に
選定された．

2020（令 2）年 3 月に，5 年間の「スマートけいは
んなプロジェクト実行計画」を策定し，現在，国等の支

援も受けながら取組みを進めているところである．プロ
ジェクトの推進体制としては，都市運営者（行政等），
商業関係者（商工会等）及び民間事業者が参加する協議
会を組織し，事業に取り組んでいる（図 3）．

３.１　目指すべき将来像
・誰もが安心・安全に暮らせる都市
・ 新しい産業が絶え間なく創出されるイノベーショ

ン都市
・持続可能で「誰一人取り残さない」都市

３.２　取組みの概要
３.２.１　交通利便性の向上

高齢者等の社会参加を容易にするため，生活者，就業
者など誰もが移動しやすい環境となる MaaS システム
の構築を図るなど，交通の利便性の向上を図る．

３.２.２　学研都市型MaaS・αの構築
多様な交通手段を確保するとともに，その先にある目

的（病院・買い物・観光周遊など）との一体性を高める
ことで，サービスの付加価値の向上を図る取組みを「学
研都市型 MaaS・α」と名付け，その実現を目指す．
(1) 自立生活の支援の強化

高齢者や一人暮らし世帯の見守り，服薬管理や体調管
理を行うなど，自立生活を支援するための取組みを付加
し，MaaS システムの更なる利便性の向上を図る．

図２　精華・西木津地区の立地施設
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(2) 安心・安全で持続可能なまちづくり
過去の取組みなどで設置した太陽光発電，蓄電池等の

資源を活用し，CO2 や大気汚染物質の排出削減に取り
組むとともに，地域住民・企業等の非常時の電源を確保
するなど，地域の安心・安全を進める．
(3) 地域の活性化

高齢化社会での自立生活を支援するため，にぎわいや
潤いが生じる場の提供，イノベーションの推進，新たな
産業の創出・創発を促すための交流拠点の充実によるま
ちの魅力の向上を進め，就業者，生活者に有益な地域情
報を提供し，MaaS システムの更なる利便性の向上を図
る．
(4) 地域住民・就業者と進めるスマートシティの推進

地域住民等のステークホルダーに対しては，取組み内
容を定量的かつ客観的なデータに基づき説明することも
大切である．今回，これらのデータを仮想空間上で可視
化し，分かりやすく丁寧な説明を通じて，地域住民・就
業者とともにスマートシティの推進を図る．

4 主な取組み状況
――ラストワンマイルモビリティ実証実験――
４.１　課題と解決策の方向性
４.１.１　地域における移動の課題

精華・西木津地区における地域課題を分析する中で，

交通領域において，買い物等の近距離の移動であっても
マイカーを多く利用していることが明らかになってい
る．

今後，免許返納者や自ら運転することが困難な住民が
増え，買い物や通院など生活圏内であっても移動に困る
ことが予想される．

４.１.２　解決策の方向性
地域課題の解決に向けた方策として，新たな地域内移

動手段の提供を目指し，そのファーストステップとし
て，比較的近距離の移動を支援する乗合型のデマンド交
通サービスについて検証を行っている．マイカー依存度
の高い地域では，バス停や近くのスーパーといった

「ちょっとそこまで」の外出を支援する「ラストワンマ
イルモビリティ」を既存の公共交通とセットで提供する
ことで，マイカーと同程度の利便性を提供し，将来的に
マイカーからの移行を促す仕組みが必要である（図 4）．

４.１.３　実証実験の目的
今回の実証実験では，ラストワンマイルモビリティ導

入により期待できる次の三つの効果検証を目的としてい
る．

①　デマンドバスの運行による交通不便の解消
 　既存公共交通網では対応できていないラストワン
マイルの移動課題に対して，乗合型のデマンドバスを

み
ホ　

ホ　

図３　スマートけいはんなプロジェクト実行計画の概要
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運行することで日常生活における移動課題の解決手
段として有効であるかを検証する．
② 　目的地施設敷地内へのデマンドバス停設置によ

る利用促進
 　日常生活において主となる目的地施設でデマンド
バスの乗降を可能とすることにより，外出及び移動目
的地である商業施設や医療機関への来店・来院のきっ
かけとなり得るかを検証する．
③　地域情報配信による移動きっかけの創出
 　②に加えて，地域の情報配信や施設予約との連携を
行うことで，外出機会の創出につながるかを検証す
る．

４.２　実証実験の概要
　【運行エリア】

図 5 に示した地域において，自宅周辺の電柱バス停，
公園，ごみステーション及び連携施設前で乗り降りでき

るデマンドバスを運行した．
　【運行計画】

・運行期間：令和 3 年 9 月 1 日～10 月 31 日
・運行時間：8:30～18:00
・運賃：1 回 100 円（未就学児は無料）
・車両：10 人乗り普通自動車 2 台（図 6）
　　　　※コロナ対策として最大定員 5 人で運行
・乗降地点数：107 か所
・予約方法：電話予約／ Web 予約
　【利用方法】

利用者は，事前登録後，利用したい時間に電話または
専用の Web サイトにて車両の空き状況を確認し，乗り
場，降り場を選択すれば予約が完了する．住民には，事
前に利用方法を記載したチラシを配布し認知度の向上を
図った（図 7）．
　【イベント・クーポン情報の配信】

デマンドバスで移動できる目的地側のイベント情報

図５　デマンドバスの運行エリア

ラ
ス
ト

ワ
ン
マ
イ
ル

モ
ビ
リ
テ
ィ

図４　ラストワンマイルモビリティの位置付け

解説　京都府における「スマートけいはんなプロジェクト」の取組みについて 117



Technology Reviews and Reports 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技術解 説

やクーポン情報の配信を行った．こうした地域情報の配
信を移動サービスとセットで提供することで移動のきっ
かけを作るとともに，地域内の施設利用者増加につなが
ることを期待している．デマンドバスの予約画面にイベ
ント・クーポン情報を掲載し，情報にひも付く施設への
移動手段として，「ここへ行ってみる」ボタンからデマ
ンドバスを手配できる仕組みを用意した（図 8）．

４.３　実証実験の結果
　【利用傾向】

・登録者数
 　登録者数は 540 人となり，最も多かった年代は 50
代だった．
・登録方法

 　登録者の 8 割以上が Web 経由での登録となってお
り，登録受付における電話対応の負荷は少なかった

（図 9）．
・乗車人数
  　61 日間の運行で，合計 1,264 件の予約が入り，
1,573 人が乗車．
・予約方法と年代構成
 　登録の際は，8 割以上が Web 経由の登録であった
が，実際にデマンドバスを予約する際は，5 割弱の方
が電話予約であった．年代構成を見てみると，60 代
までは 9 割近くが Web 予約であったが，70 代以上
になるとその傾向が逆転し，9 割近くが電話予約だっ
た（図 10）．
　【移動傾向】

移動傾向を見てみると，エリア中心部にある商業施設
への移動が多くを占めた．また，エリア東側に位置する
病院への移動やエリア内に点在する小規模な医療施設へ
の移動も一定数確認された．買い物や通院といった日常
生活での移動に利用されたことがうかがえる（図 11）．
　【利用者・地域住民の反応】

デマンドバスの利用者には，利用者アンケート及びイ
ンタビューを実施したほか，実証実験終了後に地域住民

図７　利用方法

図８　専用Webサイトの画面
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図１０　予約方法と年代構成
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図９　登録方法と年代構成

図６　デマンドバス車両
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に対して実証実験に関するアンケートも実施した．利用
者アンケートでは，サービスに対する満足度を聞き，

「非常に満足」と答えた人の割合が 89％と，高い満足度
が確認できた．また，実証実験期間中の利用回数を尋ね
たところ，4 往復以上利用した人が 64％だった（図
12）．

一方で，地域住民向けに実施したアンケートでは，実
証実験の認知度は 85％と大変高かったにもかかわらず，

「デマンドバスを利用しなかった」と回答した人は 82％
だった（図 13）．また，利用しなかった理由を尋ねたと
ころ「普段から自家用車や自転車等で自力で移動できる
から」と回答した人が 82％と最も多い結果となった．

４.４　考察
今回の実証実験について当初の目的と照らして考察

を進める .

４.４.１　デマンドバスの運行による交通不便の解消
61 日間の運行で，計 1,573 人の利用があったことや

利用者アンケートの結果を踏まえると，普段の生活で移
動に不便さを感じている住民に対しては，有用な移動
サービスであったと考えられる．一方で，普段から自家
用車等で自由に移動ができる住民にとっては，十分な魅
力を感じてもらうことができなかった．しかし，利用者
インタビューや住民アンケートの自由記述欄では，自分
自身が高齢になった際には是非利用したい，という声が
多く寄せられており，今後更なる高齢化が進んだ場合に
は，利用ニーズが一層高まることが想定される．

４.４.２�　目的地施設敷地内への「デマンドバス停」
設置による利用促進

移動傾向からもデマンドバスが買い物や通院といっ
た日常生活の移動に利用されたことが分かる．今回は，
エリア内の事業者，医療施設に御協力頂き，施設前に乗

図１１　利用者の移動傾向
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図12　利用者の満足度と利用回数
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解説　京都府における「スマートけいはんなプロジェクト」の取組みについて 119



Technology Reviews and Reports 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技術解 説

降地点を設置した．利用者アンケートでは，「施設の目
の前で乗り降りできることで，その施設に行くきっかけ
になったか」を尋ね，82％の利用者が「施設に行くきっ
かけになった」と回答した．

また，利用者インタビューでは，施設の目の前や自宅
近くで乗り降りができるので，「買い物で重い荷物を
持っていても便利」，「普段より多くの買い物ができた」
との声もあり，施設前や自宅近くに乗り場を設置するこ
とで利用者の利便性が上がるだけでなく，施設側にも買
い物客の購入量増加といったメリットが期待できること
が分かった．

４.４.３　地域情報配信による移動きっかけの創出
期間中，クーポン情報の総閲覧数は，957 回，イベ

ント情報の総閲覧数は，602 回だった．また，利用者
アンケートで情報配信機能について尋ねたところ，「情
報を見てその施設に行きたくなった」と答えた人が
52％，「情報を見て実際にその施設に行った」と答えた
人が 13％だった．今回登録者は 540 人だったが，その
多くが実際に運行エリア内に住む住民であったことか
ら，実際に行動変容につながる情報配信効果があったと
考えられる（図 14）．

４.５　スマートシティの実現に向けた課題
交通領域の実証実験から得られた示唆と課題につい

て，地域のステークホルダーの観点から整理する．
・地域住民の観点

普段から自家用車で移動ができる住民にも魅力的な
サービスにするためには，移動手段の提供だけでは訴求
力が足りないと考えられる．自家用車から地域の公共交
通へのスイッチングを図り，住みよいまちを実現するた
めには，自家用車利用者の課題解決につながるような
サービスの検討が必要である．
・地域事業者の観点

今回の実証実験では，地域情報の配信に一定の効果が
あることが確認された．今後は，移動手段とセットで提

供する機能（キャッシュレス決済，施設予約機能等）の
充実を図ることで，地域事業者の集客や地域事業者と住
民の交流促進につなげていきたいと考えている． 
・サービス運営者の観点

今回の実証実験では，試験的に 1 回 100 円の運賃で
運行したが，運賃収入のみで採算をとることは困難であ
る．ラストワンマイルモビリティを地域に導入する際
は，地域を走る路線バスやタクシー事業者とも緊密な連
携を図り，適切な運賃設定の議論が欠かせない．また，
運賃以外の収入源をどのように作るか，が非常に大きな
課題である．
・ディジタルデバイドへの対応

図 10 にも示したとおり，ラストワンマイルモビリ
ティを利用した人のうち，60 代以下の年代では，Web
予約が 8 割以上となっている一方で，70 代以上になる
と電話予約が 8 割以上を占め，70 代以上の世代にとっ
ては，「電話」が有効な予約手段となっていることが明
らかになった．

今後，スマートシティ化を進めるにあたっては，ディ
ジタルデバイスに不慣れな住民にも利用しやすい配慮が
必要であると考えられる．

5 おわりに
「スマートけいはんなプロジェクト」は，新しい技術

を導入することが目的ではなく，地域の課題を解決する
ことによって，高齢の方や障がいがある方も含め，誰も
が安心・安全に暮らせ，社会参加しやすい「人が主役の
スマートで安寧な社会」の実現を目標としている．

課題の解決に新しい技術がどのような役割を担える
のか，利用者目線での取組みが必要であり，多くの方々
に実際に使って頂く実証実験が大切であると考えてい
る．実証実験の実施にあたっては，対象となる住民の
方々の理解が必要となるが，目的や効果を分かりやす
く，丁寧に説明することで多くの住民の方々に理解と参
加を頂くことができ，大変感謝している．

今後は，この実証実験で得られた効果や課題を検証し
て，実装に向けて取組みを進め，ウィズ・コロナ，ポス
ト・コロナ時代の「新しい生活様式」にいち早く対応し
た，まちづくりの先進モデルとなるスマートシティの実
現に向けて取り組んでいく．

後藤幸宏 
�京都府商工労働観光部　文化学術研究都市推進課　課長．
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図14　情報配信の効果
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 1	 はじめに
本稿では，日本のモビリティ関連分野における情

報通信技術（ICT: Information and Com mu ni ca
tion Technology）の活用とその展望について述べ
る．２.ではモビリティ関連分野における ICT 活用
の歴史的経緯を概観し，３.ではモビリティ関連施
策の計画過程における ICT の活用について，サー
ビスや調査研究の実例を紹介しながら述べる．
４.では，今後のモビリティと ICT の連携のあり方
について展望を述べる．

論を進めるに先立ち，本稿における「モビリティ
（Mobility）」 と い う 用 語 の 定 義 を し て お く．
Mobility という英単語の意味は，“the ability to 
move”すなわち“移動する能力”であり，本稿で
も「移動のしやすさ」という概念を表す言葉として

「モビリティ」を用いる．なお，「モビリティの開
発」や「超小形モビリティ」など，モビリティとい
う言葉が，物体としての車両そのもの（交通計画分
野ではこれを「交通具」と言う）の意味で使用され
ている例も多く見られるが，本稿ではそのように限
定した解釈はしない点を断っておく．

 2	 	モビリティ関連分野における ICT活用の経緯

２.１　ICT活用のれい明期（1970〜1980年代）
日本のモビリティ関連分野における ICT 活用の

ための技術開発は 1970 年代に始まった（図 1）．
草分けとなったのは 1973 年の通商産業省による
CACS（Comprehensive Automobile Control 
Systems，自動車総合管制システム）であり，道路
側と車両側のそれぞれのセンサで収集された情報を
融合し，交通状況の推定・予測を行い，その結果に
基づいて動的な最短経路情報を提供するシステムの
開発と試験運用が行われた．1980 年代に入ると，
建設省が RACS（Road/Automobile Com mu ni ca
tion System，路車間情報システム），警察庁が
AMTICS（Advanced Mobile Traffic Information 
and Communication Systems，新自動車交通情報
通信システム）の開発に着手し，これらと電波免許
を所管していた郵政省が連携し，現在も主要道路の
交通情報提供システムとして中心的な役割を担って
い る VICS（Vehicle Information and Com mu ni
ca tion System，道路交通情報通信システム）の開
発へと発展した．

２.２　�道路交通を中心とした ITSへ（〜1990年代
末）

1980 年代末から 1990 年代にかけては，ICT で
道路と自動車を高度化するための技術開発が各省庁
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で進められた．道路と車両の一体化による道路交通
全体の高度化を目指した建設省のARTS（Advanced 
Road Trans por ta tion Systems，次世代道路交通シ
ステム），自動車安全技術の研究・開発の推進を目
指した運輸省の ASV（Advanced Safety Vehicle，
先進安全自動車），自動車交通システムの高知能化
を 目 指 し た 通 商 産 業 省 の SSVS（Super Smart 
Vehicle System，高知能自動車交通システム），そ
して道路交通需要の管理を含む総合的な交通管制を
目 指 し た 警 察 庁 の UTMS（Universal Traffic 
Management Sys tems，新交通管理システム）で
ある．

同じ時期に，米国でも IVHS（Intelligent Ve hi
cle Highway Systems）の開発が始動し，それが
1991 年 の ISTEA（Intermodal Surface Trans
por tation Efficiency Act，総合陸上輸送効率化法）
策定後に ITS（Intelligent Transport Sys tems）と
呼び換えられるようになった．このことの意味につ
いて中村 （2）は，ICT の適用対象を , 車両単体や道
路単体から，交通という総合的で多様な分野全体に
拡大したと理解するのが適切であると述べている．
その後，1994 年には第 1 回 ITS 世界会議が開かれ，
ITS という用語は世界共通のものとなっていった．
なお，ITS の日本語訳は「高度道路交通システム」
ま た は「 高 度 交 通 シ ス テ ム 」 で あ る が，T：
Transport（交通）が「道路交通」と解釈されてい
る場合が多い．このことは，交通分野における情報
通信技術の活用が，前述のように道路と自動車を中
心に検討されてきた経緯によるものと考えられる．

その後，日本では 1996 年に「ITS 推進に関する
全体構想」が策定され，関係省庁の動きが一本化さ
れた．この構想では九つの開発分野と 21 の利用者
サービスが設定され，民間企業を中心に様々な技術
開発が進められた結果，今や利用率が 90％を超え
る ETC（Electronic Toll Collection System，自動
料金支払システム），多くの乗用車に標準装備され
るようになったカーナビゲーションシステム，その
カーナビゲーションシステムにリアルタイムの道路
情報や駐車場の満空情報を送る VICS（先述），バ
スのリアルタイム位置情報を取得・提供するための
バスロケーションシステムなどの新たな道路交通関
連サービスが普及していった．

２.３　ITSの対象範囲拡大（〜2010年代前半）
名古屋市で第 11 回 ITS 世界会議が開催された

2004 年以降は，ITS のセカンドステージと位置付
けられている（図 2）．それまでの個別技術開発の
成果を具体的な社会課題の解決につなげていくため
に「ITS 推進の指針」が示され，「安全・安心，環
境・効率，快適・利便」が基本方針に据えられた．
自動車の安全と道路の円滑に重心が置かれていた
ITS が，その適用対象を個人や地域に広げ，政策的
にも公共交通や福祉などの分野とつながりを見せる
ようになったのが，この頃である．2000 年代後半
からの 10 年間は，開始当初からシーズ指向で進め
られてきた ITS が，目的指向・ユーザ視点の取組
みへの変貌を求められるようになった時期とも言え
る．その背景としては，日本の総人口と自動車交通

 図 1　モビリティ関連分野における ICT 活用のれい明期 （1）
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量のピークアウト（共に 2008 年）や経済成長の停
滞によって，道路交通問題解決の切り札としての
ITS 推進の前提条件が変化したのと同時に，京都議
定書以降の地球環境問題への世界的な関心の高まり
や，高齢化の進展，地方都市の都心部空洞化など，
モビリティに関わる問題や課題が多様化・複雑化し
たことが挙げられよう．

２.４　モビリティと ICTの急接近（2010年代後半）
2010 年代後半になると，CASE（Connected， 

Autonomous，Shared，Electrification） 及 び
MaaS（Mobility as a Service）というコンセプト
の普及によって，モビリティ関連分野と ICT が急
接近した．ITS の推進で見られたような政府主導の
社会実装過程とは異なる形で，インターネット関連
技術に基づく民間主導の新たなモビリティサービス

（カーシェアリング，シェアサイクル，ライドシェ
ア，オンデマンドバス等）が，我々の実生活の舞台
に次々と登場した．

ここで，CASE はインターネット化（Connected），
自動化（Autonomous），共有化（Shared），電動
化（Electrification）という自動車業界の新たな潮
流を一まとめに表現した用語であるが，E: E lec tri
fication と A: Autonomous は車両そのもの，C: 
Connected と S: Shared はどちらかと言えば車両
の使い方やサービスを指しており，そうした意味で
CASE は，ICT とモビリティサービスが接近，融合
したことを象徴するワードとも言える．３.では，
CASE と関連の深い新たなモビリティサービスとし

て，シェアリング，自動運転及び MaaS を取り上
げ，それらの動向を概説する．

 3	 	新たなモビリティサービスに関する動向

３.１　ICT関連企業のモビリティサービス参入
CASE のうち，C と S を体現した新たなモビリ

ティサービスの典型は，Uber，Lyft，DiDi 等に代
表される個人対個人のライドシェアである．これは
インターネットで需給のマッチングを行い，個人が
需要者に送迎サービスを有償提供する仕組みであ
り，インターネット上で気軽に「クルマ」を呼ぶと
いう意味で ridehailing（hail はタクシー等を呼び
止めるという意）とも表現される．日本では，個人
が自家用車でこうしたサービスを行うと，いわゆる

「白タク」と呼ばれる違法行為に該当するが，そう
した規制のない国では，既存のタクシーよりも安価
で待ち時間が少ない，ドライバのレーティング情報
等によって安心して利用できる，あらかじめ目的地
がドライバに伝わっているため言語の相違に起因す
る問題が生じにくい，といった理由により，既に多
くのユーザを得ている．

このように，スマートフォンの急速な普及とサー
バ側の情報処理技術の向上に伴い，個人間の送迎
サービスのマッチングに係る（限界）費用が大きく
低下したことで，これまでモビリティ分野とは縁遠
かった情報通信系の企業が，インターネットを介し
たオンデマンド型のライドシェアサービスを引っ提

 図 2　ITS の発展を通じて目指す社会 （3）
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げて続々とモビリティ市場に参入し，やがて彼らは
TNCs（Transportation Network Companies）と
呼ばれ，都市の交通手段体系の中で位置付けが議論
されるまでに至った（図 3）．

３.２　自動運転関連技術の発達
この時期，自動運転に関する技術開発も飛躍的に

進歩した．政府は 2014 年に次世代 ITS の指針とな
る「官民 ITS 構想・ロードマップ」を策定し，自
動車の安全性の向上，高齢者等のモビリティ確保，
ドライバ不足に対する旅客輸送や物資輸送の効率化
といった観点から，自動運転の早期実現を目指した
官民一体の取組みを進めてきた．世界初のレベル 3
の型式指定を取得した自動運転車の市場化（2020
年 3 月）や，限定領域下での無人自動運転移動サー
ビス（レベル 4 相当）の運行実験など，関連省庁

の支援を受けながら，自動運転を活用したモビリ
ティサービスの社会実装に向けた取組みが各地で進
められた（図 4）．

この間，高精度三次元地図やダイナミックマッ
プ，AI などの自動運転のコア技術が目覚ましい進
歩を遂げた一方で，地球温暖化防止に向けた対応等
の自動車を取り巻く社会情勢は大きく変化した．加
えて，2010 年代末には新型コロナウイルス感染症
の感染拡大によって，人々の移動そのものに対する
考え方や価値観も変わり，自動運転技術を軸とした
これまでの課題解決のアプローチだけでは成り立た
なくなってきたとの指摘 （6）もされている．

以上のように，自動運転は誰のため，何のための
技術か，という本質的な議論の余地は残されている
ものの，ICT が自動運転にとって必要不可欠な存在
であることは揺るぎない事実であろう．自動車関連
の ICT はこれまで，情報提供等によってドライバ
の運転操作や意思決定を補助するための技術であっ
たが，リアルタイム画像による遠隔監視が必要なレ
ベル 3 以上の自動運転においては，自動車自体が
ICT を前提としなければ，そもそもプロダクト及び
サービスとして成立し得ない．その意味で，自動運
転技術開発のれい明期に当たる 2010 年代は，ICT
が道路交通系のモビリティサービスを支援する立場
から，そのシステムの根幹を担う立場へと，大きく
役割を変貌させた時期であるとも言える．

 図 3　TNCs の登録ドライバ数及び車両数の推移 （4）

図 4　自動運転のレベル分け （5）
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３.３　MaaSの世界的な広がり
もう一つ，ICT との関連という意味では，この時

期に世界的に広がった概念として MaaS（Mobility 
as a Service）を取り上げたい．MaaS はある地域
で利用可能な全ての交通手段について，複数の交通
手段を組み合わせた移動経路情報の検索，チケット
の予約，決済などの諸手続きを，ワンストップで行
えるようにする考え方のことである．このような考
え方自体は以前から存在していたが，2016 年に
フィンランドの MaaS Global 社がそれをスマート
フォン用のアプリとして具現化することに成功した
ことがきっかけとなり，世界中に MaaS 関連の取
組みが広がった（図 5 はその日本版アプリ）．繰り
返しになるが，MaaS はそれ自体が新しい移動手段
を提供するものではない．あくまで既存の移動手段
群を一つのサービスに束ねて使いやすくするという
コンセプトを指した言葉であり，先述したライド
シェアも自動運転のバスも，MaaS によって束ねら
れる移動手段の一つである．したがって，MaaS に
よって世の中に新しい移動手段が生み出されたと考
えるのは正しくなく，移動手段を使う側と供給する
側がインターネットで容易につながれる状態が実現

したことで，MaaS の運用が技術的にも商業的にも
成立しやすくなったと捉える方が適切である．

 4	 	モビリティ関連施策の計画過程における ICTの利活用

３.では，個別の技術開発やサービスに着目しな
がら，モビリティと ICT の関係の変化を時系列で
概観した．本章では，交通政策的な観点から，モビ
リティ関連施策の一般的な計画過程における ICT
の活用について，実例の紹介を交えながら述べる．

４.１　モビリティシステムの現況診断
モビリティシステムの計画過程における現況診

断とは，道路などで実際に起きている交通現象を捉
えた上で，着目する現象（多くの場合，渋滞などの
望ましくない現象）とその要因を特定することであ
る．

この過程においては，現実の交通現象を正確に把
握するために ICT が活用される．典型的な活用例
としては，車載端末から送信されるデータに基づく
道路の混雑状況のモニタリングが挙げられる．国土
交通省が進めている「ETC2.0 プローブ情報」によ
る道路交通状況の分析などもこれに該当する．ここ
で，「プローブ（probe）」という単語は，ある道路
区間を通過するのに要する時間等を，センサを搭載
した（小サンプルの）車両によって探る，という
ニュアンスで用いられている．

具体的には図 6 に示すように，個々の車両の
ETC2.0 車載機やカーナビゲーションシステムから
送信される GPS 位置情報等がサーバ側で集約され，
道路混雑の発生箇所とその程度，発生時間（帯）の
特性などの分析が行われ，交通施設の改良や経路誘

 図 5　MaaS Global 社のアプリ「Whim（日本版）」 （7）

 図 6　ETC2.0 車載機によるプローブ情報の収集 （8）
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導による混雑の平準化といった施策の立案に役立て
られている（図 7）．

近年では ETC2.0 によって車両 ID 付きのプロー
ブ情報も利用可能になっており，所要時間だけでな
く，当該車両の移動の起終点や走行経路に関する
データも取得されている．そのようなデータを用い
ることで，自動車によるアクセスが集中している施
設等の特定が可能となり，どこが渋滞しているかと
いう現況の把握に加えて，なぜ渋滞が起きているか
という原因の洞察，すなわち診断を深めることがで
きる．

一方，民間事業者が提供するプローブデータの利
用環境も充実し始めている．例えば，ESRI ジャパ
ンはトヨタ自動車と連携し，「道路交通履歴統計」
の販売を 2021 年に開始した．このサービスは，ト
ヨタ自動車製の車両に搭載されたコネクテッド型の
カーナビゲーションシステムで収集される GPS 位

置情報を用いて，マップマッチングされた道路区間
別の総通行台数や平均走行速度などを 3 か月単位
で算定し，サブスクリプション型の空間データサー
ビスとして利用者に提供するものである．前述の
VICS 情報システムがカバーしていない住宅地の細
街路なども含め，対象車両が走行した全ての道路の
データが網羅されているのが特徴で，曜日別や時間
帯別の分析もできるため，特定地域の交通状況とそ
の傾向を面的に把握するのに適している（図 8）．

４.２　政策代替案の設定と評価
４.２. １　政策目的とKPI の設定
４. １の現況診断に続いて行われるのは，明らか

になった問題や課題を解決するための政策代替案の
検討である．このプロセスではまず，達成すべき政
策目的が設定され，それに対応した代替案評価のた
めの KPI（Key Performance Indicator）が設定さ

 図 7　プローブ情報に基づく道路混雑状況の分析 （8）
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 図 8　プローブ情報に基づく道路交通履歴統計 （9）
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れる．例えば，観光地における道路混雑の緩和を政
策目的とする場合，政策代替案としては，リアルタ
イム道路混雑情報の提供による自動車需要の時間
的・空間的な平準化，公共交通手段の利便性向上や
料金割引などによる自動車需要の削減（利用交通手
段の転換）などが想定される．前者の KPI として
は，対象道路区間の平均旅行速度や同区間を含む周
辺道路網全体の総所要時間などが，後者については
当該観光地へのアクセス交通手段の構成比の変化な
どがそれぞれ考えられる．いずれの KPI について
も，客観的なデータに基づいて定量化できることが
望ましいため，前述のプローブ情報のような ICT
を介して収集されるデータの利用可能性が重要な意
味を持つ．

４.２. ２　政策代替案の事前評価
対処すべき交通の問題や課題に対して（複数の）

政策代替案が設定されたら，当該代替案の実現状況
下における交通需要を推計し，その需要の下で算定
された KPI に基づいて各代替案の得失を比較し，
政策としての事前評価を行う．交通需要推計の理論
とその実践については，膨大な数の調査研究が存在
するが，それらをつまびらかに解説することが本稿
の趣旨ではないため，ここでは交通計画の実務にお
いてこれまで最も多く適用されてきた 4 段階推定
法を例に，各推計プロセスで必要なデータと ICT
の関係について述べる．

4 段階推計法とは，人々の移動の結果として道路
等の交通ネットワーク上に生じる交通負荷量を推計
するための手法のセットである．1950 年代に米国
で開発され，日本では 1967 年に広島都市圏で初め
て本格導入され，その後は都市圏スケールの総合的
な交通計画を立案する予測手法として定着した．4
段階推定法は，総人口から予測された都市圏全体の
総生成交通量を，①発生・集中交通量（ゾーン別），

②分布交通量（起終点別），③交通手段別分担交通
量，④配分交通量（移動経路別）に順々に分割して
いく四つのプロセスから成る（図 9）．推計モデル
が交通現象の因果関係を表現できていない，異なる
プロセス間で同一指標の推計値が一致しないなどの
理論的な批判はあるものの，膨大なノウハウが蓄積
された実用的な手法として，4 段階推定法の重要性
は今も変わっていない．

① 段 階 1： 発 生・ 集 中 交 通 量 の 推 計（Trip 
Generation, Trip Attraction）

このプロセスでは，あるゾーン（地理的範囲）か
ら一定期間内にどれくらいの数のトリップ（出発地
から最終目的地までの 1 単位の移動）が発生（出
発）するか，及び集中（到着）するかを推計する．
これまでは，居住人口の数％程度のサンプリングに
よる質問紙調査（都市圏パーソントリップ調査等）
によって，実際の 1 人Ⅰ日当りトリップ数を把握
し，それを居住人口や就業人口等を説明変数とした
重回帰モデルで推計するのが一般的であったが，近
年ではスマートフォンのアプリ等を介して収集・蓄
積された GPS 位置情報のビッグデータからも，エ
リアごとあるいは施設ごとのトリップ発生・集中量
を把握できるようになってきており，推計値の信頼
性や空間的な分解能の向上が期待される．日本の大
手移動体通信事業者も，携帯電話位置情報データを
用いた人流解析用サービスを商用化し，適用事例を
増やしている（図 10）．

② 段階 2：分布交通量（OD 表）の推計（Trip 
Distribution）

　分布交通量の推計は，あるゾーンを出発（発
生）するトリップが，どのゾーンへ到着（集中）す
るのかを推定するプロセスである．具体的には，出
発及び到着ゾーンをそれぞれ行，列とした OD 表

（Origin Destination matrix，図 9 の中央）のます

 図 9　4 段階推定法の交通量予測プロセス （10）
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目の数値を，グラビティモデル等によって推計する
作業である．グラビティモデルは，物理学における
万有引力の法則のアナロジーとして提案されたモデ
ルであり，あるゾーンから発生したトリップは，ト
リップの総集中量（質量）が大きく，出発ゾーンと
の距離が小さなゾーンにより多く吸収される（到着
する）という考え方を，次式 （10）で表したものであ
る．

ここで， ， ，   はパラメータである．  は
ゾーン 間の空間的隔たりを表す距離関数であり，

はゾーン 間の所要時間などで表される．
このプロセスにおいても，段階 1 の発生・集中

量の推計と同様に，モデル推定の基礎となる現況
OD 表の作成において，携帯電話位置情報のビッグ
データが活用できる．

また，鉄道やバスなどを利用したトリップの駅間
OD ペア，バス停間 OD ペアの把握には，交通系
IC カードによる乗降履歴に基づくビッグデータが
利用可能であり，そうしたデータを用いて乗降パ
ターンが類似する駅を抽出した事例 （12）などがある．

③ 段階 3：交通手段別分担交通量の推計（Modal 
Split）

このプロセスでは，段階 2 で推計された各 OD
ペアのトリップが，どの交通手段をどれだけ利用す
るか推定する．ゾーン間の交通手段の推定には，所
要時間や費用，移動者の個人属性（運転免許保有状

況，年齢，就業形態など），人口密度，都心からの
距離などを説明変数とした集計ロジットモデルが適
用されることが多い．交通手段が 2 種類の場合の
集計ロジットモデルは次式 （10）で表される．

ここで， と は競合する交通手段 1 と交通手段 2
の利用比率， と は交通手段 1 と交通手段 2
の所要時間や費用，  と はパラメータ， は交
通手段 1 と交通手段 2 の総合的な差を表す合成変
数である．

このプロセスにおいても，携帯電話の位置情報
データが有用である．時系列の緯度経度の連なりか
ら交通手段の判別を行えば，実際の移動経路を含む
粒度の高いトリップデータを得ることができる．道
路上の移動については，GPS のログデータから自
動的に移動手段を判別する手法が研究されており，
移動速度と角速度を特徴量として合致度をスコアリ
ングする方法 （13）や，最高速度や加速度から決定木
で判定する方法 （14）などが提案されている．バスと
自家用車の判別，自動車と自転車の判別，駅近傍で
の鉄道（停車中または低速走行中）と徒歩の判別な
ど，対象とする交通手段の組合せによっては判別精
度の向上余地は残されているものの，図 11 に示す
ような主要交通手段の区分による利用率の推計は十
分に可能である．

 図 10　携帯電話位置情報データの解析サービス （11）
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④ 段階 4：配分交通量の推計（Traffic As sign
ment）

この段階では，段階 3 で推計された鉄道，バス，
自動車などの交通手段別の OD 間トリップ数を，
総所要時間最小化などの最適化条件の下で，あらか
じめ与えられた交通ネットワークに割り当てる．近
年の実務における適用事例が多いのは，利用者均衡
配分と呼ばれる手法である．これは，OD 間に複数
経路が存在する状況で，利用経路の所要時間は全て
等しく，利用されないどの経路の所要時間よりも小
さいという仮定（Wardrop の第 1 原理，「等時間原
理」と言う）に基づき，各道路区間に配分される交
通量を，数理最適化問題の解として求める方法であ
る．（詳細については土木学会 （16）を参照されたい．）

前項で述べたように，携帯電話の位置情報データ
を用いれば，技術的には端末ごとの実際の移動経路
を特定できるため，このプロセスにおける経路選択
モデルの構築において，特に有用である．実際の適
用の際には個人情報の保護への配慮が必要となる
が，携帯電話の位置情報履歴は，歩行者の移動経路
を正確に把握できる数少ないデータの一つである．
図 12 は，2015 年に岡山市街で行われた回遊性向
上社会実証実験の効果検証のために，スマートフォ
ン用の調査アプリで取得された，街路ネットワーク
上の来訪者の移動状況である．

なお，自動車についても同様に，４. １で述べた
車両 ID 付きの自動車プローブ情報データを用いる
ことで，走行経路を正確に把握することができる．

このように，ICT 関連サービスの副産物としての
人流ビッグデータは，人や自動車の経路選択行動の
解明やモデル化に大きく寄与している．

 5	 	モビリティ関連分野における ICT活用の展望

本稿では，モビリティ関連分野と ICT の関係に
ついての歴史的な経緯を振り返った上で，ICT ある
いは ICT 関連データがモビリティ関連施策のプラ
ンニングにどう生かされ得るかという観点から，伝
統的な 4 段階推定法による交通需要予測プロセス
に対応付けて，ICT 活用の現状を整理した．２.で
述べたように，道路交通の円滑と安全を目的に，道
路や自動車ドライバをサポートする技術というの
が，モビリティシステムに対する 2000 年代前半ま
での ICT の位置付けであった．しかし，その後の
インターネットとスマートフォンの普及によって様
相は変わり，ICT は自動運転やライドシェアなど，
新たな時代のモビリティサービスの根幹を担う存在
となった．更に，ICT はモビリティサービスのオペ
レーションにおける技術的な側面のみならず，モビ
リティ関連の政策検討過程においても，大きな役割
を担うようになってきている．これまで，10 年に
一度の大規模な横断面アンケートに頼ってきた交通
行動の調査体系が，計画のための分析手法も含め
て，ICT 関連の人流ビッグデータによって抜本的に
更新されようとしている．実際に，携帯電話位置情
報と道路混雑情報の機械学習による渋滞予測 （18）や，
異種データを融合した新たな観光流動推定システム
の開発 （19）など，官民様々な主体が保有するビッグ
データに基づく革新的な手法の適用が進んでいる．

このように，モビリティと ICT の関係はこの 10
年で急速に強まっており，その傾向は今後も続くと
予想されるが，両者の接近が急だったゆえの課題も
幾つかある．ここでは，モビリティ関連ビッグデー
タの需要者と所有者の不一致，及び両者の目的意識

 図 11　出発地からの距離帯別交通手段 （15）  図 12　街路上の来訪者の移動状況（岡山市） （17）
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の不一致を指摘しておきたい．本稿で度々言及した
携帯電話位置情報データは，今のところ大学や政府
などの交通計画を立案・研究する機関ではなく，携
帯通信事業者やインターネット企業などが所有して
いるのが実態である．当然ながら，企業の目的は交
通計画の立案や評価ではないため，データはそのよ
うな利用を想定した仕様では収録されていない．一
方で，高齢者の外出支援や Walkable 環境の創出な
ど，都市交通に関する問題や課題は多様化し，郊外
鉄道駅周辺住宅地のような縮尺でのきめの細かい交
通行動分析と，それに基づく交通計画の立案が求め
られるようになってきた．政策決定者側がそうした
ニーズに応えるためには，時間的・空間的・属性的
な分解能の高い交通行動データが必要となるが，大
学や行政はそれを自由に使える立場にないため，民
間事業者から購入するか，自前の調査によってデー
タを取得するしかないのが実情である．

最近では民間側もそのようなニーズを感じ，人流
データを外販するビジネスを展開し始めたが，ト
リップが交通手段や個人属性とひも付いていないな
ど，販売されるデータが必ずしも政策側の求める仕
様になっていない例が散見される．民間側と政策側
が互いにデータの流通と利活用を望むのであれば，
民間側はデータが交通計画過程の中でどう使われて
いるのかを知る必要があるし，政策側もデータをど
う使っているのか，今後どう使いたいのかを適切に
伝えていく必要があるだろう．限定的ではあるが
ICT とモビリティ政策の関係を示した本稿が，その
ためのきっかけとなれば幸いである．
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1 はじめに
現在，多くの自治体や地域は，人口減少，高齢化，災

害など，様々な社会課題に直面している．それらの社会
課題を ICT ＊ 1 など先進的技術や各種のデータの活用に
より解決し，更には，都市や地域の機能やサービスの効
率化・高度化，安全性や快適性，利便性の向上を含めた
新たな価値を創出する取組みであるスマートシティに注
目が集まっている（1）．

そのような中，私たちはデータに基づいたまちづくり
による課題解決型のスマートシティの実現を目指し，市
民の購買行動を購買データとしてディジタル化する「電
子レシートを活用した購買データプラットホーム」の構
築に取り組んでいる．

電子レシートは，市民の購買行動をディジタル化し地域
単位で分析・活用し，地域の活性化につなげていくだけで
はなく，日々の購買をデータとして一元管理できるといっ
た市民一人一人の利便性を向上させるメリットもある．

私たちが取り組んでいる電子レシートを利用した購
買データプラットホームは，店舗でこれまで紙で渡して
いたレシートを，利用者のスマートフォンにデータとし
て送るというもので，財布がかさ張る紙レシートを受け
取らないで済むだけでなく，日々の購買をデータとして
一元管理できるメリットがある．

そしてユーザをハブとしたスケールフリーネット
ワーク＊ 2 になっていく（2）．このネットワークがプラッ
トホームとなり，地域内の複数店舗にまたがる販売促進
やデータ分析など，新たなディジタルサービスが創出で
きる．電子レシートが消費者（市民）と地域の店舗や企
業を結び，地域に蓄積されたデータにより市民が自ら行
動変容し，住み良いまちをつくっていく．これが私たち
の考えるスマートシティの基本的な考え方である．

図 1 に「電子レシートプラットホームの広がりによ
る地域に蓄積されたデータの活用例」を示す．

2 電子レシートの紹介と
その特徴

市民の購買データを収集する電子レシートについて
説明する．

２.１　電子レシートの生い立ち
東日本大震災が起きた 2011 年当時，国内のレシート

ロールの原反メーカ 3 施設のうち，2 施設が地震で被災，
全国のお店へレシートロールの供給が滞り，消費者にレ
シートを渡せないという状況がしばらく続いた．このこ
とがきっかけで，電子レシートを本格的に検討すること
になり，電子レシートアプリ「スマートレシート」＊ 3 が
誕生した．

２.２　電子レシートとは
スマートフォンのアプリ上に表示されるバーコード

を利用可能店舗のレジでスキャンするだけで，リアルタ
イムにレシート情報（購買履歴）がクラウドセンターに
保管され，スマートフォンですぐに確認できる． 

リアルタイムで電子レシートを確認できるため，紙レ
シートを発行する必要がなく，ペーパーレスを実現する．

２.３　紙レシートを電子レシート化するメリット
２.３. １　�いろいろなお店のレシートを一つのアプリ

で管理
電子レシートは，一般的に各小売りのレシート情報

＊1　�ICTはInformation��and�Communication�Technologyの略
で，ここでは情報通信技術（インターネットを利用した情
報交換）を指す．

＊2　�尺度(スケール)がなく．ネットワークが成長し情報が伝
搬（でんぱん）しやすいこと．

＊3　�「スマートレシート」は東芝テック株式会社の登録商標で
す．
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（購買履歴）をクラウド上で一元管理しているため，い
ろいろなお店で買い物をしたレシートを利用者のスマー
トフォンで統一された情報として閲覧可能．

２.３. ２　紙レシートの課題を解決
受け取らない人が多い紙レシートを出力しなくては

いけない，財布が膨らむ，探すのが大変，文字が消え
る，保管が面倒，を全て解決できる．

図 2 に「電子レシートの使い方」を示す．

２.４　電子レシート（スマートレシート）の特徴（3）

紙レシートを電子化して，消費者のスマートフォンに
送付する基本的な仕組みのほかに，スマートレシートは
以下の特徴を持っている．

２.４. １　リアルタイムでレシート閲覧が可能
消費者が決済をする際にレジの内部でレシートその

ものを電子化，電子レシートセンターに送信するため，
決済した直後からいつでも，どこでもスマートフォンで
レシート情報（購買履歴）を閲覧することが可能であ
る．

２.４. ２　加盟店舗側広告・販促に利用
加盟店の電子レシートを使った機能として，キャン

ペーン応募機能やクーポン機能やスタンプカード機能な
どが実現でき，加盟店での販促手段として利用が可能で
ある．

２.４. ３　セルフメディケーション税制への対応（4）

電子レシートの特徴を生かした利用者向けサービス
の一つとして，「セルフメディケーション税制」＊ 4,（5）へ
の対応が挙げられる． セルフメディケーション税制対
応機能とは，対象の市販薬をスマートレシート（電子レ
シート）を使って購入すると，対象商品を自動で集計
し，年間購入金額をいつでも確認できる機能である．

スマートレシートでは，対象商品を自動で集計し，年
間購入金額がいつでもアプリで確認できる．また，購入
した対象商品の明細をコンビニでプリントし領収書（レ
シート）として税務署に提出できる．

＊4　�「セルフメディケーション税制」は、きちんと健康診断な
どを受けている人が、一部の市販薬を購入した際に所得
控除を受けられる制度．

図 1　地域に蓄積された電子レシート（購買データ）の活用例

図２　電子レシートの使い方
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２.５　レシート情報（購買履歴）の活用
レシート情報（購買履歴）を活用する場合，重要でか

つ前提条件となるのは，データの所有者は消費者であり，
流通小売店ではない点にある．利用者に利用許諾を得て，
初めて地域全体でデータを活用することが可能となる．

電子レシートは，生活に密着した情報ツールである
「レシート」を電子化するという最大の特徴を生かして，
効率化や利便性の向上に加えて，電子レシートにしかで
きない新たな価値の創出や，レシートの新たな活用シー
ンを生み出すことが可能である．例えば，以下のような
活用が可能となっている．

①  企業・個人事業主の経費精算や確定申告などのディ
ジタル化を支援できる．

②  購買・飲食などの複合データの連携により，ヘルス
ケアサービスやレシピ提供サービスなどと連携し，
より良いライフスタイルのサポートが可能となる．

図 3 に「レシート情報（購買履歴）と他のデータ連
携によるサービス例」を示す．

�２. ６　接続仕様標準化による電子レシートの促進
電子レシートプラットホーム（スマートレシート）の

開発も，.NET 流通システム協議会の電子レシート分科
会（6）が採択している標準仕様である電子レシート API
仕様書＊ 5 に準拠している．この仕様は電子レシートを
広げるためには様々なベンダの様々な業種業態向けの
POS ターミナルや券売機，車載決済機器などの接続が
必要である．同時に開発コストや電子レシートの普及を
加速するために，システムインテグレーションコストを
低減させることを目的に作成された．

電子レシートの標準 API は，JSON と REST を採用
した最新テクノロジー環境への適用を実現して電子レ

シートの採用を促進している．API が標準化されるこ
とによりディジタルレシートデータを活用するスマート
フォンアプリケーションが作りやすくなることで，ディ
ジタルレシートデータが活用しやすくなっている．

図 4 に「電子レシートの仕組みとデータの流れ」を
示す．

3 スマートシティでの
購買データ活用

スマートシティでのスマートレシートを利用した購
買データプラットホームの活用について述べる（7）．

３.１　購買データの収集
利用者の利用許諾を得た上で，市民生活の買い物の場

面で発生する「スマートレシート」（電子レシート）で

＊5　�ディジタルレシートサーバとスマートフォン間でのディ
ジタルレシートデータの送受信に関わる「.NET標準電子
レシートAPI」仕様である．　�

図 3　レシート購買履歴データと他データ連携のユースケース（スマートレシートの事例）

図 4　電子レシートの仕組みとデータの流れ
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取得した購買データを蓄積する．
スマートレシートが導入されている店舗ではレシー

ト情報（購買履歴）の収集はスマートレシートの ID を
スキャンするだけでよく，消費者（市民）に特別な操作
を求めない，また店員側のオペレーションも不要であ
る．店舗によっては，お店のポイントカードとの連携や
独自アプリとの連携を行っている．

３.２　購買データの活用
決済時にリアルタイムで収集するレシート情報を基

に，実店舗での購買履歴を起点とする「レシート情報×
クーポン」「レシート情報×地域ポイント」などのサービ
スによって，「より便利で快適・お得な生活」を提供し
ている．また，小売店舗に対してディジタルクーポンや
キャンペーンの機能を提供することで，中小規模の店舗
でもディジタル施策を実行しやすい環境を利用し，店舗
間での相互送客や地域活性化の取組みを開始している．

具体的な地域経済活性化の事例として，2021 年 8 月
に福島県会津若松市商店街で実施した「デジタル版會津
商人魂」の事例を記載する（8）,（9）．

従来，応募用紙にシールを貼って，応募する形式の地
域商店街のイベントが実施されていた．しかし，商店街
を利用する人の高齢化が進み，商店街に若い人が来る
きっかけが減っており，また地域のイベントを知らな
い，無関心であることが分かった．

若い方含めて店舗間の買い回りができないかとゲー
ム性の高いスマートフォンアプリに参加頂けるように

「スマートレシート」参加店舗で 500 円（税込）を購入
するとサイコロを 1 回振れる「デジタル版會津商人魂
　買いまわりすごろくキャンペーン」を従来の応募用紙
型の企画にディジタル版として追加して実施した．また

「スマートレシート」を会津地域ウォレットアプリ「会

津財布」（10）（TIS 株式会社）とアプリ連携させ，「ス
マートレシート」利用者の購買データを活用することに
より店舗間の送客につなげた．

図 5 に地域活性化取組み事例として「デジタル版會
津商人魂」を示す．

従来このイベントに参加されていなかった市内に店
舗があるチェーンストアのコンビニやホームセンターも
初めて地域イベントとして参加され，会津若松市内で業
種，業態の異なる 36 社 77 店舗が参加した．

結果として，新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言
で実施期間が短くなったものの，日常の買い物を少しだ
け楽しくし，若い方の買い回りを実現できた．

4 スマートレシートの新たなサービス
「わたしの環境貢献度サービス」

スマートシティでも近年必要とされてきたのが「環境
配慮」への取組みである．特に市民が自主的かつ積極的
に環境保全に取り組む行動変容を促すことが重要になっ
てきた．

電子レシートであるスマートレシートには，規模は小
さいながらも紙レシートの節約につながる環境配慮の特
徴がある．私たちはその点に注目し，スマートレシート
を活用した誰もが行う身近な購買行動が CO2 削減につ
ながることを「見える化」する「わたしの環境貢献度
サービス」を提供している（11）．このサービスは，地球
規模の社会課題である環境問題を自分事として捉える
きっかけとするとともに，社会全体の課題解決に貢献し
ている個人・法人・コミュニティの価値向上を図ること
を目的としている．

本サービスは，市民のスマートレシートを使った購買
行動の結果として削減された紙レシートを，紙レシート

図 5　地域活性化取組み事例「デジタル版會津商人魂」
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削減量，CO2 削減量として概算算出し，表示するサー
ビスである．市民の購買行動がレシート情報／購買履歴
データとしてリアルタイムで連携され，その購買データ
を基に，本来紙レシートとして出力されるはずだった紙
レシートを紙レシート削減量として算出し表示してい
る．図 6 に画面イメージを示す．

更に算出した紙レシート削減量から，それに相当する
紙レシート原材料の調達及び生産時の CO2 排出量と
POS レジでの紙レシートプリント時の消費電力量を基
に CO2 削減量に換算し表示している．図７に「わたし

の環境貢献度サービス」のデータの流れを示す．
今後はメーカや小売店と連携することで，環境配慮型

商品の購入により軽減された環境負荷の見える化を行
う．更に将来的には製造ラインから一気通貫したデータ
で，購入商品のカーボンフットプリントも確認できるよ
うになることを目指している．

5 これからの購買データ活用
今後予定しているスマートシティでのスマートレ

シートを利用した購買データプラットホームを活用した
サービスを幾つか紹介する．

図 8 にスマートシティでのデータ連携活用イメージ
を示す．

５.１　健康領域における活用
地域決済プラットホーマ（10）や健康事業者と連携し，

地域スーパーで購入した購買情報を食品の栄養素に分解
して，市民（消費者）に不足しがちな栄養素をレコメン
ドする．また健康増進事業者と連携し，地域・市民の食生
活の見える化を図り，健康無関心層へリーチしていく．

図 7　「わたしの環境貢献度サービス」データの流れ

図 6　「わたしの環境貢献度サービス」画面イメージ

図 8　スマートシティでのデータ連携活用イメージ
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５.２　環境領域における活用
地域で指定した環境配慮型商品を購入した市民（消費

者）に，地域決済プラットホーマと連携し地域で利用で
きるコインまたは地域通貨を提供する．例えば，再生エ
ネルギーの購入の原資の一部に利用できるなど，地域に
お金が還元できるサービスを実現する．

５.３　観光領域における活用
観光プラットホーマへ観光スポット地域の購買デー

タを提供し，地元イベントの企画や土産品や「地産地
消」の商品開発に活用する．

５.４　MaaS＊6 領域における活用（12）

レシート情報（購買履歴）からいつ，どのお店で，幾
らの，何の商品を買ったのか，データをリアルタイムで
取得できる．この購買証明データ（特定店舗での購入証
明）を利用し，乗り物利用料金の割引き，商品の配送の
無料化，送客広告事業へ活用する．

6 まとめ
スマートシティと電子レシート（スマートレシート）

を利用した購買データプラットホームの関連性について
記載した（13）．スマートシティでの購買データを活用し
たサービスは始まったばかりではあるが，多彩なパート
ナーと共に市民中心の安全・安心なデータ循環型エコシ
ステムを構築し，地域連携によるプラットホームの構築
を目指すことで，地方創生・社会課題の解決に少しでも
貢献したい．
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 1	 はじめに
持続可能な社会の構築に向けた活動が重要視さ

れている．国際的には，安心・安全な社会の実現と
その持続的な発展を目指す持続可能な開発目標
SDGs（Sustainable Development Goals）（1）が示
されている．国内でも，未来社会へのイノベーショ
ンイメージとして Society 5.0（2）が提唱されてい
る．

このような背景の下，エネルギー施策としては，
温室効果ガスの削減を目指した，「カーボンニュー
トラル」と呼ばれる化石燃料からの脱却が求められ
ている．一方で，東日本大震災を契機とした原子力
依存の見直しがあり，再生可能エネルギーの推進が
行われている．

更に，電力を消費するユーザである“需要家”が
電源設備を持つことも，法人の施設については一般
化しつつある．例えば，敷地内に太陽光発電や風力
発電の設備の敷設がある．また，熱水・冷水を蓄え
る蓄熱設備や蓄電設備，更には電気自動車（EV:　
Electric Vehicle）も言わば「走る蓄電池」であり，
放電すれば電源とみなすことができる＊．これらを

「分散電源」と呼ぶ．
またビジネス面でも，これまで発電，送電，配電

が一体であった電力事業の分社と，電力小売自由化

がスタートしたことにより，これまでの垂直統合型
のサプライチェーンから水平型に転換されてきた．

このような背景の下，電気事業者と需要家を情報
通信ネットワークで結ぶ“スマートグリッド”を用
いて，電力の需給バランス調整により電力系統の安
定化を図ったり，より積極的に分散電源を仮想的に
統合した仮想発電所（VPP: Virtual Power Plant）
とするなど，需要家がより経済的な恩恵を受けられ
るようなエネルギーサービスが着目されている．

本稿では，これらのスマートグリッドに関わる新
エネルギーサービスのセキュリティ面について，各
種ガイドラインを紹介し，今後の課題について述べ
る．

 2	 	電力の需要供給調整に関わる	新サービス

２.１　需給バランス調整の課題
電力系統では，電力は供給量と需要量を一致させ

ることで，電圧や周波数を安定させる制御が行われ
ている．単純には電力需要が多ければ発電機を駆動
し，供給過多ならば停止することになる．

しかし，発電方法によってはこのような制御が難
しいものがある．原子力発電は出力調整が難しいた

新エネルギーサービス実現のための 
セキュリティ
Security Requirements for New Energy Services 

水野　修　Osamu Mizuno†

†	 	工学院大学，東京都
	 	Kogakuin	University，	Tokyo,	163-8677	Japan

Summary 電力の需要家（ユーザ）が太陽光発電など小規模な発電設備を所有することが一般化しつつある．このよ
うな発電設備を「分散電源」と呼ぶ．持続可能な社会構築への要求や，電力自由化などを背景に，分散電

源を活用した新しいエネルギーサービスが期待されている．本稿では，電力系新サービスの基本的なコンセプトを述べる．更
にサービスの実現に対し必要となる，セキュリティ要件について，内外の文書を紹介する．また，電力会社，需要家及び電力
需給調整サービスを提供するサービスプロバイダなどから構成されるプレーヤの関係が複雑になることから，特にデータセキュ
リティの重要性が増す．そのため，ネットワークを “セキュリティ的に信頼できないもの ”という前提に立った「ゼロトラスト
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＊　�ただし，EVを蓄電池として電力需要に供することは可能
ではあるが，実際には災害などの非常時以外には考えに
くい．
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め，常に一定量の電力を供給し続けることになる．
東日本大震災以前は電力消費促進のために「オール
電化の家」が推奨されたが，最近ではトーンダウン
している．一方で再生可能エネルギーの多くは，電
力需要と関係なく発電を行ってしまう．例えば，太
陽光発電は日照によって発電量が変動してしまう．

図 1 に 1 日の電力需給変動のイメージを示す．
供給量としては，原子力発電や火力発電による一定
量の発電量がある．これを「ベースロード」と呼
ぶ．昼間は日照によって太陽光発電による供給量が
伸び，日没とともに供給量が減少する．需給バラン
スについては，深夜から夜明け前については需要量
が下がり，供給過多となる．日中時間帯は需要量も
伸びるが，晴天時には太陽光発電の供給量が優るた
め結果として供給過多になる．日没後でも需要量は

続伸傾向があるが，供給量が下がるため供給不足に
なる．更に季節によっても変動があり，太陽光発電
は夏至の頃の発電量が多く，冬季は少なくなる．

これらの変動は，気候に左右される要素が大き
い．冷暖房による需要量の変動や，日照量，風向な
どによる供給量の変動が起こる．そのため，気象予
測や実需要量，供給量の把握により，需給調整の計
画が行われる．これらデータをより正確に把握し，
より短期間で予測から制御までできるかがポイント
となる．

従来でも，揚水発電による調整や，供給不足時に
は火力発電を駆動して対処していたが，需要家にあ
る資源を活用するビジネスが期待されている．一方
で，電力という社会インフラを担っているため，常
に安定した運用が求められる．万一停止した場合は
社会生活に重大な支障を与えることになる．

２.２　需給バランス調整に基づくエネルギーサービス
電力エネルギーの需給調整を ICT システムで実

現するのがスマートグリッドである．これまでのス
マートグリッドでは，電力エネルギーの供給量を数
値やグラフで可視化する「見える化」によって需要
抑制を呼び掛けることが主であった．また，電力事
業者が需要家が持つ機器に対して電力使用の直接抑
止を行う「デマンドレスポンス」が知られている．
更に，法人需要家の施設には分散電源の普及も進ん
できた． 

このような状況の中で，スマートグリッドを活用
して電気事業者と需要家の間で，需給調整業務を担

 図 1　1日の電力需要供給量の変動

 図 2　上げ調整，下げ調整
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うことが新しいビジネスとして立ち上がってきた．
この需給調整業務を行うのがサービスプロバイダで
ある．サービスプロバイダによって実行される，供
給不足時の“上げ調整”や供給過多時の“下げ調
整”のイメージを図 2 に示す．電気事業者は需要
家の施設に設置したスマートメータを通じて利用状
況を把握する．そのデータをもって，サービスプロ
バイダに需要予測と調整を依頼する．

上げ調整が必要となった場合には，需要家に対し
て，分散電源の利用を依頼する．需要家は太陽光発
電や蓄電池の自家利用や，蓄熱システムの放熱を行
う．下げ調整が必要になった場合には，需要家へ蓄
熱や蓄電を依頼する．それぞれの依頼に対しては，
インセンティブが支払われる．

２.３　サービスに関わるプレーヤの関係
２. ２で示したサービス実現には多くのプレーヤ

が連携する．スマートグリッドサービスのプレーヤ
としては，米国国立標準技術研究所（NIST: National 
Institute of Standards and Technology）によっ
て図 3 のようなシステム参照モデルが示されてい
る（3）．ここでは，プレーヤを①発電（Generation）,
②送電（Transmission）, ③配電（Distribution），
④電力市場（Market），⑤オペレータ（Operator）,
⑥サービスプロバイダ（Service Provider）, ⑦需
要家（Customer）の七つのプレーヤ（モデルでは

“ドメイン”と表記）が定義されており，それぞれ
を結ぶ実線が通信ライン，破線が電力系統を示して
いる．

これらのうち，サービス実行に関わるプレーヤを
抽出したものを図 4 に示す．ここには，発電を行
う発電事業者，送配電を行う送配電事業者，小売を
行う小売事業者がある．法人の需要家には，施設
オーナーのほか，施設管理者や設備管理者がいる．
基本的にはこれらのプレーヤ間にはサービスの契約
が取り交わされている．

需要家の施設には電力を使用する設備のほかに，
分散電源設備，それを制御するエネルギー資源制御
装置（DER）がある．大規模な施設には更にエネ
ルギーを管理するエネルギー管理システム（CEM）
がある．CEM がある場合には，CEM から DER に
制御が行われる．

サービスプロバイダとしてエネルギーサービス事
業者（アグリゲータ）が需給調整業務を遂行する．

 図 3 　スマートグリッドフレームワークモデル
（文献（3）から引用）

 図 4　サービスのプレーヤ
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 3	 	関連するセキュリティ要件と	ガイドライン

スマートグリッドに関して，各標準化機関がセ
キュリティに関わるガイドラインを示しているので
紹介する．

３.１　電力システムに関するガイドライン
IEC 62351 シリーズ（4）は 国際電気標準会議（IEC: 

International Electrotechnical Commission）が
制定する標準規格であり，電力制御関係のプロトコ
ルに関するセキュリティ対応が示されている．これ
は IEC の制定する電力用通信標準と関連するもの
であるが，本稿では電力制御システムに対するセ
キュリティに関しては説明を割愛する．

NIST IR7628（5）は NIST によりまとめられたス
マートグリッドの上位レベルのセキュリティガイド
ラインである．２. ３で示した七つのプレーヤに相
当する“ドメイン”とそれらを構成する機能群であ
る 49 個のアクタ間で論理インタフェースを規定し
ている．それらに対するインシデント対応や機密
性・完全性・可用性に関わるリスクの重大さを分析
し，アクセス管理，認証から，監査やトレーニング
に至るまでのカテゴリーに対してセキュリティ要件
を示している．具体的な実装を規定していないた
め，包括的な表現となっている．

需要家ドメインに関わる主要な通信仕様集とし
て IEEE が規定する IEEE 2030（6）が挙げられる．
IEEE 2030 は電力会社，サービスプロバイダ，需
要家の機器間の通信インタフェースに CT-xx（xx
は数字）という番号を付与しており，これと，
NIST IR7628 が対応するようになっている．した
がって，スマートグリッドに関わる論理的なシステ
ム構成が定義できれば，NIST IR7628 に規定され
ているセキュリティ要件を参照できるようになって
いる．その手法等については文献（7）などを参照さ
れたい．

Smart Grid Information Security Guidline
（SGIS）（8）は欧州の標準化団体である欧州標準化委
員会（CEN: Comité Européen de Normalisation），
欧 州 電 気 標 準 化 委 員 会（CENELEC: Comité 
Européen de Normalisation Electrotechnique)，
欧 州 電 気 通 信 標 準 化 機 構（ETSI: European 
Telecommunications Standards Institute） の 制
定したセキュリティガイドラインである．各種のセ
キュリティ規格に対して，“重複”や“抜け”の検証
を行うことを目的にツールボックスが示されている．

３.２　実装へ向けた規定・ガイドライン
OpenADR はデマンドレスポンスの信号規約から

発展した相互運用性を担保するための仕様であり，
認証方式などセキュリティに関わる手順も含まれて
いる．

日本における需給調整サービスの実現に際し，情
報通信ネットワークを介した実現方法を調査，分析
した資料として，TTC TR-1072（9）がある．これは，
情報通信技術委員会（TTC: Telecommunication 
Technology Committee）において作成されたもの
である．

セキュリティ要件は NIST IR7628 と IEEE 2030
を引用しているが，IP-VPN やクラウドなどの具体
的な実現方法を意識したものになっている．

資源エネルギー庁がエネルギー・リソース・アグ
リゲーション・ビジネス検討会（ERAB:　Energy 
Resource Aggregation Businesses） に お い て セ
キュリティガイドライン（10）を制定している．これ
は経済産業省サイバー・フィジカル・セキュリティ
対 策 フ レ ー ム ワ ー ク（CPSF:　Cyber Physical 
Security Framework）（11）に準拠している．

CPSF は企業間のつながりである第 1 層，物理空
間とサイバー空間のつながりである第 2 層，サイ
バー空間のつながりである第 3 層をモデル化し，
NIST や IEC のフレームワークを参考にしてセキュ
リティ要件を示したものである．ERAB セキュリ
ティガイドラインはエネルギーサービス向けに策定
されたものある（図 5）．

この中では，
R1:  送配電事業者とアグリゲータ（サービスプロ

バイダに相当）間のインタフェース
R2:  小売電気事業者とアグリゲータ間のインタ

フェース
R3:  アグリゲータを構成するアグリゲーション

コーディネータとリソースアグリゲータ間の
インタフェース

R4:  アグリゲータと需要家のゲートウェイ , ビル
エネルギーマネジメントシステム (BEMS: 
Bui ld ing and Energy Management 
System), ホームエネルギーマネジメントシ
ステム (HEMS: Home Energy Management 
System) 間のインタフェース

R5:  需要家のゲートウェイ，BEMS，HEMS と各
機器間のインタフェース

のように各プレーヤのインタフェースを R1 から
R5 に分類し，それぞれについてサイバーセキュリ
ティ対策の勧告を示している．
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 4	 	新しいエネルギーサービスに向けた	セキュリティの観点

３.で述べたように，スマートグリッドのサイ
バーセキュリティガイドラインは，電力制御システ
ムや運用システムの観点，サービス実現の観点，
ネットワークを介した相互運用性の観点，サイ
バー・フィジカルシステムの観点で検討が進められ
てきた．本章では今後検討すべきセキュリティの観
点と新しいサービスへの展開について述べる．

４.１　プレーヤが分散していることに関する観点
通常の情報システムでは，統一したセキュリティ

ポリシーに従い，システムの導入・運用が実施され
ている．しかし，２. ３に示したプレーヤ間では，
契約関係はあっても統一した詳細なセキュリティポ
リシーを遵守するのは難しいと考えられる．特に，
電力会社やサービス事業者は何らかの基準が設定で
きても，これらの顧客である需要家内の機器（デバ
イス）や設備については対象外とせざるを得ない．

インターネットを介した情報通信サービスでは，
ユーザ側（クライアント）から不正パケットによる
攻撃があることを前提に，サーバ側にはファイヤ
ウォールを設置している．

需給調整サービスにおいては，サービスプロバイ
ダや電力会社に対する不正アクセスのほか，需要者
側の装置・設備に対しても不正アクセスが考えられ
る．またプレーヤの関係や，対象となる機器・設備
の数，置かれる状況などが複雑になるため，ファイ
アウォールのような“境界防御形”の方法では対応
し切れなくなる恐れがある．

一つのアイデアとして“ゼロトラストアーキテク
チャ”の適用がある．NIST SP800（12）では，ゼロ
トラストを「情報システム及びサービスにおいてセ
キュリティが侵害された場合でも，各リクエストに
対し正確に最小限の特権になるようにして，不確実
性を最小限に抑えるように設計された概念とアイデ
ア」と定義している．図 6 にゼロトラストアーキ
テクチャの概念図を示す．デバイスやユーザ（各プ
レーヤ）ID によるアクセス要求に対し，リソース
にアクセス許可をするかどうかをポリシー実行ポイ
ント（PEP: Policy Execution Point）が制御する．
アクセス許可の判断は，ポリシー決定ポイント

（PDP: Policy Decision Point）のポリシーエン
ジン（PE: Policy Engine）が行い，PEP への制
御はポリシーアドミニストレータ（PA: Policy 
Administrator）が行う．これにより，ユーザ ID
やデバイスを単純に信頼することがなく，アクセス

，
．

 図 5　ERABサイバーセキュリティガイドラインの範囲　（文献（10）から引用）
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の可否判断を動的に実施することができる．なお，
PDP はユーザデバイスからのパケットが流通する
データプレーンから切り離されたコントロールプ
レーンに置かれることで，外部の攻撃から保護され
ている．

分散電源のサービスにゼロトラストアーキテク
チャを適用した例が NIST SP1800-32（13）に紹介さ
れている．これは，小規模な範囲のスマートグリッ
ドサービスと管理に適用したものである．この中
で，NIST サイバーセキュリティフレームワークと
の対応について述べられている（14）．

４.２　データ流通の観点
従来，データ流通の機密性を確保するために電文

を暗号化したり，システムの可用性を確保するため
に各種のサイバー攻撃防止の手段が導入されてい
る．NIST IR7628 に代表されるエネルギーサービ

スのセキュリティ要件規程についても，このような
サイバーセキュリティの対策を示唆するものであ
る．しかし，データに着目すると，これらではカ
バーし切れない要件があると思われる．それらにつ
いて示す．

４.２．１　�プライバシーとデータのトレーサビリティ
の観点

電力需要が需要家の経済活動と比例するものと
考えると，データのプライバシー保護が重要となっ
てくる．例えば，ビルオーナーとテナントでは，ビ
ルオーナーがサービスプロバイダと契約した場合，
テナントの電力需要をどのように開示するかの整理
が必要であろう．また，通常，需要家内の太陽光発
電，蓄電・蓄熱，エレベータ，空調等の各設備機器
の監視は，それぞれ個別の保守サービス会社が通信
回線経由で行うことで，機器の状態を把握してい
る．このような場合，サービスプロバイダによる機
器の状況把握や制御に対して，保守サービス会社の
管理とどのように整合させるかが課題になる（図 7）．

一方で，電力需給の融通に関してその根拠のト
レーサビリティが求められるため，関連プレーヤの
活動状況の記録や保管が必要となってくる．

ヨーロッパで設立された Universal Smart Energy 
Framework Foundation（USEF） の 提 案 す る フ
レームワークのうちセキュリティ関連のものである
The Privacy and Security Guideline（15）はタイト
ルに明記されるようにプライバシー保護のポリシー
に特化している．ここでは表 1 に示すような内容
が記載されている．

 図 6 　ゼロトラストネットワークアーキテクチャ

 図 7　サービスのプレーヤ
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４.２. ２　データの完全性，真正性の観点
２.で示したように，需給調整サービスにおいて

は，需要量，供給量を把握して調整依頼を実施する
ものであった．ところが，参照依頼したプレーヤと
報告したプレーヤでデータに差異がある場合（完全
性の喪失）や，報告されるデータやデータ発信者・
施設に虚偽がある場合（真正性の喪失）には，需要
量・供給量の把握が正確にならないため，誤った制
御が実行されるおそれがある．その結果，インセン
ティブの不正受給や，需給バランスが崩れることに
よる大規模な停電（ブラックアウト）などの事故が
発生する可能性も否定できない（図 8）．データの
完全性，真正性の担保が今後重要な課題となる．

４.２. ３　予期しないデータの流出の観点
公的機関が業務で使用していた通信サービスが

国外のサーバにデータを送っており，更に現地で参
照できる状態になっていたことが報道で指摘され
た．需給調整サービスにおいても，システムのプ
ラットホームとしてクラウドの活用が考えられる
が，一方で扱うデータは重要な社会インフラを支え
るものであるため，データを「どこの誰が管理して
いるのか」まで担保できる必要があろう．

４.３　データ指向技術適用の観点
データ流通がより重要になってくることを示し

たが，従前の物理的なノードやデバイスに付与され
た IP アドレスを核として通信路を設定し，そのセ
キュリティを担保する方法から，情報指向型ネット
ワーク（ICN: Information Centric Networking）（16）

のようなデータ中心に情報伝送を考え，そのセキュ
リティを担保するようなパラダイムシフトが期待で
きる（17）．ICN はデータの名前で情報を要求・取得
するネットワーク方式であり，データを伝送する
ルータにデータのキャッシュを持つことから，コン
テンツ配信のトラヒック削減と効率化が期待されて
いる．一方で，IoT データの転送に多用される
Publish/Subscribe 型のプロトコルとも親和性が高
いので，需給調整のデータ流通にも活用できるので
はないかと考える．

データの真正性・完全性担保の観点では，電子署
名とともに，公的なデータとひも付けることと，電
力会社とサービスプロバイダが共通で参照できる
データを一元管理する共通参照レジストリを構築す
ることが有効であると考える．公的データとしてデ

 図 8　虚偽データの問題

表 1　USEF The Privacy and Security 
Guideline（15）の内容

・プライバシー価値創造のトレードオフ　全ての正当な利
益と目的に対して対応する必要がある
・データ管理　収集目的，保存期間と理由，元に戻すタイ
ミング等
・データ通信　データ通信のタイプと必要なセキュリティ
レベル
・機密性　情報へのアクセスと開示を制限し，不正なアク
セス・開示を防止
・完全性　データが検知されずに変更されないこと（機密
性・可用性より重要）

・可用性

・災害復旧　セキュリティーシステムは完璧ではないとい
うこと

・識別・認証・承認　誰かを特定し，検証し，許可する

・リスク評価　脅威に関連するリスクの定量的・定性的評価
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ジタル庁が推進するベースレジストリ（18）がある
（表 2）．表 2 で示した法人データや，これ以外でも
発電施設等各種の公的届出情報のデータを参照する
ことにより信ぴょう性の根拠としたり，共通参照レ
ジストリによってデータの変化がないことを相互に
確認できることが期待できる．

これらは，ICN のセキュリティ実現手法，レジ
ストリのアクセス権や開示方法，システム全体の運
用主体など整理すべきことが多いが，データに関連
するセキュリティの課題解決には有効であろう．

４.４　新たなサービス展開への課題
本稿では需給調整サービスを中心に述べたが，こ

れ以外に着目すべき項目について述べる．

４.４. １　エネルギーの安定供給のサポート
2020 年末から 2021 年年頭にかけて電力価格が

高騰した．文献（19）などによれば，寒波の到来
による電力需要増，日照時間低下による太陽光発電
の供給量不足，コロナ禍による LNG 輸送量低下な
ど複雑な要因が関連したようである．このような事
態による影響を小さくするために，気候予測，物
流，エネルギー貯蔵量などの量的データの把握を適
切に行うことで，より安定したエネルギー供給に向
けた戦略立案をサポートすることが期待される．し

かし，一方でこれらのデータはプレーヤのビジネス
に直結するために，機密性が高いと考えられるた
め，データの流通に対して，どのようなコンセンサ
スを得るかなどが課題となるであろう．

４.４．２　�電気自動車の普及による電力需要パターン
の変動への対処

カーボンニュートラルの要求から，電気自動車
（EV）の普及が進められていく．電力の需給調整の
観点から見ると以下の 2 点が求められる．

①　 電力供給過多のときの消費手段としての期待
②　電力需要の地理的な変動に対する対処
①については，需要者の分散電源としての位置付

けであり，供給過多のときに充電を要請するユース
ケースが考えられる．

本稿で述べた電力需要変動は時刻や季節など時
間によって変動することが前提であったが，②では
それが必ずしも成立しないことを意味している．
EV の普及によって，人流と電力需要変動がリンク
することが考えられる．例えば，長期休暇期間に多
くの人が EV で都市部から観光地や地方に移動する
と想定すると，都市にあった電力需要が国内に分散
することになる．このような地理的な電力需要変動
はこれまで未経験であり，今後より重要な課題とな
ると考えられる．

表 2　ベースレジストリの例　（文献（18）から抜粋）

分野 指定項目 指定データ等 所管部門 区分＊1

法人

会社法人等番号

商業・法人登記簿 法務省 ①����商号

本店所在地

法人番号 法人番号公表サイト 国税庁 ①����

法人資格 gBixINFO 経済産業省 ①����

決算情報 EDINET 金融庁 ①����

官報（決算公告） 国立印刷局 ②����

土地・地図

地図情報 電子国土基本図 国土地理院 ①

郵便番号 郵便番号 日本郵便 ①

アドレス ①

町字 電子国土基本図 国土地理院 ②

所在・地番 不動産登録簿 ②

個人 個人情報（＊2） 法務省 ②

（＊1）� �区分①：即効性の観点から、早期にベースレジストリとしての利活用を実現するものとして指定
するデータ

� �区分②：今後ベースレジストリとして整備のあり方を含め検討するものとして指定するデータ
（＊2）�� 氏名，住所，性別，生年月日
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電気学会，情報処理学会各会員．博士（国際情報通信学）．
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はじめに
2015 年 9月，私は博士課程の学生として新しい
人生の旅を始めるべく来日し，現在は日本の研究機
関で研究員として働いています．多くの困難があり
ましたが，この6年半の日本での生活は，私を良い
意味で大きく変えてくれました．本稿では，私の日
本での経験について紹介します．

日本への留学の決意
スリランカでソフトウェアエンジニアとして働き

ながら修士課程を修了した後，私は更なる進学を望
みました．スリランカで勉強を続ける選択もありま
したが，外国の文化や生活を体験するために留学を
考えました．日本の近代的な技術，美しさ，文化に
惹かれましたし，進学先候補であった埼玉大学の指
導教授の前向きかつ丁寧な御対応に，進学の意欲が
高まりました．当時就いていた仕事の給料は申し分
なく，また，既に大学の奨学金の募集は終了してい
たため，全額自費での留学となったのですが，強い
思いと決断力で仕事を辞め，埼玉大学の博士課程に
入学しました．

学生生活での学び
埼玉大学では暗号基盤研究室に所属し，匿名認証

技術の一種であるグループ署名についての研究を行
いました．
当時，私は日本語が話せず，研究室の日本人学生

も余り英語を話すことができなかったので，最初の
数か月は研究室内での意思疎通がうまくいかず，大
変だったことを覚えています．それでも，私と日本
人の研究室仲間は，互いの言語を忍耐強く学び，次
第に会話ができるようになっていきました．また，
私と同じく海外から来ていた留学生仲間は，当時ホー
ムシックになっていた私が状況を克服できるように
支えてくれました．日本人の研究室仲間はミーティ
ングで，自分の研究内容を英語で発表して，私のよ
うな留学生が理解できるようにしてくれました．彼
らはよく冗談で，私が来る前に知っていた英単語は
五つだけだったけれど，私が日本語を話せないので，
私のために英語を勉強したのだと言っていました．

1

2

3

図１　�オーストラリアに住む弟夫婦を訪れたときの家族写真
（右から2人目が本人）

図２　�研究室で指導教授と友人とともに（上）,�研究室仲間
と中華料理店にて（下）

（株）国際電気通信基礎技術研究所　Maharage Nisansala Sevwandi Perera

若者よ、
世界に
出よう！

日本での経験で
得たもの
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博士課程の学生だった私は，2週間ごとに研究室
で自分の研究成果を発表しなければなりませんでし
た．それまで学部や修士課程では，自分の研究を発
表する機会はほとんどありませんでしたので，自分
の研究を発表することは，私にとって新しい経験で
した．ここでは，研究室の仲間からプレゼンテーショ
ンのスキルを学びました．

研究者としての生活
一般に，日本での就職は高い日本語能力がないと
難しいのですが，2019 年 3月，私は幸運にも外国
人が多く在籍する研究機関である京都府の（株）国
際電気通信基礎技術研究所（ATR）に研究員として
就職することができました．そこでは，博士課程と
同様，電子署名の研究を行うとともに，最近では
5Gネットワーク技術に関する研究プロジェクトにも
参加し，利用者のプライバシー保護やセキュリティ
に関する研究を行っています．
私は所属する研究室で唯一の女性，また外国人研
究者であるため，ATR入社当初は緊張感や孤独感を
覚えました．しかし研究室の仲間は，私が居心地悪
さや孤独を感じないようにしてくれました．いつも
一緒に話し，昼休みには共にリラックスして過ごし
ます．更に研究成果を共有するためのミーティング
もあり，私の研究成果を向上させるのに役立ってい
ます．研究室の仲間はみんな英語を流暢に話すので，
英語で議論することができます．また，ATRには所
属する外国人研究者に対して，日本での生活のサ
ポートをしてくれる特別な部門があり，余計なスト
レスを感じることなく研究を進められる環境を提供
してくれます．私は達成すべき目標を設定し，常に
スケジュールを守るようにしています．そうするこ
とで，スムーズに研究を続け，活動的でいられるの
です．
課題があるとすれば，日本で開催される研究会は

日本語で行われることが多く，外国人研究者がその
中に入って議論し，外部の研究機関の研究者との交
流を広げることが難しいことでした．しかし，御存
じのようにCOVID-19 パンデミックの影響で，ほと
んどの学会がオンラインで開催されるようになりま
した．その結果，以前よりも多くの国内外の会議に
参加できるようになり，国際的に関連分野の研究者
と知り合うことができるようになりました．

日本での一人暮らし
私にとって日本での生活は決して楽ではありませ

ん．言葉の壁にぶつかりながら，世界で最も勤勉な
日本の人たちと一緒に仕事をしなければならないの
です．そのため研究を続けながら日本語も勉強して
います．一方でまた，前職で培った問題分析，タス
クの分解，ソリューションの開発といったソフトウェ
ア工学のスキルは，現在の研究業務や論文発表に役
立っています．
外国人の一人暮らしは，病気のときに世話をして

くれる家族がいないこと，また，落ち込んだときに
すぐに話せる相手がいないことなどから，より困難
な状況に直面しやすくなります．研究を続けるには
集中力が必要で，私はこのような状況に陥ることを
できるだけ避けるため，健康面や精神面で工夫をし
ています．例えば，栄養バランスの良い日本食を食べ，
仕事の後は毎日ウォーキングをすることで，健康を
保つことを心掛がけています．また，音楽を聴いて
気持ちを落ち着かせるときもあります．何か深刻な
ことが起きて落ち込んだときは，誰かに電話して話
すと意外に翌朝は爽やかに楽しく一日を始められま
す．両親とは毎日電話で話すようにしています．そ
うすることで，私だけでなく，離れて日本で暮らす
私を心配する両親の気持ちも和らげることができて

4
5

図３　同僚とのミーティング風景（一番左が本人）
図４　�友人とともに京都へ（左）,�富士山へ（中央）,長野

へ（右）
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います．また，私はよく旅行に行きます．気分転換
になるだけでなく，新しい友達を作る機会にもなり
ます．
日本は最も安全な国の一つであり，一人暮らしが

しやすいと感じます．旅行や映画，レストランでの
食事，遊園地など，一人で何をするにも最適な国で
す．最近では，一人で映画館に映画を見に行ったり，
週末一人で京都や奈良に行ったりするようになりま
した．移動中においしそうなレストランを探し，そ
こで一人で食事をします．スリランカでは一人で行
動することはありませんでしたが，日本の生活は私
を大きく変え，自立させてくれました．
このCOVID-19 パンデミックにより，部屋で過ご
す時間が長くなりました．スリランカの家族に会い
にも行けません．また日本各地を訪れることもしに
くくなりました．そのため，明るい気持ちを維持す
るため何か新しいことを始めたいと考え，テニスや
ピアノを習い始めました．幸福感は仕事に影響を及
ぼすので，いつも明るく前向きでいたいと思ってい
ます．
仕事とプライベートの充実を両立させることは，

私たちの生活に欠かせないことだと思います．一人
暮らしなので，ネガティブな感情を持ちやすくなり
ます．周囲の人々はとても忙しく，心の苦しみを分
かち合える友達は多くありません．ですからスポー
ツや音楽，旅行などの活動は，私がいつも元気で明
るくしているための支えになっています．

最後に
母国を離れて日本で生活し，多くの新しい刺激と，

忘れられない経験をしています．故郷の何もかもが
恋しくなったこともありました．また，新しい文化
や社会を日常生活に受け入れることの難しさも経験
しました．しかし，このような海外生活によって，

苦境に立たされたときでも前向きになれる強さが身
に付きました．研究活動が大変な上に，一人暮らし
にはストレスもありますが，自分の時間を確保し，
前向きに考え，同僚と研究内容について話し合うこ
とで，バランスの取れた明るい生活を送ることがで
きています．
日本は高い技術力と，規律正しく勤勉な国民性が
評価されていますが，日本の治安の良さは，私の生
活をより快適なものにしてくれました．新しいこと
を経験し，一人暮らしをして自分の幸せを作る自信
を与えてくれました．私は，世界中の全ての国が，
日本のように安全であることを願っています．外国
の方々には是非日本に来て，日本の生活を楽しんで
ほしいと思います．
一方で，勤勉であるがゆえに悩みを相談せず，全
部背負う生き方は，多くの日本人にストレスを与え
ている気がします．精神的に落ち込まないよう，同
僚や家族，友達と苦労を分かち合ってほしいと思い
ます．
私は今後もっと日本を楽しみ，日本での研究生活

を送りたいです．今後，私が携わることになる研究
の仕事はたくさんあると思います．いつか日本で得
た知識や経験を，スリランカの研究者や学生たちに
伝えたいと思います．

6

Maharage Nisansala 
Sevwandi Perera 
2008 ラジャラタ大卒．2010～2013
ペラデニア大学博士課程．2015～
2018 埼玉大大学院博士後期課程（数
理電子情報コース）．2012～2015�
Reservation�Gateway 社（スリランカ）
ソフトウェアエンジニア．2012～2015�
Oganro 社（スリランカ）ソフトウェア
エンジニア．2018～現在国際電気通信
基礎技術研究所（ATR）研究員．

若者よ、
世界に
出よう！
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	1. はじめに
1.1　Wolfram|Alphaとは

Wolfram|Alpha（ 以 降，WolframAlpha と 表 記
する）は，ユーザが入力した「事実についての」質
問に対して構造化されたデータを使って答えを計算
し知識を返す，質問応答システムであり，2009 年
Web サイト上のサービスとしてリリースされた．あ
らゆる事柄に対して，現在分かり得る，基本的なこ
とからリサーチレベルのものまで，全ての情報・知
識を計算し回答として返すことをゴールとしており，
Computational Knowledge Engine（計算知識エン
ジン）と呼ばれている．リリース当初は，「検索エン
ジンのようなもの？」という印象を与えていたが，
検索エンジンは入力されたキーワードと関連の高い
ページを探し出して一覧表示してくれるのに対し，
WolframAlpha は自然言語で与えられた質問を理解
し一つの回答を返す，という点で異なる．リリース
から 13 年ほどの間に，米国では学生の学習サポー
トツールとして一般的に使われるようになり，また，
エンジンとしてアップル社の siri などにも使われて
いる．リリース当初の「Mathematica の Wolfram
がリリースしたサービス」という世間の印象は，現
在では「WolframAlpha を開発している Wolfram
が Mathematica という数値計算ソフトも出してい
るらしい」といったような認識になってきているよ
うである．

1.2　WolframAlphaの動作の具体例
WolframAlpha に入力される質問は，リリース当

初から現在に至るまで数学に関する質問が最も多
い．実際，基本的な数学から，大学・大学院レベル
の理工系問題まで Mathematica がサポートする範
囲の数学はおおむね WolframAlpha でもサポートさ
れている．微分・積分計算などの定番のクエリ以外
では例えば次のような利用例がある．

〟probability 2 people born in same month〟（2
人が同じ月に生まれた確率）

〟Runge-Kutta method, dy/dx ＝ −2xy, y（0） ＝ 
2, from 1 to 3, h ＝ .25〟（ルンゲ・クッタ法で dy/dx 
＝ −2xy, y（0） ＝ 2 を 1 から 3 まで解く, h ＝ .25）
〟CA 3-color, range 1, rule 4594122302107〟（ セ

ルオートマトン 3 色 範囲 1, ルール 4594122302107）
（図 1）．

数学系以外のクエリでは，単位変換（〟華氏 300
度は摂氏何度？〟など）や月の満ち欠けに関する質
問（〟次の満月はいつ？〟）などがポピュラーである．
以下に少々マイナーな例を幾つか紹介したい．
〟running 30 min, 6 min/mi, 28yo female, 5’6〟, 

135lb〟（28 歳女性，5'6〟（約 170 cm），135 lb（約
60　kg），6　min/mi（ 約 3.7 分 /km） で 30 分ラ
ンニング）：消費カロリー，平均心拍数，平均的な歩
数などの情報結果が得られる．
〟moving from Champaign IL to San Francisco 

CA salary $42,500〟 （年収 $42,500 でイリノイ・
シャンペーンからカルフォルニア・サンフランシス

ⓒ電子情報通信学会2022

Wolfram￨Alpha 開発物語

ウルフラムリサーチ　今藤（安井）紀子　Noriko Imafuji Yasui 

図 1　WolframAlpha 利用例 1（セルオートマトン）
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コへ引っ越し）：生活費，住居費等の変化，物の値
段の比較，両市の基本比較情報などの情報結果が得
られる．
〟p__k〟 : 一文字目が p，四文字目が k の単語を列

挙してくれる．
〟flights over Champaign IL now〟：現在のイリ

ノイ・シャンペーン市上空を飛ぶ飛行機の情報が得
られる．
〟pikachu curve〟：ピカチュウの曲線を数式化し

て表示する（図 2）．

 2． Mathematicaから
WolframAlphaへ

この章ではどのように WolframAlpha が誕生した
のかを，Mathematica の誕生に関わるエピソードと
ともに紹介する．

2.1　Mathematica とは
Mathematica は 1988 年に Stephen Wolfram に

よって考案された，数値計算ソフトウェアである．
1970 年代，物理学に没頭していた学生の Stephen
は自身の物理学の研究のための大量の計算を，手計
算ではなくコンピュータにやらせられないかと思い
立ち，当時利用することができた様々なコンピュー
タを利用し研究に活用していた．中でも MIT（米マ
サチューセッツ工科大）にあったコンピュータで
Macsyma を走らせて自身の望むあらゆる計算を
行っていたが，1979 年，彼が Ph.D. を取る頃には

それ にも物 足りなさを感じ，その 後自ら SMP
（Symbolic Manipulation Program）を開発した．
ここでのアイデアが Mathematica 開発のベースに
なっている．

Mathematica の名称はその開発を開始した当時，
共通の知人を通じて知り合い，仲を深めていた故
Steve Jobs 氏の“You should call it Mathematica”
との助言によるもので，Jobs 氏にはリリースに至る
までインタフェースやドキュメンテーションにおい
て，あらゆる“make it simpler”な提案をもらって
いたらしい．それらの縁から，1988 年にリリースさ
れた最初のバージョンである Mathematica 1.0 は，
Jobs 氏創業の NeXT 社製全てのコンピュータにバ
ンドルされていた．また，初期の Mathematica（図
3）は Unix とマッキントッシュでのみ走らせること
ができた．なお，Mathematica はソフトウェア名称
で，そこで使われている言語は 2013 年にウルフラ
ム言語と呼ばれるようになっている．

2.2　WolframAlphaへと
WolframAlpha の起源については，“I first imagined 

creating something like it more than 47 years 
ago, when I was about 12 years old.” と
Stephen は語っている．Mathematica が軌道に乗っ
ていった頃，新たな何かをと考えていたときに「質
問応答システム」の開発を思い立ったとのことであ
る．2000 年代中旬，質問応答システムは人工知能
分野において既に何十年にもわたって研究されてい
たエリアではあったが，その当時においても，実際
に使われているものは存在していなかった．開発が

「ものになる」保証は全くなかったものの，ともかく
やってみようと決め，2007 年頃から実際に開発が
始まり，2008 年後期頃には形になってきていた．

筆者が入社したのもこの頃で，入社当初は他部署

図 2　WolframAlpha 利用例 2（ピカチュウの曲線）

図 3　マッキントッシュ上での Mathematica 1.0 の起動画面
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に配属され，ほかの仕事を行っていたが，筆者が仕
事机の上に無造作に置いた Text Mining の本を同僚
にたまたま見つけられ，入社 3 か月で WolframAlpha
開発部署に異動となった．2009 年 5 月にローンチが
設定されていたが，完成度は高いとは思えず「これ
を本当にローンチするのか？」というのが，当時の
筆者の正直な感想だった．しかし Stephen の考えは

「日々改善，拡張，修正が加えられ日に日に良いもの
になってきているが，結局，実際にどのように使わ
れるのかを見れないことには，先へ先へと開発を進
ませても意味のない方向に進めてしまう可能性があ
る」というものだった．時期尚早と思えたローンチ
だったが，なるほど理にかなっているな，と納得さ
せられた．

 3．技術面でのWolframAlpha
3.1　クエリ解釈

WolframAlpha がクエリ（質問）を受け取り，結
果を返す処理は，大きく分けて 2 段階のプロセスで
行われる．第 1 段階は，自然言語を理解し，ウルフ
ラム言語のフォームに変換するステップで，我々は

「パーサー」と呼んでいる．第 2 段階は，変換され
たウルフラム言語のフォームを基に出力を作成する
ステップで，「スキャナ」と呼んでいる．以下で，第
1 段階のパーサー処理の核である，クエリ解釈につ
いて述べる．

クエリ解釈は，チャートパーサー，ボトムアップ
構文解析，トークン分解など種々の自然言語処理手
法を柔軟に組み合わせて行われる．また，クエリ解
釈がうまくいかずパーサー処理が fail した場合は，

「ストップワードを除去してパーサー処理を再挑戦す
る」ことを繰り返す．曖昧性のあるクエリに対して
は，まず全ての解釈を導き出し，処理の過程，ある
いはパーサーの最終段階で取捨選択し，残ったもの
についてはスコア付けを行い，スコアの一番高いも
のがベストな解釈として第 2 段階のスキャナに送ら
れる．

例えば，〟Lincoln size〟というクエリがあったとす
る．WolframAlpha が知る限りの〟Lincoln〟とは，
エイブラハム・リンカーンという人物の名前であり，
都市名でもある．実際，〟Lincoln〟という都市はアメ
リカ国内だけでも 30 以上存在するようである．ま
た，〟Lincoln〟という学校もアメリカには存在する． 
〟size〟は，大きさ，広さ，多さなどと複数の解釈が
できる．クエリの各ピースの全ての解釈がそろった
ところで，各ピースの組合せによる解釈を検討する．

「エイブラハム・リンカーンの（身体的な）大きさ」，
「リンカーン市の（面積による）大きさ」，「リンカー
ン市の（人口による）大きさ」，あるいは「リンカー
ンという学校の（生徒数による）大きさ」，「リンカー
ンという学校の（面積による）大きさ」などと解釈
することができる．これらの解釈を位置情報等の
ユーザメタデータや，種々のヒューリスティックな
どによって順位付けし，第 2 段階のスキャナに送る．
図 4 がその結果である．「エイブラハム・リンカーン
の身長」を聞かれていると解釈し，その答えをデ
フォルトで返している．薄くブルーで囲まれた部分
を Assumption と呼び，どの解釈の結果を表示して
いるか，また，考えられ得るそのほかの解釈を示し，
それらの結果へリンクでアクセスできるようになっ
ている ．

図 4　＂Lincoln size＂ の出力画面．中段，ブルーで囲まれた部分が Assumption のエリア．
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 4．改善の取組み
4.1　初期の課題

図 5 のグラフは，2009 年 5 月のローンチ後約 5
年間の fall-through 率（回答が返せなかったクエリ
の割合）を示している．最初の 1〜2 年は，ある程
度予測されていたことではあったが，10 クエリ中 3
〜4 クエリが fall-through という，十分とは言い難
い fall-though 率であった．システムとしての未熟
さももちろんあったが，ほかに考えられる要因もあっ
た．ローンチ時の Web サイトは，Google などの検
索窓のように，極めてシンプルな入力フィールドの
みがある，といったものだった（図 6）．

そのインタフェースから，サーチエンジンと混同
するユーザも多く，入力クエリが，WolframAlpha
が期待する「事実に関する質問」ではなく，欲しい
コンテンツを見つけだすための「検索語の羅列」で
あることが多く見られた．また，「あらゆる質問に答
える」という触れ込みに「そもそも何を聞いていい
のか分からない」という状況になっていた．この状
況を打破するために，2010 年には，〟Enter what 
you want to calculate or know about〟（計算した
いことか，知りたいことを入力して下さい）という
一文が添えられるようになった（図 7）．更に何を聞
いていいか分からない人が多いという課題への対応
策として，やはり例文を提示すべきだということに
なり，例文ページへのリンクを追加した．また，も
う少し例文へのアクセスを簡単なものにするために，
イラストを表示し，それをクリックするとそのイラ
ストに関する例文が走るようにした（図 8）．このよ
うに試行錯誤をしながら，入力窓とカテゴリー分け
された例文集へのリンク集がトップページに来る現

在のサイト（図 9）に落ち着いていった．

4.2　中期の課題点
4.1で述べた Web サイトのトップページの改良

のおかげか，ユーザに WolframAlpha の使い方を模
索し習熟して頂けたからか定かではないが，「得体
の知れないサイト」から「何かちょっと便利なサイ
ト」という認識に変わり，WolframAlpha の使い方
も定着し，fall-through 率もローンチ後 5 年頃には
10％を切るようになっていった．開発側も初期の頃
とは違い，機能やシステム構造の改良・改善・追加
とともに，ユーザフィードバックをベースに，より
細やかな調整，ヒューリスティックの追加によるク
エリ解釈精度の改善も増えた．数学分野で簡単な例
を挙げると，例えば，〟e〟は〟a+b+c+e〟というクエリ
で使われると変数，〟2e+12〟というクエリだと指数関
数と解釈しないといけない．また，例えば〟cos

（30）〟における〟30〟は恐らく角度を意味すべきだろ
うが，〟cos（π）〟の〟π〟はラジアンだろう．入力クエ
リを正しく数式と捉えることから一歩進んで，より

図 8　 ローンチから数年後．下の部分の各イラストが関連
する例文ページへのリンクになっている．

図 5　 ＂fall-through rate＂（回答が返せなかったクエリ
の割合）の時系列変化

図 6　ローンチ時の WolframAlpha のトップ画面

図 7　 ローンチ一年後．＂Enter what you want to 
calculate or know about＂ の表示を追加
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クエリのセマンティックの理解が可能になるような
調整が加えられた．

一方でユーザ側の WolframAlpha への期待値は上
がりつつあり，長いクエリが増えたり，NonASCII
文字も増えるなど，多様化した，より複雑なクエリ
への対応が課題となっていった．当初はアメリカ国
内，あるいは英語圏のみでの利用を想定していたが，
他言語，それも多言語版の WolframAlpha を構築す
る必要性が高まり，次章で述べるローカライゼーショ
ンのプロジェクトが開始された．

また，扱えるデータの種類を増やすとともに，複
数の種類のデータにアクセスして解を得るようなク
エリなど，より複雑なクエリへの対処を強化させて
いった．最初からサポートされていたクエリは，あ
るデータとそのデータの特徴に関するクエリである．
例えば，〟population of Honolulu〟（ホノルルの人
口）は都市データの人口という特徴に関するクエリ
である．〟population of where Obama is from〟（オ
バマ氏の出身地の人口）というクエリは，人物デー
タが保持する「ある人物の出身地という特徴＝都市」
から，都市データにアクセスし，都市データの人口
という特徴を解として返す．二つのデータの二つの
特徴をクロスアクセスすることで得られる．

これらのより複雑なクエリのサポートは，組合せ
論的に膨大な数の解釈が生まれる可能性があり，処
理速度の維持・改善が大きな課題となっていった．
細かな調整を積み重ねつつ，ウルフラム言語で書か
れていたコードの一部を JAVA に移植するなどして対
処してきているが，処理速度の改善は，この頃から
現在に至るまで依然大きな課題の一つとなっている．

4.3　最近の課題点
ここ何年かで顕著になってきたのは利用デバイス

の多様化である．ブラウザ上の Web サイトでキー
ボードからの入力がほとんどであった初期に対して，
現在は当然のことながら，それに加えてスマート
フォンやタブレットなどのデバイスの利用も多い．
これに伴って「数式を入力するのが困難・面倒」な
どの声を聞くようになってきた．これは特に，日本
語版 WolframAlpha の利用にあたってよく聞かれ
た．米国では（地域差はあるだろうが）中高生の多
くがクロムブック等のデバイスが支給され，それを
日常的に勉強に利用しているのに対して，日本の中
高生のメインのデバイスはスマホかタブレットである
ことがほとんどだからという違いからだと思われる．

そういう声への対処として“数式入力”（数式ボ
タンによる入力）を可能にした．通常のプロセスで
は自然言語での入力を受け取り，パース処理を行っ
てウルフラム言語のフォームに変換する．数式入力
は，ユーザが選択した数式のテンプレート上に入力
された自然言語－つまり，〟2x+1〟などの一般的な数
式や，〟2nd digit of Pi〟（Pi の 2 桁目）などのクエ
リ，〟x to the power of 2〟（x の 2 乗）などの自然言
語で表現された数式を受け取り，通常の方法でその
自然言語部分をパースし，その結果を指定された数
式で処理するという段階を取る．テンプレートごと
にパースした後で，それぞれのパース結果をまとめ
て，最終的なパース結果を返すようになっている．
図 10 は，行列，積分，極限，対数などのテンプレー
トを用いた入力例である．筆者個人としては，これ
を発展させてカメラによる数式の読取りによる入力

図 9　現在のトップページ．下の部分にカテゴリ分けされた例文へのリンク集がある．
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を実現できれば，と思っている．ただ，ここでもまた，
処理速度は今なお取り組んでいる大きな課題である．

 5．WolframAlphaの他言語化
5.1　状況と目標
4.2で述べたように，英語圏内で WolframAlpha

が認識されるとともに，他言語でのアクセスも増え，
他言語版 WolframAlpha の要求が高まったことか
ら，5 年ほど前から，WolframAlpha の他言語化

（多言語化）プロジェクトが開始された．ログによる
アクセス数，ユーザ人口などを加味し，日本語，ス
ペイン語，ロシア語，韓国語，フランス語へ他言語
化されることになった．各言語で入力されたクエリ
を理解し，パースし，それぞれの言語で結果を表示

する．最初のバージョンの目標は数学分野全般のサ
ポートとした．

他言語版 WolframAlphaは英語版のWolframAlpha
をベースに構築される．ソフトウェア上のコンポー
ネント及び特性は英語版の WolframAlpha から他言
語版の WolframAlpha へと引き継がれているので，
英 語 版 で 動く（ 英 語 の）クエリは他 言 語 版 の
WolframAlpha でも動くようになっている．

5.2　課題点
5 年ほど前に始まった他（多）言語化のプロジェ

クトであり，スペイン語版が近々公開になる予定で
はあるが，現在，既にローンチされているのは，
2018 年 6 月にローンチされた日本語版（図 11）の
みである．膨大な量のデータ，言語パターン，コー

図 11　日本語クエリ利用例

図 10　数式ボックスによる入力例
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ドを他言語化する必要があり，それらに機械翻訳を
利用できる部分は実は極めて限られていた．他言語
化するために，各言語を母国語とする人材の確保が
必須となった．幸い，社内には日本語を母国語とす
る人材はほかの言語よりも多く，これにより日本語
化は他言語よりもずいぶん早く進められた．実際，
プロジェクト開始当初は，社内のいろいろな部署か
らヘルプを募り，一時期，日本語化に携わっても
らった．

他言語版 WolframAlphaは英語版のWolframAlpha
をベースに構築される．英語にはない概念は言語ご
とに新たな処理・構造を加える必要がある．日本語
に関して言えば，語の境界（「分かち書き」や形態
素解析）の問題や，一人，一個，一本などの助数詞
の処理，また日本語と英語で異なる語順への対処な
ど，自然言語処理においては基本とも言えるものか
ら，それぞれの言語でのみ使われる特殊な記号，表
示方式，文字などへの細かな処理まで，様々である．
例えば，〟（134,123）〟は，日本語においては，134 と
123 という二つの数字を意味するだろう．しかし，
他の言語では 〟,〟 は小数点であり，〟134.123〟と解釈
する必要があったり，あるいは別の言語では，〟,〟は，
数字の区切り目を意味し，〟134123〟と解釈する必要
があったりする．言語ごとにヒューリスティックの
見直し，微調整を行っている．

前述のように，他言語版の最初のバージョン目標
は数学分野全般のサポートであった．それ以外のク
エリについては，例えば，化学分野などにサポート
を広げつつあるものの，英語版と同じようにはなか
なかいかず，日本語版もいまだに，ほとんどサポー
トしていない．クエリの解釈と出力の処理自体は数
学分野との境目なく，同様の他言語化処理を施して
行えるのだが，難しいのは，データそのものの他言
語化である．つまり，データをその言語が使われて
いる地域，国に合わせて新たに取得する必要があ 
る．例えば，〟famous people named Stephen〟（ス

ティーブンという名前の著名人）というクエリは，
名前データベースと著名人データベースを利用して，
解を求めている．日本語版で望まれるのは，例え
ば，〟本田という名前の有名人〟であり，日本の名前
データベース，そして日本における著名人のデータ
ベースがなければ回答を返すことができない．各言
語に合わせた，地域，国におけるデータの取得は今
後の大きな課題である．

 6．おわりに
本稿では，WolframAlpha とは何かを述べた後，

ローンチから現在に至るまでの開発過程における問
題点，課題点を挙げ，どのように対処してきたかを
述べた．WolframAlpha には「常にアルファ版」と
いう意味が込められており，終わりなきプロジェク
トである．一般的には「質疑応答システム」と言え
ば，人工知能や機械学習などの技術をフルに利用し
実現させるものだという印象があるかもしれないが，
WolframAlpha の信頼性は，ここで述べたように少
しずつ，本当に地道な積み重ねで実現できているも
の で あ る と 思 っ て い る． そ れ は， あ る 意 味，
Wolfram 社のカラーで，いわゆる“アメリカ”の一
般的な進め方とは異なるかもしれないが，日本人の
筆者には，その「こつこつと積み上げる」感じが心
地よく，これからも長く携わっていきたいと思って
いる．

今藤（安井）紀子 
2001 奈良女子大大学院博士後期課程了．
理博．2001-2005 東大生産技術研究所に
て博士研究員．2006-2008 米イリノイ大
アーバナ・シャンペーン校にて博士研究員．
2008 か ら Wolfram Research に て 主 に
Wolfram Alpha の開発に携わる．現在同社
にて Senior Developer．



こんなツール，使っています

我々の身の回りには目に見えない多くの電波が飛び
交っている．これらは RF（Radio Frequency: ラジオ
周波数）と呼ばれ，我々の生活を支える上でなくてはな
らない存在となっている．例えば，携帯ゲーム機を使っ
たインターネット通信対戦や通学通勤時や運動時に手軽
に音楽を聴ける無線イヤホン，スマートフォンを使って
大容量データをダウンロードするなど挙げればきりがな
い．

これらは無線 LAN（Local Area Network:　構内通
信網）や Bluetooth，近年話題の 5G（5th Generation 
Mobile Communication System: 第 5 世代移動通信シ
ステム）など誰もが一度は耳にしたことのある規格が使
われている．先ほど挙げた例のように個人での使用はも
ちろんのこと，IoT（Internet of Things: ‘ もの ’ のイ
ンターネット）の発展により大規模な工場での機械制御
などにも使われており，ますます無線製品の需要は高
まっている．

中 で も， 免 許 不 要 で 利 用 可 能 な ISM バ ン ド
（Industrial, Scientific and Medical Band）は身の回
りの製品にも多く使われており，先ほど挙げた無線
LAN や Bluetooth のほか，電子レンジ，コードレス電
話などは ISM バンドの一つである 2.4 GHz 帯という同
じ周波数帯域を使用している．多くの機器が同じ周波数
帯を利用すると一体どんなことが起こる可能性があるだ
ろうか．昼食時，食品を温めるために電子レンジを使っ
ている．一方，別の部屋ではノートパソコンで社内ミー
ティングに参加中であったが，突然通信が切断されてし
まう．これは，無線 LAN の通信が同じ周波数帯域を利
用する電子レンジと電波干渉したためである．

我々はこれらの現象を結果から予測することはでき
るが，目に見えない無線信号の挙動を通常は見ることが
できない．そこで活躍するのが「スペクトルアナライ

ザ」と呼ばれる測定器である．
本稿では，スペクトルアナライザとは何かを説明し，

無線 LAN や Bluetooth 等の間欠的な信号をどのように
見るのか，弊社のスペクトルアナライザを例に紹介す
る．

スペクトルとは横軸を周波数，縦軸をパワー（振幅）
で表したものを言い，入力された電波などの信号をスペ
クトルとして表示するのがスペクトルアナライザであ
る．初めて耳にすると，難しく取っ付きにくいもののよ
うに聞こえるが，我々の身近なところにもスペクトルア
ナライザはある．パソコン（PC）の音楽プレーヤに搭
載されているオーディオビジュアライザもスペクトルア
ナライザの一種である（図 1）．

オーディオビジュアライザは音楽用途であるため，周
波数範囲を人間の可聴域である 20 Hz〜20 kHz 程度と
している．一方，測定器のスペクトルアナライザは無線
通信で用いられるメガヘルツ（MHz）やギガヘルツ

（GHz）といった比較的高い周波数が採用されている．
また強い信号と微弱な雑音信号を同時に見られるように

1 はじめに

2 スペクトルアナライザとは

リアルタイムスペクトル 
アナライザの導入と基本操作

（株）テクトロニクス＆フルーク 齊藤 桐 Kiri Saito

図 1 オーディオビジュアライザ
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縦軸をデシベル（dB）単位で表している．
一口にスペクトルアナライザ（以降，「スペアナ」と

する）と言っても幾つかの種類があり，歴史を振り返る
と掃引型スペアナとリアルタイムスペアナの二つに大別
される．掃引型は，周波数を低い方から高い方へ変化さ
せながら，狭帯域なフィルタを通過した周波数成分を画
面に表示させる．フィルタを通過しなかった周波数成分
は切り捨てるため，間欠的な信号はタイミングが合わな
いと見ることができない．一方，リアルタイムスペアナ
は FFT（Fast Fourier Transform: 高速フーリエ変換）
という技術を使い，複数の周波数成分を同時に表示する
ことができる．そのため掃引型に比べ取りこぼしのない
測定が行えると言われている．
1．で挙げた Bluetooth などの信号は省電力化やほか

の電波との干渉を考慮して，電波の照射時間が非常に短
くなっており，おおよそ数十〜数百 µs という時間長の
信号を用いて通信を行う．そのため従来の掃引型では信
号を捉えることが非常に難しくなっている．リアルタイ
ムスペアナであれば，こういった間欠的な信号を取りこ
ぼすことなく取り込むことができるため，リアルタイム
なスペアナによる測定の需要が高まっている．

テ ク ト ロ ニ ク ス ＆ フ ル ー ク の RSA（Real-time 
Spectrum Analyzer）は全てこのリアルタイムスペア
ナであり，間欠的な信号を正確に捉えることが可能であ
る（図 2）．

従来のリアルタイムスペアナは据え置き型で価格も
高価であったが，近年では小形かつ安価なものが普及し
ている．従来の据え置き型は演算や解析処理もスペアナ
本体で行っていたため，きょう体が大形であったが，昨
今 PC の演算処理の高速化に伴い，解析処理を PC 側に
行わせることでスペアナ本体の小形化を可能としてい
る．弊社 RSA 300，500，600 シリーズはこの方式を
採 用 し て お り，PC 側 に 弊 社 解 析 用 ソ フ ト ウ ェ ア
SignalVu-PC（シグナルビューピーシー）をインストー
ルすることで，スペクトルの表示や各種解析機能を使用
できる．

次章からはこの SignalVu-PC についてインストール
手順，及び各種基本的な測定について解説を交えながら
説明を進めていく．

SignalVu-PC は弊社ホームページ（HP）から顧客が
登録を行い，アカウントの作成及びログインをすること
で無償でダウンロードすることができる．なおアカウン
ト登録も無料で行うことができ，見積りや有償ソフト
ウェアの試用など様々なサービスを利用できる．弊社

HP ダウンロードページから，最新バージョン（2022
年 4 月時点）のソフトウェアを取得することができる（1）．

ダウンロード完了後，SignalVu_PC_*****.exe ファイ
ル（***** はバージョン名）を起動し，ファイルの解凍
先を設定する．（標準では C ドライブ直下になってい
る．）Windows エクスプローラを使用し，解凍先のフォ
ル ダ に 移 動 し，SignalVu-PC フ ォ ル ダ 内 の win64\
setup.exe を起動する．その後，インストールウィザー
ドに従ってソフトウェアのインストールを完了する．

SignalVu-PC の最新バージョン（V4.5.0093）にお
ける PC の要求スペックを次に示す．

・Windows10（64bit OS のみ）
・ CPU（Central Processing Unit: 中央処理装置） 

Intel core i5 以上（core i7 推奨）
・20 GByte 以上の C ドライブ空き容量
・ 4 GByte 以上の RAM（Random Access Memory）

※ RSA 300,500,600: 8 GByte 以上
・USB（Universal Serial Bus）3.0 端子
以上のスペックを満たした PC を御用意頂きたい．な

お，特定のメーカに対する動作確認は行っていないた
め，機器の相性を起因とする動作保証については御了承
頂きたい．

SignalVu-PC のインストールが完了したら，測定の
準備として早速スペアナとの接続を行う．なお，本稿で
は弊社リアルタイムスペクトルアナライザ RSA 306B
を使用して説明を行っていく．まず初めに，RSA と PC
を付属の USB ケーブルを用いて接続する．RF 入力コ

3 SignalVu-PC の導入

図 2 Tektronix 製スペクトルアナライザ

図 3 アイコンと Connection インジケータ
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ネクタ（N 型端子）にアンテナ，若しくは入力ケーブ
ルを接続する．ここで，接続する端子によって適宜対応
した変換コネクタを使用する．

RSA と PC の接続が確認できたら，PC のデスクトッ
プ上にある“Tektronix SignalVu-PC”というショート
カ ッ ト ア イ コ ン（ 図 3 左 ） を ダ ブ ル ク リ ッ ク し，
SignalVu-PC を起動する．PC と RSA が USB 3.0 で接
続されていればソフトウェア側で自動認識し通信を開始
する．接続が完了すれば画面右下の Connection インジ
ケータが赤色から緑色に変化する（図 3 右）．もし，自
動で接続されない場合はソフトウェア画面上部のツール
バーから，Connect > Search For Instruments を選択．
機器が見つかったら，Connect To Instrument から機
器を選択して接続を行う．以上で測定の準備は完了であ
る．

RSA と PC の接続が完了し SignalVu-PC を立ち上げ
ると，図 4 のようなスペクトル画面が表示される．ま
ず初めに基本的な解析手順について説明する．この画面
は横軸を周波数，縦軸をパワーとするスペクトルで表示
されている．画面下部の四つのテキストボックスの値を
変更することで，任意の周波数の強度を視覚的に確認す
ることができる．

それぞれの画面との対応について説明する．
左から一つ目の Frequency は中心周波数を設定でき

る．中心周波数とは，スペクトル画面の周波数軸の左端
から右端までのちょうど真ん中の周波数のことである．
二つ目の Ref Lev（Reference Level: 基準レベル）は

基準レベルを設定できる．基準レベルは縦軸方向の表示
の上限値を設定でき，信号の強弱に合わせて過入力を防
いだり，微弱な信号を見やすくしたりすることができ
る．標準では 0 dBm（dBm: 1 mW を基準の 0 dBm と
した単位）に設定されている．

三つ目の Span はスペクトル画面の左端から右端まで
の周波数の表示範囲を設定できる．RSA 306B におい
ては 40 MHz 以下に設定することで高速でリアルタイ
ムな測定を行える．40 MHz よりも広く設定すること
もできるが，広げれば広げるほど取込みに時間が掛かる
ため信号を取りこぼす可能性が高まる．四つ目の Res 
BW（Resolution BandWidth: 分解能帯域幅）は分解
能帯域幅を設定できる．分解能帯域幅とは周波数軸方向
の分解能のことで，小さくするほどより周波数ごとのパ
ワーを細かく見ることができる．なお，こちらも RBW
を小さくするほど取込みに時間が掛かり，信号を取りこ
ぼす可能性が高まるためトレードオフの関係となってい
る．

実際に操作を行い，CW（Continuous Wave: 連続波）
信号と呼ばれる変調されていない正弦波を入力したとき
のスペクトルを図 5 に示す．このように，信号に対応
した周波数が盛り上がって表示され，どの周波数に信号
があるのか視覚的に分かるようになっている．

上述した四つのパラメータを操作することで，任意の
周波数のパワーや挙動を簡単に観測することができる．
更に様々な解析機能を追加することでより詳細な解析や
変調されている信号の復調を行うことができる．各種設
定は画面右上の Preset ボタンで初期化することができ，
画面左上の矢印マークで操作の取消し，やり直しが可能
である．

4 SignalVu-PC による基本操作

図 4 スペクトル画面
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なお，SignalVu-PC 起動時には前回終了時の設定を
引き継ぐようになっている．そのため，新規に測定を行
う場合は初めに Preset ボタンを押して設定を初期化す
ることをお勧めする．

それでは，実際に身の回りの信号を測定し，どのよう
に画面上に表示されるのか確かめてみよう．特に信号の
発生状況や干渉の様子が分かりやすいことから，今回は 
Bluetooth や無線 LAN，電子レンジなどに用いられる
2.4 GHz 帯を測定することにした．

まず初めにスペクトル画面を表示し中心周波数の設
定を行う．Frequency のテキストボックスに目的とす

る周波数を入力し，Enter キーを押す．このとき，数字
の後に ’k’，’m’，’g’ などの接頭文字を入力することで
自動的にそれぞれの単位に反映されるため御活用頂きた
い．中心周波数を 2.4 GHz に設定したら，スペクトル
画面に波形が表示されるまで中心周波数を変化させる

（2.4 GHz 〜 2.5 GHz）．もし，電波が弱い場合は Ref 
Level を下げ，微弱な電波が見えやすいように設定する
か，無線 LAN ルータや Bluetooth 機器に RSA を近づ
けることで電波の強度を上げることができる．

中心周波数を変化させていくと，図 6 のように山形
や細長い三角形が瞬間的に確認できるだろうか．これら
の信号はそれぞれ無線 LAN と Bluetooth の信号であり，
非常に速い速度でオン／オフを繰り返している．

この瞬間的な信号を確認しやすくする方法の一つに

5 実測：間欠的な信号の測定

図 5 CW 信号を入力したスペクトル画面

図 6 スペクトル画面による 2.4 GHz 帯の測定
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Trace 機能がある．スペクトル画面左上の「Trace 1」
という文字をクリックし Trace 2 をクリックすること
で，MaxHold trace をオンにすることができる．これ
により，入力された信号の最大値を蓄積し表示すること
ができる（図 7）．

このように間欠的な信号も視覚的に確認することが
できたが，信号が重なった部分や時間軸方向のオン／オ
フの様子は確認することができない．この問題を解決す
る た め に 役 に 立 つ の が DPX（Digital Phosphor  
Technology:　ディジタルフォスファ技術）機能である．

本章では，間欠的な信号を捉えるための様々な解析機
能について 6.1〜6.4で触れる．

6.1　DPX機能
DPX とは弊社独自の名称であり Digital Phosphor 

Technology という意味である．アナログオシロスコー
プで用いられた蛍光体（フォスファ）に電子ビームが当
たると，信号の頻度によって残光の時間長が変わるとい
うことをディジタル技術で再現したものである．弊社の
スペアナでは，この機能を標準機能として使用できる．

DPX 画面は通常のスペクトル画面よりも高速で取込
みを行っており，1 秒間に約 1 万回以上の取込みを実現
し，間欠的な信号の確認の一助となっている．画面左上
のアイコン群からウィンドウが二つ重なった「Select 
Displays」アイコンをクリックし，Measurements:  
General Signal Viewing から DPX を選択し追加する．
比較のために，先ほどスペクトル画面で見ていた周波数

範囲の DPX 表示を図 8 に示す．
横軸 : 周波数，縦軸 : パワーの表示はスペクトル画面

と同じであるが，それに加え信号の頻度を色情報で表し
ている．表示が赤いほど頻度が高く，青いほど頻度が低
い間欠的な信号を表している．そのため，同じ帯域にあ
る異なる信号の挙動を視覚的に分かりやすくしており，
信号同士の干渉の判断が容易である．

6.2　スペクトログラム機能
このように，重なり合った間欠的な信号の挙動を視覚

的に分かりやすくしているのはもちろんだが，これに加
え，時間軸方向の挙動も確認することができる．その機
能を「スペクトログラム」と言い，弊社 RSA では 2 種
類のスペクトログラムを標準機能として搭載している．
先ほど紹介した DPX 画面から表示できる DPXogram
というスペクトログラムを先に紹介する．

 DPXogram は DPX 画面を追加した状態で，画面左
下側にあるプルダウンメニューから「Split」若しくは

「DPXogram」を選択することで表示することができる．
スペクトログラム表示では，横軸を周波数，縦軸を時
間，色は信号の強さを表している（図 9）．

一定間隔で発生し，横に広がった広い帯域幅を持った
信号は無線 LAN の信号で，狭い帯域幅で時間の経過ご
とに周波数を変えながら（ホッピングしながら）通信を
行っているのは Bluetooth の信号である．6.1の DPX
のスペクトル表示のみでは帯域の重複しか判断できな
かったが，スペクトログラム表示により，時間軸方向に
どのように重なりながら通信を行っているのかが分かる
ようになったのではないだろうか．

図 9 では更に画面上を右クリックしマーカの追加を

6 各種機能

図 7 Trace による MaxHold 表示
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行っている．中央のダイヤ形のマーカを追加すること
で，その箇所のパワーや周波数，時間情報を画面左上で
確認することができる．また，このマーカは最大五つま
で追加することができ，マーカ間の差分を画面右上で確
認することができる．そのため，Bluetooth のホッピング
が数十 ms で起こっていることを確認することができる．

6.3　マイクロ秒オーダ時間分解能解析機能
弊社 RSA には二つのスペクトログラムがあると紹介

したが，もう一つのスペクトログラムではより細かな時
間分解能による解析を可能としている．先ほどの
DPXogram では時間軸の設定を 1 目盛り当り 50 ms ま
でしか下げることができなかったが，次のスペクトログ
ラムを使えばマイクロ秒（µs）オーダの時間長を持つ

信号も見ることができる．
「Select Displays」アイコンをクリックし Measurements: 

General Signal Viewing からTime Overviewとスペクト
ログラム画面を追加する．Time Overview は，横軸を時
間，縦軸は Span 内のパワーを表しており，今回は解析
に用いる時間長を変更するために追加した．追加した画
面を図 10 に示す．

スペクトログラム画面では FFT によるオーバラップ
が可能で，図 10 に示すようにマイクロ秒単位まで細か
く見ることができる．手順として，Time Overview 画
面左側の Analysis Length を十分に大きく（図 10 では
100 ms）設定しスペクトログラム画面の Time/div（1
目盛り当りの時間）を下げることで，FFT オーバラッ
プに自動で切り替わる．これにより時間分解能を上げ時

図 8 2.4 GHz 帯の DPX 表示

図 9 DPXogram 表示
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間軸方向をより拡大して見ることが可能になる．
先ほどの DPXogram では Bluetooth の信号一つ一つ

の時間長を測ることが困難であったが，このスペクトロ
グラム画面を使った方法により，Bluetooth の信号が
168 µs 程度で通信を行っていることが確認できた．

これらの機能により，異なる信号の周波数帯の重なり
や時間方向の分布の様子を解析することができた．様々
な電波が飛び交う中で通信に不具合が出た場合は，こう
いった方法で原因の解明を行うことができるため，是非
とも御活用頂きたい．

6.4　長時間ロギング機能
スペクトログラムによる時間軸方向の測定により過

去のデータを確認できるということが分かったが，どれ
ぐらいの時間まで遡ることができるのか気になるのでは
ないだろうか．弊社 RSA ではスペクトログラム機能に
よって長時間のロギングにも対応している．数分から最
長数百日以上と，特定の場所で電波環境を確かめるため
に測定器を長時間ロギングし，後からどんな電波が出て
いたのか確認することができるのである．

どちらのスペクトログラムでも長時間ロギングが可
能であるが，今回は DPXogram でのロギング方法を紹
介する．長時間ロギングでは設定した時間分解能の間
データを蓄積し，標準設定では MaxHold で 1 ラインず
つ記録されていく．それでは実際に長時間ロギングの設
定方法を紹介する．
6.2のように DPX 画面を追加し DPXogram が表示

されるように設定する．この状態で画面左上アイコン群
か ら 歯 車 マ ー ク（ 設 定 ア イ コ ン ） を ク リ ッ ク し
DPXogram の設定を開く．画面下部に設定ウィンドウ

が表示されるので，「Time & Freq」タブをクリックし
長時間ロギング用の設定表示を開く．設定画面中央左あ
たりに「Time resolution」という設定項目があり，こ
れが 1 ライン当りどれぐらいの時間長，データを蓄積
するかという値である．これの長さによりその下にある
Capacity という値が変化しどれだけの時間，ロギング
が可能かを表している．設定後の画面を図 11 に示す．

Time resolution が 1 ms であれば最長 1 分間，図の
ように 100 ms であれば 1 時間 40 分である．なお，シ
ステム上の最長設定時間であれば最大 4,444 日分の長
時間ロギングが可能である．

このように，長時間のロギング用途としても使用で
き，新たに無線設備を導入する際に，導入箇所で日ごろ
どんな電波が飛び交っており，それがどんなタイミング
で発生しているかを確認することができる．また，そこ
から干渉電波等の発生源を事細かに特定し，設備導入後
に電波干渉が問題になることを事前に防ぐことができる
のである．

本稿ではスペクトルアナライザとは何かについて説
明するとともに，間欠的な信号の解析方法について手順
を交えながら紹介した．本稿で登場した RSA シリーズ
については，ほかにも種類があるため弊社 HP にて確認
して頂きたい（2）．また，現在主流の通信方式や 5G，ス
ペクトルアナライザの詳しい内部構造等をまとめた技術
資料も公開している（3）．なお，紹介した解析画面や手法
はほんの一部であり，有料オプションの追加により 5G
の解析や Bluetooth や無線 LAN のパケット解析などが

7 まとめ

図 10 スペクトログラムのオーバラップ表示
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可能になる．また，標準機能に関する操作説明動画が弊
社 Youtube チャネルにて公開されている（4）．ほかに何
か不明な点があれば弊社 HP の問合せページにて連絡頂
けると幸いである（5）．

■ 文献
（1） Tektronix, “SignalVu-PC のダウンロード ,” https://
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（3） Tektronix, “無線と RF,”　https://www.tek.com/ja/
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齊藤　桐 
�（株）テクトロニクス＆フルーク2020
年度入社．RF担当のアプリケーショ
ンエンジニアとして業務にあたる．

図 11 長時間ロギングの設定
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1 	はじめに
Combined Exhibition of Advanced Technologies 

（CEATEC: シーテック） (1) は毎年幕張メッセ（千葉市）
にて開催されている家電の国内最大の見本市である．
2021 年はコロナ禍の影響で，2020 年に引き続きオン
ラインで開催された．（メインイベントは 10 月 19〜22
日， 会期後は 11 月 30 日までアーカイブ期間．）なお，
近年展示は家電にとどまらず，2021 年はカーボン
ニュートラル，スーパシティ／スマートシティ，ディジ
タルトランスフォーメーションに関連する様々な内容の
展示があった．今回の「科学館・博物館めぐり」では，
オンライン展示会ならではの特色と，本誌小特集で取り
上げているスーパシティ／スマートシティ関連の話題に
関して紹介する．

2 	オンライン展示会について
図 1 はエントランスページである．奥行きがある空

間に Conference や Exhibition のコーナーが配置され
て お り， リ ア ル を 模 し た 仕 組 み と な っ て い る．
Exhibition エリアに入ると，各企業のアイコンが並び，
個別の企業の展示内容が閲覧できる（図 2）．筆者はリ
アル開催の展示会に参加すると，歩き回って疲れてしま
うことや「人混み酔い」をしてしまうことがあるが，オ

ンラインではそれがないことが一つの利点である．ま
た，ページを閲覧できる期間が長く，時間の空いたとき
に閲覧できるのもよい．一方で，オンラインでは盛り上
がりが分からなかったり，ぶらぶら歩いているときにた
またま面白い展示に当たるということがなかったりする
のが欠点である．CEATEC では，前者に関しては，各
企業のアイコンの右下に混雑度が表示される仕組み（図
3）があったり，後者に関してはランダムに企業が表示
される仕組みがあったりと面白かった．メタバース＊が
トレンドとなっている現在，改良が進み，コロナ禍が終
息後もオンラインでの展示会は形を変えて残るのかもし
れない．

3 	
スーパシティ／スマートシティ
関連の展示について

次に，スーパシティ／スマートシティ関連の取組みと

＊	インターネット上に構築される三次元の仮想空間やサービスの
こと．
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図 1　エントランスページ

図 2　各企業ブース

図 3　混雑状況



して，日本電気，ソフトバンク，竹中工務店，京セラの
展示内容を紹介する．

日本電気では，「NEC が目指す未来のまち〜スーパー
シティ〜」と題した展示を行っていた（図 4）．動画像
をクリックしてみると，具体的な取組みが分かる．私た
ちの住むまちには，災害対策，観光収入減少，人材流出
など様々な課題がある．日本電気は，これらの解決のた
め，AI によるデータ分析，生体認証といった機能とデー
タ連携を組みわせた都市 OS によって，便利なサービス
を提供しようとしている．具体的な例として，旅行履
歴，訪問先の混雑状況，天候変化を加味して，個人の好
みに応じた旅行計画を立て，それを状況に応じてリアル
タイムに変更するスマートツーリズムが紹介されてい
た．例えば，家族旅行を考えると，子供が小さいときは
状況に応じて柔軟に対応せざるを得ないことがある．そ
のようなときに，このスマートツーリズムでいろいろと
案を出してくれると助かるな，と感じる．

次にソフトバンクでは，「Smart City Platform〜共創
とテクノロジーで新たな街づくりを竹芝から〜」と題し
た展示を行っていた（図 5）．具体的には，竹芝のビル
のスマート化に関する取組みが紹介されていた．例え
ば，テラスに設置したカメラを活用して混雑度を把握
し，その情報をスマートフォンなどを通して利用者に提
供したり，オフィスロビーにロボットを配置し，清掃や
警備を行ったり，社員がオフィスに顔認証で入ると，そ
の人が普段働くフロアにエレベータが自動で連れて行っ
てくれたりと魅力的な動画像が見られる．今後はこれら
の取組みを竹芝地区全域に広げていくそうである．カメ
ラや人流センサの情報と交通状況，気象状況などを加味
して，そこにいる人の最適行動を促していく，というこ
とで，働きやすく住みやすい街が実現されていきそう
だ．

次に，竹中工務店では，「竹中工務店のまちづくり ス
マートシティ／コミュニティ」と題した展示を行ってい
た（図 6）．動画像には，社会課題やニーズに対応した
まちづくりに関する竹中工務店の様々なソリューション
が紹介されている．例えば，その中でも電源設備，情報
プラットホーム，制御を一体化した建物のエネルギーマ
ネジメントシステムが興味深い．実証試験により，複数
の建物を連携させて，需要に応じた電力の融通を行った
り，非常時に電気自動車を活用して，建物側に電力供給
を行ったりする例が示されている．また，再生可能エネ
ルギーから生成した水素の利活用に関する検証も紹介さ
れている．今後も脱炭素の動きは加速していくと考えら
れ，こうした取組みにより，電力を効率的に利用するこ
とは大きな価値を持つ．一方社会課題やまちづくりニー
ズに関しては，SNS の解析によるまちの魅力の可視化
マップやロボット社会に向けたプラットホームづくりが
紹介されている．脱炭素だけに限らないまちづくりの多

様ニーズに対するソリューションが展開されている．
次に，京セラでは，「Road to smart city」をテーマ

にまちづくりに対する様々な取組み例が紹介されていた
（図 7）．海上での長期・安定したデータ取得を実現する
エネルギーハーベスト型スマートブイや，ロボットを活
用した配送サービス，脱炭素に向けた地域マイクログ
リッドサービス，高齢化が進む地域での自動運転バスの
利用等である．この中でもマイクログリッドは，地域内
で独立してエネルギーの供給／消費を行う仕組みであ
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図 4　日本電気の展示ページ

図 5　ソフトバンクの展示ページ

図 6　竹中工務店の展示ページ

図 7　京セラの展示ページ



り，京セラでは，沖永良部島（鹿児島県）でその構築を
進めている．島内の太陽光発電や風力などの再生可能エ
ネルギー，蓄電池，インバータをエネルギーマネジメン
トシステムで制御し，災害時には蓄電池から公共施設等
への電力供給も可能となる．近年，気候変動で大きな災
害が増えており，こうした取組みは，備えとして，社会
にとって大きな支えとなるであろう．

4 	おわりに
今回は，CEATEC 2021 に関して，本誌小特集で取

り上げたスーパシティ／スマートシティ関連を中心に紹
介した．本記事が読者の皆様の目に触れるのは，
CEATEC　2022 の直前であろうかと思う．CEATEC　
2022 の開催形態やメインテーマはどのように変化する

のか．まずは CEATEC 2022 のページを御覧頂き，参
加を検討してはいかがだろうか．

■文献
（1）	 CEATEC,	https://www.ceatec.com/ja/application/

内田大輔 （正員：シニア会員）
平 19 横浜国大・工・電子情報卒．平
21 同大学院修士課程了．平 24 同大学
院博士課程了．同年（株）東芝研究開
発センター入社，現在に至る．Local 5G
システムの電波伝搬及び蓄電池監視無
線化に関する研究に従事．趣味はラン
ニング．フルマラソン完走 9 回．
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はじめに

「衛星設計コンテスト」（1）は，日本機械学会，日
本航空宇宙学会，電子情報通信学会，地球電磁気・
地球惑星圏学会，日本天文学会，宇宙航空研究開発
機構，宇宙科学振興会，日本宇宙フォーラム，日本
ロケット協会という 9 学会・機関が主催する教育
プログラムであり，高校生から大学院生までの学生
が設計した人工衛星の独創性や完成度を競うコンテ
ストである．

筆者らは本コンテストにおいて，「磁界共鳴方式
を用いたワイヤレス電力伝送の宇宙実証」をミッ
ションとする超小形人工衛星を設計し，「電子情報
通信学会賞」を頂いた（図 1）．本記事では，コン
テストへの参加報告として，設計したミッションの
内容や苦労した点について紹介する．

応募の動機とミッション内容

コンテストは，ミッションアイデアを含めた衛星
システム全体を設計する「設計の部」，衛星で行う
ミッションの独創性を競う「アイデアの部」，高校
生以下の学生が競う「ジュニアの部」に分かれてい
る．筆者らは学生主体で超小形人工衛星を開発する
大阪公立大学の「小型宇宙機システム研究センター

（SSSRC）」に所属しており，衛星開発のノウハウ
を蓄積するべく「設計の部」に参加した．

筆者らが設計した衛星「Wi SAT」は，「磁界共鳴
方式によるワイヤレス電力伝送が衛星システム上で
実現できるかを検証すること」をそのミッションと
している．Wi SAT の外観を図 2 に示す．ワイヤレ
ス電力伝送に挑んだ理由は，SSSRC・室蘭工業大
学が設計し，2021 年に打ち上げられた超小形人工
衛星「ひろがり」（2）の組立ての際に，電力供給用
のハーネスの取回しに非常に苦労した経験があり，
無線で電力伝送ができれば衛星の組立てが行いやす
くなるとともに，設計の自由度も向上するのではな
いかと思ったためである．

磁界共鳴方式とは，共振周波数 を一致させた送
電側回路と受電側回路において，周波数 の交流
電力を送信側回路に供給すると送電・受電コイル間
で磁束が強く共有されることを利用し，受電側回路
に高効率に電力を伝送する方式である．本方式は，
適切な制御回路を併用することで送電・受電コイル
の位置関係が変化した場合であっても磁束の共有を
維持することが可能であり，スマートフォンへの充
電などで盛んに利用されている「電磁誘導方式」よ
り長距離のワイヤレス電力伝送が実現できるという
メリットがある．

Wi SAT では送電・受電コイルの距離を 0～8 cm
の間で変化させた，若しくは送電・受電コイルがな
す角度を 0～30° の間で変化させた上でワイヤレス
電力伝送を行い，電力伝送中の衛星の状態や送電効
率を監視し，宇宙での本方式によるワイヤレス電力
伝送の実現可能性を検証することを目指した．

1

2

ⓒ電子情報通信学会2022

図１　コンテストで頂いた表彰状とトロフィー
図２　設計した「Wi SAT」

（大きさは牛乳パック程度 10 × 10 × 20 cm）

超小形人工衛星で
ワイヤレス電力伝送を行おう

大阪公立大学 上田滉也 Koya Ueda

－衛星設計コンテスト参加記－
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ワイヤレス電力伝送回路の設計

Wi SAT では，文献（2）で提案された回路を基
にして電力伝送回路を設計した．その概念図を図 3
に示す．本回路の特徴としては，LED とフォ
トトランジスタ を用いて受電側の電流の位相
を送電側に帰還し，位相をそろえることで伝送効率
の向上を図っていることが挙げられる（3）． 具体的
な動作としては，バッテリーから送電回路に入力さ
れた直流 4 V をハーフブリッジインバータ に
よって交流の方形波とし，送電コイル に印加
する．

このとき，交流の周波数 が式（1）と一致する
と磁界共鳴が起こり，受電コイル に電流が流
れる．なお， は結合係数と呼ばれ，送電コイルに
よって発生した磁束のうち，受電コイルで共有され
た磁束の割合を意味する．

 （1）

今回設計したミッションでは，送電・受電コイル
間の距離や位置関係が大きく変わるため，共有され
る磁束も変化し，結合係数 が大きく変わる．した
がって，式（1）の最右辺，すなわち受電回路の共
振周波数が変化するため，送電側回路のキャパシタ

をスイッチにより入れ替え，静電容量を変化
させることで共振周波数の変化に追従する制御を行
うこととした．

作成した電力伝送回路における実験の様子を図
4，図 5 に示す．送電・受電コイルの距離が 5 cm
程度のときでも受電回路に取り付けられた青色
LED が点灯しており，ワイヤレス電力伝送が行え
ている．更に，送電・受電コイルの中心軸のなす角
度が大きくなった際（図 5）も電力伝送が行えてお

り，磁界共鳴方式によるワイヤレス電力伝送は比較
的長距離の電力伝送が可能で，かつ位置ずれに強い
ことが分かる．

設計した‘もの’を作ることの難しさ

本章以降では，設計・開発の際の工夫点や苦労し
た点について述べる．

図 4，図 5 に写っているコイルは自作したもので
あるが，完成までに様々な試行錯誤があった．設計
にあたっては，コイルは渦巻き形とし，結合係数
と共振のピークの鋭さを表す 値の積である 積
ができる限り大きくなることを目標とした（4）．こ
のとき，コイルの線径，巻数が大きくなるほど
積は大きくなるが，コイルの直径は衛星の寸法より
小さく（直径 10 cm 未満）なければならないとい
う制限下では，線径と巻数はトレードオフの関係に
ある．その結果，設計作業は難航したが，様々な可
能性を検討した結果，コイルの形状は銅線径 1.2 
mm，間隔 0.5 mm，巻き数 10 とすることとした． 

上記設計にのっとって，3D プリンタでコイルの
ガイドを作成しコイルの製作を試みたが，図 6 に
示すようにガイドに沿わせて銅線をうまく巻くこと
ができず，製作できなかった．その原因は銅線が太
すぎて曲げることが困難であったこと，3D プリン
タの積層精度が悪く，0.5 mm の間隔が再現できな
かったためである．この失敗の根本的な原因は実際
に ‘ もの ’ を作ることを意識しないまま設計を行っ

3

4

図３　設計した回路の概念図

図４　 コイル間の距離を変えたときのワイヤレス電力伝送
実験の様子

図５　 コイルの成す角度を変えたときのワイヤレス電力伝
送実験の様子
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たためであり，設計の難しさを痛感した出来事で
あった．

人工衛星という特殊な環境

人工衛星は外部からの積極的な介入ができない閉
鎖したシステムであるという特徴がある．したがっ
て，人工衛星上でワイヤレス電力伝送を行うにあ
たっては様々な制限が生じる．

例えば，電力の観点からは，地上の実験系では送
電側に投入する電力を変えることはたやすい．一方
で，人工衛星においては衛星の構体パネル上に取り
付けられた太陽光パネルで，衛星内で消費される全
ての電力を得る必要があるため，送電側に投入する
電力を自由に変更することは難しい．実際に，Wi 
SAT の構想初期段階では 10 W 程度を送電回路に
投入する予定であったが，軌道制御や熱制御に必要
な電力を計算したところ実現不可能であることが判
明した． 

また，図 4 で示した実験の際，送電距離が長く
なると送電回路の MOSFET（ ）が手で触
れられないほど発熱する現象が見られた．宇宙空間
では対流による冷却が生じないため，MOSFET の
温度が許容温度を超えたり，発生した熱がふく射や
熱伝導により他機器に移動し機器の故障を引き起こ
したりする恐れがある．

このように，人工衛星という特殊な環境で比較的
大量の電力を扱うワイヤレス電力伝送を行う場合
は，電力収支や熱の発生に十分配慮する必要があ
る．ただ，この複雑さを捉え，人工衛星のシステム
を構築していくことに衛星設計のだいご味がある．

おわりに

衛星設計コンテストにおいて取り組んだ「磁界共
鳴方式によるワイヤレス電力伝送」は，筆者を含め
全てのメンバー（図 7）にとって未知の技術であっ
た．しかし，一連の設計を通してこの技術の可能性
とその複雑さ・奥深さの片りんを見ることができた．

現在筆者らが所属する SSSRC では，Wi SAT を
改良した衛星の打上げを目指して，初期開発を行っ

ている．今後の展望としては，宇宙で磁界共鳴方式
によるワイヤレス電力伝送技術を実証し，本技術の
更なる発展に寄与していきたい．

■文献
（1） 衛 星 設 計 コ ン テ ス ト HP, http://www.satcon.jp/ 

（2022 年 4 月 17 日アクセス）
（2） 小型宇宙機システム研究センター , “超小型人工衛星

「ひろがり」,” https://www.omu.ac.jp/eng/sssrc/
satellite/hirogari/ （2022 年 4 月 17 日アクセス）

（3） 牛尾昌和，湯浅 肇，荻野 剛，“磁界共振理論の問題
を微修正して効率とロバスト性を改善 ,” グリーン・
エレクトロニクス , vol. 19, pp. 52-69, April 2017. 

（4） 松本秀樹，三浦　聖，森　正裕，野内健太郎，大根
田　進，香月史郎，“ワイヤレス給電用コイルの最適
化検討 ,”昭和電線レビュー，vol. 62, pp. 30-39, 
Dec. 2016.

5

6
上田滉也 
2022 阪 府大・工・機 械卒．2022-04
大阪公立大大学院工学研究科博士前期
課程．2018 から学生主体で超小形人工
衛星を設計開発する「小型宇宙機システ
ム 研究センター（SSSRC）」に所 属．
2021 第 29 回衛星設計コンテストにお
いて，「Wi SAT」の設計リーダーを務め
る．

図６　銅線を巻くことができず製作に失敗したコイル

図７　Wi SAT 設計者一同（10 人）の写真
後方左から一瀬彩栄，永田光来，高本凌平，湧川大聖，西
尾圭太．前方左から林　絹子，川原大毅，上田滉也，山本
隼也，笹岡佑全

〔Wi SAT 設計時の役割分担〕
PM：上田
ミッション設計：一瀬，上田，西尾，山本
熱設計：一瀬
構造設計：上田 , 笹岡
C&DH 設計：上田，川原，西尾
通信設計：林，高本
電源設計：永田，山本
姿勢制御設計：西尾，湧川

－衛星設計コンテスト参加記－
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1 はじめに

通信ソサイエティは，17 回目となる 2021 年度通信
ソサイエティ論文賞の選考を行い，11 編の論文を選定
した．また，和文マガジンの論文以外の記事も対象とす
る「通信ソサイエティマガジン賞」（以下，マガジン賞）
の 5 回目の選考を行い，1 編を選定した．

本稿では，今年度（2020 年 10 月～2021 年 9 月）の
受賞論文・記事と総評を，和文論文誌，英文論文誌，
ComEX，和文マガジン，及びマガジン賞の順に紹介する．

2 和文論文誌

選考は，1） 候補論文推薦，2） 予備投票，3） 審査査読，
4） 候補論文絞込み（審議），5） 候補論文選定（投票），6） 
受賞論文決定（編集会議）のステップを経て，慎重に実
施された．今年度は，優秀論文賞 2 編，チュートリア
ル論文賞 2 編が受賞論文として選定された．いずれも，
論文の要である新規性，有効性，信頼性，了解性で高い
評価を得た文献であり，今後論文を執筆する研究者や技
術者にとってお手本となるものである．

今年度は，優秀論文賞として，線形制御型 Massive 
MIMO における最大収容ユーザ数を考察した論文，及
び Flex Ethernet over OTN リンクにおける状態監視技
術を提案した論文がそれぞれ選定された．また，チュー
トリアル論文賞として，5G における超高信頼・低遅延
通信を実現する技術について解説した招待論文，及び
Beyond 5G 時代のネットワークビジョンについて紹介
した招待論文が選定された．今後も新規性の高い論文か
ら，綿密な調査と体系化を行うサーベイ論文まで，幅広
い成果が報告されることが期待される．

和文論文誌は，研究経験の少ない学生や若手研究者，
開発に携わる企業の技術者も母国語で読める貴重な文献
である．良い論文を読むことは，技術知識の蓄積ととも
に，良い論文を書くことにもつながる．受賞論文を論文

執筆のお手本として参考にされた上で，各位の技術成果
を積極的に投稿して頂きたい．なお，和文論文誌では
2006 年以降の各受賞論文を下記 URL から無償で閲覧
できるので，御活用頂きたい．

https://search.ieice.org/bin/open_access_paper.php?journal=JB&lang=J

■ 優秀論文賞
「�線形制御型Massive�MIMOにおける最大収容
ユーザ数に関する考察」
西森健太郎
� Vol.�J103-B,�No.�11,�pp.�571-581,�Nov.�2020．

受賞理由：Massive MIMO は，基地局のアンテナ数を
ユーザ数よりも多くすることで，比較的少ない演算量
でサービスエリアの向上や干渉低減が可能となる技術
である．通常のアレーアンテナでは，アンテナ数 -1
までヌルを形成可能であり，基地局のアンテナ数と同
数 の ユ ー ザ を 収 容 可 能 で あ る が， 従 来 Massive 
MIMO で想定している環境は基地局のアンテナ数に
対してユーザ数が十分少ない状況である．実システム
での利用を考えた場合，基地局当りに収容可能なユー
ザ数は重要な情報であり，本論文ではブロック対角化
法（BD 法）で制御される Massive MIMO 基地局が，
高い伝送レートを維持した状態で収容可能な最大ユー
ザ数を，K ファクタと SN 比に基づき導出するもので
ある．本論文は，これまで明確にされていなかった，
線形制御型 Massive MIMO における収容ユーザ数の
適切な範囲について理論的に解析しており，学術・産
業の発展に寄与すると考えられる．以上から，通信ソ
サイエティ優秀論文賞にふさわしい論文であると判断
した．

「�Flex�Ethernet�over�OTNリンク状態監視技術の
実証」
田中貴章，桑原世輝，乾　哲郎
� Vol.�J103-B,�No.�11,�pp.�595-604,�Nov.�2020．

2021年度
通信ソサイエティ論文賞・マガジン賞
〜受賞論文・記事と総評〜 通信ソサイエティ編集会議
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受賞理由：本論文では，Flex Ethernet（FlexE）において，
現在規定されている物理リンク単位での状態監視だけ
でなくクライアント信号単位での監視，中長距離伝送
するために必要となる FlexE over OTN リンクにお
ける監視技術を提案し，回路実装により提案技術の有
効性を実証したものである．回路実装による評価は信
頼性が高く，了解性も高い論文である．また，FlexE
や OTN についての説明が丁寧であり，更に，伝送シ
ステムにおけるキャリヤグレード機能について考察，
提案，実証を明快かつ一貫して示されており，光通信
に取り組む若手研究者が参考にする文献として有効で
ある．既存技術の FlexE に関して，提案技術を理解
するために必要な情報が適切に述べられており，分野
外の読者にとっても理解しやすい内容となっている．
また，実運用を想定したユースケースに対する提案技
術の必要性が詳細に議論されており，提案技術が現実
の問題とどのように関係しているのかが理解しやす
い．以上から，通信ソサイエティ優秀論文賞にふさわ
しい論文であると判断した．

■ チュートリアル論文賞

「�5Gにおける超高信頼・低遅延通信を実現する技
術」
山本哲矢，岩田綾子，河内涼子，湯田泰明，鈴木秀俊
� Vol.�J104-B,�No.�10,�pp.�792–805,�Oct.�2021．

受賞理由：本論文は，5G における新たなユースケース
となり得る IoT のリアルタイム伝送，自動運転制御
など，超高信頼・低遅延通信（URLLC）に関する標
準化技術について解説するものである．グラントフ
リー伝送，複数回送信，再送技術などを中心に解説し，
シミュレーション評価を通して誤り率特性や遅延特性
など，その具体的な性能を明らかにしている．そこか
ら導き出される将来の標準化に向けた技術課題・方向
性についても示している．標準化関連の技術はその仕
様を追うだけでは正確に把握することが難しく，本論
文は広く読者にとって有益な情報を提供し得る．その
中で本論文は，URLLC 標準化に関する技術の情報を，
日本語で分かりやすく入手することができる点で価値
の高いものと言える．また，サーベイのみならず著者
自らシミュレーション評価も実施しており，定量的な
比較から技術の得失についての理解も促せる．書き方・
構成としても質が高く，広く読者にとって有用な知見
を与え得る．以上から，通信ソサイエティチュートリ
アル論文賞にふさわしい論文であると判断した．

「�Beyond�5G時代のネットワークビジョン―2030
年に向けたアーキテクチャとブレークスルー技術
の鳥瞰―」
山中直明，西村光弘，石黒正揮，岡崎義勝，川西哲也，
釣谷剛宏，中尾彰宏，原井洋明，廣岡俊彦，古川英昭，
宮澤雅典，山本直克，吉野修一
� ��Vol.�J104-B,�No.�3,�pp.�315-336,�March�2021．

受賞理由：本論文は，「Beyond 5G 時代の有線ネットワー
ク検討会」において取りまとめられた「ネットワーク
ビジョン 2030」について，その概要と今後の研究課
題を提供する内容となっている．特に，Beyond 5G
時代のネットワークインフラに求められる要求条件を
整理した上で，それぞれを満足するために必要となる
技術の潮流を丁寧に紹介している．本論文では , タイ
トルにもあるように「Beyond 5G 時代のネットワー
クビジョン」として , Beyond 5G のオーバビュー及
びブレークスルー技術等が非常に丁寧にまとめられて
いる．これらの情報を論文として読者に広く提供する
ことで , 日本の情報通信分野の技術力向上と問題の共
有が期待されることから，本論文の産業・学術的な価
値は非常に高いと言える．今後，本分野に関連する研
究開発に取り組む技術者に対してその方向性を指し示
す論文となっている．以上から，通信ソサイエティ
チュートリアル論文賞にふさわしい論文であると判断
した．

3 英文論文誌

英文論文誌では，正員や編集委員から推薦された論文
を適切かつ公平・公正に審査するために論文賞選定委員
会を組織し，編集委員の中から専門分野や編集経験，所
属組織などを考慮して論文賞選定委員（以下，選定委員）
を選出した．その後，論文賞選定委員会を複数回開催し，
議論・審査を経て受賞論文を選定した．

受賞論文の選定は，a） 予備審査，b） 一次審査，c） 
二次審査，d） 論文賞選定委員会での議論・投票，e） 編
集委員会での審議，f） 編集会議での審議，のプロセス
で行った．最初の a） 予備審査において，推薦論文の中
から査読時のスコアを基に受賞予定数の 3 倍程度の候
補論文を選出した．次の b） 一次審査では，予備審査を
通過した各論文に対して選定委員が簡易査読を行い，候
補論文を 3 分の 2 程度まで絞り込んだ．更に c） 二次審
査において，絞り込まれた全候補論文を選定委員が熟読
し，新規性，信頼性，有効性などの項目に関して詳細な
評価を行った．その後 d） 論文賞選定委員会を開催し，
各候補論文について二次審査結果を基に議論した後，投
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票によって受賞論文案を決定した．受賞論文案は更に e） 
編集委員会で審議し，f） 編集会議での議論を経て受賞
論文が最終的に決定された．

本年度は，通信ソサイエティ論文賞として Best 
Paper Award に 5 編の論文が選ばれた．各受賞論文は，
新規性，独創性，有効性，了解性などに関してそれぞれ
秀でた特徴を有しており，情報通信分野への高い貢献が
期待できる．

英文論文誌では，2006 年以降の受賞論文全てを下記
URL で無償公開している．是非，各受賞論文を御覧頂き，
研究・開発・教育等の活動に役立てて頂きたい．

https://search.ieice.org/bin/open_access_paper.php?journal=EB&lang=E

なお，本年は受賞に該当する論文がなかったが，
2015 年 10 月から投稿受付を開始した新しい論文カテ
ゴリー「ポジションペーパ」も，論文賞の対象となって
いる．新規性あふれる提案や世界最高性能実現の報告な
ど高いインパクトを有する研究成果は，是非ポジション
ペーパカテゴリーへ積極的に投稿頂きたい．「ポジショ
ンペーパ」の詳細は下記 URL に記載されている．

https://www.ieice.org/cs/jpn/EB/positionpaperJ.html

■ Best Paper Award

“�A�Novel�Concatenation�Scheme�of�
Protograph-Based�LDPC�Codes�and�Markers�
for�Recovering�Synchronous�Errors”
Ryo SHIBATA, Gou HOSOYA, Hiroyuki YASHIMA
� Vol.�E103-B,�No.�11,�pp.�1318-1330,�Nov.�2020.

受賞理由：本論文では，不揮発性磁気メモリであるレー
ストラックメモリ等で生じるビットの挿入・削除誤り
を訂正する，プロトグラフ基準の LDPC 符号とマー
カを用いた連接符号を提案し，MAP 検出器出力の
LLR メッセージの不規則性を考慮して，密度発展解
析と DEVO に基づき符号の最適化を行っている．本
論文は，一般的な無記憶性 AWGN 通信路における
LDPC 符号の高度化を目的とした論文ではなく，記憶
のある誤りが生じる通信路を前提とし，その不規則性
を考慮した密度発展解析と DEVO に基づき符号の最
適化を行うことで有限長の符号長においても高い信号
検出性能を実現している点が大きな貢献であり，今後
様々な分野への応用が期待できる．同研究グループの
関連研究が論文賞を受賞（論文誌 EA）済みであるが，
その基礎境界領域で得られた知見を，現実的拘束条件
の下で形を変えて具現化したものが本論文であり，そ
の具現化に成功した点のみをとっても論文賞受賞に値
する．以上の理由から，Best Paper Award としてふ
さわしいと判断した．

“�Stochastic�Geometry�Analysis�of�Inversely�
Proportional�Carrier�Sense�Threshold�and�
Transmission�Power�for�WLAN�Spatial�Reuse”
Koji YAMAMOTO, Takayuki NISHIO, Masahiro 
MORIKURA, Hirantha ABEYSEKERA
� Vol.�E104-B,�No.�10,�pp.�1345-1353,�Oct.�2021.

受賞理由：本論文では，高密度無線 LAN システムにお
いて，キャリヤセンスしきい値と送信電力の反比例設
定に注目して確率幾何解析を用いてシステムの達成可
能スループットを解析するとともに，計算機シミュ
レーションによってその妥当性を確認している．具体
的には，送信機の位置がポアソン過程に従うと仮定し
て定式化し，キャリヤセンスしきい値と送信電力の最
適な反比例設定を SI 比と隣接数の関数として明示的
に求めている．本論文は着眼点及び数値解析の面から
も新規性・有効性共に優れたものである．理論解析の
論文は往々にして難解となる傾向にあるが，本論文は
概念図を適切に挿入し丁寧に説明されており了解性も
担保されている．計算機シミュレーションによる有効
性の検証も行っており，用いている変数も汎用的なも
のであるため応用分野への貢献・発展が期待できる優
れ た 論 文 で あ る． 以 上 の 理 由 か ら，Best Paper 
Award としてふさわしいと判断した．

“�Field�Trial�of�Dynamic�Mode�Switching�for�
5G�New�Radio�Sidelink�Communications�
towards�Application�to�Truck�Platooning”
Manabu MIKAMI, Kohei MOTO, Koichi SERIZAWA, 
Hitoshi YOSHINO
� Vol.�E104-B,�No.�9,�pp.�1035-1045,�Sept.�2021.

受賞理由：本論文は 5G ユースケースの一つと考えられ
る低遅延と高信頼性が必要となる隊列走行を実現する
ための V2X 通信に着目し，5G New Radio ベースの
V2X sidelink communication の動的なモード切換
手法に関して，実際のトラック，5G NR 技術のプロ
トタイプシステムを用いて郊外で実証実験を実施して
いる．提案手法は，世界で初めて 5G の V2V 直接通
信のために基地局カバレージの内外のシームレスな
サービス継続のために sidelink の二つのモードを動
的に切り換える機能を実装して，実証実験で評価した
ものであり，非常に堅実な論文と考える．以上の理由
から，Best Paper Award としてふさわしいと判断し
た．
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“�4K�120fps�HEVC�Encoder�with�Multi-chip�
Configuration”
Yuya OMORI, Ken NAKAMURA, Takayuki ONISHI, 
Daisuke KOBAYASHI, Tatsuya OSAWA, Hiroe 
IWASAKI
� Vol.�E104-B,�No.�7,�pp.�749-759,�July�2021.

受賞理由：本論文は高フレームレートの映像を符号化し
て伝送するための新しい 4K/120 fps リアルタイム
HEVC（High Efficiency Video Coding）符号器につ
いて述べている . 具体的には，画面を上下に 2 分割し
て既存の 4K/60 fps の符号器 LSI を複数用いてエン
コーディングを行いつつ，符号化の効率を下げないよ
う上下の境界領域の一部情報を LSI 間で交換する手法
を提案した．FPGA によるプロトタイプ実装を用いて
提案方式の評価を行っており，信頼性は高く評価でき
る．また，構成がしっかりしており，分野外の技術者
が読んでも概略を把握できるよう，丁寧かつ明快に記
述されている．以上の理由から，Best Paper Award
としてふさわしいと判断した．

“�Base�Station�Cooperation�Technologies�
Using�28�GHz-Band�Digital�Beamforming�in�
High-Mobility�Environments”
Tatsuki OKUYAMA, Nobuhide NONAKA, Satoshi 
SUYAMA, Yukihiko OKUMURA, Takahiro ASAI
� Vol. E104-B, No. 9, pp. 1009-1016, Sept. 2021.

受賞理由：本論文では，ハイモビリティ環境において，
フルディジタル BF による BS 連携技術を用いてミリ
波帯の伝送性能を向上させる inter-/intra-BBU 連携
技術を提案し，非連携に比べて高いスループットを維
持できることを明らかにしている．セルエッジにおい
ても高いスループットを示していることは，システム
としての性能が高いと言える．計算機シミュレーショ
ンに加えて実証実験によっても提案方式の有効性を確
認しており，信頼性が高いほか，実験データとしての
資料的価値もある．また，構成がしっかりしており，
丁寧かつ明快に記述されている．以上の理由から，
Best Paper Award としてふさわしいと判断した．

4 ComEX

IEICE Communications Express　（ComEX） に お
ける Best Letter Award の選出は今回で 9 回目である．
今回の対象は 2020 年 10 月 1 日～2021 年 9 月 30 日
の間に掲載されたレターである（Advanced 公開を含

む）．
レター賞選定にあたっては，査読時に査読委員や編集

委員によって推薦されたものに加え，正員並びに編集委
員から推薦を募った．ComEX がカバーする技術分野の
中から，増幅器動作解析，無線電力伝送，アンテナアレー
の散乱のイメージング，映像伝送の QoE 評価，可視光
通信の高速化などに関する優れたレターが候補として挙
げられた．審査査読の結果に基づき ComEX 編集委員
会にて慎重に議論し，受賞候補 1 編，次点 1 編を選定
した．通信ソサイエティ編集会議での審議を経て，以下
のレター 1 編が ComEX Best Letter Award に選定さ
れた．

■ ComEX Best Letter Award

“�Load�impedance�perturbation�formulas�for�
class-E�power�amplifiers”
Takashi Ohira
� vol.�9,�no.�10,�pp.�482-488,�Oct.�2020.

推薦理由：本レターでは，負荷がノミナルインピーダン
スから外れたときの E 級アンプの振舞いを摂動法に
より明らかにしている．RF システムにおいて高効率
な増幅器として利用される E 級アンプの振舞いを理
解することは極めて有益な RF システムの設計指針を
与えるものと期待される．負荷の偏差に対する DC 入
力電流と RF 出力電流に着目した E 級アンプの基本的
な振舞いを予測することができ，これらの情報は DC
供給電力及びトランジスタのオン抵抗による発熱の検
討に有用である．また，定在波が発生する問題として
負荷の偏差を検討するときに重要な要素となる出力イ
ンピーダンスを定式化している．更に，ターンオン時
のシャントコンデンサの残留電圧を与えていて，トラ
ンジスタ内のターンオン超過電力消費を見積もること
ができる．このレターの成果は今後の大電力 RF シス
テ ム 開 発 へ の 促 進 に つ な が る も の と 期 待 で き，
ComEX Best Letter Award にふさわしいレターであ
ると判断される．

ComEX の Web ページでは掲載レターに関して現時
点でアクセス制限を設けていない．受賞レターや
Advanced 公開レターを含め自由に閲覧できるので，こ
の機会に是非，下記 URL へアクセスして頂きたい．

https://www.ieice.org/publications/comex/
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5 和文マガジン

マガジン論文賞は和文マガジン誌に掲載された「論
文」が対象となる．和文マガジン誌は , 読者層として現
場の技術者や学生などを主なターゲットとする本ソサイ
エティの機関誌の一つであり，論文を含むバラエティに
富んだカテゴリーの記事を掲載している．和文マガジン
誌に掲載する「論文」は，そのターゲット層を踏まえ，
基礎技術の解説や応用技術の紹介を含む解説論文を主体
としている．そのため , 掲載にあたってはターゲット層
での理解が容易であること，及び，技術の応用・適用範
囲に関する知見の提供など読者にとって有益な内容であ
ること，を重視している．例年，この 2 点を含む以下
の 4 点を評価基準としてマガジン論文賞の選定を行っ
ている．
（1） オリジナリティ : 対象や分類 , 主張が独創的であ

るか , あるいは新しい観点を含んだ解説であるか
（2） 有効性 : マガジン誌読者に有益な情報を提供して

いるか
（3） 信頼性 : 論旨が通っており , また , 参考文献等が

適切であるか
（4） 了解性 : 若手及び専門外の読者にとって理解が容

易であるか
今年度は第 55 号（2020 年 12 月）から第 58 号（2021

年 9 月）までに掲載された論文を対象としてマガジン
委員会による評価・議論を実施し，最終的な受賞論文を
決定した．

■ マガジン論文賞
「�運転支援／自動走行におけるコネクティビティ」

牧戸知史
� 2021秋号，No.�58,�pp.�116-124,�Sept.�2021．

受賞理由：本解説論文は，自動車などの自動走行を目的
とする運転支援において必要なコネクティビティにつ
いて体系立てて述べられており，高いオリジナリティ
を有する．また，基礎的な自動走行に必要な事項の説
明から実験結果及び今後の展望までがまとめられてお
り解説論文としての有効性の観点から高く評価でき
る．また，自動走行に関する多くの取組みが多くの参
考文献と共に紹介されており，専門家だけでなく，こ
れから学ぼうとする幅広い分野の読者に対する了解性
も高いと判断した．以上から，オリジナリティ，有効
性，信頼性，了解性の観点からマガジン論文賞にふさ
わしいと判断した．

6 マガジン賞

2017 年度から，通信ソサイエティ（以下，通ソ）が
授与する賞として「通信ソサイエティマガジン賞」（以下，
マガジン賞）を創設している．

本和文マガジンは読者層として現場の技術者や学生，
若手研究者を主なターゲットと想定している．このため，
通ソ論文賞の対象となる“論文”以外のカテゴリーの記
事が多数掲載されている．これらの記事は，和文マガジ
ンが想定している読者層に対する情報・知見の提供とい
う観点では，論文に劣らぬ価値のあるものである．

和文マガジンにおいては論文以外の記事も重要な誌
面構成要素であり，このような記事を対象とした賞を設
定することにより，執筆者のモチベーション向上や和文
マガジンの活性化が望める．

このような状況を考慮し，通ソ論文賞と同等レベルで
賞金授与を伴う「マガジン賞」を通ソ論文賞である「マ
ガジン論文賞」とは別に実施している．なお，マガジン
論文賞とマガジン賞は同一記事に対して重複授与はされ
ない．

マガジン賞は以下の 3 点に基づき選定を行った．
（1） 文章の読みやすさ（了解性）
（2） 内容の分かりやすさ（難易度）
（3） 若手研究者・技術者，現場の技術員等にとって

有効な情報（有益性）
6 回目となる今年度のマガジン賞の対象記事は第 55

号（2020 年 12 月）から第 58 号（2021 年 9 月）まで
に掲載された記事であり，これらの記事に対して 2 段
階の審査を行い，最終的に和文マガジン編集委員会にお
ける議論により受賞記事を決定した．

■ マガジン賞

�「東京タワーと地デジ用アンテナ」
金井隆夫
� 2020冬号 ,�No.�55,�pp.�265-271,�Dec.�2020．

受賞理由：本稿は，東京タワーにおける地デジ用アンテ
ナの敷設を題材に，アンテナの諸特性から東京タワー
ならではの問題として設置スペースが限られている点
への様々な工夫について解説されており，初学者に
とっても大変理解しやすい説明となっている．また，
東日本大震災の際に曲がったアンテナへの復旧は大変
興味深く，多くの読者に読まれることを期待される記
事である．
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学会の国際化について思う
通信ソサイエティ副会長 前田譲治

Joji Maeda

巻 末 言

Afterword

通ソ副会長を仰せつかったところ，国際委員会の委
員という役割が漏れなく付いてきた関係で，本会

の国際化という課題について考えることになりました．
およそ 1 年の間，委員として感じてきたことを，ここ
にまとめてみたいと思います．
　「国際」を広辞苑（第五版）で引くと，「（international)
諸 国 家・ 諸 国 民 に 関 係 す る こ と．」 と あ り ま す．
international は国と国との間，の意味ですから，global と
は異なり，国という概念を基本に置いていることが分かり
ます．各国が自らの立ち位置を確立し，ほかの国にそれぞ
れに固有の文化があることを認めることが前提としてあ
り，その上で他国との交流を行うのが「国際」の本義と
言えます．
　では，「学会の国際化」とは何を指すのでしょう？
　本会の定款第 4 条には，本会で行う事業が箇条書きさ
れており，その第 2 項に「前項の事業は，本邦および海
外において行うものとする．」とあります．これが，本会
における国際化の根拠と言えそうです．そこで，定款第 4
条記載の「事業」のうち「国際」に関係しそうなものを
見ていきたいと思います．
　ロ．講演会，討論会，講習会及び見学会等の開催
　ハ．学術の調査研究
　ヘ．学問，技術の奨励及び普及事業
　国際会議の主催・共催等がこれらに当たります．また，
最近始まった英語 Webinar もこれに当たるでしょう．海
外セクションの活動もこれに含まれるでしょうし，シスタ
ーソサイエティの締結も，これらの活動を促す役を果たし
ていると思います．
　ト．専門図書及び雑誌の刊行
　英文論文誌の刊行がこれに当たります．
　このように，学会としての「国際化」に関わる事業は
既に数多く実施され，その規模も徐々に拡大しています．
それぞれの事業は単発的で，学会全体というより，ソサ
イエティや研専などのサブセットによる活動であることは
確かです．しかし，学会活動のほとんど全てがそのような
形態であることを考えれば，単発的であることはむしろ自
然であるように思います．

　問題は，これらの事業の継続が難しくなっていることに
あると感じています．
　2000 年代の初頭，通ソでは Global News Letter を刊
行し，研専の活動や国際会議の報告を英文で発信してき
ました．ところが，媒体が紙から電子形式へと移行する
流れの中で Web 化したところ，本来のターゲットである
海外会員からのアクセスが極めて少ないことが判明しま
した．編集に要するマンパワーも不足しており，休刊のや
むなきに至りました．
　国際化の事業を行っても，それを受け入れる相手は限
定的です．更に，ここ数年で海外会員の数は急減していて，
対象は広がるどころか狭まっています．「何のためにやっ
ているのか？」と自問せざるを得ないことが悩みの種です．
　一方でこの問いは，「本会の国際化」の姿を考え直すヒ
ントになるかもしれません．IEEE 等の国際的大ネットワ
ークが存在している中で，日本オリジナルな学会は世界
の中でどのような立場を得られるのか？ なかなか難しい
問題ですが，海外に「コアなファンを作る」ことが一つの
解になるかもしれません．多くの海外会員に，本会に所
属していてよかったと思ってもらえるようにすることです
が，そのためにはまず，本会をよく知ってもらうことから
始める必要がありそうです．
　従前から，会誌の一部を英語に翻訳して Web で閲覧で
きるようにしていましたが，2021 年度には，これを印刷
して冊子体とし，海外会員に発送しました．また，将来の
海外会員候補である日本への留学生を対象に留学生ワー
クショップを開催し，留学生同士，更には日本人会員との
交流の場を作りました．またその一部を，海外セクション
各位が会する All sections meeting と併催することで，留
学生と本会海外セクションとの間をつなぐイベントにしま
した．
　このような施策が実を結ぶまでには時間が必要でしょ
う．目先の変化に一喜一憂せず，また，時代に合った形
に新陳代謝させていく勇気を持ちながら，海外向けのサ
ービスを根気よく続けていくことが，本会に求められてい
るように思います．会員の皆様には，引き続き御支援と御
助力を賜りますよう，よろしくお願い申し上げます．
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本号をもちまして退任となります．様々なトピックの特集に関
わり，楽しくかつ貴重な経験をさせて頂きました．今後も，本
マガジンならではの自由な雰囲気の下，ジュニアや学生・若手
研究者をはじめとする読者に向けてワクワク感を発信されるこ
とを期待します！� （A.N.）

センサやデータの活用でどんどん世の中が便利になってい
ます．例えば，20年前と今を比べると大きく発展してい
ます．今後もスーパシティ／スマートシティに関する研究
開発や実証試験が進み，20年後にどのような街になって
いるか楽しみです．　� （D.U.）

宇宙開発が世界で話題になっていますが，「衛星設計コンテス
ト」は御存じでしょうか？　高校生から大学院生までの学生
が設計した人工衛星の独創性や完成度を競うコンテストです．
本号では第 29回電子情報通信学会賞を受賞した記事を掲載
しています．学生の皆さんもチャレンジしてはいかがでしょ
うか．� （H.T.）

編集委員長　辻 宏之

編集副委員長　田久 修 平野拓一
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2021 年 12 月 23 日に打ち上げられた H-Ⅱ A ロケット 45 号機です．このロケットにはインマルサット第

6 世代初号機（I-6 F1）が搭載されています．インマルサットは 1979 年に国際機関として設立された移動体衛

星通信会社で，現在は民営化されています．国際航路に就航する船や飛行機に必須の通信手段としておなじみ

の通信インフラになっています．インマルサットは，今まで 20 機ほどの衛星を打ち上げてきましたが，今回

が初めて日本での打上げとなりました．

打上げから数か月程度かけて徐々に静止軌道に到達し，実用に供される予定です．この衛星は，初めてＬバ

ンド（1.6/1.5GHz 帯）と Ka バンド（30/20GHz 帯）のデュアルバンド通信に対応する HTS（ハイスループッ

ト衛星）となります．インマルサットでは，地上系並みのブロードバンド通信が可能な Ka バンドと，天候に

影響されない確実性を備えたLバンドを組み合せたサービスを全世界で10万以上の船や飛行機，及び地上系ネッ

トワークに接続困難な場所での陸上の端末向けに展開しています．

62The pho tograph,
Communica t ion can be seen.  

インマルサット第6世代初号機打上げ

長谷良裕
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