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　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、2023 年総合大会において、論文の書き方講座を下記のとおり開催致します。
　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。
　更に、通信ソサイエティでは、グローバル化を目的に、英文論文誌が IEEE 
Xplore にも掲載されます。これについても説明致します。多数の皆様の御来場をお
待ち致しております。

一般社団法人　電子情報通信学会
通信ソサイエティ

『論文の書き方講座』

論文の書き方講座開催のお知らせ

１　日時：２０２３年 3 月８日（水）９：４０ ～ １１：４５
２　プログラム：
 (1) 論文の書き方   　　　小川 猛志（東京電機大学）
 (2) 英文論文の書き方のポイント　 岡本 英二（名古屋工業大学）
 (3) 回答文の書き方・レターの書き方　  森野 博章（芝浦工業大学）
 (4) 通信ソサイエティの英文論文誌　　  
     　　　（EB 及び ComEX）が IEEE Xplore にも掲載されます
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山里 敬也（名古屋大学）　
３　定員：１００名
４　聴講費用：無料
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近年，ディジタル技術の進展，スマートフォンやインターネットのコモディティ化，更には AI
（Artificial Intelligence）技術の社会的広がりを背景に，今まで想像もしなかったエンターテインメ
ントやデザイン，アートに遭遇する機会が増えてきました．映像コンテンツを表示するディスプレ
イは高精細化が進み，より臨場感が高まっていますし，スマートグラスをはじめとする様々なウェ
アラブルデバイスが開発されることによって，メタバース，AR（Augumented Reality），VR（Virtual 
Reality）といったコンピュータ上に創られた三次元仮想空間内でひとが活動する新たなスタイルも
出現しています．ひとの五感に作用するディジタルインタフェース技術の進展を一つの契機として，
未来に向けた新たな社会的潮流が生まれつつあるのを感じます．

一方，ヒューマン情報処理の分野では，研究開発を通して得られたひとの特性に関する知見をディ
ジタル技術に取り込み，実際の教育や知育の中で活用しようとする取組みが行われています．ディ
ジタル技術を活用して，ひとの単なる表層ではなく，内面若しくは本質的特性に作用することによっ
て新たな効果を得ようとする試みです．また，脳情報科学の分野では，複雑な脳内神経回路網の信
号伝達模様を可視化することで，ひとの認知や思考，学習，成長といったメカニズムの解明に迫ろ
うとする研究も進められています．

こうした一連のトレンドは，ディジタル技術とひとをつなぐインタフェースが，よりひとの側に，
更にはひとの内部にまで入り込んで，ディジタル世界とひとが一体化する新たなインタフェースが
形成されつつあるという見方もできます．これまでディジタル世界とひとのやり取りは，ひとの視
覚や聴覚，触覚といった五感をインタフェースとするものでした．ひとの脳活動を可視化すること
による脳のメカニズム解明や脳へのアクセス技術の進展を見ていると，ディジタル世界が，ひとの
五感を飛び越して脳に直接働き掛ける，若しくは，脳とディジタル世界が直接相互作用して新たな
価値を生み出す新しいインタフェースの出現さえも予感させます．

本小特集は，ディジタルヒューマンインタフェースにおける新潮流とも言える事例や背景となる
基礎技術を紹介することで，読者の皆様に，来る Society 5.0 社会における“ディジタル世界”と“ひ
と”をつなぐインタフェースの在り方を考えるきっかけにして頂くことを期待して企画致しました．
お楽しみ頂けますと幸いです．

小特集の発行にあたって

編集チームリーダ  坂野寿和
Toshikazu Sakano

ディジタルヒューマンインタフェースの
新潮流

小特集編集チーム
坂野寿和，飯田裕之，関 裕太，中島昭範，

中林寛暁，早馬道也，廣田栄伸
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1. はじめに

脳は最も複雑な生体器官と言われています．皆さんが

何かを体験し感じて行動することができるのは脳が働い

ているためです．脳科学はこの脳の働きを科学的・客観

的な方法で解明する学問です．ほかの全ての科学がそう

であるように，脳科学も対象となる脳信号を計測するこ

とから始まります．しかし，脳の発する信号はとても小

さいため計測は簡単ではありません．特にヒトの脳信号

の計測は，脳の中にセンサを直接置くことができないた

め，その精度・性能には限界があります．本稿では，現

在利用されているヒト脳計測方法とその長所・短所を説

明し，計算アルゴリズムを活用して，その克服を目指す

電流源推定法を紹介します．

2. 脳はどのように情報を処理しているのか

現在，アメリカのメジャーリーグで大谷翔平選手が大

活躍しているので野球に興味を持った人も多いと思いま

す．大谷選手が投げる 160 km/h のボールを打とうと

思うと，ボールが手を離れてからホームベースを通るま

での僅か 0.41 秒の間に，バッターは目でボールの軌道

を追う視覚，ホームベースの上を通るかの判断，筋肉に

指令を送る運動といった複数のことを瞬時に協調して処

理しないといけません．脳はどのようにしてこのような

複雑な情報処理を行っているのでしょうか？ このよう

な脳の働きを調べるためには，脳信号がいつ，どこで起

こっているかを正確に測ることから始まります．

3．脳信号　神経細胞の電気活動

では，脳信号とは何でしょうか？ 脳の中にはたくさ

んの神経細胞が存在します．ヒトの脳であれば約1,000

億個もの神経細胞があると言われています． 神経細胞

は細胞体から伸びる軸索の先端部にはあるシナプスを介

して別の神経細胞と電気信号を用いてやり取りすること

が分かっています（図 1）．

4．ヒトの脳信号を測る

4.1 非侵襲脳活動計測法

神経細胞の電気信号は，細胞の近くに置いた微小電極

を用いて計測します．主に動物を対象にした脳研究で用

いられてきました．しかし，ヒトを対象にした脳研究で

は，安全性や倫理的な観点から，脳の中に直接電極を置

くことは困難です．外科的手術を必要としない安全な非

侵襲脳活動計測法と呼ばれる方法が用いられています．

現在，脳波（EEG: ElectroEncephaloGraphy），脳磁

図（MEG: MagnetoEncephaloGraphy），機能的核磁

気共鳴画像法 （fMRI:　functional MRI）, 近赤外分光

計測 （NIRS:　Near-InfraRed Spectroscopy）の四つ

の方法が主に利用されています．これらの計測法では頭

の外にセンサを設置するため，一つ一つの神経細胞の信

号の変化は検出できません．数万～数十万個の神経細胞

集団が同時に活動して初めて信号として検出されます

（図 2）．

4.2 電気活動の計測

脳波・脳磁図は神経細胞集団の電気活動が頭の周りに

作る電位・磁界の変化をそれぞれ検出する方法です．脳

波は頭皮上に設置した電極を用いて，脳磁図は頭の周り

図1　神経細胞の電気活動

ジュニア会員向けページ

ATR脳情報解析研究所　山下宙人
Okito Yamashita

脳信号を見える化する方法



子どもに教えたい通信のしくみ　脳信号を見える化する方法 267

胞の活動に伴って二次的に変化する血流応答を計測しま

す．fMRI は磁気共鳴の原理を用いて脳全体の血流変化

を画像化します．傾斜磁界と呼ばれる方法により，1画

素が数mmの解像度で画像化できます．NIRS は近赤外

光を用いて血中のヘモグロビン濃度を計測する方法で

す．fMRI と NIRS は電気活動に比べてゆっくり時間変

化する血流応答が計測対象のため，短い時間に起こるイ

ベント（1秒未満）を調べるには不向きな方法です（図

4）．

4.4 四つの方法の計測性能

脳の働きを調べるのに重要な時間解像度（いつ）・空

間解像度（どこに）の二つの基本性能についてプロット

においた高感度磁界センサを用いて計測します．どちら

の計測方法も，1,000 分の 1秒の速い時間変化を測る

ことができますが，頭の外のセンサで観測しているた

め，後に述べる電流源推定法のような計算処理を行わな

い限り，脳の中のどの位置で活動が起こっているか分か

りません（図 3）．

4.3 血流応答の計測

神経細胞が電気信号をやり取りするためには酸素やエ

ネルギーが必要です．神経細胞が活動すると，酸素を供

給するために，その周りの毛細血管において局所的に血

流が変化する“神経－血流カップリング”という現象が

起こることが知られています．fMRI と NIRS は神経細

図2　非侵襲脳活動計測法

図3　電気活動の計測 : 脳磁図と脳波計

図4　血流応答の計測 : 機能的MRI と近赤外分光計測
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したものが図 5です．左下に近いほど正確に計測でき

ることを表します．fMRI は「どこ」を知るのに優れて

いる方法です．脳内の活動位置が特定できるのも fMRI

だけです．一方，脳波・脳磁図は「いつ」を知るのに優

れた方法です．しかし，どこで脳活動が起こっているか

計測データから知ることはできません．NIRS はどちら

も優れた方法ではありませんが，大形施設も必要しない

ため利便性で優れている方法です．いつ，どこでを同時

に知ることができる非侵襲脳計測法は今のところなく，

どこを知るための研究には fMRI を用いて，いつを知る

ための研究に脳波・脳磁図を用いて，と用途に応じて使

い分けられています．

5. 脳の電気活動を可視化する

5.1 電流源推定法

電流源推定法はいつ，どこで脳の活動が変化したかを

知る方法の一つです．複数のセンサを用いて脳波・脳磁

図で頭の周りの電位や磁界の空間分布を計測し，計算ア

ルゴリズムを用いて，脳の内部の電気活動をイメージン

グします．図 6の上側は顔写真を見ているときの脳磁

図で計測した頭の周りの磁界を表示しています．0.1 秒

間という短い時間の間に頭の周りの磁界が大きく変化し

ていることが分かります．しかし，このデータからは脳

のどこに電気活動があるか分かりません．電流源推定法

を用いると，脳の後ろ側にある視覚野内で電気活動が変

化していることが分かります．

 5.2 電流源推定法の仕組み

電流源推定法は，順問題と逆問題という二つのプロセ

スに分けて実行されます．順問題では，脳内に電気活動

があったときにセンサでどのような電位・磁界が観測さ

れるかを予測します．大学の物理で習う電磁気学の方程

式を用いて計算します．逆問題では，順問題で計算した

予測と実際のデータが合致するように，電気活動の分布

を推定します（図 7）．

図6　電流源推定法

図7　電流源推定法の仕組み

図5　四つの非侵襲計測法の基本性能

ジュニア会員向けページ



子どもに教えたい通信のしくみ　脳信号を見える化する方法 269

5.3 複数データ統合による電流源推定の高度化

電流源推定法で得られる画像は fMRI に比べて 5～10

分の 1程度空間解像度は粗いものになります．また計

算アルゴリムによる推定のため画像のひずみなども生じ

ます．推定精度を向上させるために様々な脳情報を統合

する方法も研究されています．例えば，どこの情報に優

れた fMRI で計測した脳活動を統合する方法や fMRI の

データベースを活用する方法，脳の配線情報などを組み

込む方法も提案されています．このように計測と情報を

統合し，計測単体では実現できない計測はインテリジェ

ント計測と呼ばれ，今後の活用が期待されています（図

8）．

6. 電流源推定法の適用と課題と今後

電流源推定法は現在，脳の働きを調べるツールとして

基礎研究で活用されています．また，脳信号を用いてデ

バイスを直接コントロールするブレイン・マシンインタ

フェースへの応用や，てんかんの術前診断や神経疾患や

精神疾患の診断に向けた医療応用に向けた研究も進めら

れています．電流源推定法は，空間解像度の低さや画像

のひずみ，更に脳深部の活動の画像化などまだまだ改善

の余地があります．こういった技術的課題に対して，計

測のみ，アルゴリズムのみの改良で解決を目指すのでは

なく，計測と数理モデルの融合により解決を目指すのが

ユニークで面白い点です．21世紀は脳の世紀と呼ばれ

ています．脳の働きを理解することにより，自分を理解

し，脳の新しい可能性を切り開き，様々な社会問題解決

に貢献することが脳科学の役割として期待されていま

す．そのための第一歩は，脳信号を見える化することか

ら始まります．

山下宙人 　
ATR脳情報解析研究所計算脳イメージン
グ研究室室長，理化学研究所革新知能統
合研究センターチームリーダ．1999東大・
工・計数卒．2001同大学院修士課程了．
2004 総合研究大学院大統計科学専攻了．
博士（学術）．2004統計数理研究所入所．
2004-9（株）国際電気通信基礎技術研究所
脳情報研究所入所．2013 ATR脳情報解
析研究所計算脳イメージング研究室室長．2016理化学研究所革新
知能統合研究センターチームリーダ兼務．電流原推定問題やBMI解
析手法など，統計・機械学習を用いた脳情報解析手法の開発に従事．

図8　複数データ統合による電流源推定法
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1. はじめに

本記事ではRaspberry Pi という小形コンピュータと

Scratch というプログラミング環境を使ってロボットに

搭載されたモータを制御し，自由に動かす方法を学ぶ．

（1）セットアップ編（前号に掲載）ではRaspberry Pi

に OSをインストールする方法を学んだ．今回はロボッ

トの組立とモータ駆動回路について学ぶ．図 1は今回

製作するロボットの完成形である．組立に際し用意した

部品は以下のとおりである．

・Raspberry Pi（1 個）：

Zero 2Wモデルに専用ピンヘッダ（GPIO 端子に取

り付ける金属ピンのこと）をはんだ付けするか，ピン

ヘッダが付いているZero WHモデルのどちらか

・ロボット（1個）：

No.232 チェーンプログラムロボット工作セット

（TAMIYA）

・USBケーブル（30 ㎝くらい，2.4 A，2本）：

USB microB-USB Type A ケーブル（100円ショッ

プ）

・USB microB-DIP 5 ピン変換基板（1枚）：

電源用マイクロUSBコネクタDIP 化キット（秋月電

子通商）

・USB変換コネクタ（1個）：

Type-C オス -Type-A メス変換コネクタ（100 円

ショップ）

・モバイルバッテリー（USB Type-A 出力，USB 

Type-C 出力，出力 2.5 A 程度，200 g 以下，1個）：

DE-C37-5000WH（エレコム）

・モータドライバ IC（2セット）：

東芝 TB67H450FNG 搭載ピッチ変換基板（スイッ

チサイエンス）

・オスピンヘッダ（1本）：

オスヘッダ直角 単列 40 ピン（uxcell）

・ブレッドボード（1枚）：

SAD-101（サンハヤト）

・抵抗（計 6本）：

10 k Ω× 2，3.3 k Ω× 2，0.47 Ω× 2（uxcell）

・短いジャンプワイヤ（1セット）：

ジャンプワイヤキット SKS-100（サンハヤト）

・長いジャンプワイヤ（1セット）：

多色ワイヤ ELEGOO 120 pcs（デュポン）

・ハウジングピンコネクタターミナル（100ピン）：

2.54 mm デュポンジャンパ線ケーブルハウジングピ

ンコネクタターミナル　オス（KKHMF）

・輪ゴム（3本）：

オーバンド #270（オーバンド）

2. ロボットの組立

（1）ロボットについて

組み立てるロボットは「No.232 チェーンプログラム

ロボット工作セット」である．全部を組み立てるのでは

なく，図 1のようにモータとギア及び実験に必要な最

低限のきょう体を組み立てる．

図1　組み立てるロボットとその完成形

ジュニア会員向けページ
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(2) ロボット組立編
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後輪の部品と車軸及び車軸カバー，図 4（b）は組み立

てた後輪である．図 5のように接続用の部品を使って

後輪を本体後部に取り付ける．図 5（a）は後輪を本体

に接続するための部品，図 5（b）は接続用部品を取り

付けた後輪，本体及び接続用のビスとねじ，そして図 5

（c）は後輪を本体に取り付けたところである．図 5（b）

で示したワッシャーは本体と後輪接続用部品の間に挟

む．また図 6のように前輪部品を用意し，図 7のよう

にギアボックスに取り付ける．

（2）胴体の組立

まず図 2のようにロボット底面及び胴体の部品を組

み立てる．まず図 2（a）に示したロボット底面とギア

ボックスカバーをねじで取り付ける．続いて図 2（b）

に示したギアボックスカバーを取り付けた底面と胴体を

ねじで組み立てる．図 2（c）は組み立てたロボット底

面をギアボックスカバー側から見たものである．ギア

ボックスとモータはあらかじめ説明書に従って組み立て

ておき，図 3のように本体に取り付ける．

 

（3）前輪及び後輪の取付け

図 4のように後輪の部品を組み立てる．図 4（a）は

図3　ギアボックスの取付け

図5　後輪の取付け

図2　ロボット底面と胴体の組立

図4　後輪の組立



272 通信ソサイエティマガジン　No.64  春号 2023

3．モータ駆動回路の配線

（1）モバイルバッテリーの接続

図 8（a）のようにロボット本体に輪ゴムを掛け，モ

バイルバッテリーを搭載する台にする．図 8（b）のよ

うに輪ゴムをロボット胴体の突起に引っ掛け，

Raspberry Pi とモバイルバッテリーを固定する．モバ

イルバッテリーの USB Type-C 端子は図 8（b）のよ

うに，Type-C オス -Type-A メス変換コネクタを介し

て USB microB-USB Type A ケーブル（以降，Type 

A ケーブル）に接続する．Type-A ケーブルは図 9のよ

うにはんだ付けしたUSB microB-DIP 5 ピン変換基板

を介しブレッドボードに接続する．モバイルバッテリー

のUSB Type-A 端子はもう 1本の Type A ケーブルに

よりRaspberry Pi に接続する．

（2）モータドライバ回路の配線と接続

モータはモータドライバ IC を用いて制御する．モー

タドライバ IC は東芝 TB67H450FNG を用い，図 10

のような搭載ピッチ変換基板に搭載されたものを利用し

た．基板に対応した 20P のピンヘッダ（ブレッドボー

図6　前輪の組立

図7　前輪の取付け

図8　モバイルバッテリーとケーブルの接続

図9　USB microB-DIP 5 ピン変換基板

図10　モータドライバ IC（東芝 TB67H450FNG）
搭載ピッチ変換基板とピンヘッダ

図11　モータの配線とケーブルハウジングピン

ジュニア会員向けページ
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ドに基板を接続するための縦に並んだ金属ピンのこと）

を，二つに切ってはんだ付けした．図 11のようにモー

タの配線の先はケーブルハウジングピンを接続してブ

レッドボードにつなぐ．

（3）部品の配置と配線

図 12はブレッドボードの配線図である．図 12のよ

うにブレッドボード上に抵抗を配置し，モータドライバ

IC がはんだ付けされている搭載ピッチ変換基板をブ

レッドボードに挿入する．挿入位置は基板のピン番号 1

－ 10をそれぞれブレッドボードの j-1 から j-10，若し

くは b-1 から b-10 に挿す．ブレッドボードは（SAD-

図12　ブレッドボード配線図 図13　ブレッドボード写真

図14　Raspberry Pi とブレッドボードの接続
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その外部でショートしたときに保護構造が用意されてい

るものが多いが，念のためブレッドボードの+5.0 V と

GNDをショートさせないように注意する．

4．まとめ

今回はロボット本体の組立とモータの駆動回路の配

線，そしてブレッドボードとモバイルバッテリー並びに

モータの接続について説明した．

次回は Scratch の起動とプログラミング及び実験方

法に関して説明する．

  謝辞　本シリーズは下記のブログを参考にして構成
している．記して謝意を表する

https://maausa.marurm.com/raspi-scratch-robot/

参考URL

（1）  SWITCH SCIENCE, https://mag.switch- science.

com/2020/05/08/motor-driver/
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平4慶大・理工・電気卒．平9同大学院理
工学研究科博士課程了．同年東工大・工・
助手．平12（株）ソニーコンピュータサイ
エンス研究所入社．平13慶大・理工・講師．
平23慶大・理工・教授，現在に至る．こ
の間移動体通信の研究に従事．博士（工
学）．平30～令元年度本会調査理事．

101 の場合）同じアルファベットの端子 1－ 5 の間，

若しくは 6－ 10の間が電気的に接続されている．した

がって，図 12上の赤く塗られたピンは+5.0 V の電源，

黒く塗られたピンはGNDに USB microB-DIP 5 ピン

変換基板を通して接続している．そこでモータドライバ

IC の各ピンに並列に抵抗の足や短いジャンプワイヤの

ピンを挿入し，回路を構成する．モータの配線もブレッ

ドボードに接続する．そして電源用マイクロUSBコネ

クタDIP 化キット基板（USB microB-DIP 5 ピン変換

基板）をブレッドボードに挿し，モバイルバッテリーを

Type-A ケーブルにより基板に接続する．

モータドライバ IC は電源からの電流を調節し，モー

タの回転数を制御するための部品である．この図 12に

示す基板の 5番ピン及び 6番ピンに Raspberry Pi か

ら命令を送ることによってロボットの動作を制御でき

る．ただし 8番ピンから出力される電流を制御するた

めには 7番ピンに接続する抵抗値（この回路では 0.47 

Ω）と 4番ピンに掛ける電圧を調節する必要がある．

10 k Ωと 3.3 k Ωの抵抗は 4番ピンに掛ける電圧を調

整するために用いている．詳細については文献（1）の

参考URLを参照されたい．

図 13は電子部品を配置した実際のブレッドボードの

写真である．ブレッドボードとRaspberry Pi の GPIO

ピンは，図 14のように長いジャンプワイヤで接続する．

なお Raspberry Pi の GPIO は＋ 3.3 V や＋ 5.0 V と

グランド（GND）を接続してショートするとすぐ壊れ

るので注意が必要である．また，モバイルバッテリーは

ジュニア会員向けページ
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 1 はじめに
近年，エンターテインメント業界では映像を使っ

て空間を華やかに彩るプロジェクションマッピング
が盛んに行われている．プロジェクションマッピン
グは投影先の対象形状に応じた映像を投影する技術
であるが，従来のスキームでは事前に計測した対象
形状を基にコンテンツとなる映像を作成するため，
その対象は主に建物などの静止物体に限られてき
た．一方で，既存のエンターテインメントと組み合
わせることを考えると，パフォーマーの衣装やパ
フォーマー自身にプロジェクションマッピングを施
すなど，運動や変形を伴うダイナミックなシーンへ
の対応が期待される．また，このような動物体を対
象とするダイナミックプロジェクションマッピング
（DPM）は三次元的に動き回るボールやドローンへ
の投影，動きと連動したコンテンツのリアルタイム
生成など，新しい表現の創出にもつながる．
しかし，DPMでは，対象の状態を認識してから

映像に反映するまでの遅延が技術的な課題となる．
プロジェクションマッピングは対象の計測，映像の
生成，映像の投影という三つのステップを経て行わ
れ，ダイナミックなシーンでは各ステップの遅延の
合計が投影された映像の「位置ずれ」として表れ

る．この位置ずれはプロジェクションマッピングを
破綻させ，没入感を著しく損なうものであり，人間
は約 6	ms 以上の遅延による位置ずれを知覚すると
いう報告	（1）から，遅延を数ms に抑えることがダ
イナミックな対象にぴったりと映像投影を行う
DPMの条件となっている．
一方で，従来の画像処理アルゴリズム及びデバイ

スは人間に滑らかな映像を提示することを目標とし
て，ビデオレート（30	frame/s）を基準に設計さ
れていることが多く，撮像するだけでも数十msを
要するため，数ms以下の遅延が要求されるDPM
に用いるには速度が不十分である．そのため，
DPMの実現には対象のダイナミクスに応じた高速
画像処理技術や高速デバイスの開発が必要となる．
このように対象のダイナミクスにシステムの高速性
を合わせる設計思想は「ダイナミクス整合」（用語）
と呼ばれ	（2），DPMに限らず，高速ロボットの開発
においても用いられる重要な概念となっている	（3）．
本稿では，２.において，従来システムをはるか

かに超えた高速性によりダイナミクス整合を実現
し，動物体に対しても矛盾のない映像をぴったりと
投影する高速ビジョン技術群について紹介する．更
に３.～６.では，これら高速ビジョン技術を用いて
投影対象とする物体の運動や形状に関する制約を解
消し，自由なDPMを実現した研究について解説す
る．

高速ビジョンが開く
ダイナミックプロジェクションマッピング技術
Dynamic Projection Mapping Technologies Pioneered by High-speed Vision 

高速ビジョンが開く

宮下令央　Leo Miyashita †　末石智大 Tomohiro Sueishi †　田畑智志　Satoshi Tabata †

早川智彦　Tomohiko Hayakawa †　石川正俊　Masatoshi Ishikawa †, ††

†   東京大学，東京都
   The University of Tokyo，Tokyo，113-8656
††   東京理科大学，東京都
   Tokyo University of Science，Tokyo，162-8601

Summary 運動や変形を伴う対象に対してプロジェクションマッピングを施すダイナミックプロジェクションマッピン
グ (DPM)に関する研究が盛んに行われ，多彩な発展を見せている．本稿ではプロジェクションマッピング

とDPMでは要求されるシステムの高速性が決定的に異なることを指摘し，その高速性を実現する高速ビジョンチップや高速
プロジェクタ，高速画像処理といった高速ビジョン技術群を紹介する．更に，これら高速ビジョン技術を用いて無拘束かつ多
次元の表現に向けて進化を続けているDPMの応用研究について解説する．
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 2  ダイナミックなシーンに対応する高速ビジョン技術

２.１　高速画像処理アルゴリズム
対象の計測，映像の生成，映像の投影の各ステッ

プを高速化し，ダイナミックな対象にぴったりと映
像を投影するためには，msオーダで動作する高速
ビジョン技術群が必要となる．そこで，DPMの実
現 を 目 指 し た 研 究 で は 500	frame/s～1,000	
frame/s で動作する高速画像処理アルゴリズム，及
び高速ビジョンデバイスが先駆けて開発されてき
た．
一般的に，対象のダイナミクスに対して十分に高

いサンプリング周波数で対象を観測できる場合，連
続的に変化する状態変数の計測には局所的な探索を
繰り返すトラッキングアルゴリズムが有効に働く．
そのため，高速画像処理では大域的な探索を排除
し，前フレームの情報を最大限有効活用するアルゴ
リズムが求められる．更に，高速画像処理ではリア
ルタイム性の要請を満たすため，コンピュータアー
キテクチャを考慮した処理や，並列または並行処理
を可能とする構造を優先して組み込むなど，一般的
な画像処理とは異なる設計思想でアルゴリズムを開
発することが求められる．

２.２　ビジョンチップ
DPMでは高フレームレートで撮像できる高速カ

メラによって取得された画像列に，計算機上で高速
画像処理アルゴリズムを適用し，対象の高速計測を
実現するシステム構成が一般的であるが，「ビジョ
ンチップ」と呼ばれる独自のデバイスに高速画像処
理アルゴリズムを組み込むことで，msオーダの計
測を実現する研究も提案されている	（4）	，（5）．ビジョ
ンチップはイメージセンサ上に並列演算器を配置す
ることで ,撮像と画像処理をチップ上で実現するデ
バイスであり，システムの高速低遅延化だけでな
く，外部計算機やデータ転送を簡略化して小形軽量
化，低消費電力化に貢献するものである	（6）	，（7）．

２.３　高速プロジェクタ
また，DPMにおける映像投影のステップを高速

化するため，LED とディジタルミラーデバイス
（DMD）を高速に協調動作させることで，24	bit フ
ルカラー画像を 1,000	frame/s で投影可能な高速
プロジェクタが開発されている	（8）	，（9）．更に，計測
と投影の双方で活用できる高速駆動光学系として，
光軸を高速に制御する回転ミラー，焦点を高速に操

作する液体レンズのシステム応用が進められてい
る．これらのデバイスを用いたDPMに関しては
３.，４.で詳しく解説する．
また，DPMにおける映像生成のステップにおい

ても技術革新が進められており，イメージベースド
DPMや，動きを付加するDPMが実現されている．
これらの映像生成技術を用いたDPMに関しては
５.，６.で述べる．

 3  動き回る対象にぴったりと投影するDPM技術

３.１　対象を追跡する高速な光学的制御技術
動き回る対象へのDPMにおいて大きな課題の一

つとなるのは，運動範囲の広さに対するプロジェク
タの解像度不足である．プロジェクタの縦や横の画
素数は数百～数千ピクセルと有限であり，運動範囲
全体を画角で覆うようにすると対象の占めるピクセ
ル数が非常に少なく画像が粗くなる．一方で対象の
占めるピクセル数を増やそうとすると対象の運動で
すぐに画角から外れてしまう．データ転送速度の観
点からも，高フレームレート映像の投影に対してデ
バイスの画素数の増大は困難である．
上記の画角と解像度のトレードオフに対する解

決戦略の一つは，画角を動的に制御するアクティブ
ビジョンという概念の導入である．動き回る対象に
画角を向け続けることさえできれば，対象の占める
画素数の多さと広い運動範囲を両立することができ
る．一般的な実現方法は人間が首を振るように，回
転機構を備えた電動雲台にカメラやプロジェクタを
搭載する方法である（図１左）．しかし電動雲台式
はデバイス自体の重量が大きいため応答性の高い制
御が難しく，大きな遅延時間により運動対象へぴっ

 図 1　電動雲台式（左）と駆動鏡面式（右）
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たりと投影像を合わせることが困難である．
ここでプロジェクタ前方に設置したミラーを回

転させることで，投影する光線方向を制御する方式
を考える（図 1右）．2枚の回転ミラーが各々上下・
左右の光線方向の制御を担当する場合，電動雲台式
と比較して各ミラーが非常に軽量となり，高速な制
御が可能となる．特に瞳転送系と呼ばれる（複数の
レンズから成る）リレーレンズをプロジェクタと回
転ミラーの間に挟み，瞳（光学中心）位置を 2枚
のミラーの間に転送（プロジェクタの拡散光線を回
転ミラー付近に集光）することで，回転ミラーのサ
イズを小さく（すなわち軽量で高速に動作可能）し
つつ，十分な画角を実現できることとなる．
この高速な駆動鏡面式の光学的制御技術は，運動

物体を常に画像中心に捉え続けるような追従的撮
影	（10）に利用可能なだけでなく，ビームスプリッタ
を用いてカメラとプロジェクタの画角を共有するこ
とができる．すなわち高速ビジョンによって捉えた
対象と同じ画角で，かつ同一画角であるため二次元
的な位置の認識をするだけで，運動物体にぴったり
と貼り付いた投影ができる	（11）	，（12）．上下左右のみ
に運動する球体ならば通常の 60	frame/s 程度の低
速プロジェクタでもDPMが可能で	（11），更に高速
プロジェクタと組み合わせれば，平面的な対象の姿
勢変化にも対応したDPMが広い運動範囲で実現可
能となる	（12）．

３.２　光学的追跡用の対象認識マーカの工夫
駆動鏡面式の高速光学系制御技術の次なる課題

は，広い範囲を運動する対象の画像認識方法であ
る．特にインタラクティブな応用シーンでは，人間
の手指や体全体による部分的・完全な遮蔽が生じや
すいため，これらの遮蔽に頑健かつ高速な画像認識
技術が必要となる．
スポーツのボールなど広域運動する球体に着目

すると，球体表面上に円周状のマーカを付与するこ
とで，人間の手指などの遮蔽に頑健かつ高速な追跡
投影が可能となる	（13）．人間に不可視な近赤外光の
照射と，交通標識などに用いられる再帰性反射特性
を持つ円周マーカを活用して，遠方の球体も十分な
輝度値で画像認識し，スポーツ訓練や演出にも応用
可能なDPMが実現できる（図 2）．円周マーカは，
カメラ画像（透視投影変換）で常にだ円形状として
観測できる特徴を生かした三次元姿勢認識技術で，
同特徴を利用した指の姿勢を高速推定可能な，小形
装着型のだ円群指輪マーカ	（14）も開発されている．

３.３　高速に動き回る対象周囲への映像表現
動き回る対象表面だけでなく，その周囲へぴった

りと高速投影するDPMも開発されている．人間の
注視点に着目し，その周囲にモーションブラーのな
い高解像度映像を投影することもできる（図 3左）．
これは回転ミラーと高速プロジェクタの適切な同期
戦略を用いて，プロジェクタの画角と解像度の問題

図２　円周マーカと追跡投影結果 （13）（輝度補正済）
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を擬似的に解決した注視点指向投影技術であり，
レーザポインタ	（15）・高速アイトラッキング	（16）への
投影がそれぞれ実現されている．
ゴルフのスイング平面を可視化する投影技術	（17）

も実現されている．光学的制御技術	（10）でクラブ
ヘッド近傍の装着マーカを高速三次元認識し，光学
制御系とは別に設置した高速プロジェクタでスイン
グ幾何情報を即時表示でき，効率的な訓練への活用
が期待される（図 3右）．

 4 前後の動きに追従するDPM技術
４.１　液体レンズを用いた高速な可変焦点光学系
動き回る対象へのDPMにおけるもう一つの大き

な課題は，奥行方向の動きに対する被写界深度の不
足である．一般的なプロジェクタはスクリーンを配
置した特定の距離で焦点が合うように調整して利用
することを想定しており ,	その距離前後の被写界深
度内でのみピントの合った像を投影できる．しか
し，動き回る対象へのDPMでは，対象の移動によ
りこの距離範囲を外れてしまう場合がある．レンズ
の開口を小さく絞ることで被写界深度を深くとれる
が，限られた効果しか得られない上，光量が制限さ
れる．また，移動範囲を一定の距離範囲内に制限し
たDPMは実現できるが，応用の大きな制約となる．
上記の被写界深度の問題に対する解決戦略の一

つは，フォーカスを動的に制御する，システムの可
変焦点距離化である．動き回る対象の距離に応じて
フォーカスを変化させれば，開口を大きく保った浅
い被写界深度でも，固定焦点系を大きく上回る広範
囲の距離で常にピントの合った像を投影し続けられ
る．焦点距離を変化させる一般的な方法は，通常の
ピント調整で用いられるようにレンズ系の位置関係
を調整する方法である．しかし，レンズ自体の重量
が大きいため応答性の高い制御が難しく遅延時間が
大きくなり，運動対象にピントを合わせ続けること

が困難である．
ここで液体レンズを用いた可変焦点光学系を考

える．液体レンズは電気的に液面の曲率を制御可能
なデバイスである	（18）．表面形状の僅かな変化で焦
点距離を変えることが可能であり，レンズ系の位置
関係を動かす必要がなく高速な制御が可能となる．
この液体レンズを光学系に組み込むことで，数ms
の遅延でフォーカスを制御し運動対象へのピントの
合った投影が実現可能となる．

４.２　高速焦点追従投影システムを用いたDPM
液体レンズを用いた高速な可変焦点光学系を

フィードバックシステムに組み込むことで，固定焦
点系の被写界深度を超えて広範囲の距離でDPMが
実現できる．投影画像の切換に高速性を必要としな
い，投影平面までの距離のみに応じて焦点距離を制
御する DPMは，市販の距離センサと通常の 60	
frame/s 程度のプロジェクタを用いたシステムでも
実現可能である．距離センサで得られる投影平面ま
での距離情報を利用し，プロジェクタからの投影内
容の切換や低遅延な焦点距離制御を行うことで，数
十 cm～数mの範囲で情報提示やボリュームスラ
イシングディスプレイ（Volume	Slicing	Display）
としての利用が可能である	（19）．更に，高速ビジョ
ン，高速プロジェクタを組み合わせることでシステ
ム全体の高速化が可能であり，液体レンズを用いた
高速焦点追従投影システムが実現されている	（20）（図
4）．このシステムでは投影対象にマーカを付与し
高速カメラを用いてトラッキングを行い，得られた
対象の位置姿勢情報から，カメラと同軸に配置した
高速プロジェクタの投影内容と液体レンズの焦点距
離を制御する．対象の位置姿勢取得，投影内容の更
新，焦点距離の制御を数msの遅延で行い，対象の
距離だけでなく姿勢変化に合わせたDPMを広い奥
行範囲で実現している（図 5）．更に，投影対象の
自由な移動に合わせて高速にピントの合った像を投
影できる点を活用し，ヘッドマウントディスプレイ
に直接投影することで，低遅延に情報の可視化を実
現する方法も提案されている	（21）．
また，単一物体の位置姿勢を取得するトラッキン

グ型のアプローチだけでなく，焦点距離を周期的に
高速走査することで，広い奥行範囲に同時にピント
の合った像の投影も実現されている	（22）．複数の焦
点距離を時分割で投影するため，トラッキング型と
比べると各距離の更新頻度は低下するが，広い奥行
範囲に同時に投影できるため，必要に応じて相補的
に活用することが期待される．

図３　注視点指向投影 （15）とゴルフスイング投影 （17）
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 5 マーカやモデル不要のDPM技術
従来のDPMでは，動物体の位置や姿勢を高速に

認識するために対象にマーカを貼付したり，あらか
じめ対象のモデルを計算機上に保持しておく必要が
あった．一方でマーカやモデルの準備が難しい場合
や，対象や演出の性質としてマーカやモデルが利用
できない場合も存在する．例えば，マーカの貼付が
難しい動物や食物，形状のモデル化が難しい液体や
粘土，大量の物体を含む魚の群れや木の葉を対象と
する場合や，事前の準備ができない即興のパフォー

マンスを行う場合など，マーカベースドまたはモデ
ルベースドの手法が制約となっている応用は多岐に
わたる．この問題を解決するためにはプロジェク
ションマッピングのフレームワークにおいて根本的
な転換を図る必要がある．
ミダスプロジェクション（MIDAS	projection）

では新たなフレームワークとしてイメージベースド
のプロジェクションマッピングを提案し，マーカも
モデルも必要としない DPMを実現している	（23）．
イメージベースドの手法では，対象の状態を位置や
姿勢といった抽象的なモデル変数として扱わず，カ
メラから得られる画像自体からレンダリング画像を
生成する．ミダスプロジェクションでは，近赤外領
域の異なる 3波長を同時に捉える図 6の光学系を
用いて，照度差ステレオ法により対象の法線をピク
セルワイズに計算し，得られた法線画像から投影画
像を生成している．このフレームワークでは，対象
形状のモデルがない場合には表面法線が対象の陰影
を特徴付けることに着目し，マーカやモデルを用い
ることなくDPMによる質感の上書きを実現してい
る．プロジェクションマッピングでは出力である映
像投影の受け手が人間であるため，映像投影に可視
光を用いることは必須の条件である．そこで．同シ
ステムでは映像投影とのクロストークが避けられる
とともに，一般的な高速カメラが感度を持つ波長帯
として近赤外光に着目している．更に近赤外領域を
三つの波長帯に分割することで，照度差ステレオ法
に必要な最低三つの光源環境下の陰影を 1フレー
ム分の露光時間で得ることに成功している．
マーカレスかつモデルレスであることは一方で

対象表面上の絶対位相が定義されないことを意味す
る．すなわち，プロジェクションマッピングがマー

図4　可変焦点光学系を組み込んだ高速フィードバックシステム （20）

図５ 高速焦点追従投影システム （20）による投影
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カレスかつモデルレスで実行できることと，モデル
座標が利用できることは論理的に矛盾しており，両
立し得ない．よってミダスプロジェクションのフ
レームワークではモデル座標を用いたテクスチャの
UVマッピングを行うことはできない．一方で，対
象表面上の相対位相のみが問題となるテクスチャで
あれば，マーカレスかつモデルレスのプロジェク
ションマッピングにおいても扱うことができるはず
である．例えば，岩肌やタイルといった連続して繰
り返される模様では絶対位相は多くの場合に問題と
ならない．そこでミダスプロジェクションでは法線
から適切な相対位相を高速に計算するアルゴリズム
を提案している．これらの高速な法線計測システム
及び法線を活用した高速映像生成アルゴリズムによ
り，同システムでは計測から投影まで，一様な質感
再現では約 6	ms，相対位相を用いたテクスチャの	
UVマッピングを行う場合では約 7	ms の遅延で達
成しており，図 7 のような DPMを 500	frame/s
で実現している．
また，空間周波数特性の観点から法線の直接計測

は深度計測よりも対象表面の細かな凹凸を捉えるこ
とに適している	（24）．一方で法線は絶対位置の情報
を含んでおらず，深度計測と相補的な関係にある．
よって法線計測技術は深度計測技術と組み合わせる
ことで三次元形状計測の性能を底上げすることがで
きる．図 8は可視光における高速深度計測	（25）と近
赤外領域における高速法線計測	（23）を組み合わせた
計測システムである．同研究では計測によって得ら
れた深度と法線の両情報に対する整合性を保つよう

に形状情報を高速に統合するアルゴリズムを用い
て，400	frame/s で高密度かつ高精度の三次元形状
再構成を実現している	（26），（27）．
更に，高速法線計測技術は形状情報を用いた特徴

点トラッキングにおいても有用である．形状や構造
を用いた特徴量としては，深度計測を想定した三次
元点群を入力として定義されるものが一般的であ
る．しかし，実際の計測システムの空間周波数特性
を考慮すると，三次元点群を用いた特徴量よりも，
直接計測した法線を利用する特徴量の方が，対象表
面の特徴的な凹凸の把握及び識別に適している．法
線情報のみでは対象までの絶対距離を特定できない
ため，対象の剛体運動のうち 5軸を決定するにと
どまるが，テクスチャレスかつ変形する対象もロバ
ストに認識する法線特徴量	（28），及びこれをバイナ
リ化することで図 9のように 750	frame/s の高速
トラッキングを実現する法線特徴量	（29）が開発され
ている．
今後，イメージベースドのプロジェクションマッ

図７　マーカレスかつモデルレスのDPM質感再現 （23）

図６　赤外領域で法線計測を行うDPMシステム （23）
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ピングやこれら高速三次元形状計測及び高速トラッ
キング技術によって，マーカやモデルに依存しない
DPM技術が発展し，より多種多様な物体を対象と
して自由な演出が実現されることが期待されている．

 6  テクスチャだけでなく動きを付加するDPM技術

視覚情報は対象の形状と質感，及び光源環境に
よって決定される．プロジェクションマッピングは
プロジェクタを制御可能な光源環境として用いるこ
とで対象の視覚情報を操作し，あたかも対象の形状
や質感が変化したかのように見せる技術である．し
かし，対象表面の輝度分布によって認識される質感
は映像投影によって直接的に再現，または仮想的に
操作できる一方で，対象の形状は映像投影によって
自由に操作することが困難な要素である．
プロジェクションマッピングにより対象の形状

を操作するには，物体が持つ本来の陰影やテクス
チャを投影光により均一化し，所望の形状と観測者

の位置に基づいて決定される陰影を新たに投影に
よって上乗せする手法などが考えられる．しかし，
このような方法は観測者の数を制限するとともに，
両眼視差との不整合や強い投影光のために高い没入
感を実現しにくいといった問題があり，いまだ形状
の自由な操作を達成するに至っていない．一方で，
定常的に形状を大きく変化させることはできないも
のの，対象が持つ本来の陰影やテクスチャを生かし
つつ，投影を用いた錯視によって仮想的に形状に変
化を与える研究が注目されている．
変幻灯（Deformation	Lamps）では，対象の変

形前後の輝度差を変形前の静止した対象に投影する
ことで，あたかも対象が変形したかのように錯覚さ
せるプロジェクションマッピングの新たなフレーム
ワークが提案されている	（30）．Livingstone らによ
ると，人間の脳では対象の色，形，動きの情報が
各々別の経路で処理された後，高次野でこれらの情
報を統合されることで対象が認識されている	（31）．
変幻灯はこの知覚情報処理の構造を利用し，輝度差
の投影によって対象本来の色や概形を維持しなが

図８　深度計測と法線計測の高速統合システム （26），（27）

図９　法線特徴量によるトラッキング （29）
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ら，動きの情報を操作することに成功していると考
えられる．
この変幻灯をDPMの技術により拡張し，運動や

変形を伴う動物体に適用した研究としてエラモーフ
プロジェクション（ElaMorph	projection）が提案
されている	（32）．エラモーフプロジェクションでは，
対象の位置と姿勢を赤外線領域で高速に計測し，そ
の動きに合わせた変形を投影により錯覚させること
で，没入感を高めている．変形前後の輝度差を投影
することによって実現される錯視は振動的な小さな
変位に限られるため，同研究では弾性が支配的なダ
イナミクスを剛体上に投影で再現することに焦点を
当てている．この錯覚は基本的に動きに変化を与え
るものであるため，静止画像によって実際に知覚さ
れる現象を正確に表すことは困難であるが，図 10
の例では人間の頭部モデルを錯視によって部分的に
変形させ，本来の対象とは異なるダイナミクスを提
示している，エラモーフプロジェクションでは，並
列計算可能な弾性体変形シミュレーション手法を用
いるとともに，対象本来の輪郭から逸脱した変形部
分により没入感が損なわれないように独自の補正ア
ルゴリズムを導入しており，実際の対象の動きをリ
アルタイムに反映しながら没入感の高い錯視の提示
をDPMにより達成している．また，図 11のよう
に質感と動きを同時に拡張するDPMシステムの開
発も進められており	（33），DPMが扱える視覚情報の
範囲が広がってきている．
プロジェクションマッピングを観賞するのは人

間であるため，映像投影では物理的に実現できない
現象であっても錯覚を用いることで知覚上実現でき
る可能性がある．このように錯覚を用いたプロジェ
クションマッピングは発展性がある一方で，そのメ
カニズムや錯覚に要求される条件などは詳細には解
明されていない．特に，1,000	frame/s といった従
来デバイスが基準としていたビデオレートをはるか
に超える高速なフレームレートで多階調の映像投影
を実現するプロジェクタは，近年になって初めて開
発された高速ビジョンデバイスであるため	（8）,（9），
このような高速投影に対する人間の知覚応答は，心
理物理学においても未開拓の領域である．また，高
速プロジェクタを用いたmsオーダで遅延を制御可
能なシステムを利用して，DPMの品質を左右する
重要なパラメータである映像遅延についても詳細な
調査が進められている	（34）．今後，高速投影に対す
る知覚応答特性が解明され，没入感の高いDPMの
実現に必要となる条件や効果的な投影手法が明らか
になることが期待されている．

 7 おわりに
本稿では，運動や変形を伴うシーンにプロジェク

ションマッピングを施すダイナミックプロジェク
ションマッピング（DPM）について概説し，違和
感のない投影を実現するためのDPM特有の要請で
ある高速性に着目して，近年の研究動向を解説し
た．DPMにおいてはms オーダの高速応答が求め
られるため，高速画像処理や高速ビジョンデバイス
といったソフトとハードの両面を考慮した総合的な
システム設計と研究が進められてきた．これら高速
アルゴリズム，高速センシング，高速ディスプレイ
の進歩に伴い，DPMを新たなモダリティの再現や
拡張に応用する研究が生まれてきている，実世界と
情報世界のグラフィクスをシームレスにつなぐ技術
として今後のDPMの発展に期待したい．

図10　運動に合わせた投影による変形の錯覚 （32）

図 11　DPMによる質感と動きの同時拡張 （33）
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小特集 ディジタルヒューマンインタフェースの新潮流

 1	 はじめに
本稿はメタバース研究開発における，最先端の活

動や考え方，特に工学に隣接する他の研究開発分野
に向けて，本分野を深く分析するベースになる知識
や考え方を整理して理解するための解説論文とす
る．エンターテインメント工学分野では常識となる
要素も多いが，一般的な消費者から見れば，おおら
かであやふやな世界に見えるエンターテインメント
の最先端は，これまでの電子情報通信分野において
軽んじられてきたのかもしれない．本稿では「令和
のメタバース」という切り口を使って，メタバース
を取り巻く文化史・技術史・研究史から，読者の認
識を新たにすることを狙いとする．可能な限り最新
の研究や論文などの文献，エビデンスとともに打ち
立てていく内容を目指しているが，回転が速い分野
であり賞味期限が短い論文になるかもしれない．し
かし書き残しておくことには意味があるはずであ
る．また画像を多く使いたい分野であるが，紙面や
ライツ管理の都合から，文字と引用で表現すること
をお許し願いたい．多くは筆者の論文 （1）や書籍，
動 画 像，Web サ イ ト（vr.gree.net/lab） や 
Twitter@VRStudioLab で発信しているため，併せ
て参照されたい．

 2	 メタバースの歴史
２. １　投資家視点のメタバース・その規模と背景

多くの読者にとって「メタバース」は初めて聞く
単語ではないだろう．近年特に影響を及ぼしている
存在はアメリカの投資家であるが，その一人である 
Matthieu Ball 著「The Metaverse: And How it 
Will Revolutionize Everything」 （2）によると，メタ
バースの最も一般的な概念は，サイエンスフィクショ
ン（SF）に由来している．一言で表現すれば，「イン
ターネットへのジャックイン」としての描写，映画

「レディ・プレイヤー・ワン」や「マトリックス」で
描かれるような，バーチャルなテーマパークのような
世界に基づくものであると具体的に作品名を挙げて
例示している．Ball は「1980 年当時，『インターネッ
トにログオンしたことさえなかった人々』に，2020
年のログオンを伝えるのは困難だろう」と表現して
いる．その舞台設定として「テーマパーク的なエン
ターテインメント」を SF 映画のタイトルとともに例
示していることは，この分野における人々とのインタ
フェースにとって，いかに SF 映画のようなポピュ
ラーコンテンツが重要であるかを，理解できる．Ball 
は更に「メタバースのコア属性」として，①永続的，
②同期的かつライブで，③スケールし，④完全に機
能する経済があり，⑤複数の世界を横断し，⑥「コ
ンテンツ」と「体験」が存在すること，と語ってい
る．メタバースは，ディジタルと物理の世界，プライ
ベートとパブリックのネットワーク，オープン若しく
はクローズのプラットホームの両方にまたがる経験
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であり，全ての人に一貫してリアルタイムで存在す
るライブの体験であり，無期限に継続し，各ユーザ
に個別の「存在感」を提供しながら，同時ユーザ数
に制限がなく，個人や企業が他人に認められる「価
値」を生み出す場所であるという．本稿ではこれを
より技術史・文化史で分解していくが，この「ユー
ザの生み出す（価値ある）何か」は便宜上「UGC

（User Generated Contents）」と呼ぶことにする．
Ball は，この UGC の価値設計において，非常に幅
広い「仕事」を創造したり，所有したり，投資した
り，販売，若しくはその他の方法で報われることが
設計されているべきであるという．ゲームのプレーヤ
キャラクタ（以後，アバタと呼称する）のスキン（衣
服や見た目），武器や装飾を，幅広いコントリビュー
ター（貢献者）が作成したり，「コンテンツ」を運営
したり体験したりすることが含まれる．これはクリエ
イターエコノミーと呼ばれ，独立した個人はもちろ
ん , 非公式組織や営利目的の企業も存在可能である．

なおメタバースに注目する投資家は Ball だけでは
ない．例えば大手ベンチャーキャピタル（VC）であ
るアンドリーセン・ホロウィッツ（a16z.com）は暗
号資産やゲーム業界特化のファンド「ゲーム・ファ
ンド・ワン（GAMES FUND ONE）」を 2022 年 5
月 18 日に発表した．ファンドの規模は 6 億ドル（約
770 億円），その主な投資領域は，ゲームスタジオ，
コンシューマ向けゲーム，ゲームインフラとのことで
ある．「ゲームが次の 100 年の社会生活，遊び方，働
き方を決定する上で極めて重要な役割を果たすとい
う信念の下に設立した」，「ゲームは，マイクロトラン
ザクション，Web3 トークン，ユーザエンゲージメン
ト，リテンション，マネタイズのためのクラス最高の
メカニズムを開拓し，消費者エコシステム全体のイ
ノベーションをけん引する」とし，「長期的にはゲー
ムのインフラと技術は現在の 3,000 億ドル規模の
ゲーム産業そのものを凌駕する」，「メタバースの重
要な構成要素になる」と説明している （3）．三菱総合
研究所によると，メタバース市場規模は推計主体に
より大きく変わるが，最も大きく見積もっている機関
は金融系機関である．その規模は「2030 年ごろで
10 兆ドル」で，メタバースを「ポストインターネッ
ト」，いわゆる「Web 3.0」の中核的な場として位置
付けている．例えば Citi グループの場合，メタバー
スへのアクセスは没入感を重視しない既存のスマー
トフォンを中心に考えており，アクセス人口はグロー
バルで数十億人規模を想定している．市場調査機関
はこれに比べて保守的な数字を挙げており，「1 兆ド
ル未満」という予測である．これらの機関は「xR 市

場」として VR（Virtual Reality），AR（Augmented 
Reality），MR（Mixed Reality）等の xR デバイス市
場を「場」の観点で捉え直し，従来予測されてきた
値とほぼ類似した数字をメタバース市場として公表
している．

これに加えて Web 3.0 の中核技術であるとされる
AI やブロックチェーン技術を活用したオープンメタ
バースやクリエイターエコノミーを期待した「広義の
メタバース市場」が，2030 年頃に 10 億人規模の
ユーザになる，という予測がある （4）．このように VC
に代表される投資家は，エンターテインメントから
Web3 やメタバースに焦点を当てた長期投資の流れ
を作っている．世界中の VC も，そして日本からもソ
フトバンクをはじめとする VC が出身は異なれど，投
資としては同じ方向に熱を注いでいる．

以上が米国のベンチャー投資市場を中心として記
述したメタバースの歴史である．

２. ２　メタバースのれい明期・幻滅期・啓発期
上記のとおり，米国を中心とした投資家やメディ

アにおいてメタバースが注目され，そこに映画や SF
といったエンターテインメントが影響していることは
多くの読者が認識していることであろう．複数の分
野が横断するメタバースは多くの分野のプレーヤ，
例えばゲーム開発者や SF 作家，そして個人のバー
チャル YouTuber（VTuber）なども書籍を出版し，
書店の店頭をにぎわせている （5） 〜 （7）．多くの人々が
銘々にメタバースについて思いを語る点は，メタバー
スに限らず「VR のれい明期」でも同様の現象があっ
た．れい明期は物珍しさで話題になる．特に報道メ
ディアが踊らされる傾向にある．例えば NHK の
ニュースなどでも「NFT アート」＊ 1 や AI 画像生成に
ついて特集が組まれて，氾濫する．しかし，どんな
に話題になるテクノロジーもコモディティになれば飽
和し，いずれ「幻滅期」に入る．こういった社会現
象は読者の視界に入っていることと想像する．科学
や技術に基づかない個人の思い，荒唐無稽にも見え
る語り，勝手な盛り上がりに対して，研究や開発を
行っている人々，品質の高い ‘ もの ’ づくり ‘ こと ’
づくりをしていく人々が増えていくスピードが追い付
かないので，粗製濫造が増えて当然であるのだが，
勝手に幻滅し「幻滅期」に入る．このような流れで
VR は何度も「冬の時代」を迎えてきた．メタバース

＊1　�NFTアート:�ブロックチェーン上に記録される一意で代
替不可能なデータ単位Non�Fungible�Token（NFT，非代
替性トークン）とひも付けられたディジタルアートのこ
と（8）．
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も似たようなけん騒がこの 3 年ぐらいで起きている
が，結局のところ「メタバースとは何なのか？」がま
ともに整理できていないのであれば，よりあやふや
な存在に見えてくることだろう．

しかしながら幻滅期の後に来る「啓発期」におい
て，メタバースの根幹を考える上で重要な，定義と
歴史，特にその時代に実現していた科学技術だけで
なく，小説や漫画，映画といったサイエンスフィク
ション（SF）に注目しなければならないと考える．
これは回り道にはならない視点である．過去の歴史
と事例から見る研究開発の可能性を語る上で，当時
の研究者，開発者，そして一般のユーザの想像力や，
そこで技術の使い手であるユーザのペルソナや求め
られるユーザ体験に至るまでの技術の積上げや背景，
コンテキストを分析することには意味があり，また現
在の「令和のメタバース」における特徴を解釈し，
研究開発の対象とする基盤となる常識として必要で
ある．

２. ３　メタバースの源流とコンテンツ文化史
まず「メタバース」（Metaverse）という語は，

ニール・スティーヴンスンによる SF 小説「スノウ・
クラッシュ」（1992 年）が語源と言われている．こ
の時代のポピュラー SF の歴史をひも解くと，「スター
ウォーズ」のような宇宙戦争をテーマとする作品と
並列する形で，コンピュータ内部の世界を描く作品
が登場している．代表的な映画「トロン」（1982 年）
ではその世界は「グリッド」と呼ばれており，その後
1982 年に公開された映画「ブレードランナー」では

「サイバースペース（Cyber-space）」と呼ばれて一
般語として定着している．

そもそもこのサイバネティックス（cybernetics）
は，ギリシャ語で「（船の）かじを取る者」を意味す
るキュベルネーテース（英語 : Kubernetes）を語源
としており，航海長または水先案内人を意味する．

（最近では Google のクラウド GCP をつかさどる k8s
という略語の方が親しまれているかもしれない．）古
くは Norbert Wiener が第二次世界大戦中に学際研
究として構想し，戦後の 1948 年の著書「サイバネ
ティクス」において「動物と機械における通信と制
御」の問題について考察し，通信工学，制御工学，
神経生理学，心理学，社会学を同じそ上に載せるこ
とができると提案している （9）．当時はまだ情報理論
の発展する前であり，自動制御とフィードバックがそ
れぞれ発展しても，両方の関連を認識することにす
ら年数を要したという時代であった．サイバネティッ
クスはその後，通信と制御工学を融合，生理学，機

械工学，システム工学，更には人間−機械の相互関
係を統一的に扱い，HCI や VR といった工学分野の
基盤となった．もちろん機械学習やニューラルネット
ワークといった AI の基盤となる「人工頭脳学」とも
解釈することができる分野である．

このような人間の拡張とネットワークへの接続によ
る「サイバー世界」は，科学者だけでなく SF 自体に
も大いに影響を与えた．ハードコア SF 自体も後継の
ポピュラー SF に大きな影響を与えていく．例えば
William Ford Gibson の小説「ニューロマンサー

（Neuromancer）」（1984 年）において語られており，
幅広い SF 作品にインスピレーションを与えている．
例えば人間の意識ごと没入する「マトリックス」と呼
ばれる電脳空間は，その後，映画「マトリックス」
(The Matrix,1999 年）において，より詳細に描かれ
た．人類そのものが電源としてファーミングされる巨
大なコンピュータとして描かれているディストピア
SF であるが，一方で，スキルや味覚などもコンピュー
タの信号として脳に直接ダウンロードしたり，味わっ
たりすることができる点は魅力的に見えた人もいるの
ではないだろうか．

なお海外の小説だけでなく，この分野の SF 小説や
日本の漫画が描くメタバースは世界からも注目され
ている．

筆者の独断であるが，日本の漫画界で最も古く，
注目すべき作品は，漫画界の巨匠・手塚治虫「上を
下へのジレッタ」ではないだろうか．ラジオやテレビ
に代わる，「人々が夢中になる妄想体験共有視聴装
置 : ジレッタ」を 1968 年（昭和 43 年）に描いてい
る．自分の妄想を他人の脳に直接伝送することで，
現実世界の人々をとりこにし，万博を舞台に支配し
ようとする SF 喜劇であり，現代のメタバースの狂騒
にもよく似ているかもしれない．漫画原作の代表格
は「攻殻機動隊」シリーズ（1989 年〜）で，イン
ターネットの普及以前から電脳空間における犯罪と
公安 9 課の戦いを描いており，2022 年現在も続いて
おり世界中にファンがいる．平成のアニメーション作
品では「攻殻機動隊」のアニメ化と並んで，「電脳コ
イル」（磯光雄監督，NHK 教育，2007 年）が秀逸
で，眼鏡をかけると現実世界に重畳されたコンピュー
タ世界を見ることができる世界で，子供たちの冒険
を描いている．このような脈々とつながるエンターテ
インメント作品のミームを通した，人々の常識や欲
望の可視化とアップデートの歴史と時を同じくして，
日本の研究界では舘暲（東大名誉教授）らが「人工
現実感」という研究グループを立ち上げている．サ
イバネティックスに端を発したこの研究分野のメン
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バーは，現在の日本バーチャルリアリティ学会の設
立メンバーとなり，テレイグジスタンス（telexis-
tence），最近ではサロゲート（surrogate）といった，
ロボティクスから電気・機械，情報，認知といった
分野に横断する大きな総合的な研究開発分野を生み
出した．彼らや彼らの子弟たちも多く SF にインスピ
レーションを得た研究を展開している．稲見らの「自
在化身体プロジェクト」はその代表格であり，メタ
バースを実験室・研究室にする取組みも進めてい
る＊ 2．以上のように SF 小説が漫画やアニメになり，
コンテンツだけでなく，科学者・研究者を巻き込ん
だコンピュータ世界そのものを描くようになる背景に
は，ゲーム技術とその産業の文化的拡大を抜きにし
て語ることは難しい．次節ではそれを支えるエンター
テインメントと SNS の技術史に目を向けていく．

２. ４　エンターテインメントと SNS の技術史
ここでエンターテインメントと SNS 技術の歴史に

も触れておくべきだろう．英語「entertainment」の
語源をたどっておくと，ラテン語で分解すれば entre

「間で」（ラテン語 inter）＋ tenir「保持する」が語
源であり，12 世紀の古フランス語では entretenir

「一緒に持つ，くっつける，支える」という語になる．
これは 15 世紀後半では「維持する，（誰かを）ある
精神状態に保つ」という意味で使われており，「客人
を持つ」という意味は 15 世紀後半に登場した．意見
や観念などの「考慮させる，心に入れる」という意
味は 1610 年代，更に「満足させる，楽しませる」と
いう意味は 1620 年代，転じて楽しませるになったと
いう．1650 年代には「楽しませるもの」という意味，
1727 年には「楽しませるための公的なパフォーマン
スやディスプレイ」という意味になった＊ 3．ゲーム
分野におけるメタバースは古くは「Ultima Online」

（1997 年〜），「ファンタシースターオンライン」シ
リーズ（2000 年〜），「ファイナルファンタジー XI」

（2002 年〜）といったゲームシステム，特に「MMO」
と呼ばれる大規模ネットワークゲームを中心にサー
ビスが開発されてきた．

現在のメタバースを語る上では外すことができな
い，元祖メタバースと呼ぶべき存在が「Habitat」

（ルーカスフィルム／富士通，1986 年）と「Second 
Life」（2003 年〜）である．Habitat は電話での通信，
つまり有料の情報サービスに 2,400 bit/s のモデムを
つなぎ電話のアナログ音声帯域を使ってリアルタイ
ム通信を行っていた（時代に対して）早すぎるサー
ビスであった．表現力豊かな 2D アバタによって，リ
アルタイムテキストチャット，プログラマブルな機能，

交換，モデレーションなどを備えていた．
Second Life は，3D 空間でアバタを使ったコミュ

ニケーション，ボイスチャット，ユーザ開発のアセッ
トのゲーム内通貨による交換が可能なフルセットの
メタバースである．当時のネットワーク環境（ISDN
から ADSL ブロードバンドに移行した時代）や，必
要とされるユーザの PC スペックの高さから「誰もが」
ではないが，一方でユーザ体験に大きく影響するス
ケールの拡大，広告代理店による乱開発など経験し
ながら多くの UGC 文化を生み出してきており，現在
もサービスは継続している．

なお Habitat はサービス終了まで常に更新され続
けていた．現在はソースコードが保管されているが，
ゲームと異なりそのソースコードが保管されていて
も，元のメタバースは戻ってこない．サービスの品
質高い継続と，そこに集う人々が重要なのであり，
UGC による新しい世界や連続的な進化と継続的な成
長が本質であることが理解できるだろう．

現在，日本の各所で乱立している「メタバース協
会の設立」も，初めての現象ではない．元祖「メタ
バース協会」が Second Life の時代に杉山らによっ
て 2010 年 1 月 28 日に設立されている記録がある

（ h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=SJE2XVens_g）．

 3	 	メタバースとエンターテインメントVR	の歴史

３. １　VR の年代史
ここまでのメタバースの歴史について，特に VR 

のエポックに着目すると，現在は「VR 4.0」の時
代と表現できる （10） ,（11）．1968 年に米ユタ大の教員
であったアイバン・サザランドとボブ・スプロール
が開発した世界最初のバーチャルリアリティ（以下
VR）及び拡張現実（以下 AR）を実現したヘッド
マウントディスプレイ（以下 HMD）「ダモクレス
の剣」＊ 4 に代表される，人体に直接装着・身体動作
によって直感的な操作をさせるデバイスや映像装置
としての概念試作の時代を「VR 1.0」とすると，
グラフィックスワークステーションや高価な HMD

＊2　�自在化身体プロジェクト
https://www.jst.go.jp/erato/inami/

＊3　�https://www.etymonline.com/
word/entertainment

＊4　�The�Sword�of�Damocles
https://youtu.be/NtwZXGprxag
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デバイスといった実験用ハードウェアが購入可能に
なり，システムインテグレーションによって人間科
学の探求に使用できる実験環境や，産業用シミュ
レータの構築が可能になった時代を「VR 2.0」，更
に Oculus のようなコンシューマ HMD ハードウェ
アの登場，Unity や UE4 のようなゲーム開発用の
グラフィックスエンジンを使ったコンシューマ向け
コンテンツ開発，大規模開発が可能になった時代を

「VR 3.0」という時代と分類することができる．

３. ２　VR の UGC を支える技術
恐らく 2018〜2020 年以降は VR 3.0 のコンテン

ツ創出環境は飽和成熟し，「VR 4.0」と呼ばれる時
代に入っていると想像できる．この時代には，VR
が「何かのための VR」ではなく，人間の人間らし
い活動を表現するにふさわしいメディアになる．技
術で言い換えれば，①大規模なネットワークでの共
有，②アバタによる多様な表現力とコミュニケー
ションや UGC 創出，③ UGC によるエコシステム
を支えるインフラ技術，が必要となってきている．
開発環境もより多様になり，旧来のようなプロプラ
イエタリ（proprietary，独占的な）なソフトウェ
ア環境だけでなく，現在では Blender のようなプ
ロ向けのコンテンツ製作ソフトウェアですら，オー
プンソースソフトウェア（OSS）＊ 5 になっている．
プロ用途だけでなく，研究開発や個人的趣味で使用
するようなツールや開発環境の品質は飛躍的に向上
しており，更に個人が開発した安価で無保証のツー
ルやフリーウェアが支えていく．更に生成されるコ
ンテンツもバーチャル YouTuber（VTuber）のよ
うな，高フレームレートの Humanoid アバタ技術，
コンシューマデバイスによって構築されたトラッキ
ング技術，髪や服といった物理シミュレーションの
部品化などの技術に支えられ，企業による製作だけ
でなく，ホビイストから声優，幅広いクリエイター
による動画像製作やコミュニケーション手法の開発
が進んでいる．

３. ３　ゲームと SNS，メタバースにおける違い
メタバースにおけるゲームと SNS の違いは何で

あろうか？ まずは目的が異なる．エンターテイン
メントシステム，例えば映画上映のような視聴型エ
ンターテインメントと異なり，ゲームはインタラク
ティブ性を持った体験であり，遊びが目的になって
いる．では「遊びの目的」とは何だろうか．遊びは
そもそも自己目的性の行為，つまり「遊ぶために遊
ぶ」であるという （1）．もう少し分解していくと，エ

ンターテインメントシステムにおけるゲームは「規
則のある活動」，ルールそのものである．プレーヤ
のロールや勝敗の定義や判定方法，勝敗が示されて
いないゲームの場合はプレーヤにとっての最適な行
動を体験を通して探らせる．ルールが存在しなけれ
ば，ゲームは存在できない．

図 1 は「遊びの成立条件とその変化」を可視化
したものである．ルール以外の要素，例えば日常生
活から隔離され，自由な活動で，非生産的な活動
で，虚構の活動で，未確定で先が読めない…といっ
た古典的な遊びを構成する要素は，この 20 年で大
幅な変化が起きている．刺激や新しい体験，そして
冒頭で示した SF からの影響で，ゲームシステムの
中に侵食されてきている．むしろゲームと SNS は，
その「目的の違い」しか残っていないのかもしれな
い．Habitat の時代ではゲームなどのエンターテイ
ンメントと SNS の違いは明確に理解されていたわ
けではなかったが，SNS は「遊び」を目的として
いるのではなく，コミュニケーションがその本質で
ある．SNS に「楽しい雰囲気」は必要であるが，
それはユーザ同士のインタフェースを定義する要素
であり，「どのようなユーザに交流してほしいか？」
という舞台設計とも表現できる．

３. ４　「令和のメタバース」の特徴
Web3 と身体性メタバースのエンターテインメン

トと SNS の技術史を振り返ると，「令和のメタバー
ス」の特徴は「Web3」と「身体性」ではないだろ
うか．これまでの技術史・文化史を振り返れば技術
面ではリアルタイム 3DCG がまずは進化の目立つ
技術だろう．既に VR 3.0 までに，NVIDIA をはじ
めとする GPU メーカやスマートフォンに搭載され
た GPU により，誰もがリッチな 3D グラフィック
スをリアルタイムで生成することができるように
なった．フォトリアルで大規模なシーンだけでな
く，手書きのアニメキャラクターのような髪の毛や

＊5　�OSS:�Open�Source�Software．利用者の目的を問わず
ソースコードを使用，調査，再利用，修正，拡張，再配
布が可能なソフトウェアの総称．1950年代のコン
ピュータ上でソフトウェアが稼動するようになった頃，
学術機関・研究機関の間でソフトウェアのソースコード
はパブリックドメインで共有されていた．1990年代は
Linuxなどで有名になった．旧来はソースコードはそれ
ぞれのプロジェクトのWebサイトで管理されていたが，
現在は多くのOSSはGitHub上にて管理されている．ラ
イセンスは商用利用や継承されるライセンスなどがあり
多様．メタバースの基盤，特にWeb3関連のソフトウェ
ア技術はほぼ�GitHub上で無償公開されており，信頼性
獲得や活発さの評価，セキュリティ向上といったコミュ
ニティの可視化にも重要な場となっている．



290 通信ソサイエティマガジン　No.64  春号 2023

スカートなどの着衣の身体動作を伴うリアルタイム
シミュレーション，顔の細やかな表情などが，
VRM アバタさえ手に入れれば，従来の 24-30 FPS

（frame/s）程度のアニメーションから 60-100 FPS 
といった高フレームレートでリアルタイム表現でき
るようになっている．このような「身体性」は認知
科学では「自己投射性」と呼ばれ，VR 学では VR
を構成する要素として定義されている .（①三次元
の空間性，②実時間の相互作用性，③自己投射
性．） （12）． 更 に コ ン テ ン ツ 生 成 技 術 も 先 述 の
Blender だけでなく，Mozilla による Web WebXR

「Mozilla Hubs」やそのシーンエディタ「Spoke」
のような Web をプラットホームとした OSS も広
く使われている．なお，Web3 と一言で表現して
も，多義性がある．Ethereum のようなブロック
チェーンと対話するための「Web3.js」のような決
済技術に関するソフトウェアを指す場合もあるし，
HTML のような静的な「Web 1.0」から，「jQuery」
や「Node.js」のような HTTP 2.0 や Web Socket
を実装し，SNS のようなコミュニケーションに利
用される「Web 2.0」そして，ブロックチェーンに
よる暗号資産金融の「非中央集権的な Web」を指
すこともある．主語主体やコンテキストによって読
み解くしかないのが現状である．

広義の Web3 においては，当初期待されていた
ような「非中央集権的な金融」は，実際にはうまく
いっていないようにも見える．理念はともかく，技
術面では十分なセキュリティも品質も維持できない
ことが多い．金融だけでなく，VR においても Web

だけでなく，VRChat や Unity のようなプロプライ
エタリなソフトウェア環境も，特にモバイル機器を
舞台に並列して存在していくことが予測できる．

また決済インフラやプロプライエタリなコンテ
ンツ以外に，もう一つの極である「非常にローカル
で個人的な分野」にも注目すべき要素がある．それ
はアバタ，つまり「メタバースの身体」ではないだ
ろうか．メタバース世界の身体性，自分自身の表現
を支える技術，例えばトラッキング技術や VRM の
ようなアバタを表現するためのファイルフォーマッ
トや，自分の似顔絵としてのアバタを創り出す技
術，アカデミックな研究では，稲見らの JST「稲見
自在化身体プロジェクト」（https://www.jst.go.jp/
erato/inami/）のように身体の自由や機能拡張に注
目したハードウェア研究など，実は非常に奥深い．

またエンターテインメントシステムとしては， 
MMORPG のような多人数同時のゲームシステムが

「遊びのルール」から「コミュニケーション」とし
て目的を変えて利用されている．インフラ技術とし
ては，マルチプレーヤのためのゲームプレイシステ
ム，音声配信技術であり，Photon に代表されるミ
ドルウェアも数多く存在する．更にコマース機能の
ような経済価値の交換機能，これは今まではアプリ
内のソフトカレンシーとして実装されてきたが，各
種暗号資産におけるトークンやネットワーク，
NFT に代表される標準化によって，アプリケーショ
ンやサービスの内外において整備が進んでいる．こ
れらは一言で言い表すならば「人類のコミュニケー
ションの進化」として説明できる．世界や身体の表

 図 1　遊びの成立条件：その古典と平成→令和での変革（2022/2/7作成）
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現，同時に参加して，価値を作り出し，通貨のよう
に交換する，それは何のためにあるのか？ 新たな
富のために，という見方もあるかもしれないが，恐
らく人々は「つながりたい」，「つながって一緒に何
かしたい」という欲求に向かっているように見え
る．そして 2020 年代，つまり我が国の「令和」以
降のメタバースは VR 4.0 とほぼ同じタイミング
で， こ れ ま で の「 ゲ ー ム 」「 モ バ イ ル SNS」

「FinTech」あるいは「ディジタルアセット」とし
て，同じ「メタバース山」のような共通の山の登山
口に立っているとも説明できる．メタバースを山に
例えれば，ゲームや SNS，クリプトは「登山口」
であり，山頂を目指して登っていけば，恐らくそれ
は連峰のように幾つかの頂上が雲上に存在するのか
もしれない．また海に例えれば，Sea というよりは
Ocean であり，人々の思い描く「メタバース海

（ocean）」に対して，それぞれの港がアプリやサー
ビスとしてつながっているという表現も可能かもし
れない．

ところで，人々はそこに海や山があることを認識
できたとしても「そこに何を着ていくか」をイメー
ジできるだろうか．特に山や海には専用の装備があ
るが，遊びに行ったことがない人は何を着て行けば
よいか，分からないのも無理はない．音楽フェスが
あれば音楽ファンのような姿で行くだろうし，アニ
メやゲームのイベントであれば好きなゲームのキャ
ラクター風にコスプレしていくかもしれない．「令
和のメタバース」を現時点で例えるならば，ハロ
ウィンのような祭りが毎日どこかで開催されている
ような世界であり，銘々の服を着たり，そこで着る
服やアイテムを売ったり，看板を出したり，歌った
り踊ったり，縁日のようなゲームで遊んだり—それ
らを楽しむ場所である．もちろん「ミラーワール
ド」や「ディジタルツイン」のように現実の世界に
根差したメタバースも人気になるだろう，NFT も
人気のプロジェクトが高値で取引されているように
見える—しかし舞台は舞台であり，その主役はユー
ザ自身の行動そのものなのである．NFT プロジェ
クトやブロックチェーン上の分散型金融（DeFi）
プロジェクトであったとしても，開発者たちは物理
的に人々と会い，オンライン番組を開催し，OSS
にプログラムコードをコミットし，信頼を勝ち取っ
ていく．ゲームのような「あらかじめ定められた
ルール」は存在しない．クリエイターたちの ‘ も
の ’ づくりマインドに支えられた，「‘ こと ’ づくり」
こそが UGC である．その「人の集まる場所」の開
発が求められている．ドレスコードのようなものは

まだない，恐らく自然発生的に現れるか，会員制ク
ラブのような特別なサービスの中で生まれていくこ
とは予想できる．そこに AI による表現が加わって
いる．

ここまでメタバースとエンターテインメント VR
の歴史から「令和のメタバースの特徴」を整理して
きた．まさにメタバース的に混とんとしているが，
VR 技術の進化と一般化によって，寡占技術ではな
く無料で手に入る技術による UGC 化，そして交流
としてのツール化，更には Web3 と身体性，そこ
での経済や金融においても人間としての信頼が必要
であることが感じ取れたようであれば幸いである．

 4	 メタバース体験の研究開発
近年，筆者は主務としてグリーグループでメタ

バース事業を推進する REALITY 株式会社に所属
し，GREE VR Studio Laboratory の Director を担
当している．これまで多様なフィールドで培ってき
た経験を生かし，スマートフォン向けメタバース

「REALITY」（便宜上 REALITY.app と記載する）
が近未来に必要とする技術の知財開発や PoC の開
発を推進しつつ，ビジネス向けメタバースサービス

「REALITY XR cloud」 （13）とともに，企業向けのメ
タバース DX のコンサルテーションを担当すること
もある．

４. １　スマホ向けメタバース「REALITY」
REALITY.app はスマートフォンのみで 3D アバ

タを使ってライブ配信ができるサービスで，2018
年 8 月にサービス開始，本稿執筆時点で 63 か国，
12 言語でリリースされている．グリーグループで
培われたアバタメイキング，コスチュームデザイン
による豊富なアセット，「ガチャ」を中心としたエ
コシステム，多人数同時接続のインタラクティブ配
信視聴，コラボレーション，ゲームなどが基本的な
機能である（図 2）．アバタ及びアセットの表現力
に加えて技術的には高フレームレートで自己投射性
の高い体験がスマホ一つで得られる点が特徴であ
る．REALITY のワールド機能を使ったイベントは
1 か月で世界 130 万人規模での交流が可能であり，
2022 年 10 月に累計 1,000 万ダウンロードを達成
した （14）．文字どおり「人の集まるメタバース」と
して，B to B to C 市場を中心に活用されてい
る （15）．
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４. ２　 GREE VR Studio Laboratory の研究開発
と知財創出，未来観測

GREE VR Studio Laboratory は元々グリーグ
ループの VR ゲームスタジオである VR Studio を
ベースに，次世代研究開発部門を融合させ，アカデ
ミックな調査や知財開発，そしてその発信を通した
社会実装を担当している．欧米における本分野の産
学連携に倣って長期研究インターンを活用した若い
チームで構成している（https://vr.gree.net/lab/
internship/）．アルバイト社員として雇用契約を結
び，学業を最優先としながらリモート環境を中心に
研究開発に主体的に関わり，社員としての教育や福
利厚生，特許出願や取得に対する報奨金制度なども
整備されている．年間の学術発信は国内外含め平均
5 報以上，講演や動画像発信は 3 年間で 100 件以
上の実績がある＊ 6．オンラインで発信するデモも
多くあり，Web ベースのボイスチェンジャー技術

「転声こえうらない」 （16） , （17），触覚を使ったライブエ
ンターテインメント拡張技術「VibeShare」 （18），
WebXR と都市と子供向けワークショップを通した
UX 研究，オープンソース XR プラットホーム

「Mozilla Hubs」の活用 （19）や，その業界横断パネ
ルディスカッションの主催 （20）など多岐にわたる．
多くの講演やデモは YouTube チャンネルで発信さ
れており（https://j.mp/VRSYT），近年では来たる
メタバース時代のユーザ体験（UX）を音声信号処
理と UGC，リアルタイム映像によるモックアップ
を通した UX 開発のティザー動画像として，動画像
シリーズ「UXDev」（図 3）＊ 7 を YouTube で発信
している．このような無償の動画像や SNS，論文
による発信は，メタバース分野のクリエイターや業
界にインスピレーションを与えると同時に，「メタ
バース業界に参入したい」と考える企業の事業開発

部門や研究開発部門の御相談をお聞きする機会にな
ることも多く，その後の PoC 開発につながるケー
スもある．前述のとおりメタバース技術はこれまで
の VR や SNS，クラウドやエンターテインメント
に関わる総合的な技術やノウハウ，UGC の考え方
が必要になる．また技術的には AI の応用も重要で
ある．特に従来の AI や機械学習に求められた「人
間を代替する作業」ではなく，メタバースにおいて
は「人間の想像力や表現力をアシストする技術」が
求められると考えている．例えば先述の「UXDev」
シリーズでは，「AI Fusion」というアバタを用い
たカラオケ技術に当たるアシスト技術を提案してい
る （21）．また Stable Diffusion をはじめとする AI 画
像生成に関する書籍を執筆し，啓発活動を行ってい
る （22）．

以上，メタバースにおけるユーザ体験の研究開
発，そしてその推進のための手法として必要となる

 図 2　スマートフォン向けメタバース「REALITY」2022年末の基本機能（REALITY株式会社提供）

 図 3　 UXDev「Meta Dreamers」の 1 シーンから．
4人そろって利用するポータルや次世代カラオケ
をミュージックビデオで表現している．

＊6　�https://vr.gree.net/lab/
＊7　�https://vr.gree.net/lab/uxdev/
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発信力と表現力，コンテンツ開発力などを端的に紹
介した．

ほかにもアカデミックボランティアとして，芸術
科学会の副会長や，日本 VR 学会の歴史ある学生コ
ンテスト「IVRC」や，日仏の国際交流，また本稿
のような論文の執筆や大学での講演，SNS を通し
た発信活動は主要な業務ではないが，重要な「発信
活動」という業務として，知財やライツを高度に解
決しながら貢献を継続している．

まさに複数のアバタを着こなすことによって，メ
タバースの世界を楽しんでいる存在かもしれない．
例えば妻と位置情報ゲームでウォーキングしなが
ら，REALITY 配信者と交流すると，この配信者は
かつて自分の講演を聞いて REALITY を始めた高
校生であった．別のメタバースでは，遠く離れて暮
らす大学生の息子が開催するバーチャルオープン
キャンパスでばったり遭遇することもある．（なお
アバタの見た目は少年にしてある．）映画を見てい
たら，自らの関わったメタバースプロジェクトが，
広告として上映されることもある （23）．それを離れ
て暮らす自分の両親が視界に入れることもあるかも
しれない．高齢者や壮年向けのアバタ配信システム
や四肢が不自由な方が楽器を演奏できるシステムも
確実に需要があるだろう．現実の経済とほどよく接
合しながら，一つの人間に多様に含まれた可能性
を，現在の Twitter アカウントのような手軽さでア
バタ社会が拡大していく未来を感じている．

なお，進化成長が著しい分野であり，本稿のよう
な長期にわたる執筆を通して文字に残していくこと
は，速度と体力が必要であること，必ずしも正解だ
けではないこと，これを新たなる課題として書き残
すとともに，機会を頂いた各位に感謝を記しておき
たい．

例えば現在は「AI に助力されたクリエイション」
に対する世間一般の理解はそれほど高くはない．し
かし，これまで述べてきたとおり，令和のメタバー
ス時代の特徴である身体性や UGC を有する点もあ
り，今後の社会の理解変化が起きた際には，本論文
の仮説と予測を証明することと確信している．

また国際的競争力のある研究開発で，今後の日本
を代表する産業の基盤を作っていきたいと考えてい
るが，一方で，上記のような研究論文，学会におけ
るデモ，動画像による発信が非常に短い時間で海外
の研究者に観測され，インパクトのある研究に引用
されるケースも出てきた （24）．これまでの歴史を踏
まえた状況において解説したとおり，日本の SF 小
説や漫画やアニメーションといったメタバース分野

の研究には一定の言語的・文化的な優位点があっ
た．アニメ産業においては世界最大の規模（1 兆 
2,000 億円）を持っていた日本市場は，規模におい
て世界市場に追い付かれる形となっている （25）．市
場だけでなく文化面も Netflix や Amazon Prime
による日本アニメの世界同時リリースが一般的に
なっており，日本の研究者・開発者たちだけが最先
端のイマジネーションに触れていられる時間は非常
に短くなっている．

個々のメタバース製品についての評価や研究に
ついては立場上，解説は控える．日本語では余り見
つからない分野の論文ではあるが，英語圏の論文と
しては既に何編も存在するので興味のある読者はい
ま一度調査・精読することをお勧めする （26） 〜 （28）．
研究においては，特に IEEE 系の国際会議が多いが，
査読速度の関係からか，論文プレプリントサイト

「arXiv」が主戦場になっており，また近年では
arXiv をそのまま引用とした論文も存在するように
なってきた．近いうちに世界でメタバースの専門学
会が乱立し，標準化などが話題に上がるような状況
もあり得ると予測する．

 5	 まとめ :	令和メタバースの可能性
以上のとおり，メタバースの歴史観測を通したコ

ンテンツと文化，VR の年代史，UGC，ゲームと
SNS における違い，Web3 と身体性，AI アシスト
技術を含めた最新の研究開発事例を紹介することで
令和のメタバースの可能性をまとめた．複雑で定義
が見えづらいメタバースの文化・技術・研究史を解
説したつもりであるが，多岐にわたったエンターテ
インメント，ネットワークコミュニケーション，コ
ンテンツ工学分野の接続を 2022 年末の段階で可視
化した論文になったとも言える．今後の研究の一助
になれば幸いである．
謝辞　本稿を執筆するにあたり，メタバースの研

究開発を推進するグリーグループ，REALITY 株式
会社・社員各位，代表して CEO 荒木英士（DJ 
RIO）に感謝を記す．
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1 はじめに
動物学者でありシュルレアリスムの画家としても知

られるデズモンド・モリスは，アートを「脳を楽しませ
るため，日常的なものから非日常的なものを作り出すこ
と」と定義した（1）．人文学的にもっと洗練された定義
はあるだろうが，脳がアートに介在しているのは確かだ
ろう．アート体験の基盤は，知覚・記憶・感情などに関
わる脳の機能である．文化的・歴史的な解釈も重要だ
が，それらも脳にコードされる情報と考えることもでき
る．脳が美や醜にどのように反応するかを脳イメージン
グ等を用いて解明する「神経美学」という研究分野も生
まれている（2）．
アートの制作にも脳は不可欠であろう．手や指の運動

は脳によって制御されているし，制作中の作品を評価し
ながら試行錯誤する過程でも脳は欠かせない．AI によ
る画像生成や文章生成の技術が近年急速に進歩し，人間
のみがアートの創造性を持つのかについて活発に議論さ
れている（3）．しかし，AI を脳の代替物，あるいは，脳
を補完するものと位置付けている限りにおいて，アート
にとっての「脳的なもの」の重要性は容易に失われそう
にない．
アートに脳が介在していると言っても，脳が何をやっ

ているのかを直接見ることは難しい．数百億の神経細胞
（ニューロン）のネットワークから成る脳は，入出力を
担う限られた部位を通じて身体と接続しているにすぎな
い．身体との接続は脳にとっては情報の「ボトルネッ
ク」であるとも言える．では，身体を介さず「ボトルの
中」の脳とやり取りしながらアートを生み出すことはで
きるだろうか．これにより，身体的制約から人間の創造
性を解放できるだろうか．あるいは，現在のアートとは
別の何かになっていくのだろうか．
本稿では，私の研究室で行ってきた「脳内イメージ」

を解読する方法を解説しながら，この研究成果をきっか

けとして始まったアーティストとの交流を紹介する．
我々の研究の目的は，脳が外界や心の状態をどのように
表現しているかを理解することである．そのために，脳
計測データから人が見ている画像やイメージを再構成す
る方法を研究してきた．技術的な性能不足や被験者の内
部状態の揺らぎなどによって，予想外の出力が得られる
ことがある．これが，見る人に奇妙な感覚をもたらした
のであろう．多くのアーティストやミュージシャンとの
交流が生まれ，脳から生成した画像や動画像がアート作
品の素材として使われることとなった．
脳から生成されるイメージは，通常の意味で「きれ

い」や「美しい」と感じるものではない．現代アート作
品の多くも同様だろう．しかし，何か奇妙な感覚・面白
さを感じさせてくれる．その状態を表すために，ここで
は「脳をくすぐる」という表現を使ってみたい．
「くすぐったい」という感覚の一般的な特徴として，
①特定の皮膚の部位で敏感である（ツボがある）こと，
②皮膚に虫がはうような「普通ではない」状態の検知に
関わること，③自分で自分をくすぐるのが難しいことが
示唆するように，期待や予測が重要な要因であること，
④嫌がりながらも笑ってしまうような，複雑な情動とリ
ンクしていること，などが挙げられる．アート体験と触
覚的なくすぐったさが同じ生理学的メカニズムで生じて
いると主張するつもりはない．しかし，上記のくすぐっ
たさの特徴は，現代アートに関わる中で体感したアート
の楽しさと共通する部分が大きいと感じる．
神経美学では，美を感じるときに活性化する脳部位を

調べる研究がある．しかし私は，「美の脳中枢」を活性
化させるというより，もっと分散的でダイナミックな脳
のプロセスがアートの楽しみとリンクしているのではな
いかと考えている．「脳をくすぐる」の更に具体的なイ
メージを，脳やAIと対応させながら提示していきたい．
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2 ブレインデコーディング
私のグループではヒトの脳活動パターンから知覚や

心的イメージの情報を解読する方法を開発してきた．一
連の研究を始めたのは，カリフォルニア工科大で Ph.
D. 取得後，ATRで職を得るまでの間，アメリカ東海岸
を転々としていたときだった．2003～04年に滞在した
プリンストン大学で機能的磁気共鳴画像（fMRI）によ
るヒトの脳活動計測を学んでいるときに，機械学習を用
いた脳活動パターンの解析によって心の状態を解読する
という着想を得た．通常の脳イメージングでは，感覚刺
激や課題の違いによって信号強度に差が出る脳部位を同
定するという手法が採られる．一つの脳画像には数十万
もの画素あるので，ナイーブに統計検定すると雑音（ノ
イズ）だけのデータでも数千個の画素で「統計的に有意
な差」が出てしまう．補正する方法はあるものの，実
際，偽陽性が疑われる信頼性の低い研究が多い．私が強
く違和感を持ったのが，「刺激（S）→反応（R）」とい
う因果図式を無理やり脳画像解析に当てはめたような方
法論である．脳活動は単なる「反応」ではない．脳活動
は，筋肉を動かす「原因」にもなるし，外からの入力が
なくても自発的に生じる．本来脳画像では一度にたくさ
んの画素値が得られるし，脳はネットワークとして機能
しているのだから，「パターン」を使ったもっと自由な
モデリングができるはずである．
そのときにヒントとなったのが，たまたま廊下を挟ん

で斜め向かいのオフィスにいた James Haxby の研究
だった．彼が 2001年の論文で示した，多数の画素のパ
ターンに含まれる情報というアイデアに触発され，機械
学習によるパターン認識によって fMRI 画像を分類する
プログラムを開発した．これを用いて，図形の線の向き
のような微細な脳構造に表現されていると考えられる視
覚情報を，人が肉眼で見ても分からない複雑な脳活動の
パターンから解読できることを発見し，2005 年に発表
した（4）．
この方法は現在「ブレインデコーディング」という名

で呼ばれ，視覚に限らず，様々な心的情報を解読する方
法として用いられている．機械学習を用いたデータ駆動
の方法論は，神経科学とAI の融合研究（現在，“Brain
× AI”や“NeuroAI”と呼ばれる）の流れを生み出し
た．デコードした情報を用いて，機械やコンピュータを
制御するブレイン・マシンインタフェース（BMI: 
Brain-Machine Interface）を構成することもできる．
同じ論文で，主観的経験内容を脳から解読する

「ニューラルマインドリーディング」の方法を提案した．
刺激画像を見せたときの脳活動パターンで訓練した機械
学習モデル（デコーダ）を使って，心の中で想起してい

る内容を予測できることが分かった．これは，画像を実
際に見ているときと心の中で想起しているときで，その
内容が同じであれば同じような脳活動パターンが生じて
いることを意味する．これにより，客観的に確認できる
条件で訓練したデコーダを使って，主観的な状態を脳か
ら読み出せるのである．

3 視覚像再構成と「織合い」
当初のデコーディングでは，脳活動パターンを事前に

選んだカテゴリーに分類するという方法を取った．その
ため，訓練データの取得に用いたカテゴリーの情報しか
読み出せない．脳から任意の視覚像を解読しようとする
と，仮に 10× 10 ピクセルの 2値（白黒）画像だとし
ても，2の 100 乗通りのピクセルの組合せ（可能な画
像）があり，その全てについてあらかじめ訓練データを
取得するのは現実的には不可能である．そこで，局所的
な画像基底のコントラストを脳から解読した後，組み合
わせて一つの画像を生成するという方法を取った．その
結果，約 400 枚のランダム画像に対する脳活動データ
を用いてデコーダを訓練するだけで，どんな画像でも一
定の精度で再構成できることが分かった（5）．ただし，
このときは，10× 10ピクセルの2値画像を対象にして
おり，昔の粗い電光掲示板のような解像度だった（図1）．
2008 年にこの研究を発表した数日後，インターネッ

トの「虚構新聞」は，「脳内彼女も再現」という虚構記
事をアニメ画像とともに掲載していた（図 2）．これは，
もちろん「ネタ」であるが，後述するように，最近の
我々の研究は「脳内彼女」の再現に近づきつつある．
一方で，訓練時と同じ刺激をテスト時に使ったり，あ

らかじめ用意された候補から選択したりすることで「リ
アルな画像（映像）を脳から再現した」と称する後続研

図1　視覚像再構成を発表したNeuron誌の表紙（5）
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究が後を絶たなかった．低解像度であっても可能な画像
（画素の組合せ）の数は天文学的である．訓練データや
特定の候補から選択するのと，新たな画像の生成によっ
て視覚像を再構成するのとでは問題が大きく異なる．これ
は最近のAIによる画像生成でも議論になる論点である．
この視覚像再構成が意外なところからアートにつな

がる．図 3に，グリッドペインティングで今注目の若
手アーティスト川人　綾さんの作品と 2008年の論文の
Figure 2 を並べた．絵柄，特に下部の白黒パターンが
似ているのにお気づきだろうか．川人　綾さんのこの作
品は，我々の研究の影響を受けている．なぜそんなこと
が言えるかというと，川人　綾さんは，ATR脳情報通
信総合研究所の川人光男所長，つまり，私の上司の次女
で，この作品の制作時からやり取りをしていたからだ．
この作品は，川人　綾さんが東京藝術大の大学院生の

頃，フランスの SF作家，Samantha Bailly の「Facettes」
という小説をモチーフに制作した作品で，2017 年にコ
ルベール委員会と東京藝術大が企画した「2074，夢の
世界」プロジェクトでグランプリに選ばれている．
「Facettes」は脳科学者が感情を映し出す技術を用いて，
テクノロジーと伝統を融合したドレスを作る話である．
このストーリーからインスピレーションを得て，ブレイ
ンデコーディングと日本の伝統的な染色が共存する作品
ができたのだ．グリッドという単純な形態を何層にも重
ねて描く方法は，僅かな「手作業のずれ」と「物質性に
よるずれ」を生じさせる．川人　綾さんの一連のグリッ
ドペインティングは，人間の制御できる領域を超えたも
のを体感させることを試みている．
脳からの再構成画像に見られる「ずれ」は，アルゴリ

ズムによる予測が不正確であることや脳活動の雑音（ノ
イズ）や揺らぎが生み出したものであり，アルゴリズム

の目標にとっては望ましいものではない．しかし，そこ
にアートとしての面白さを見いだしたのであろう．
現代神経科学の議論と若干強引に結び付けるとする

と，脳の予測符号化とその誤差が生み出す感覚が，アー
トとしての面白さを生んでいるのかもしれない．脳が外
界を認識するとき，感覚入力からの信号を受動的に処理
しているのではない．予測符号化とは，脳はトップダウ
ンで予測（仮説）を生成し，感覚入力との誤差を用いて
仮説をアップデートしているという考え方である．19
世紀の物理学者・生理学者のヘルマン・フォン・ヘルム
ホルツの「無意識的推論」を起源とするとされてきた
が，最近では，10～11世紀のイスラムの自然学者イブ

図3（上）川人　綾「織合い」（Photo: 永井文仁　ⒸCOMITÉ 
COLBERT, 東京藝術大学）

（下）視覚像再構成論文（5）の Figure 2 

図 2　虚構新聞の記事（Ⓒ虚構新聞社，https://kyoko-np.net/20081
21601.html）
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ン・ハイサム（アルハゼン）の影響をヘルムホルツが直
接的に受けていたと言われている．川人光男所長も予測
符号化に関連する先駆的な研究を行っていた．最近で
は，イギリスの神経科学者カール・フリストンが予測符
号化を包摂する自由エネルギー原理を提唱し，脳と生命
のあらゆる現象を説明できる原理であるかのように主張
している．
自由エネルギー原理の当否はさておき，予測符号化の

基本的なアイデアを再構成画像で見ている状況に当ては
めると次のようになるだろう．再構成画像は，脳がトッ
プダウンで期待する分かりやすい形とはずれていて，そ
の誤差が脳の低次野から高次野に伝わり仮説がアップ
デートされる．しかし，記憶にあるモチーフとは合わな
いため，なかなか脳のダイナミクスが収束しない．この
ようにして脳が「くすぐられている」のかもしれない．
2018 年に京大医学研究科の松田文彦教授のお誘い

で，京大とシャネル株式会社主催の「科学と音楽の出会
い」というイベントで講演する機会を得た．会場は，西
園寺公望の私邸として建てられた清風荘で，当時の山極
壽一総長，湊　長博現総長，金出武雄先生，シャネルの
リシャール・コラス社長らと室内楽の演奏を聴き，アー
トとサイエンスについて語る楽しい時間を過ごした．こ
のイベントの最中に判明したのだが，コラス社長は川人
綾さんのこの作品を気に入って購入されていたのだっ
た．私はこのことを事前に知らなかったし，コラス社長
も，川人　綾さんと私のつながりを御存じではなかっ
た．アートに関わることで，このように世界が広がるこ
とをよく経験する．

4 脳と深層ニューラルネットワーク
視覚像再構成の研究では，画像を局所的な領域のコン

トラストの組合せとして扱い，それぞれを脳から予測し
て統合するという方法で一つの画像を生成した．画像は
ピクセル値の組合せで一つに決まるが，画像を表現する
方法はほかに幾つもある．例えば，フーリエ変換を用い
ると，様々な角度と空間周波数を持つ縞模様の組合せと
して画像を表現でき，逆フーリエ変換により元の画像に
戻すことができる．脳では，網膜のピクセル的局所表現
から，徐々に複雑で大域的な特徴による表現に変換さ
れ，最終的には物体カテゴリーなどの意味的な情報が抽
出されると考えられている．視覚像再構成で用いた脳の
情報は，最低次レベルの特徴表現にすぎない．脳の視覚
野全体の情報表現を利用することで，リアルな質感をも
つ知覚像を再現したいと考え，私の研究室では 2010年
頃からコンピュータビジョン分野で開発された画像特徴
量と脳との関係を調べていた．そんなとき登場したのが

深層ニューラルネットワーク（DNN: Deep Neural 
Network）である．
DNNは従来のニューラルネットワークの階層を増や

したものである．ニューラルネットワークは，生物の
ニューロンの構造と機能を単純化したユニットから構成
される学習システムで，古くから研究されてきた．しか
し近年，計算機の性能の向上や大規模データの利用など
の条件が整い，「深い」階層を持つネットワークの学習
が実効的に可能であることが，劇的な性能の向上ととも
に示された．これが現在のAIブームにつながる．
視覚に関しては，福島邦彦先生の「ネオコグニトロン

（Neocognitron）」から発展した畳込みニューラルネッ
トワーク（CNN: Convolutional Neural Network）に
よって，画像を入力としたときの物体認識精度が飛躍的
に向上した（6）,（7）．CNNでは，脳の視覚野のニューロ
ンと同様に，局所領域を階層的に処理する構造が与えら
れるが，特徴を表現する重みパラメータは，大規模画像

図4　DNNの各階層のユニットが強く反応する画像
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データセット（画像と正解の物体名）を用いた最適化に
よって決定される．このように訓練されたCNNの低次
層のユニットには画像の単純な特徴が，高次層のユニッ
トには物体カテゴリーに対応する意味的な情報が表現さ
れる（図 4）．我々が欲しかったのは，その間の中間層
のユニットの表現であった．中間層のユニットは，低次
層のユニットのように数学的に分かりやすい関数で記述
するのは難しく，一方で高次層のユニットのように言語
ラベルを対応させることも難しい，「名もなきユニット」
である．しかし，この中間層こそが，質感に満ちた知覚
経験を表現するのに重要だと考えた．
そこで，自然画像をDNN（CNN）に入力したときの

各階層・各ユニットの信号値を，同じ画像を見たときの
脳活動から予測するデコーダを訓練したところ，一定の
精度で予測できることが分かった．また，DNNの低次
層は視覚野の低次層からよく予測でき，高次層は高次層
からよく予測できる．つまり，DNNの階層的な情報表
現と脳の階層的な情報表現に対応関係があることが分
かった（8）．この脳とDNNの対応関係は，同時期に複
数のグループにより異なるアプローチで示され，これら
一連の研究によって，汎用的な計算モデルとして使われ
るようになっていたDNNが，再び脳と関連付けられる
ようになった（9）．
しかし，コンピュータビジョンの分野で次々開発され

る新しい高性能DNNが，脳に似たものになっているか
というと，そういうわけではない．DNNと脳の間の階
層的な情報表現の類似性を定量化した我々の最近の研究

によると，物体認識課題（画像中の物体を分類する課
題）で高いパフォーマンスを示す最近のDNNほど，脳
との類似性は低いことが分かった（10）．2010 年代前半
に開発された初期のDNNで，シンプルなアーキテク
チャを持つものほど脳に似ている．最近の DNNは，ヒ
トや動物とは違った方略（例えば，全体的な形状の認識
ではなく，テクスチャの抽出に特化するなど）で，高い
パフォーマンスを達成しているのかもしれない．

5 深層イメージ再構成
脳とDNNの相同性を利用して，視覚像再構成に再

チャレンジした．上記の方法で，画像を見ているときの
脳活動を同じ内容に対応するDNN信号値に変換（デ
コード）できる．そして，そのDNN信号値から，対応
する入力画像を逆推定することで，見ている画像を再現
できると考えた．2008 年に発表した論文との違いは，
DNN中間層の「名もなきユニット」に表現される情報
を活用できることである．別の言い方をすると，2008
年の手法では，DNNの低次層に相当する情報表現（局
所的コントラスト）しか活用できていなかったのである．
DNN信号値を画像に逆変換する方法は幾つか考えら

れる．最初に試したのは，脳からデコードしたDNN信
号値に近づくように入力画像の画素値を少しずつ更新し
ていく方法である（図 5）．我々がこの「深層イメージ
再構成」に取り組んでいた 2015 年に，Google のエン
ジニアが DNNの信号値を操作して同様の手法で悪夢な

図5　深層イメージ再構成の方法（13）
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ような画像を生成する技術“Google Deep Dream”を
公開した（11）．また前後して，敵対的生成ネットワーク
（GAN: Generative Adversarial Network）など，画像
を生成するAI のブレークスルーが相次いだ（12）．我々
もこれらの手法を取り入れながら手法を改良し，写真を
見ているときの fMRI 脳活動から知覚像を再現すること
に成功した（図 6）．ピクセルレベルでは正確でないが，
そのものらしさや質感を捉えた画像が生成される．ま
た，被験者が画像を想起しているときの脳活動からでも
（つまり，実際に画像を見ていないときでも），単純な図
形であれば一定の精度でイメージを再現することができ
た．想起イメージの再構成は，それまで様々な方法で
チャレンジしてきたが実現できていなかった．DNN情
報表現を用いることで初めて可能になった（13）．
川人　綾さんがモチーフに使った SF作品のように，

フィクションには古くから心の中のイメージを脳から画
像化する技術が登場する．「マトリックス」や「アバ
ター」といった人の脳に「ジャック・イン」する設定の
作品では，脳内イメージの解読くらいはできて当然の世
界が描かれている．村上春樹の 1985年の小説「世界の
終わりとハードボイルド・ワンダーランド」では，「意
識の核の映像化」を実現したという老博士が登場する．
その記述が深層イメージ再構成を予言していたかのよう
にも読める．

被験者に何かの物体を見せ，その視覚によって生
じる脳の電気的反応を分析し，それを数字に置き換
え，それからまたドットに置き換えます．最初はごく

単純な図形しか浮かび上がってこないが，何度も補整
し，細部を付け加えていくうちに，それは被験者が見
たとおりの映像をコンピューター・スクリーンに描き
出す（14）．

私は高校生のときに読んだはずだが，このような記述
があったのは覚えていなかった．今読み返してみると，
ほかにも現代の技術や社会を予言しているように読める
箇所があり，作家の想像力や構想力に驚かされる．
脳と対応するDNN信号が得られるように入力画像の

画素値を最適化するプロセスは，動物の脳に挿入した電
極を使ってニューロンがどのような刺激に強く応答する
かを調べる神経生理学者の作業と似ている．我々の場合
は，実際の脳の代わりに脳と対応するDNNを用い，コ
ンピュータでその試行錯誤を自動化していると言える．
同様の方法で刺激画像を自動的に最適化しながら，サ

ルのニューロンがどのような画像特徴に強く応答するか
を調べた研究もある（15）．高次視覚野には顔や物体の画
像に応答するニューロンがあることが知られている．従
来の分類では顔に応答するとされるニューロンの活動
（スパイク数）を計測しながら，その活動値が大きくな
るように画像を最適化していく．すると，スパイク数は
顔に対する応答の倍以上となるが，一見して顔と分かり
にくい奇妙な画像が生成される．これがそのニューロン
にとっての「スーパー刺激」である．サルが被験者なの
で，そのときどのような体験が生じたかを聞くことはで
きない．だがひょっとしたら，脳をくすぐられたアート

図6　刺激画像（左）と視覚像再構成画像の生成プロセス（13）
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体験のようなものが生じているかもしれない．
神経美学の創始者の一人で，元々，視覚神経生理学者

であったセミール・ゼキは，抽象絵画の制作と神経生理
学の営みの類似性を議論している（16）．例えば，モンド
リアンの抽象絵画は，それ自体が世界の状態を表現して
いるわけではない．複雑な世界のフォルムを構成する本
質的な要素を見いだそうとした結果生まれたのが，単純
な線や色の配置によるモンドリアンの絵画だと考えられ
る．ゼキは，神経生理学者もニューロンの応答特性を調
べることで，視覚世界を構成する普遍的な要素表現を見
つけることを目指してきたとし，「視覚皮質の生理学と
アーティストの創造との類似性が全く偶然のものである
とは考えにくい」と述べている．
ノーベル賞受賞者で「カンデル神経科学」（神経科学

の分厚い教科書）でも有名なエリック・カンデルは，
アートと脳を論じた著書「なぜ脳はアートがわかるの
か」で，抽象化する現代アートは要素的特徴に応答する
脳メカニズムへの「還元主義」だと主張する（17）．この
論に従えば，現代抽象絵画は，写実的な作品では体験で
きない新たな感覚を生み出すために，世界を要素に分解
し，組み換えることで，「脳をくすぐる」ことを志向し
ていると言えるだろう．
心理学者・神経科学者のV. S. ラマチャンドランは「脳

のなかの天使」で「美の 9法則」をまとめている（18）．
その一つ「ピークシフトの法則」は，戯画や肖像画に見
られるような誇張された表現が脳（ニューロン）を過剰
に活性化させることで，美や魅力が生み出されていると
する仮説である．「ピークシフト」とは自然界には普通
存在しない刺激にピーク応答が見られることを指す．上
記の「スーパー刺激」は，AI でピークシフトを自動的
に生成したものと言える．脳が過剰に反応する「ツボ」
を見いだして重点的に刺激することもアートの重要な側
面かもしれない．

6 ピエール・ユイグ「UUmwelt」
話を深層イメージ再構成に戻すと，この研究成果は

2017 年に「脳活動からの深層画像再構成」と題するプ
レプリントとして発表した（ジャーナル論文としては
2019 年に出版）．同時に，画像を最適化させながらイ
メージを生成するプロセスを記録した動画像をYouTube
と twitter にアップした（19）．すると，一晩で数万回の動
画像の視聴があり，twitter のフォロワーが 1,000 人以
上増えた．海外の新聞やニュースサイトで多数取り上げ
られイギリスのタブロイド紙「The Sun」の記事にも
なった．論文を最初に投稿しリジェクトされた科学誌
「サイエンス」でも，ニュース記事として取り上げられ

た．（編集チームが異なるのでそういうことは起こり得
る．）多くのアーティストやミュージシャンからもコン
タクトがあった．個人的にはAphex Twin の関係者か
らの問合せがうれしかった．
なぜこれが受けたのか．アルゴリズムの目標は見てい

る画像を脳データから正確に再現することである．しか
し，実際には技術的な制約もあり正確な再現とはなら
ず，脳から読み出しやすかった視覚特徴が強調されるこ
とになる．結果として，鑑賞者の「ツボ」を刺激するよ
うな画像になっていたことが考えられる．もう一つ考え
られる理由は，結果の見せ方に関係する．研究成果に
とっては本質的ではないのだが，画像が最適化されるプ
ロセスを映像化したことによって，視覚的な面白さが増
強されたようだ．映像が変化することで，「理解した」
と思った内容からのずれが常に生じる．
ホップフィールドネットワークと呼ばれる相互結合

型ニューラルネットワークでは，状態がダイナミック変
化しながら事前に学習したパターン（アトラクタ）に収
束していく．実際の脳でもこのようなダイナミクスが生じ
ているとすると，再構成動画像は，アトラクタに収束しそ
うになったら入力が変化して別のアトラクタに向かような
脳のダイナミクスを引き起こしているのかもしれない．
AI 研究者のユルゲン・シュミットフーバーは，世界

の状態にパターンや規則性を見いだすこと，すなわち，
「情報圧縮」が脳内に内的報酬をもたらし，その結果，
創造性や好奇心が駆動されるという説を唱えている（20）．
この仕組みにより，情報圧縮の結果余った脳のリソース
を利用して新たなパターンを探索するサイクルが生まれ
る．前述の予測符号化の文脈では，予測の不確実性が高
いとき（規則性を見いだせていないとき）に予測に合致
する結果が現れる場合や，逆に，予測の不確実性が低い
とき（規則性を既に見つけているとき）に驚きの結果が
現れる場合に，快情動が誘発されるという知見がある（21）．
音楽の場合，曲の展開が完全に予測どおりでも予測不可
能でも楽しくない．展開が徐々に予測できるようになる
ことや，パターンを把握した後に来る意外な展開が快を
もたらす．脳の有限のリソースを節約しながら，新たな
パターンや規則性の発見に向かわせるこれらの仕組みの
せいで，思わず再構成映像を見続けてしまうのかもしれ
ない．
さてそんな中，ギャラリストの那須太郎さんを介し

て，美術家のピエール・ユイグさんと知り合った．難解
な現代アートの世界代表のような人物である．会う前は
話がかみ合うか不安だったが，実際に会って話してみる
と，論文の技術的な理解も的確で，科学者的なマインド
を持っている人であることが分かった．サイエンス，
アート，哲学と話は弾み，数か月後ロンドン・サーペン
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タイン・ギャラリーで開催される個展に協力することと
なった．我々が行ったのは，ユイグさんが送ってきた画
像を使って脳計測を行い，再構成映像を作成することで
ある．
その映像がどのように作品に使われたかを知らされ

ないまま，2018年 10月から始まった個展「UUmwelt」
の内覧会に参加するためロンドンに向かった．現代アー
トに不案内なこともあり，当時ロンドン大学ユニバーシ
ティカレッジのセミール・ゼキ先生の下で神経美学の研
究していた石津智大さんに声を掛け一緒に参加しても
らった．その前日には，ゼキ先生の研究室を訪問しお話
をする機会も得た．暖かく迎えて下さり，貴重な話を伺
うことができたが，私がやっていることを理解してもら
えたかは自信がない．
サーペンタイン・ギャラリーの内覧会では，五つの大

きな LEDディスプレイが配置され，そこに再構成映像
が表示されていた（図 7）．正直なところ，最初見たと
き「えっ，そのままじゃない？」と思った．映像は素材
として利用されるだけで，形を変えて作品の一部となっ
ているものと考えていたからだ．だが，作品にはひねり
があった．ギャラリーの室内に数千匹のハエが放たれて
いたのだ．「AIが解読したヒトの心の映像をハエが見て
いる」というコンセプチュアル・アートだったのである．
このコンセプトを理解してもらうには，タイトルの

「UUmwelt」を説明する必要がある．これはドイツ語の
Umwelt に U を 加 え て，Un-Umwelt， す な わ ち，
Umwelt の否定を表すようにしたユイグさんの造語であ
る．Umwelt は環境を意味するドイツ語だが，生物学者
のヤーコプ・フォン・ユクスキュルが提唱した概念（日
本語では「環世界」）としてよく知られている．環世界
とは，動物はそれぞれの種に特有な知覚世界を持ってい
るという考え方である．ユクスキュルの著書「生物から
見た世界 」の冒頭で示されるダニの例のように，視覚
や聴覚が存在せず温度感覚と限られた嗅覚で構成された
世界に住む生物もいる．恐らくハエもヒトとは全く異な
る環世界に住んでいる．UUmwelt はその世界の壁を取
り除くことを表現している．
「ヒトとハエが心を通わせる」ということかというと，
そういう意図でもないようだ．ユイグさんの作品の背景
には，思弁的実在論やオブジェクト指向存在論と呼ばれ
る哲学がある．そこでは，実在や世界を人間の精神との
関係を通して考える「相関主義」が批判される．
Umwelt（環世界）の考え方も相関主義的だと言えるだ
ろう．「物自体にはアクセスできない」や「脳内に世界
のモデルがある」といった，脳や心の問題に興味のある
人には割と常識的な考え方を否定する「逆張り」の思想
である．内覧会で行われたキュレーターのハンス・ウル
リッヒ・オブリストさんとの対談で，ユイグさんは「人
にものを展示するのではなく，逆に，ものに人を展示し
たい」と話していた．したがって，正確には（作家の意
図としては）この作品は，「『AI が解読したヒトの心の
映像をハエが見ている』のを来場者が見る」というもの
ではない．来場者もその一部になって見られている．あ
るいは，見る・見られるという関係自体を否定して，人
工物と生物と人がお互いに無関心にただ存在している状
態を表現している．
とは言え，この作家の意図をUUmwelt の展示を見た

だけで理解するのは現実的には無理だろう．私の場合，
作品の裏方を務め，作家本人から話を聞くことができた
から上記のような「深い」解釈を知ることができたが，
アートの専門家であってもこのような解釈にたどり着く
ことは難しいようだ．「ガーディアン」や「ニューヨー

図 7　サーペンタイン・ギャラリーでの内覧会の様子
（上は筆者撮影，下はパンフレットの一部）
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ク・タイムズ」に掲載された美術批評家レビューは，読
ませる内容ではあるものの，作家の意図を正確に読み解
いているとは思えなかった．だが，現代アートの最先端
はそういうものなのだろう．「不可解なものに脳をくす
ぐられ，情報を圧縮する解釈を与え，その結果，快情動
が喚起される」プロセスが，キュレーターや批評家を巻
き込みながらコンセプトレベルで展開されている，とい
うふうに私は理解した．

7 おわりに
本稿では，脳内イメージ解読を通じたアーティストと

の交流を紹介しながら，脳とアートの関係を考察した．
「ツボ」となる要素，非日常性，予測，情動との関わり
など，くすぐったい感覚との類似性から「脳をくすぐ
る」というキーワードを用いた．しかし，これらの特徴
がアートを定義するものでもないし，脳だけでアートが
完結するものでもない．特にアートの価値を議論すると
きに社会的な次元を無視するわけにはいかないだろう．
しかし，未来のアートの形を考えるとき，AI と神経科
学が融合して「脳をくすぐる」新しい方法を生み出すこ
とが一つの鍵になるのではないかと考えている．
脳内イメージ解読の研究は今も進展している．最近で

は，再構成画像の注意による操作や錯視を見たときの主
観イメージの可視化を実現した（22）．これまでの方法で
は，機械学習の訓練データ取得のため長時間の脳計測が
各個人で必要となる．個人間で頭の形や大きさが異な
り，詳細な脳表現も個人差があるので，ある個人で訓練
したモデルを別の個人にそのまま適用することはできな
い．しかし，同じ内容を表現する脳活動を個人間で変換
する「脳コード変換器」の研究も進めており，最近，こ
れを介することで他者のデコーダを使って一定の精度で
再構成が可能であることが分かった（23）．今後更に改良
することで，アーティスト自身の脳活動を利用するなど，
作品制作の自由度が大きくなることを期待している．
本稿では川人　綾さんとピエール・ユイグさんの作品

を取り上げたが，ほかのアーティストともコラボを行っ
てきた．イギリスのロックバンド Squid（図 8）やサク
ライケンタさんがプロデュースを手掛けたMaison 
book girl のアルバムやミュージックビデオに再構成映
像を提供したほか，ライゾマティクスの真鍋大度さんと
は，実験的な作品づくりを続けている．こちらついて
は，また別の機会に紹介したい．
本稿の内容を，動画像を埋め込んだ形で編集した

Web記事を note で公開しているので，そちらも参照し
て頂きたい（24）．
謝辞　脳内イメージ解読の研究と作品制作に参加し

た神谷研究室のメンバーと共同研究者に感謝します．本
稿の執筆にあたり、国立研究開発法人新エネルギー・産
業技術総合開発機構（NEDO, JPNP20006）のサポー
トを受けました．
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1 はじめに
日々世界のどこかで発生している自然災害，ニュース

で目にする様々な事件や事故，けが・病気・加齢などに
よる生活の変化に対して，誰しも備えておくことの重要
性は理解できる．一方で，日頃から非常時を想定して事
前に時間やコスト，労力を掛けることが難しいのも現実
である．大きな災害後の社会では，防災意識が高まり，
備えることの重要性が再認識される．また，人々は，事
故でのけがや病気を経験することで，安全や健康の大切
さを知り，家族や友人のありがたさを改めて感じる．し
かし，このような意識は時間の流れとともに薄れてい
き，忘れた頃にまた災害や事故などの被害が繰り返され
るのである．「フェーズフリー」 （注1）とは，こうした「備
え続けられない」という人々・社会が抱える問題に対し
て，日常時と非常時の状態（フェーズ，Phase）を分け
て考えるのではなく，普段から両方の価値を高めること
により，QOL（生活の質，Quality of life）を維持・向
上させ，結果として備わった社会を作り出すという防災
に関連した概念である （1），（2）（図 1，2）．その対象領域
に制限はなく，身の回りのプロダクトからサービス，建
物や施設などのファシリティ，ものごとの仕組みから働
き方，教育に至るまで，既に多くの分野で注目され，普
及し始めている．本稿では，このフェーズフリーの考え
方とともに具体的な事例を紹介し，特に，情報通信技術
の一部であるヒューマンインタフェースデザインに関わ
る分野での今後の可能性について解説する．

2 フェーズフリー５原則
フェーズフリーは目指すべき状態を表した概念であ

り，それを実現するためのプロダクトやサービス，ファ
シリティを構築するのがフェーズフリーデザインであ
る．以下の五つの原則（図 3）に基づいた商品やサービ

図1  フェーズフリーの考え方

図2  フェーズフリーデザインが提供する価値

注1　 「フェーズフリー」とは，2014年に社会起業家の佐藤
唯行によって提唱された言葉で，平常時（日常時）や災害
時（非常時）などのフェーズ（社会の状態）にかかわらず，
適切な生活の質を確保しようとする概念である．
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スが世の中に普及することにより，社会全体がフェー
ズフリーな状態に近づき，バリヤフリーやユニバーサ
ルデザイン，エコやフェアトレードのように，社会課
題を解決する経済活動につながることを目指している．
図 3に示したフェーズフリー 5原則は，ヒューマン

インタフェースデザインの分野でも非常に関わりの深
いキーワードとなっている．日頃使っていないものを
予期せぬ非常時にうまく活用できるとは限らないため，
日常時と非常時の両方で価値を発揮するという「原則
01常活性」は，フェーズフリーが持つ特徴を表した重
要な原則 （注2）である．スマートフォンアプリやソーシャ
ルネットワーキングサービス（SNS）を活用した情報伝
達は，操作の面で人や世代によってはハードルにもな
るため，日頃から使い慣れていて扱いやすく，かつ日

常時・非常時双方で人々のQOLを高めるものであるべ
きだと言える．インタフェースデザインにおいては，
機能面のデザイン，視覚的な整然性，入手・販売など
のアクセス容易性など，日常の生活に根差したファク
ターがあり，「原則 02日常性」によって防災専用品は
除外される．握る，つまむ，回すなどのフィジカルな
動作に加え，スマートフォンやタブレットのピンチ操
作，機器に対する分かりやすく間違いや迷いのない操
作は「原則 03直感性」（方法理解，場面理解，限度認
識）で定義されている．また，より多くの人に気づき
をもたらし，安全や安心に関する意識を提起する「原
則 04触発性」でも，身の回りに増えたディジタルデバ
イスやサイネージによるもの，インフラ化した SNSや
スマートフォンアプリによるものなど，評価項目（災
害想起，開発促進，意識向上）の重要性が増している．
更に「原則 05普及性」は，新しいアイデアや新規ビジ
ネスの創生につながる性質で，誰もが参加でき，興味・
関心を得て社会に広がっていくことを志向している．5
原則に基づく評価項目は図 4のとおりである．評価方

図3　フェーズフリー5原則

注2　 原則01の「常活性」は，日常時と非常時の汎用性と有
効性を表す最も重要な指標だと言える．残りの4原則は，
一般的な商品やサービスの開発でも重視されるが，「常
活性」はフェーズフリー特有の原則と位置付けられてい
る．
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法の詳細については，７.で後述する．

3 フェーズフリーデザインのア
プローチ

フェーズフリーを目指したプロダクトやサービスを
開発するにあたっては，大きく二つのアプローチが考え
られる（図 5）．一つ目は，普段の生活や仕事など，日
常時から見たアプローチで，日頃から使い慣れた日用品
を，新たなデザインや発想の工夫によって非常時にも役
立つようにするアプローチである．日常時のために開発
されたプロダクトやサービスが，非常時にもそのままの
価値を発揮する場合，または普段とは別の価値を発揮し
て，QOLを維持したり向上させたりすることでフェー
ズフリーな社会の実現につながる場合である．
二つ目は，いわゆる防災用品などの非常時にしか活用

できないものを，デザインや工夫によって日常時にも役
に立つようにする，非常時から見たアプローチである．

利用頻度の少ない非常時のためのプロダクトやサービス
が，日常時にも役立てられ，QOLの維持や向上に貢献
すること．それらが，フェーズフリーのプロダクトや
サービスとなる．
インタフェースデザインの開発では，ユーザがどこを

注視したのか解析するアイトラッキング，ユーザが自覚
なしに持っている価値観や思い込みなどのメンタルモデ
ルの分析，操作性の検証など，ユーザエクスペリエンス
も含め，日常時における操作を中心に進められることが
ほとんどである．フェーズフリーのインタフェースデザ
インでは，自然災害やヒューマンエラーによるシステム
障害に対応できる機能を加える視点が必要となり，そこ
に様々なアイデアや価値を見いだして適用することが求
められる．非常時への対応にコストを掛けようとする
と，短期的な費用対効果の判断で実現されないことが多
くなる．そこに日常の価値を高めるQOLの向上を開発
指針に加えることで，プロダクトやサービスとして普及
する可能性が高まるのである．

図4　フェーズフリー5原則と評価項目

図5　フェーズフリーデザインのアプローチ
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4 フェーズフリーが対象とする
被害のレベル

「災害」とは被害の総称であり，フェーズフリーにつ
いて考える上では，自然災害による非常時に限らず日常
のささいな出来事も含めて，被害のレベルが様々存在す
ることも視野に入れておく必要がある（図 6）．ディジ
タルデバイスのバッテリー残量が僅かで充電できない状
態，スマートフォンを落として画面がひび割れた状態な
どのよくある出来事から，台風で基地局の鉄塔が倒れる
ような人命に関わる大惨事に至るまで，これら全てがア
プローチの対象であり，様々な分野の産業において幅広
いフェーズフリーデザインを考えることができる．

5 フェーズフリーのカテゴリー
フェーズフリーのプロダクトやサービス，ファシリ

ティを具現化する上で，その方法は以下の四つのカテゴ
リーの考え方を参考に検討するとよい．また，日常時の
価値と非常時の価値を追求し，それぞれの機能を高める
と，結果として次の A～Dのいずれかに当てはまる
フェーズフリーなものの開発につながるとも言える．
〔カテゴリーA〕
防災用品や専門性の高い道具など，特定の状況でしか

使われていない商品やサービスが日常時にも利用できる．
（例）防災のための無線設備を日常から役に立つ新た
なサービスへと展開し，利益を生み出すことでメンテナ
ンス費用も創出する．
〔カテゴリーB〕
既に存在する日常時に役立つ物やサービスに，非常時

での利用方法を提案することでフェーズフリーの価値が
提供できる．
（例）毎日使用している SNSや無料通話アプリを活用

し，災害時のための新たな情報伝達サービスや情報コン
テンツなどを提供する．
〔カテゴリーC〕
基本的な用途や機能は変わらないが，日常時も非常時

も同じフェーズフリーの価値を提供し続ける．
（例）紙のように折り畳んで収納でき，軽量で水にも
強いタブレット端末．
〔カテゴリーD〕
本来持つ基本機能が，非常時に別の用途・機能で

フェーズフリーの価値を発揮する．
（例）静かな乗り心地でCO2 排出量を抑え，停電時に
自宅へ電力を供給できるプラグインハイブリッド車

これら四つのカテゴリーは，フェーズフリーデザイン
を発想するための参考となるように，一般社団法人
フェーズフリー協会が事例を基に分類したものである．

6 フェーズフリーデザインのた
めの四つの視点

フェーズフリーの概念自体は難解ではなく，多くの賛
同が得られるものだが，どのように製品のデザインや研
究開発の促進につなげていくかは課題である．個人や企
業がフェーズフリーな製品やサービス，フェーズフリー
なインタフェースを開発するには，新たな手法やデザイ
ンプロセスの検討も必要となる．まずは以下の四つの視
点を意識することが，災害による被害のレベルや対象を
理解する上で有効だと考えられる． 

（1）プロブレム（Why）
経験したことがない災害，被害の要因となる危機

（Hazard）を想定し理解することが重要で，その種類に
は大規模な自然現象から，軽度な人災まで多岐にわた
る．
（2）ロケーション（Where）

屋内・屋外，住宅やオフィスなどの施設，山や海など
の自然，自治体や国，身近な生活空間から地球規模の環
境まで，人々の生活に関わる全ての場が対象である．

図6　被害のレベル （注3）

注3　 図6に示した「被害のレベル」は，「地域と都市の防災」
目黒公郎，村尾　修著（放送大学教育振興会）pp. 76-77
「都市防災（緊急事態管理）に関連する用語の定義」を基
に５段階のレベルに構成したものである．
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（3）ターゲット（Who）
年齢・性別・国籍など，その商品やサービスを利用す

る多様な人々を想定する．
（4）タイミング（When）

人々の日常生活は，災害が発生すると突然，非常時へ
と移行する．非常時は①災害予知・早期警報→②災害発
生→③被害評価→④災害対応→⑤復旧・復興のサイクル
をたどり，それぞれのフェーズによって必要となる商品
やサービスは変化する．

7 フェーズフリーの評価項目と
視覚化

一般社団法人フェーズフリー協会では，フェーズフ
リーの価値に対する評価を，日常時と非常時における
「汎用性」と「有効性」の指標に基づいて数値化・視覚
化を行い，認証評価のための基準として公表している （3）

（図 7）．汎用性とは，様々なシーンで利用できる特性を
指しており，Where（場所），When（時），Why（対
応課題），Who（対象）の四つの評価項目から成る．汎
用性の評価には，５.で解説した 5原則の「01常活性」
が該当し，それぞれのシーンを想定してレーダチャート
で日常時と非常時を左右に分けて視覚化することができ
る（図 8上段）．有効性とは，フェーズフリーのみなら
ず，一般的にその商品やサービスを汎用性以外の価値・
効果で評価する項目である．「01常活性」については，
日常時と非常時のQOL 影響能力それぞれについて，
「02日常性」に関しては，デザインの機能的・情緒的な
側面，入手及び販売の容易性が評価項目である．「03直
感性」では，使用方法の理解しやすさ，使用場面の分か
りやすさ，使用限界や交換時期の分かりやすさを評価す
る．「04触発性」は，フェーズフリーな世の中を実現す

るために重要な項目であり，非常時の状況をイメージで
きる，新製品開発のきっかけとなる，災害について考え
るきっかけとなるなど，想起や意識の向上につながる評
価指標である．最後に「05普及性」は，新たな商品や
サービスの創造と価値の共有しやすさを判断する評価項
目である．これら有効性に関する 01から 05の項目は，
積算した棒グラフにより視覚化することができる（図 8
下段）．そして，5原則に対応した各項目から，汎用性

図7  フェーズフリー評価の概念

図8　汎用性評価と有効のグラフ

図9　総合的な評価
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と有効性の高さを 2軸で平面上に表すことで，フェー
ズフリーデザインの評価結果をプロットし，その適用範
囲の検討，認証評価の基準策定，効率的な商品開発の促
進へとつなげることを目指している （4），（5）（図 9）．

8 フェーズフリーなインタ
フェースの可能性

フェーズフリーデザイン事例集 （6），（7）では，文房具や
生活用品，家具のようなプロダクトに加え，食品，シス
テムやサービス，そして公園のような施設まで，12の
事例を掲載している．ここでは，ヒューマンインタ
フェースに関わる三つの事例について抜粋して紹介する．

（1）「INTER NAVI」（図 10）
インターナビは，装着車の走行情報を集めて交通情報

として配信することで，高精度なルート検索や防災情報
が共有できる通信型ナビゲーションシステムである．日
常時は，精緻なルート検索や正確な到着時間予想をリア
ルタイムに提供する．非常時は，走行中のドライバに災
害情報をリアルタイムに伝達し，通行実績のあった道を
マップ上に表示することで，避難・復旧場面でも有効に
機能するのが特徴である．更に操作上のインタフェース
もフェーズフリーの観点で設計されることが期待され
る．

（2）「QR Translator」（図 11）
QRコードを利用した多言語対応プラットホームサー

ビスで，外国人や障がい者など，災害時の要援護者に，
多言語かつユニバーサルに情報を収集し届ける情報イン

フラサービスである．日常時は，外国人旅行者がステッ
カーやポスターなどのQRコードを読み取ることで，観
光情報を多言語で受け取ることができる．非常時は，母
国語でのタイムリーな発信が可能となり，刻々変化する
災害発生時の情報を正確に伝達できる．

（3）「BOCCO emo」（図 12）
BOCCO emo（ボッコエモ）は，ロボット本体と付

属のセンサ，スマートフォンアプリを連携させて使用す
る家族をつなぐコミュニケーションロボットである．イ
ンターネット経由でメッセージのやり取りができ，家庭
内のセンサ情報をスマートフォンに通知する機能があ

図10　インターナビ（本田技研工業）

図11　QR Translator（（株）PIJIN）

図12　Bocco emo（ユカイ工学株式会社）
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る．日常時は，仕事中の両親と留守番中の子供の連絡用
に，振動センサで子供の帰宅が分かり，人感センサは介
護などでの活用が可能である．そして非常時は，外出先
の両親がスマートフォンから留守番中の子供の安否確認
ができる．音声データの送信，文字データの読上げ機能
で，離れた子供にも安心を与えることができる．本製品
は，一般社団法人フェーズフリー協会による審査を受
け，2022 年にフェーズフリーアワード事業部門シル
バーを受賞している．

ここで挙げた三つの事例の評価結果について，
INTER NAVI，QR Translator はフェーズフリーデザ
イン事例集 （6），（7）で，BOCCO emo についてはフェー
ズフリーアワードサイト （8）に掲載している．

9 まとめ
本稿では，フェーズフリーという新たな概念について

解説した上で，ヒューマンインタフェースデザインとの
関わりについて，具体的な事例を紹介しながらその可能
性について述べた．人間とディジタル機器との関係は，
日常時を前提に設計され，その機能や操作性は日々向上
しているが，いつ起こるか分からない全ての非常時に対

応することは不可能である．非常時の価値が日常のデザ
インに内包された状態で少しずつ身の回りに増えていく
ことが，フェーズフリーな世の中につながるのである．
生活の便利さや豊かさを求めて発展してきたディジタル
機器に，非常時の視点を加えて更に日常の価値も高める
デザインが，新たな潮流としてヒューマンインタフェー
スの検討課題に加えられ，創発性や多様性を伴って，安
心で安全な，そして災害から強い社会に変えていく方法
として，フェーズフリーが普及することを期待したい
（図 13）．
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図13　フェーズフリーデザインが実現する社会
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 1 はじめに
絵本の読み聞かせは，乳幼児の言語発達を後押し

するとともに，将来の文章読解力や算数の成績に寄
与する可能性も指摘され，注目を集めている．乳幼
児や児童の発達プロセスを研究する発達心理学の分
野では，絵本の読み聞かせが子どもの獲得語彙数と
関連することなどを示し，その重要性を主張してき
た (1)．また多くの自治体では，乳児健診の際に絵本
を贈呈する事業を実施し，絵本の読み聞かせの重要
性を積極的に伝えている (2)．本稿では，絵本に関連
する最近の研究と実践的試みを解説しながら，私た
ちが行っている新しい試みについて紹介する．

 2 言語習得と絵本
ヒトの乳幼児は生後数年の間に，言語を自然と習

得していく．出産直後はただひたすら泣くことしか
できなかった新生児が，クーイング（「あー」や

「くー」）や喃語（なんご : 「まままま」や「だだだ
だ」）などの発声の時期を経て，1 歳の誕生日前後
から「まんま」や「ママ」などの初語（意味のある
最初の単語）を話し始める．初語が出てから半年く
らいは新しい語がたまに発話されるくらいだが，1
歳半を過ぎた頃から新しい語を頻繁に発話できるよ
うになる語彙爆発（vocabulary explosion）の時

期を迎える．語彙爆発の開始時期や速度には個人差
があるが，日本の子供を対象とした私たちの研究で
は，平均 20.2 か月時に語彙爆発が始まり，1 日に
平均 0.83 語のペースで新しい語が発話されるよう
になり，それ以前の約 5.1 倍の速度に上昇すること
を示している (3)．2 歳の誕生日（24 か月時点）を
迎える頃には平均 258.5 語，3 歳の誕生日の頃に
は平均 1244.7 語の語を発話できるようになる (4)．
また 2 歳の誕生日前後からは，語をつなげて二語
文や三語文などを発話できるようにもなり，語彙だ
けでなく文法の知識も身に付けていく．

こうした乳幼児の音声言語の発達を下支えして
いるのは，言うまでもなく，両親や家族といった養
育者からの言語インプットである．乳幼児は，周り
の環境で話されている言語インプットを参考にし
て，語彙や文法を学習し，言葉を発せるようになっ
ていく．その際に，養育者が乳幼児に向かって直接
話す自然発話だけでなく，絵本の読み聞かせによる
言語インプットも，乳幼児の語彙や文法の発達に寄
与する重要な手掛かりと考えられている．その理由
として，絵本には養育者の自然発話よりも，多様な
語彙 (5),(6) と複雑な文 (7) が出現し，変化に富む多様
な言語インプットが提供されるためだと考えられて
いる．つまり，絵本には，親子の普段のやり取りに
は出てこない語彙がより多く含まれるとともに，格
助詞が省略されない文がより多く出現したりして，
新しい語を獲得する際の絶好の機会を与えている．

米国で行われた縦断調査 (8) では，1～2 歳時点で
行われた養育者による絵本の読み聞かせの頻度が，
8～9 歳時点の①理解可能な語彙数，②文章読解力，
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③算数文章題の成績，④読書への内発的動機づけ
（本を自ら読もうとする意欲）を予測することを明
らかにしている．この効果は，従来の研究で統計的
に排除しきれなかった家庭の社会経済的要因（世帯
収入や親の教育歴など）を考慮してもなお残存し，
絵本の読み聞かせが与える長期的影響として注目を
集めている．またこの研究で 1～2 歳時点での言語
インプットの特徴を調べたところ，絵本がない場合
よりもある場合に，親から発せられる語彙が多様で
あること（そしてテキストを読むだけでなく，絵を
記述的に説明したりトピックスを拡張したりするこ
と）を確認しており，絵本は養育者からリッチな言
語インプットを引き出す生態学的に妥当なツールで
あると言える．

 3 科学的知見に基づく絵本
絵本の読み聞かせが乳幼児の言語発達や就学後

の学業成績に影響を与える科学的知見が蓄積される
中，絵本そのものにも科学的知見を反映させようと
する動きが最近起こっている（図 1）．その一つが，
東大「赤ちゃんラボ」が監修する「もいもい」

（Discover21）(9) である．この絵本は , 視線解析装
置を用いて乳児が選好する（つまり，より長い間注
視し続ける）イラスト図形を元に作成されており，
赤ちゃんの視覚的興味がくぎ付けになる絵本として
評判である (10)．こうした乳児の選好反応を利用し
た絵本作りは，東大の発達保育実践政策学センター
でも行われ，やり取り遊びを題材にした「いないい
ないばあ！えほん」（主婦の友社）(11) が発売されて
いる．いずれも，実験心理学のスタンダードな手法
に基づいて得られた知見を土台にしており，非常に
興味深い試みと言える．

そのほかの試みとして，大規模な科学的データを
基に作成した「あかちゃんごおしゃべりえほん／ず
かん」（主婦の友社）(12),(13) も発行部数を伸ばして
いる．この絵本は，私たちが 0～4 歳児を持つ約
1,500 人の親を対象に行った調査データを基にモデ
ル化した「幼児語彙発達データベース」（図 2）を
参照して，幼児が早期に発話できるようになる 100
語を絵本の内容に反映させたものである．平均的で
はあるが，理解しやすくて発話しやすい語が絵本に
反映されていることにより，初語が出始めた多くの
幼児とその親に支持されているのではないかと推察
している．

なお，ことばに関連する絵本では，発音のしやす
さとジェスチャに注目した「まねっこ！あかちゃん

ことばずかん」（JTB パブリッシング）(14) や，乳児
向け発話（IDS: infant-directed speech）に着目し
た「あかちゃんことばえほん」（永岡書店）(15) など
が発刊され，いずれも発達心理学の専門家による監
修の下，最新の科学的知見が反映された内容となっ
ている．このように，書店に並んでいる絵本には，
科学的知見に基づいた赤ちゃんフレンドリーなもの
が増えてきている．

 4 個別最適化した絵本
近年の ICT 機器の普及により，絵本は，電子書

籍の市場にも広がってきている．1～2 歳児を対象
にした研究では，紙絵本よりもディジタル絵本に対
してより多くの注意を払い，より多くの肯定的感情
を示すことなどが報告されている (16)．また絵本の
パーソナライズも，ディジタル絵本の普及で注目さ
れている．というのも，ディジタルであれば，絵本
の主人公をお子さんの名前に変更したり，主人公の
性別をお子さんに一致させたりする工夫が技術的に
容易だからである (17)．2～4 歳児を対象とした英国
の研究 (18) では，絵本のパーソナライズされた部分
とされていない部分での新しい語の獲得状況を調べ
たところ，パーソナライズされた部分でより多くの

 図 1　科学的知見に基づく乳幼児向け絵本

 図 2　 幼児語彙発達データベース（赤線は語の理解，青線
は語の発話に関する獲得モデル）
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語を獲得できていることが示され，子供にとってな
じみのある個人的な文脈で新しい情報に出会うこと
は，学習面でメリットがあると考えられている．

私たちは，こうした絵本のパーソナライズに加え
て，子供それぞれの発達段階を考慮して個別最適化
する紙媒体の絵本である「パーソナル知育絵本」

（図 3）を商用化している (19)．1～2 歳児向けのパー
ソナル知育絵本「すきなもの」（NTT 印刷）(20) で
は，子供が現時点で話せる語を Web サイト上で養
育者にチェックしてもらい，その結果を上述の幼児
語彙発達データベースと照合して，これから発話で
きるようになる語を個人ごとに推定し，絵本の内容
に反映させることを行っている．こういう方式にし
たのは，この時期の言語発達は個人差が大きく，同
じ月齢の子であっても発話できる語彙数に大きな違
いが見られるためであり (21),(22)，各個人の発達段階
に合わせることが絵本内容の理解と新しい語の獲得
を促進すると考えたからであった．そのほかにも，
子供の好きなものに合わせてストーリーを変化させ
たり，絵本の主人公を子供の名前にしたりすること
で，各個人の絵本にパーソナライズ要素をより増や
す工夫も行っている．子供一人一人になじみのある
文脈の中に，これから覚える丁度良い難易度の語が
出てくることで，言葉の発達の後押しができないか
という点が，この絵本の狙いであった．

 5 絵本探しのためのAI 活用
親子の絵本読み活動を支援するには，絵本をどう

作るかという点とともに，絵本をどう探すかといっ
た点も重要である．絵本は，出版不況と言われる現
在でも売上げが堅調で，2018 年には約 2,000 冊の
絵本が 1 年間に新しく発刊されている (23)．このよ
うな絵本が増え続ける状況の中，子供が楽しめそう
なものを探し出すのは至難の業と言えよう．私たち
が 2021 年に実施した Web 調査（N=264）では，
1 歳児を持つ親の約 4 割が絵本選びを難しいと報告
しており（図 4），絵本選びに苦手意識のある親が
ある一定数は存在するという実態が浮き彫りになっ
ている．また，絵本を選ぶ際に重視する項目とし
て，約 7 割の親が「お子さまが好きなもの」「年齢
や発達段階にあったもの」を選んでおり（図 5），
これらの観点から絵本を探す支援が必要とされてい
ると言えよう．

こうした課題を解決するために私たちが取り組
んできたのは，子供の興味と発達に合わせて絵本を
探すことができる AI 絵本検索システム「ぴたりえ」
の開発である．ぴたりえは，絵本の本文テキストや
書誌情報などを基に，類似したものを複数の観点か
ら高速に探索する「グラフ索引型類似探索技術」
と，自然文の複雑さや語の獲得しやすさの点から各
絵本の対象年齢を自動推定する「難易度推定技術」
を備えた AI システムである（図 6）(24),(25)．ぴたり
えは，タイトルやあらすじの情報だけでなく，絵本

 図 3　パーソナル知育絵本シリーズ（作：かしわらあきお，監修：NTTコミュニケーション科学基礎研究所，発行：NTT印刷）
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の本文テキストに出現する単語頻度情報も参照して
いるため，登録済みの絵本であれば，本文内容にま
で踏み込んだ，よりリッチな検索（ストーリー検索
や類似内容検索）が可能となっている．またジャン
ルに基づく検索や対象年齢ごとの絞り込み，絵の画
風（表紙画像の特徴やスタイル）に基づく検索な
ど，絵本という特定のカテゴリーに特化した多様な
機能も実現している．以前行った公共図書館での実
証実験では，操作方法の簡便性や絵本の見つけやす
さの点で養育者と図書館司書から肯定的な評価を得
ており (26)，養育者の絵本探しとともに，図書館司
書のレファレンス業務などでも活躍できると考えて
いる．なお，ぴたりえは，現在，福井県立図書館な
どで正式採用され，日々活用されている．

また幼児が直接操作して絵本を探すシステムも
開発中である．上述のぴたりえは，養育者や図書館
司書などの成人向けに設計したシステムであったた
め，幼児が操作するにはやや難しいものであった．
そこで，私たちは，ロボットによる音声案内の下，
幼い子供に絵本を推薦する「ぴたりえタッチ」を考
案した（図 7）．実際には，タッチパネル上に絵本
の表紙を複数表示して，読んでみたいものを子供に
指でタッチして選択してもらい，その選択履歴から

子供が好きそうな表紙画像タイプを推定するという
ことを行っている．その推定結果を基に，子供が読
んでみたいジャンル（動物や自然など）を最後に選
択してもらい，「君にぴったりな絵本はこれだよ」
というロボットのアナウンスに合わせて，推薦絵本
を提示するような仕組みである．このシステムは，
これまで子供向けのイベント会場（福岡アジア美術
館で毎夏開催されている「絵本ミュージアム」）な
どで試験的に使ってもらい，約 4 万人に使用して
頂いた実績がある．

 6 自治体による絵本読み支援
絵本の読み聞かせを支援する試みは，現在，自治

体を中心に活発に行われており，その代表例が
「ブックスタート」である．これは，0 歳児の集団
健診などで絵本を開く楽しい「体験」と「絵本」を
セットでプレゼントする事業のことであり，養育者
に絵本の読み聞かせの重要性を伝える貴重な機会を
提供している (2)．2022 年 9 月時点の集計によると，
日本国内の 1,099 自治体でこのブックスタートが
実施されており，絵本贈呈のみの事業も含めると，
全国の約 8 割の自治体（1,424 自治体）が親子に
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 図 8　パーソナル知育絵本の満足度（子供がどの程度満足しているか）
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 図 7　AI 絵本推薦システム ぴたりえタッチ
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絵本を無償で配布していることになる (27)．
こうした絵本贈呈事業のほかにも，公立図書館や

子育て支援センターなどを中心に「読み聞かせ会
（おはなし会）」が全国的に行われ，絵本の楽しさを
親子に伝える重要な機会を提供している．例えば，
北海道北見市立図書館では，毎週日曜（及び第 2
土曜／第 3 木曜）に定期的に読み聞かせ会が行わ
れ，2019 年度は年間 59 回も実施している．この
ほかにも夏休みやクリスマスに特別なおはなし会も
あり，絵本と触れる多くの機会が提供されてい
る (28)．

 7 兵庫県西宮市との取り組み
絵本読み活動に関する自治体の支援が定着する

中で，より効果的な支援を考えようとして私たちが
行っているのが，兵庫県西宮市との取組みである．
2021 年度から西宮市と「生涯学習推進のための読
書振興等に関する共同研究協定」を締結し，上述の
個別最適化した絵本や AI 絵本検索システムを用い
て親子の絵本読み活動をどの程度支援できるかを検
証している (29)．

具体的には，1 歳半健診のときにパーソナル知育
絵本の申込券を配布し，希望者には Web サイトを
通じて子供の情報を入力してもらい，本人の興味と
言語発達にあったオリジナル絵本を一人一人作成し
て無償で送付している．共同研究を開始した 2021
年 10 月から 2022 年 3 月までの間に，1 歳半健診
の対象者約 2,000 名のうちのほぼ半数の方が絵本
を申し込み，各家庭への配布が行われた．また図書
館で告知した絵本プレゼント企画では，2～4 歳児
を中心に約 400 枚の申込券を配布したところ，そ
のうちの約 9 割の方が申し込み，人気があった．
フォローアップ調査では，約 8 割の子供がこの絵
本を気に入ってくれ（図 8），約 6～7 割の家庭で 1
週間に 1 回以上もその絵本を読んでくれていると
いう結果になった．興味深かったのは，絵本の読み
聞かせがそれほど好きでないと答えた親でも，その
約 8 割がパーソナル知育絵本は読みやすかったと
報告した点である．子供の興味と発達に合わせた個
別最適化した絵本が，絵本読み活動にポジティブな
影響を与えているかは今後も詳細に検討していく必
要があるが，その可能性が十分ありそうな結果に
なったと考えている．

また市の図書館に，上述の AI 絵本検索システム
を試験的に設置し，親子の絵本探しを支援できるか
についても検証している．2021 年 10 月から 2022

年 3 月までの間に，西宮市の三つの図書館でぴた
りえは約 2 万件の検索件数，ぴたりえタッチは約 3
万人の利用実績があり，多くの親子に利用して頂い
た．特に，ロボットとのやり取りで絵本を推薦する
ぴたりえタッチは，0～5 歳児の利用が約半数以上
を占め，ターゲット層に使ってもらうことに成功し
た（図 9）．実際に図書館で観察すると，推薦され
た絵本リストを子供が自ら印刷してカウンターに
持っていく姿が多数見られ，親子の絵本の借り出し
行動にある程度寄与できたと考えている．

なお，このぴたりえタッチの表紙選択履歴から，
子供には漫画的な絵が好まれていることが分かった

（図 10）．特にその傾向は女児で強く，漫画的でか
つゴージャスな絵柄への人気が高かった．また親の
選択履歴から，親はアーティスティックな絵柄の絵
本を子供に読ませたいと思っている傾向が強いこと
が分かった．この結果は，親子間で絵本の視覚的好
みにギャップがあることを示唆しており，AI で推
薦する際にもその点を考慮した方式が今後必要かも
しれない．

なお，自治体との取組みは，西宮市のほかに，恩
納村（沖縄県）(30) や徳島市 (31) でも実施し，地域そ
れぞれの課題を考慮して，親子の絵本読み活動をど
のように支援すればよいかを考えてきた．恩納村で
は，乳幼児健診での絵本無料配布と図書館での絵本
探し支援に加えて，幼稚園での絵本読み活動と文字
言語発達の関係を調べる研究を実施中である．

 8 さいごに
本稿では，絵本の読み聞かせと言語発達の関連に

ついて解説しながら，私たちが考案した絵本検索シ
ステムや個別最適化した絵本について紹介するとと
もに，自治体と連携して進めている実践的な取組み
についても報告した．私たちは，AI 技術や科学的
エビデンスを絵本の世界に応用することで，子供一
人一人に個別最適化した学びの機会をこれまで以上
に増やしていけると考えており，今後も自治体や教
育／保育現場と連携して親子の絵本読み活動に関す
るエビデンスを蓄積し，新しい支援の形を確立して
いきたいと考えている．
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1 はじめに
日本の学校教育現場における英語の ICT 教材は LL 

（Language Laboratory）が普及していたことを受け継
ぎ，CALL（Computer Assisted Language Learning）
として，ほかの教育分野の教材に先駆けて独自の発展を
遂げた．更に，2000 年頃から e-Learning，つまり
Webブラウザを介して行う教育・学習の形態が普及し，
スマホやタブレットの普及もあいまって，英語学習のた
めのコースやアプリが数多く開発されるようになり，発
展し続けている．
しかし，質においてその発展を支えたのは，外国語音

声学習の研究と音声情報処理技術であろう．外国語学習
には「読む」「書く」「聞く」「話す」の 4技能の習得が
必要と言われるが，ICT教材は従来の読み書き中心の日
本の英語教育で欠けていた「聞く」「話す」について解
決の糸口を与えたと言える．
筆者らは日本語母語話者に対する英語音声学習を具

体例として、第二言語の音声習得に関する基礎研究及び
発音学習に必要な要素技術の研究開発を行い，それらを
応用して「ATR CALL」という ICT 教材を開発し （1）,
市場に供している．本稿では，英語音声の訓練研究結果
を概観，特に音声を中心とした学習の重要性について考
察し，オンライン ICT教材への応用について概観する．
また，そのような音声学習を中心とした教材では学習者
の発音の評価が必須であり，その要素技術としてATR 
CALLに組み込まれた発音評定技術の基本的な仕組みに
ついて紹介する．

2 外国語音声学習の研究
2.1　非母語音声対立の知覚・生成の困難
1970 年頃盛んとなった言語間比較研究（Cross- 

Language Study）では，母語の違いにより音声の知覚

が異なることを示す膨大な例証が報告された （2） ～ （5）など．
それらは母語にない音韻対立の習得が困難であることを
示したが，日本語母語話者による英語 /r/-/l/ 音対立の
困難は，その典型例として頻繁に研究対象となった （6） ほか．
その困難の説明モデルとして，知覚面では Perceptual 
Assimilation Model （7），生成に重点を置いたモデルで
は Speech Learning Model （8）が提唱された．

2.2　外国語音声訓練研究
1980 年代に実験室での訓練研究（Laboratory 

Training Study）が始まり，インディアナ大学とATR
が共同で，日本語母語話者を対象とした /r//l/ 音の知覚
訓練を系統的に実施し，訓練効果の般化や長期保持など
の事実から，成人でも訓練効果があることを示した （9） ほか

（図 1）．
更に，同様の学習実験の手法を用いて，知覚訓練の効

果が生成にも転移すること，生成訓練の効果が知覚にも
転移することが報告された （10） ～ （12）（図 2）．
その後，訓練対象となる言語や訓練課題を変えて様々

な研究が行われ，例えば中国語の音調の区別 （13），日本
語の特殊拍の区別 （14） ～ （16） など韻律的な特徴による対立

図1   日本人成人を対象とした /r//l/ 知覚訓練の結果．横
軸は時系列順にテスト（赤）と訓練ブロック（青）と
し，正答率（縦軸）の変化を示した．（文献 (9）から改変）
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に関しても訓練効果が報告された．以下の節では，これ
ら基礎研究の知見から示唆される外国語学習に有効な幾
つかのポイントを ICT教材と関連付けて紹介する．

2.3　使用する音声
訓練に使用する音声によって学習効果が異なる場合

がある．例えば 1人の話者の音声で訓練すると，その
話者の音声は聴き取れるが，他の話者の音声には効果が
般化しない場合がある （17）．ただし，全ての話者でこの
現象が生じるわけではなく，特定の，恐らく発話に癖が
ある話者を使った場合に，その癖を手掛かりとして学習
してしまうことにより，他の話者の音声に般化しない現
象が起きるようだ．音質も影響がある．雑音がなくクリ
アに聴き取れる音声刺激のみで訓練を行った場合，騒音
下，帯域制限のある音声等で聴き取る力はつきにくいこ
とが示された （18）．
実際の言語使用場面では，様々な人の様々な音声を聴

き取らなければならない．したがって，学習コンテンツ
でも性別，年齢，話し方の癖などにおいてバリエーショ
ンに富んだ話者たちの音声を使用するのがよい．豊富な
音声コンテンツを用意し，繰り返し利用できるのが，
ICT教材の大きいメリットである．また，収録条件や発
話内容を吟味することにより，良質の音声コンテンツを
提供できるばかりか，騒音下の音声や電話音声など，上
級者向けにあえて音質を劣化させた音声コンテンツをそ
ろえることもできる．

2.4　学習課題
「読む」「書く」「聞く」「話す」の 4技能と表現され
るが，そう単純ではない．脳には技能ごとに複雑な処理
過程があり，それらの過程は互いに関連し合っている．
例えば，日本人が /r/ と /l/ で対立した単語（flame と
frame など）を混同していることから，音韻の混同が
語彙学習を阻害していることが示された （19）．更に，文

章内で聴き取る訓練をすると，前後の意味文脈を使って
判断するようになるため，文章内では聴き取れても，単
語単独では正しく聴き取れないことも示された （20）．こ
れらの結果は学習の初期段階でその言語の音韻体系を学
習すべきこと，様々な処理過程の関係を明らかにしてい
く必要性を示した．

2.5　学習効果及び発音の良し悪しの数値化
外国語学習は効果を実感することが難しいことが継

続の意欲を低下させており，学習結果や学習効果の数値
化は重要な課題である．ICT教材において，選択肢問題
やタイピング問題については学習者の回答に対して正誤
や得点のフィードバックは容易である．一方，音声での
回答に対して，正誤や得点を計算し，フィードバックす
ることは困難で，4技能に対応した外国語 ICT 教材開
発のボトルネックになっていた．
しかし，音声情報処理技術を取り入れることにより，

単音（音韻）単位で発音の良し悪しの得点化
（Pronunciation Scoring （21））が可能となり，4技能対
応教材開発のソリューションとなった．「ATR CALL」
では，用途に合わせて音韻・語・文・パッセージなど
様々な単位で発音の得点化を行っている．また，アクセ
ント，イントネーションの得点化も実現している．音声
の様々な特徴の図示と共にスコアを表示することによ
り，学習者のモチベーションを維持するとともに，スコ
アを履歴データとすることによる教材の成績管理も可能
となった（図 3）．3．では「ATR CALL」の発音評定
エンジンでのスコア化の仕組みについて技術面から紹介
する .

3 発音評定エンジン
発音評定エンジンがどのように評定スコアを算出し

ているのか，その仕組みを解説する．まず発音評定処理

図2   /r//l/ 知覚訓練前後の知覚，生成の成績（左）と，発音訓練前後の生成，知覚の成績（右）．
縦軸は，知覚は正答率（％），生成は明瞭性（％）を示す．（文献（9）～（12）から改変）
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の概要を流れに沿って簡単に解説する．次に評定の前処
理とデータ形式について解説し，最後に評定スコアの算
出アルゴリズムPAPPS （22）を解説する．

3.1　発音評定処理の流れ
発音評定処理の流れ（図 4）は，まず音声波形データ

と発音表記データ（トランスクリプションまたは音素グ
ラマ）を入力とする．音声波形データは特徴抽出処理か
ら特徴ベクトル列データとなる．発音表記データと音響
モデルデータを参照してフォースドアライメント処理か
ら得る音素の時間情報を基に，特徴ベクトル列データを
音素区間ごとに分割した部分列とする．評定スコア算出
処理は音響モデルデータに基づき特徴ベクトル音素部分
列データから音素ごとにスコアを算出する．音素スコア
をまとめて文スコアを算出する．

3.2　特徴抽出処理
特徴抽出処理は，評定に必要な音韻特徴情報を音声波

形から抽出する．音声波形に時間Wの窓を掛けてフレー
ムを切り出す．これを時間 S でずらしながら繰り返す．
音声波形全体の時間 T に対して，（T － W） /S ＋ 1＝ N

個のフレームを切り出す．フレームに対して音声信号処
理 （MFCC (Mel-Frequency Cepstrum Coefficient/，

メル周波数ケプストラム係数）＋パワー＋デルタ動的特
徴＋デルタデルタ動的特徴） （23） を施し，N 個の特徴ベク
トルを得る（特徴ベクトル列）．

3.3　フォースドアライメント処理
フォースドアライメント処理は，発音表記データの音

素の並びに従い，特徴ベクトル列と音響モデルデータを
マッチングして，音素の境界が何フレーム目にあるかと
いう時間情報を算出する．発音評定エンジンでは，2種
類の算出アルゴリズムを選択して実行する．一つのアル
ゴリズムはビタービアルゴリズムであり，発音表記デー
タへトランスクリプションデータを与えた場合に実行す
る．もう一つのアルゴリズムは有限状態オートマトン復
号器であり，発音表記データへ音素グラマデータを与え
た場合に実行する．

3.4　音響モデルデータ
発音評定エンジンが用いる音響モデルデータは，音声

特徴がいずれの音素に近い（似ている）のかを判別する
ためのデータであり，具体的にはコンテキスト非依存
（モノフォン）Left to Right 型 Hidden Markov Model
（HMM）である．モノフォンはコンテキスト内の前後
の音素に依存しない独立したモデルであることを意味す

図3　 発音課題における様々なフィードバック表示．音声波形と単語及び音素区間表示（左上），声の高さ，強さ，スペクトロ
グラム（声紋）のお手本音声と学習者音声の比較（左下），発音スコア表示（真ん中赤枠部），スコアが低かった音に対
するアドバイス表示（右下）．（ATR CALL （1）の発音学習画面から）
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る．HMMは音声の時間伸縮に対応する状態構造を持っ
た確率モデルである．モノフォンHMMは音声認識に
おいても標準的に利用される音響モデル （23） である．音
響モデルは音素ごとに構成し，それぞれを指して音素モ
デルとも呼ぶ．

3.5　トランスクリプションデータ
トランスクリプションデータは，発音の音素の並びを

表記したデータである．

3.6　ビタビアルゴリズム
ビタビアルゴリズム （23） では，音素モデルをトランス

クリプションの音素の順に並べて，特徴ベクトル列のフ
レームごとにマッチングを行い，各フレームがいずれの
音素モデルの状態に近いかを決定する．特徴ベクトル列
に最も近い音素モデルの状態を経路で表し，その音素モ
デルの状態並びを最適状態系列と呼ぶ．最適状態系列上
の音素モデルと音素モデルの渡り位置が音素の境界とな
り，対応するフレームが何番目であるかによって音素境
界の時間情報を得る．

3.7　音素グラマデータ
音素グラマデータは，発音の音素の並びを表記した

データであり，発話内の音素が挿入・脱落・置換する
ルールを定義できる．

3.8　有限状態オートマトン復号器
有限状態オートマトンを利用した復号器では，音素グ

ラマデータのルールに従い音素の挿入・脱落・置換を探
索して，入力音声の発音に最も近い音素の並びを決定す
る．同時に特徴ベクトル列と音素モデルの最適状態系列
を算出し，音素境界の時間情報を得る．有限状態オート
マトンはネットワーク文法 （23） とも呼ばれる．
有限状態オートマトン復号器を用いてフォースドア

ライメント処理を実行した場合，音素の挿入や脱落によ
る音素境界のずれを防ぎ，置換を許容することで正しく
発音できていた音素が誤りであるとの誤評定を防ぐこと
になる．しかしながら，実行速度（計算量）の点では処
理内容が比較的シンプルなビタビアルゴリズムが勝る．

3.9　評定スコア算出処理
評定スコア算出処理は，フォースドアライメント処理

で算出した音素境界の時間情報を基に，特徴ベクトル列
データを分割した特徴ベクトル音素部分列データから，
PAPPS アルゴリズムを用いて音素の評定スコアを算出
する．音素評定スコアをまとめて平均値を算出し文スコ
アを得る．

3.10 PAPPSアルゴリズム
評定スコアの算出アルゴリズム PAPPS（Phonemic 

A Posteriori Probability based pronunciation 
Scoring，音韻の事後確率に基づく発音評定） （22） は，特
徴ベクトル音素部分列データから音素の評定スコア，数
式 （1），数式 （2）を算出する．

（1）

（2）

数式 （1）は特徴ベクトル音素部分列データO （n）が与
えられたときに，それが音素 Pn となる事後確率として
算出されるPAPPS評定スコアである．数式 （2）は音素

図４ 発音評定処理の流れ
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モデルパラメータ mP （ j） が与えられたという条件の下，
特徴ベクトル音素部分列データO （n）が観測され，かつそ
のベクトル系列の最終フレームT （n）における状態が j と
なる確率であり，前向きアルゴリズムにより算出される
前向き確率 （23) である．つまり数式 （2） は特徴ベクトル
音素部分列データO （n）が音素 Pn  に近い（似ている）な
らば大きな値となり，遠い（似ていない）ならば小さな
値となる．

Pn は発音表記データで与えられた n 番目の音素であ
る．O （n）はn番目の特徴ベクトル音素部分列データであ
る．m（P n）は音素Pnのモデルパラメータである． mP （j）は
状態 j が属する音素モデルパラメータである． Mは全て
の音素モデル数であり，  Nは音響モデル全体の状態数で
ある．Pr （Pn）は音素Pnの事前確率であり，全ての音素
において一定とみなして途中で省略している．
このとき数式 （1） において，その分子は音素 Pn 以外

の確率の混入が取り除かれている．その分母においても
各音素を表すところの確率は，それぞれその音素以外の
確率の混入が取り除かれている．このことから，特徴ベ
クトル音素部分列データO （n）が音素 Pn に近く（似てい
る），それ以外の音素から遠い（似ていない）ならば，
分子と分母の差が小さくなり（分子≒分母），PAPPS 評
定スコアは大きくなる（1に近づく）．特徴ベクトル音
素部分列データO （n）が音素 Pn から遠く（似ていない），
それ以外の音素に近い（似ている）ならば，分子と分母
の差が大きくなり（分子＜分母），PAPPS評定スコアは
小さくなる (0に近づく )．特徴ベクトル音素部分列デー
タO （n）がいずれの音素からも遠い（似ていない）なら
ば，分子も分母も共に小さくなり，PAPPS 評定スコア
は小さくなる．このようにしてPAPPSアルゴリズムは，
高い精度で評定スコアを算出する．

4 おわりに
外国語の学習には膨大な時間が掛かる．しかし，一度

学習したことは長期にわたって保持される．例えば /r/
と /l/ の知覚訓練をすると，その効果は 6か月後でも保
持されている （9）．この結果は，不正確な発音を聴きな
がら学習すれば，それが長期にわたって持続してしまう
ことも意味する．だからこそ，効果が検証された学習教
材は価値がある．ICT教材では，再現性を持った効果測
定が可能であるため，効果を保証することが比較的容易
と考えられる．3．で紹介した発音評定技術で発音のス
コア化が可能となったことから，発音学習も含めた効果
的な教材設計が可能となったと言える．
文部科学省が 2019 年に発表したGIGAスクール構

想は，その実現がコロナ禍で加速され，全国の小中学校

において一人 1台の学習端末の普及，高速大容量ネッ
トワークの整備がほぼ完了した．今後，英語 ICT教材
はオンライン教材として更にニーズが増すと考えられ
る．質の高い，つまり学習効果が実証された教材が使わ
れることを期待する．
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 1	 はじめに
１. １　脳情報処理を調べる研究

脳は最も複雑な情報処理システムと言われてい
ます．メジャーリーグで大谷翔平選手が大活躍して
いますので，最近，野球を見る機会が増えた方も多
いと思いますが，大谷選手の投げる 160 km/h の
ボールを打とうと思うと，投げてからホームベース
を通るまでの僅か 0.41 秒の間に，バッターの脳は，
ボールの軌道を追う視覚，ホームベースの上を通る
かの判断，筋肉に指令を送る運動といった，複数の
機能を瞬時に協調して処理しないといけません．脳
はこのような複雑な情報処理をどのように行ってい
るのでしょうか？ 脳が行う情報処理を解き明かす
研究は，脳機能研究と呼ばれ，脳科学の大きな目的
の一つとなっています．

１. ２　ヒト脳活動を測る
脳機能研究は研究対象である脳の活動を測るこ

とから始まります．脳は膨大な数の神経細胞（ヒト
の脳では約 1,000 億個）で構成されています．神
経細胞が化学伝達物質を利用して電気信号をやり取
りすることにより，脳は視覚・記憶・運動・認知な
ど様々な機能を実行します．主に動物を対象にした
脳研究では，脳に電極を刺入して個々の神経細胞の

電気信号を記録する電気生理学的手法を用いて，脳
機能の解明が進められてきました．しかし，ヒトを
対象にした脳研究では安全面・倫理面から同様の手
法を用いるのは困難です．ヒトを対象にした脳研究で
は，外科的手術をすることなく，安全に脳活動を計測
する“非侵襲脳活動計測法”が用いられています．

表 1 にあるように，現在四つの非侵襲脳活動計
測手法が利用されています．核磁気共鳴機能画像法

（fMRI: functional MRI）は 1990 年に小川博士が
発見した BOLD（Blood-oxygen-level-dependent）
信号を MRI を用いて計測します（1）．脳全体の活動
を高い解像度（ミリメートル，mm）で画像化でき
るという優れた特性から，基礎研究では最も活用さ
れており，脳の機能局在や脳の機能ネットワークの
解 明 に 貢 献 し て き ま し た． 脳 波（EEG：
ElectroEnchephaloGraphy）は，神経細胞に流れ
る電流が頭の中を伝わって生成される微弱な電位変
化を頭皮表面に設置した電極で計測する方法です．
1930 年頃ベルガー博士によって発見された，最も歴
史のある非侵襲脳活動計測法です（2）．時間解像度が
高く，ミリ秒（ms，0.001 秒）の活動変化を計測で
きます．しかし，脳内の活動位置を特定するために
は，電流源推定と呼ばれる逆問題を解く必要がありま
す．脳 磁 図（MEG：MagnetoEnchephaloGraphy）
は，1972 年にコーエン博士により初のヒト脳計測
が報告された方法で，神経細胞に流れる電流が頭の
周りに生成する微弱な磁界変化（地磁気の 1 億万
分の 1 以下）を，超伝導センサを用いて計測しま
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す（3）．微弱な磁界を計測するために磁気シールド
ルームという大形施設が必要となります．脳波と同
様に，脳の活動位置を特定するためには電流源推定
法を適用する必要があります．脳波と脳磁図は計測
される信号時系列の類似性から，計測する情報も同
じだ，とよく勘違いされますが，磁界と電界の物理
特性の違いから，電流源の異なる側面を計測します

（詳細は２. ２）．最後に，近赤外分光計測（NIRS: 
Near-InfraRed Spectroscopy）は，生体を比較的
透過する近赤外光を用いて血流中のヘモグロビン濃
度を計測します．1977 年にジョブシス博士により
初めて脳血流計測が報告されました（4）．計測可能
な範囲は光が届く頭皮から 2〜3㎝にある大脳皮質
表面のみですが，その簡便性・安全性から赤ちゃん
研究や日常時の脳活動の研究に利用されています．
脳内の活動位置を特定するためには，拡散光トモグ

ラフィー法と呼ばれる，逆問題解法を適用する必要
があります（5）．

非侵襲脳活動計測法は，開頭などの外科的手術を
必要としない画期的な脳活動計測法ですが，空間分
解能・時間分解能は電気生理学的手法に比べると格
段に粗くなります．図 1 にあるように，現在非侵
襲脳計測法で最も空間解像度の高い fMRI でも，数
mm で，個々の神経細胞の大きさ数十 µm の 100
分の 1 以下となります．また，fMRI の時間解像度
は秒オーダであり，更に神経－血流カップリングと
呼ばれる現象に依存しているため，神経電気活動に
付随しない血流変化の影響が問題視されています．
一方，脳波・脳磁図は神経電気活動に起因する電
界・磁界を計測するので，時間解像度が ms の単位
と高く，血流の影響は受けないものの，特殊な計算
処理を行わない限り（逆問題を解かない限り）脳内

表1　非侵襲脳活動計測法

図1　非侵襲脳活動計測法の時間・空間解像度
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の活動位置情報が特定できないという問題点を抱え
ています．このように，非侵襲脳計測手法の性能は
一長一短であり，一つの計測手法に頼って分析でき
ることには限りがあります．

１. ３　複数データ統合による脳情報の可視化
このような背景の下，我々の研究室では，複数の

データをソフトウェア的に統合して，一つの計測で
は達成できない脳情報の可視化を目指した研究開発
を 15 年以上進めてきました．本稿では，空間解像
度に優れた fMRI データと時間解像度に優れた脳
波・脳磁図を組み合わせて，高い時間・空間解像度
での脳情報の可視化を目指す電流源推定法とその応
用について紹介します．２.，３.で電流源推定法の
基礎知識及び脳研究で標準的に使われている電流源
推定法の紹介をした後，４.で我々のグループの研
究を紹介します．

 2	 電流源推定法の基礎知識
２. １　電流源推定法

図 2 はある被験者が顔写真を見ているときの脳
磁界の時間変化を表示したものです．頭の周りに置
いた 300 チャネルほどの磁界センサで計測しまし
た．時刻 0 に顔写真が提示されてから，僅か 0.4
秒の間にダイナミックに空間パターンが変わってい
るのが分かります（図 2 下図）．しかし，この磁界
強度マップからは脳のどの位置で活動が起きたかは
分かりません．電流源推定法は，脳波または（及
び）脳磁界を基に，計算アルゴリズムを用いて，脳
内の発生源を推定する方法です（6）．1980 年頃から
手法の研究が進められていましたが，2010 年頃か
ら計算機の高性能化，及びオープンソースソフト
ウェアの普及により，基礎研究の分野では急速に普
及しました．

電流源推定は順問題と逆問題の二つの部分問題
を順番に解くことによって行われます．順問題は，

図2　顔写真を見ているときの観測磁界
上：時系列波形（一つの線が一つのセンサの値）　下：空間強度マップ

図3　電流源推定法
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脳内の電流が各センサでどのように混じって観測さ
れるかを予測する問題です（図 3 左）．電磁気の法
則に基づいて定量的に予測するモデル，順モデルを
計算します．逆問題は観測磁界から脳内電流減を推
定する問題です．順問題の解である順モデルによる
予測値と観測磁界の値が近くなるように脳内電流源
を計算します．

２. ２　順問題
順問題の目的は，脳内に置いた電流源が，センサ

位置にて生成する電位または磁界分布を計算するこ
とです．単位量の電流源がセンサ位置にて生成する
電位・磁場の値はリードフィールドと呼ばれます．
リードフィールドの計算は，物理の電磁気学で習う
マクスウェル方程式を，頭部形状及び頭部組織の導
電率，センサ位置そして電流源の位置・方向の情報
を基に解くことによって行われます．結果，電流源
からセンサ信号を予測する線形の式が得られます

（図 4）．
順問題を直感的に理解するために，計測時に起

こっている物理現象を理解する必要があります．脳
波・脳磁図のように離れた場所で十分な大きさの電
位・磁界が観測されるためには，10 nA m 程度の
大きさの電流モーメントが生成される必要がありま
す．このような大きな電流モーメントが起こるメカ
ニズムとして，数万以上の錐体細胞に同期して流れ
るシナプス後電流が考えられています（7）．錐体細
胞は興奮性神経細胞で大脳皮質に多く存在してお
り , 電気信号のやり取りの主人公です．樹状突起が
大脳皮質表面から奥の細胞体に向かって垂直に長く

伸びた形状をしているため，錐体細胞に流れるシナ
プス後電流は電流モーメントを作ります．またシナ
プス後電流は時定数が 10 ms 以上と長いため，複
数の錐体細胞の間で完全に同期していなくても，和
として大きな電流モーメントを作ります．電流源推
定法における電流源とは，この数万以上の錐体細胞
に同期して流れるシナプス後電流の和を仮想的に電
流双極子（ダイポール）でモデル化したものとなり
ます．局所的な錐体細胞が同期活動し電流源ができ
ると，頭部内の電荷量を保存するために，頭部全体
に電流が流れます．この頭部に流れる電流を体積電
流と呼びます．脳波は電流源生成に伴い流れる体積
電流による電位変化を計測したものであり，脳磁図
は電流源・体積電流が作る磁界の和を計測したもの
です．電流源推定で興味ある量は電流源の強度であ
り，プライマリ電流と呼ぶのに対して，体積電流は
しばしばセカンダリ電流と呼ばれます．リード
フィールドを計算する際は，プライマリ電流だけで
はなく体積電流の効果も考慮して計算されます（8）．

初期の頃の順モデルは，頭部を頭皮・頭蓋・脳の
3 層球モデルまたは頭蓋内部から成る 1 層球モデル
で近似し，解析解によりリードフィールドを算出し
ていました．近年では，個人の T1 構造画像から作
成したリアリスティックな頭部及び脳モデルを用い
て，境界要素法や有限要素法を用いて数値積分する
ことにより順モデルを導出します．球モデルでは三
次元ボリューム上の各点，3 方向の全てのダイポー
ルに対してリードフィールドを計算する必要がある
のに対して，リアリスティックモデルでは，T1 構
造画像から抽出した大脳皮質表面のみに電流源が配

図4　順問題を解く



330 通信ソサイエティマガジン　No.64  春号 2023

置し，ダイポールの向きも大脳皮質表面に垂直方向
に固定する方法が提案されました．この方法は皮質
構造制約と呼ばれ，T1 構造画像を計測する必要が
あるものの，逆問題の不定性が大きく軽減されるこ
とから，現在の主流となっています．

脳波と脳磁図はその信号時系列の類似性から，空
間解像度の違いがよく注目されますが，磁界と電界
の物理特性の違いから，電流源推定において異なる
長所短所を持ちます．まず，頭蓋の導電率は頭皮や
脳の導電率に比べて数十倍小さいため，頭蓋の外側
で電位を計測する脳波の空間解像度が低くなりま
す．一方，磁界は頭蓋と頭皮を同様に透過するた
め，そのような影響はありません．また，脳波の
リードフィールドは，電流源に付随して流れる体積
電流の効果が支配的であるのに対して，脳磁図の
リードフィールドはプライマリ電流の効果が支配的
です．更に，脳波のリードフィールドは正確な値を
知ることができない頭部組織の導電率に大きく依存
するのに対して，脳磁図はそれほど影響を受けませ
ん．一方，脳磁図は電流源の向きに鋭敏なため，感
度が不均一になりますが，脳波では電流源の向きに
よる感度の不均一さは生じません．球モデルを用い
た脳磁界のリードフィールドの理論解によれば，動
径方向のダイポールは頭の外に脳磁界を生成しない
ことから，脳磁図は動径方向に向いている脳回にあ
る電流源には感度は低く，脳溝にある電流源に高い
感度を持つと言われています．以上，電流源推定の
観点から脳波・脳磁図の長所・短所をまとめると，
脳磁図の方が，空間解像度・順モデル誤差・体積電
流の影響の観点から優れているものの，感度の均一

性では脳波が優れています．筆者のデータ解析の経
験からは，順モデルの誤差要因の少ない脳磁図の方
が高い再現性を持ち電流源推定に向いている計測と
言えます．近年では，脳波と脳磁図の長所・短所を
補うために，同時電流源推定法の研究も進められて
います（9）, （10）．

２. ３　逆問題：二つのアプローチ
逆問題では，順モデルを基に観測信号から電流源

の位置・強度を推定します．逆問題を解く際のアプ
ローチは大きく分けて，ダイポールアプローチと分
布電流アプローチの二つのアプローチに大別されま
す（図 5）．ダイポールアプローチでは一つまたは
少数の電流ダイポールのみを仮定します．推定すべ
きパラメータは，少数のダイポールの強度と位置だ
けであるため，観測に用いたセンサ数が十分多けれ
ば，観測データから最小二乗法により唯一の解が求
まります．しかし，観測値の電位・磁界分布が明ら
かに少数のダイポールから生成されているパターン
であるときを除いては適用が困難であり，また 2
個以上のダイポールを仮定したとき，局所解が至る
所に存在する組合せ最適化問題を解く必要がありま
す．一方，分布電流アプローチでは大脳皮質全体を
離散化したグリッドに区切り，全てのグリッド点に
おける電流源強度をパラメータとして推定します．
観測値が複雑な電位・磁界分布を示すときでも適用
可能ですが，脳全体の電流強度パラメータを正確に
再現するだけの情報を観測信号は有していないた
め，パラメータを求めるためには事前情報が必要と
なります．ダイポールアプローチは，てんかん源の

図5　ダイポールアプローチと分布電流アプローチ



解説論文　データ統合により脳情報を可視化する技術 331

小特集 ディジタルヒューマンインタフェースの新潮流

推定など，特定の状況に限定してでもその精度が求
められるときに，分布電流アプローチは，認知神経
科学の基礎研究で標準運用されており，認知課題や
安静時の様々なバリエーションを含む電流源を推定
するのに利用されています．

 3	 分布電流アプローチを用いた電流源推定法
現在，認知神経科学の基礎研究を中心に分布電流

アプローチを用いた電流源推定法が主流となってい
ます．ここでは，分布電流アプローチを用いた電流
源推定法のレビューをします．

分布電流アプローチを用いたときの順問題の解
は，複数の電流源が作る電位・磁界は個々の電流源
のリードフィールドの線形足し合わせによって求め
られることから，以下の線形式で表せます．

B = GJ　　　　　　　　　 （1）
ここで，B は N 個のセンサにおける観測値を集

めた N×1 次元ベクトル，J は脳内の M 点のグリッ
ド点における電流強度を集めた M×1 次元ベクト
ル，G はリードフィールド行列（N×M）と呼ばれ，
m 列目のベクトルは m 番目のグリッド点に置いた
脳内電流源が N 個のセンサ位置に生成するリード
フィールドを表します．センサ数 N は数十〜数百
のオーダであるのに対して，大脳皮質表面を 4〜5 
mm 間隔に区切ると脳内グリッド点 M は 10,000
程度の値になります．

分布電流アプローチを用いた逆問題は，観測信号
B が与えられたときに，順モデル式（1）を利用し
て電流強度ベクトル J を求める問題になります．
線形式で記述されるため線形逆問題と呼ばれます．
線形逆問題は簡単そうに見えますが，方程式の数 N
に対して未知数の数 M が多いため，解は一意に定
まらない不良設定問題になることが知られていま
す．このことは，観測情報が全ての電流強度を決定
するのに不十分であることを意味します．解を一意
に決定するためには，電流源に関する事前知識を導
入する必要があります．

３. １　ミニマムノルム法
ミニマムノルム法は，最も古くからあり，現在最

もよく使われている手法の一つです．数学の分野で
1960 年代に提案されたチコノフの正則化法を電流源
推定に導入したものです．順モデルによる予測磁界
と観測磁界の二乗誤差と電流強度の二乗和からなる
コスト関数を最小化することによって得られます（11）．
ミニマムノルム法は解析解が簡単に得られ，解の性

質が理解しやすいという特長が挙げられます．逆
フィルタがデータに依存しないため，データ適応的
でない電流源推定法です．推定解の性質としてリー
ドフィールドの大きい位置（脳の浅い部位）に電流
源が推定されやすいという局在バイアスや，活動が
広がって推定されるソースリーケージを持つことが
分かっています．

３. ２　標準化ミニマムノルム法
局在バイアス問題の一つの解決策として，電流標

準化が提案されています．標準化とは，グリッド点
ごとのリードフィールドの大きさ（感度）の違いを
補正する方法です．ミニマムノルムを標準化する方
法として sLORETA 法（12）や dSPM 法（13）が提案さ
れています．活動源が一つしかないシンプルなケー
スでは，sLORETA 法を用いると局在バイアスがな
くなることが理論的にも，シミュレーションでも示
されています（12）,（14）．ただし，標準化した電流は
もはやその大きさに物理量として電流の意味は持た
ないので，解釈に注意が必要です．また，局在バイ
アスが小さくなる代わりに推定活動の広がりが大き
くなることも分かっています．

３. ３　スパース推定法
ソースリーケージ問題の対処法として，スパース

推定法が提案されています．スパース推定では，少
数の電流源のみ非ゼロの電流強度を持ち，それ以外
は 0 になるような解を得ることができます．その
結果，広がりのない局在した活動を得ることができ
ます．スパース推定を得る方法として，絶対値ノル
ム（L1 ノルム）を正則化として加えるミニマムカ
レント法（15）や，自動関連決定法を用いた階層ベイ
ズ法（16），（17）が提案されています．逆フィルタは
データに依存するデータ適応的電流源推定法です．
活動が局在するという長所を持つものの，アルゴリ
ズムパラメータの設定や観測雑音に解は鋭敏である
ため，実データへの適用は簡単ではありません．ま
た，複数の被験者のデータをまとめるために行うグ
ループ解析において，被験者間の活動位置ずれをど
のようにアラインメントするかなど実用上の課題が
あります．

３. ４　ビームフォーマ法
ビームフォーマ法（正確には最小分散制約線形

ビームフォーマ法）はミニマムノルム法と並んで現
在最も用いられている方法の一つです．元々はレー
ダやソナーで使われていた技術を電流源推定に応用
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したものです．空間フィルタ法と呼ばれており，観
測信号の再現をコスト関数に含むミニマムノルム法
とは異なり，脳内の各点に対して，自身の電流源以
外からの影響が最小化されるような最適逆フィルタ
を計算します（18）．逆フィルタがデータに依存する
データ適応型の電流源推定法です．環境雑音の影響
もキャンセルできるなどのアーチファクト耐性が知
られています．一方，聴覚反応のように，脳内に時
間的に強く相関する二つの活動源があるときには，
お互いがキャンセルし合い推定できなくなるという
問題点を抱えています．ビームフォーマ法でも，局
在バイアスを避けるために標準化が有効であること
が分かっています．一つの活動源しかないケースで
は，sLORETA 法と同様に標準化したビームフォー
マは局在バイアスが 0 になることが理論的にもシ
ミュレーションで示されています（14）．しかし，推
定活動の広がりは大きくなります．

 4	 複数データ統合による脳情報の可視化
４. １　 ｆＭＲＩ情報を用いた電流源推定法： 階層変分

ベイズ法
電流源推定の精度を向上させるために様々な脳

情報を統合する研究も行われています．階層変分ベ
イズ法は佐藤らによって 2004 年に提案された分布
電流アプローチを用いた電流源推定法の一つで
す（16）．空間解像度に優れる fMRI 活動マップを取
り入れることにより，電流源推定の空間精度を向上
させます（図 6）．階層変分ベイズ法では，fMRI 情
報を事前分布ではなく階層事前分布に取り入れると
いう工夫が施されています．fMRI の空間情報を電
流源推定の事前情報として取り入れるというアイデ
アは，既に 2000 年にデール博士らにより提案され
ていました．しかし，fMRI は比較的長い時間窓に
おける平均活動を反映した血流応答を計測している
のに対して，脳波・脳磁図は瞬間的な神経活動の同
期活動を反映する電位・磁界を計測しているため，
fMRI で活動が検出される部分に確実に電流源があ
るわけではなく，逆に fMRI で活動が検出されない
場所に電流源が存在する可能性もあります．階層変
分ベイズ法は，そのような fMRI －電流源ミスマッ
チに対しても頑健な推定ができるように，階層事前
分布に fMRI の情報を取り込んでいます．電流源推
定アルゴリズムは，変分ベイズ法を用いて近似的に
事後分布を計算することによって導出されます．結
果として，導出されるアルゴリズムは，

0．各脳頂点に重要度の初期値を割当て

1． 重要度を用いた重み付ミニマムノルム法によ
る電流強度の計算

2． fMRI 活動値と 1 で計算した電流強度の荷重
和による各頂点の重要度の更新

ステップ 1，2 を自由エネルギーが収束するまで
繰り返すものとなります．（計算式の詳細は論文を
参考のこと．）ステップ 2 の重要度の更新により，
fMRI の事前情報がデータによって修正を掛けられ
る仕組みになっています．

上記の階層変分ベイズ法の電流源推定アルゴリ
ズムは，繰り返し計算により，ミニマムノルム解の
正則化項の重みをデータ適応的に決めることに相当
します．もし，事前に重要度に関する情報を持つと
きは，事前情報の信頼度を表すパラメータにより，
その重要度を更新式に導入することができます．例
えば，ユースケース 1 として，実測した fMRI デー
タの代わりに fMRI のデータベースで代用するケー
スが考えられます．fMRI 実験を行うのは経済的に
も労力的にもコストが非常に大きいため，電流源推
定のために fMRI 計測することは多くありません．
そのような場合でも，BrainMap や Neurosynth な
どの膨大な数の fMRI 研究の結果を集めたデータ
ベースを利用して，メタ解析 fMRI 解析マップで代
替することができます（19）．ユースケース 2 として
は，ミニマムノルム法のような標準的な電流源推定
法の結果を活用するケースです．ミニマムノルム法
で得られる結果を重要度と設定し，データ適応的に
重要度を更新することにより，データ適応型でない
ミニマムノルム解より精度の高い解が得られること
が期待されます．実際，まだ論文化はしていません
が，ミニマムノルム解を用いた階層変分ベイズ法は
ミニマムノルム法より高い再現性を持つなど，実験
データにおける有効性が分かってきています．

図6　階層変分ベイズ法
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４. ２　 階層変分ベイズ法による初期視覚野の電流活動
の推定

階層変分ベイズ法の有効性を実証するために，初
期視覚野の電流活動をイメージングしました（20）．
初期視覚野にはレチノトピーと呼ばれる，視野の脳
内表現があります．視覚刺激が提示された視野の位
置に応じて，初期視覚野の鳥距溝沿いに左右上下が
反転して脳活動が観測されることが知られていま
す．例えば，真ん中の点に注視している状態で，ス
クリーンの右上の位置に視覚刺激を提示すると，左
半球にある初期視覚野の鳥距溝の下側の領域が活動

し，右下の位置に刺激を提示すると，左半球にある
溝の上側の領域が活動します．

この研究では，チェッカ模様の四分円（90° の扇
形）をスクリーン右上から右下・左下・左上と高速

（0.4 秒間隔）に動かす刺激を見ているときの脳磁
界を計測し，四分円の移動に応じて生じる初期視覚
野の電流活動が移り変わる様子を階層変分ベイズ法
を用いて可視化しました．溝の上下にある活動は非
常に接近しているため，fMRI 活動マップを利用せ
ずに脳磁界のみから見分けることは非常に困難で
す．fMRI 実験で計測した活動マップを高い確信度

図7　初期視覚野の電流活動（高速四分円刺激に対する応答）

図8　運動野の電流活動から指の動きをPCに再構成
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で事前情報として取り込むことにより，初めて 0.4
秒ごとに初期視覚野をレチノトピーに従って移り変
わる電流活動が可視化されました（図 7）．

４. ３　運動野の電流活動から指の動きをＰＣに再構成
手や指の動きは運動野の神経細胞によってコン

トロールされていることが知られています．ATR
の今水らのグループは，脳磁界から推定した電流活
動を用いて，指の動きを正確に滑らかに PC 上に再
構成する（図 8）ことに成功しました（21）．実験で
は，被験者は画面の指示に従って人差し指を動かし
ます．そのときの脳活動を脳磁図で計測し，指の位
置（水平方向と垂直方向の座標値）をモーション
キャプチャで計測します．階層変分ベイズ法を用い
て推定した運動野の電流活動から指の位置を予測す
る，運動軌道予測モデルをデータ駆動に機械学習法
を使って計算しました．運動軌道予測モデルは，指
の動きより 0〜0.2 秒前までに起きた電流活動を利
用しました．学習した運動軌道予測モデルにより，
運動野の電流活動から指の動きを誤差 7% と高い精
度で予測することができました．約 0.4 秒の間に動
かした指先の往復運動距離の約 20 cm に対して，
誤差は平均 15 mm でした．また，運動野の電流源
を用いた場合，センサ信号をそのまま用いた場合よ
り，誤差が 30% 減少することも分かりました．脳
活動から PC のカーソルを直接操作するブレイン・
マシンインタフェース技術への応用が期待されま
す．

４. ４　電流源推定法の医療応用への取組み
事故などで手や足を失ってしまった人が，頭の中

では手や足があるように感じることがあり，その
“幻”の手や足に感じる痛みを幻肢痛と呼びます．
大阪大学の柳澤先生と共同研究で，脳磁界計測とブ
レイン・マシンインタフェース技術を応用した独自
の訓練法により幻肢痛が和らぎ，そしてその効果が
1 週間程度持続することを示しました（22）, （23）．ま
だ，確立された治療法のない幻肢痛治療の可能性を
切り開く成果です．

ブレイン・マシンインタフェース技術を用いて画
面上のバーチャルハンドと脳磁図で計測した脳活動
をリンクさせます．具体的には，失っていない側の
手（健側の手）をグー・パーしてもらったときの運
動野の脳活動パターンを計算機に記録し，そのパ
ターンに応じてスクリーン上のバーチャルハンドが
動く仕組みになっています．時間解像度に優れる脳
磁図を用いているため，時間遅れがほとんどなく動
作させることができます．

訓練では，被験者は幻の手を用いてバーチャルハ
ンドを動かすことを想像するように指示されます．
バーチャルハンドの動きは健側の手を動かしたとき
の脳活動と連動しているため，幻の手を動作させた
ときの脳活動を健側の手を動かしたときの脳活動に
近づければ，バーチャルハンドは自在に動くように
なります．

12 名の被験者が，このようなバーチャルハンド
を動作させる訓練を 1 日 30 分，3 日間継続しまし

図9　実データから推定した顔写真を見ているときの電流信号伝達
（青線 : 白質繊維，顔認識に関わるもののみを抽出，白点 : 白質繊維を伝わる電流信号）
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た．結果，平均的に痛みが 30％程度軽減し，その
効果が最長 1 週間ほど持続することが分かりまし
た．現在のところ，結果の背後にあるメカニズムは
まだ分かっていませんが，幻の手が失われる前に使
われていた運動野の神経回路の修正が鍵ではないか
と考えられています．

４. ５　電流信号伝達マッピング法
我々の脳は，視覚・聴覚・運動・言語野など機能

分化された様々な領野から構成されており，柔軟な
認知・行動を行うためには，領野間の電気信号のや
り取りが重要だと考えられています．当研究室で
は，近年，拡散 MRI 法を使って計測可能になった

白質線維の配線構造と，電流源推定の結果を，電流
ダイナミクスの数理モデルを用いて組み合わせるこ
とにより，白質線維上に流れる電流信号伝達を推定
するアルゴリズムを提案しました（24）．

提案手法を用いて，顔写真を見ているときの電流
信号伝達を可視化した例を紹介します．fMRI を用
いた先行研究から，脳の後頭葉の下側部分にある，
下後頭回，紡錘状回という場所が顔知覚に関わって
いることが分かっています．しかし，目から入った
情報が瞬時に脳内をどのように伝わるかはよく分
かっていません．顔写真を見てから，僅か 0.3 秒の
間に視覚処理に関わる領野間の信号伝達を，オック
スフォード大学の Henson 教授らが計測した実験
データ（25）を基に可視化しました．図 9 にあるよう
に，0.08 秒後に初期視覚野から高次視覚野に向け
て信号が出始めて，0.12 秒後には下後頭回や紡錘
状回に信号が届き，0.17 秒後には紡錘状回を中心
に信号伝達が行われ，0.22 秒後には前頭葉におけ
る信号伝達が観測されました．この結果は，2018
年に NHK 番組「人体と神秘のネットワーク」でも
取り上げられ，大きな反響を呼びました．本手法は
開発途上であり，結果の妥当性については更なる検
討が必要です．現在，言語理解や視覚記憶時など
様々な脳情報処理中のデータ解析を行っており，本
手法の妥当性の確認を進めています．

４. ６　オープンソースソフトウェアＶＢＭＥＧ
ここで紹介した階層変分ベイズ法及び電流信号

伝達マッピング法は，“VBMEG”ツールボックス

図11　光ポンピングマグネトメータを用いた脳磁界計測．
ATR磁気シールドルーム内の実験環境と正中神経刺激に対する脳磁界の例．

図10　 階層変分ベイズ法を実装したオープンソースソフ
トウェアVBMEG
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として，数値計算プログラミング言語の一つである
MATLAB で実装しました．誰でも利用できるよう
にオープンソースソフトウェアとして，2011 年か
ら Web 上（https://vbmeg.atr.jp/）に公開し（図
10），新機能拡張に伴い随時アップデートしていま
す（26）．2022 年度中には，第 2 世代の脳磁界計測
として注目を浴びている光ポンピングマグネトメー
タに対応したバージョン 3.0 の公開を予定していま
す．今までにも多くの研究者に利用してもらい，
10,000 以上のダウンロード，20 本以上の査読付き
国際ジャーナルに掲載など，国内外の脳研究の推進
に貢献しています．興味ある方は，是非活用してみ
て下さい．

 5	 今後の取組み
今後も電流源推定法を脳研究の基盤技術として

更に発展させることにより，基礎研究及び多様な応
用研究の価値創出に貢献していきたいと考えていま
す．その一つの取組みとして，第 2 世代の脳磁界
センサとして注目を浴びている，光ポンピングマグ
ネトメータによる脳磁界計測システム及び電流源推
定法の開発を行っています（図 11）．第 1 世代の
脳磁界計測である SQUID センサは，超伝導を利用
するため液体ヘリウムによる冷却が必須です．デュ
アと呼ばれるヘルメット状の装置に冷却部とセンサ
が固定されており，高い運用コスト，被験者の頭の
サイズが限定される，実験中頭を動かせないなど，
利便性の点で問題を抱えていました．光ポンピング
マグネトメータは，液体ヘリウム不要でセンサも小
形のため，運用コストは掛からず，キャップ形計測
として実装可能です．このため，被験者を限定せず
に，実験中の頭の固定も必要としない，更に，脳と
センサの距離が近くなるため信号強度が高くなるな
ど利点を有します．新しい脳磁界計測の可能性を最
大限発揮するための技術開発に取り組んでいきたい
と考えています．
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	1. はじめに
HiRDB ＊ 1 の開発は，1990 年頃から始まったダ

ウンサイジングと呼ばれる業界動向に対して，日立
の DB（Database）関連の技術者・研究者の誇り
を懸けて全力で開発に取り組んだ歴史であると言え
る．1990 年代半ばに金融，物流及び通信など社会
基 盤 を 支 え る DBMS（Database Management 
System）を世の中に送り出すことを目指し，研究開
発が始まった．当時はダウンサイジングが流行のキー
ワードであり，UNIX＊ 2 サーバが市場に出始めてい
た．このダウンサイジングと呼ばれる動向は，基幹
業務に適用しているメインフレームを UNIX サーバ
で置き換える事業変革であり，日立の情報事業とし
て取り組むべき最重要課題だと認識されていた．そ
の中でも基幹業務の根幹を成す DBMS 製品を日立自
身で開発することは必然だと考えられていた．

しかし，米国を中心にいち早く UNIX サーバ上
の DBMS 製品を市場投入する DB 専業ベンダも存
在しており，DBMS の市場が確立されつつある状
況であった．その状況下で，市場に後発で参入する
ことを社内で説得し，社内の合意を得ることは大変
であったが，UNIX サーバを並列化した BMPP

（Business Massive Parallel Processor）製品を開
発する事業状況が追い風になり，DBMS 製品の市
場参入を決断するに至った．HiRDB は，UNIX サー
バを並列化した BMPP 上に SQL DBMS を実現す
ることを強みとしており，潜行（先行）して研究し
ていた並列問合せ処理機構は，風呂屋の下駄箱のよ
うにストレージ（CPU 付きディスク）の追加で並

列性を高める発想から開発されたものである．
4,000 台超のサーバ構成の BMPP は市場性の観点
から製品化が見送られたが，将来的なニーズに応え
るため「高スケーラブル」なシステム構成を可能と
する並列問合せ処理機構が実現されている．DBMS
の製品名を決めるにあたり，“Highly scalable”
RDB の略称 HiRDB を採用したのはこのような背
景があったからである（1）．

また，ISO の SQL 規格として開発中であった
ORDB（Object Relational Database）機能を実現
するため，多種多様なメディアコンテンツへの操作
など拡張性を有するプラグイン機構によって，各メ
ディアコンテンツ検索機能，ネイティブ XML 機能
から成る「データベース統合基盤」も開発された

（図 1）．ただ，本来アプリケーションとして開発さ
れた各プログラムをプラグインとして DBMS に組
み込むことで，信頼性を大幅に低下させる懸念が
あった．そのため，トランザクション制御，回復処
理など難易度の高い DBMS に，信頼性を維持しつ
つ各プログラムを複雑化させずに容易に組み込む，
相反する課題の解決に最も苦労したが，開発者の知
恵と汗でこの課題を克服した．なお，この時点から
SQL 規格への追従を続ける日本における唯一のベ
ンダとして主要な開発貢献を果たし続けていること
も記しておきたい．

このように，HiRDB の開発はメインフレームか
ら UNIX への事業転換期に大きな役割を果したと
言えるであろう．今でこそクラウド時代では万台レ
ベルを超えるサーバを本格的に活用することが当た
り前となっているが，この当時の事業変革に対して
技術者・研究者がどう立ち向かったのかをこの物語
では書き記しておきたい．このような製品開発を経
ることで得た意志，技術力・決断力を持ち続けるた
めには，これからの開発者及び研究者に不断の努力

ⓒ電子情報通信学会2023

＊1　�HiRDBは，（株）日立製作所の商標または登録商標です．
本文中の社名，製品名は各社の商標または登録商標です．

＊2　�UNIXは，The�Open�Groupの米国並びに他の国におけ
る登録商標です．
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と強い思いを継承することが重要である．この物語
が，一般の方々はもちろん，特にこれから大きな飛
躍を目指す若手の開発者及び研究者に対して様々な
動機付けに役立つならば幸いである．

この物語を執筆するのにあたり筆者が直接的に
関与した内容を書くようにした．ただ，当時の筆者
の捉え方と異なることが少なくなるように，また史
実を忠実に再現するため「オープンミドルウェア事
業への挑戦－立上げ時の回想－」を参考にした．

	2．開発の背景
2.1　SQL DBMS の登場

1970 年代に IBM 社の Edgar F. Codd が提案し
たリレーショナルモデルは，データベースを表の集
まりとして捉えるものであり，多くの人にとって分
かりやすく，ユーザにとってデータベースの構築と
利用が容易であるという利点を持っていた．しかし，
当時のハードウェアで大規模なソート処理やマッチ
ング処理を実用的な性能で提供することが難しく，
理論研究や試作研究の段階でとどまっていた．

1980 年代に入り，CPU を中心としてハードウェ
アの性能が向上したため，日立もメインフレーム上
で継続的に DBMS の開発に取り組んだ．1985 年
頃に第 1 世代の DBMS 製品 RDB1 を開発し，また
1990 年初頭には第 2 世代の DBMS 製品 XDM/RD
を開発することでメインフレーム上の基幹システム
に適用することに成功し，メインフレーム上の DB
も RDB 主流の時代を迎えることになった．

2.2　UNIX サーバ向け DBMS を取り巻く状況
一方で，1990 年頃から，Sun Microsystems 社

の WS（WorkStation）事業の大成功があり業界で
ダウンサイジングと呼ばれる動向が現れた．すなわ
ち，WS を基幹システムに適用するため UNIX サー
バとして発展させ，メインフレームを置き換えると
いう事業変革である．日立もダウンサイジングの動
向に向けて事業転換を探り，本格的な UNIX サー
バ事業を開始した．この動向に合わせて，UNIX
サーバ上にソフトウェアの製品事業を立ち上げるこ
と が 急 務 と さ れ た． 同 時 期 に OLTP（Online 
Transaction Processing）製品の開発が始まってお
り，UNIX サーバ上の基幹システムの要件に応える
べく DBMS の事業戦略の議論が行われるように
なった．基幹システムを構築するには OLTP に加
えて，DBMS が必須ということはメインフレーム
時代から共通の認識である．また DB 技術の継承性
の観点から UNIX サーバ上で基幹システムとして
の基盤に資するとともに，DB 技術，ノウハウを受
け継ぐ DBMS を開発するべきとの議論が出るのも
自然な流れである．

2.3　自社 DBMS 開発の是非の論争
UNIX サーバ上の DBMS の事業戦略の問題が議

論され始めたが，自社で DBMS を開発するかどうか
で見解が割れた．この議論は自社開発の事業判断が
なされる 1993 年 4 月まで約 2 年間続くことになる．

自社 DBMS 開発推進派の見解は，製品事業を今
後のビジネスの柱とするためには，DB 市場規模か
ら判断して，自社開発の製品を DBMS 分野に投入
するべきであり，そのための DBMS 開発技術はメ
インフレームでの開発を通じて事業部門，研究所に
蓄積されているというものである．したがって，日
立の情報事業において，SE 部門からの高度な要求，

図1　�高スケーラブルデータベース統合基盤HiRDBの構成　（「HiRDB Version7 製品紹介パンフレット」P.28 から引用　http://www.
hitachi.co.jp/Prod/comp/soft1/hirdb/info/magazine/dbm_200308.pdf）
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すなわち「メインフレームで培った構築及び活用技
術・ノウハウを継承し，高性能・高信頼システムの
構築ツールになる自社製の DBMS が欲しい」に応
えることができる．

一方，自社 DBMS 開発に慎重な意見は，ソフト
ウェア製品ビジネスは業界全体でシェアが 1，2 位
を取れないと事業として成立し難く，UNIX サーバ
上の DBMS として先行する DB 専業ベンダの圧倒
的なシェアを後発で追い掛けるのではビジネスとし
て成功しないというものである．これらのいわゆる
デファクト製品を前提とした多数のアプリケーショ
ンが整備されているので，UNIX サーバ上の DBMS
を日立として品ぞろえするだけであれば，デファク
ト製品を日立のハードウェア上で稼動させれば十分
である，というように要約することができた．

	3．	研究所での技術蓄積と先行	
（潜行）研究

3.1　研究所での研究状況
日立の研究所における SQL DBMS に関する研究

開発の歴史は長いが，ここでは特に並列 RDB に関
する研究について示す．1990 年初頭，UNIX サー
バ上の RDB の研究開発に向けかじを切ったが，ダ
ウンサイジングという事業環境を考慮し，並列
RDB の研究開発の方向性を探る中で，研究目標を
定めた．当時は，メインフレームがまだ隆盛を誇っ
ていたが，その牙城であった大量バッチ処理が安価
なプロセッサ群と並列データ処理製品により置き換
えられる可能性があり，対応策を早急に講じ，先陣
を切ることが重要との認識があった．そこでスト
レージ指向 DB 並列機構（CPU 付きディスクと呼
ぶ）によるバッチ処理の革新を目指した．並列

RDB を提供している主要な RDB 専業ベンダは皆無
であり，他社差別化機能として先行して市場投入を
図り，並列 RDB の実現への強い要望に応えること
とした．

また，専用ハードウェアを用いない高性能並列
RDB への挑戦にも取り組んだ．この背景として，
日立の研究所では 2 種類の異なるアプローチで専
用ハードウェアを用いた RDB 高速化に取り組んで
おり，専用ハードウェアの重大な制約にも気づき始
めていたことがある．

一つ目は，ディスクに SQL 検索エンジン機能を
持たせ，ホスト（メインフレーム）は SQL 文を
ディスクに送り，ディスクコントローラは受け取っ
た SQL 検索文を解読し，ホストと非同期に並行し
てディスク内のレコード検索を行う方式（表 1）で
ある（2）．しかし，この方式は DB の格納構造が単
純な固定長形式でなければならず，柔軟な格納構造
に対応することが難しく，投入した製品は大きな市
場開拓に貢献できなかった．

二つ目は，スーパーコンピュータの並列処理技術
を応用し，RDB の特徴的処理であるソート・マー
ジ処理をベクトルプロセッサで行う技術（表 2）で
ある（2）．この製品は学術界を中心として大規模
RDB 検索市場で他社に対する優位技術として一定
の役割を果たしたが，ハードウェアの高速化によ
り，自動的に性能問題が解決する側面があること，
またメインフレームの CPU 世代が変わるごとにベ
クトルプロセッサの開発コストが発生するという課
題を有していた．

このような日立における専用ハードウェアによ
る高速化手段を製品化した経験から，これらのアプ
ローチでは，SQL の機能に制約を課さざるを得ず，

表1　フィルタリングプロセッサRDSPのコマンド

コマンド種別 機能概要

制御
コマンド

コマンド長通知 チャネルコマンド長の通知

データ形式通知 データベース格納構造の通知

検索範囲通知 ディスク上の格納範囲の通知

検索命令通知 条件式，射影カラム，出力形
式の通知

ページ入力
チェック RDSPの転送状態の確認

データ転送
コマンド

ページ入力 ページの読み込み

結果情報入力 結果情報の読み込み

表2　�内臓データベースプロセッサ IDPのデュアルベク
トル命令

命令 機能概要 応用例 M-68x M-880

ソート 上昇順のマージ 集合和，
ソート 1命令 5命令

結合 マージ型同一値要
素ペア取出し

集合積，
結合 1命令 5命令

集合差 マージ型不一致
値要素取出し 集合差 1命令 1命令

逐次探索 条件成立ペア取
出し

選択，統
計演算，
重複排除

6命令 6命令

合計 9命令 13命令
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また，標準プロセッサ，OS 上での流通が難しい点
が実用上大きな課題となることを痛感した．ここで
得た教訓は，これからも進化を継続する SQL 本来
の良さを維持し，標準プロセッサ上で，ソフトウェ
ア的な工夫を駆使して高速な並列 RDB を実現する
ことが不可欠である，という現在では当たり前とし
て捉えられていることである．

3.2　研究プロジェクトの推進
1991 年 10 月から 1993 年 3 月にかけて，並列

RDB の 実 現 に 向 け て シ ス テ ム 開 発 研 究 所 で
DRAGoN と名付けてプロジェクトの推進を図った．
世界最高速の並列処理方式を見極めようと萌芽的な
アイデアで他社を凌駕する方式を探った．

並列問合せ処理機構について，革新的な数千台超
規模のサーバ負荷を平準化する課題に対して，ソー
ト処理及び結合処理に専用のサーバを割り当てて動
的に負荷を平準化するフロータブルサーバ方式，及
びオンライン中にデータ移動など再編成なしに DB
格納領域を再分割可能とする課題に対して，サーバ
と DB 格納領域の対応付けを柔軟化する革新的な分
割 DB 方式（多くの商用製品，OSS: Open Source 
Software，ではパーティション操作機能と呼ばれ
る）を開発した （3），（4）．

また，変数を含む問合せ最適化方式に一般部分計
算法を応用し，SQL 文中に含まれるホスト変数を
未知のパラメタ u，定数部分を既知のパラメタ k と
して斬新的に開発した 2 段階最適化方式は，複数
の商用製品にて採用されている （5）．

この研究プロジェクトで開発した技術は国内外
で特許として 408 件（内訳 : 日本特許公告 173 件，
米国特許公告 235 件）が権利化され，製品として
HiRDB に実装されて，後述する各々表彰に結実す
ることになる．

3.3　お手並み拝見
1992 年 4 月にこれらの研究成果を研究発表会で

報告した際の事業部門からの反応は，「DRAGoN
ができたら自分たちは動きますが…」というもの．
事業部門の人は当然かもしれないが，できてから動
きます，お手並み拝見という印象である．難しい研
究であるほど，研究所が主導で実験を行い，課題を
明確化して，ブレークスルーを乗り越えて，やって
みせて事業部門は動く．まず，あり合わせのハード
ウェア（安価なプロセッサとディスク）を多数並べ

（数ばかりでなくネットワーク特性を生かし適当な
数をつなげる）実験を行うことなどが必要である．
単に机上でここまで行くはずと言うのでは事業判断
には至らない．

日立の大規模ユーザから TByte 級の DB を処理
する要求も顕在化しつつあり，それに応える必要も
あった．当時の GByte 級ディスクを数千台レベル
で並列に動かす必要があり，一方で並列コンピュー
タが次世代には適正なコストで提供されると期待さ
れており，そのハードウェア基盤を活用するソ
リューションが望まれていた．そこで，プロセッサ
主導の考え方ではなく，ストレージ主導の考え方

（CPU 付きディスク）を具現化することを念頭に，
アーキテクチャの利害得失を熟考して，数千台レベ
ルまでのスケーラビリティが確保できるストレージ
主導のアーキテキチャを策定した．ちなみに，1 年
後の 1993 年 4 月の研究発表会で，このアーキテク
チャのプロトタイプ（OS は Mach 3.0 Micro Kernel，
試作した高速ネットワークで Compaq（CPU 50 
MHz，RAM 32 MByte，Disk 1 GByte）16 台をク
ラスタ構成で構築）を実装し，デモを実施した．同
時期に，事業部門での製品化が決断された．

1991 年 10 月から約 1 年半の間，お手並み拝見
という印象を払拭するべく，挑戦的な研究課題に没
頭し取り組むことで，机上の評価のみならずプロト
タイプによる実現可能性を実証するなど技術力を大
いに発揮できた．これで，研究所での準備は完了し，
製品として開発の場を事業部門に移し，UNIX 上で
の並列 RDB（高スケーラブル V1），ミッションク
リティカル拡張（V2），ORDB（データベース統合
基盤 V5）などと続く開発の火蓋が切って落された．

	4．	製品開発での出来事	
―伏線開発の決断―

4.1　自社 DBMS 開発の決断
1993 年 4 月に上記の論争に終止符が打たれ，自

社 DBMS である HiRDB を開発することが決断さ
れた．その理由は，BMPP と呼ぶ並列 UNIX サー
バ事業を開始したこと，及び NCR3600 上の並列
DBMS である Teradata への対抗である．

UNIX サーバの適用拡大の一環として，多数のプ
ロセッサから成る BMPP が計画された．BMPP に
とって一種のキラーソフトウェアが SQL DBMS と
考えられた．なぜなら，SQL は表を構成するレコー
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ドを集合処理することが多く，しかもそのレコード
処理は任意の順序で行えるので，並列処理との親和
性が高いからである．1993 年当時まだ主要な DB
専業ベンダは，並列 UNIX サーバ向け DBMS は製
品投入前であったので，自社製品開発のタイミング
として遅過ぎることはないとの判断になった．

一方，Teradata は SQL の表を最大 1,024 台程
度の（比較的安価で低速な）プロセッサで並列処理
するものであった．これは，金融業の非定型な大量
データ分析（現業ではデータウェアハウス分析と呼
ぶ）に向いており，日立が重要視していた金融分野
において顧客を奪いかねない具体的な事例が出てき
た．このような状況から，Teradata に対抗する自
社製品を早期に市場投入するよう，SE，営業部門
からの要望が出たことも，自社製品を開発する判断
の後ろ盾となった．

4.2　 バージョン 1 の開発への着手と早期市場参入の
ための施策（秘策）

このような研究の流れを継承しつつ開発計画の
重要性，開発期間の短さを考慮して，事業部門では
開発に直結する研究所の力を最大限に活用する方針
を採った．研究者 10 数名が設計部門に常駐して研
究成果を直ちに製品に実装する体制を取った．具体
的には，並列 RDB 市場への早期製品投入が重要方
針であったので，DBMS 製品の開発期間を異例の
短さとなる 1 年半とした．そこで，開発量を極力
減らす施策（秘策）として，当時日立が UNIX サー
バ向けに販売していた他社 DBMS をそのまま DB
エンジン相当のソフトウェアとして採用するという
決定を下した（図 2 の DB 処理サーバ）．そのほか
にも，メインフレーム DBMS 製品 XDM/RD から
のソースコード流用，先行している UNIX サーバ
向け OLTP 製品からの流用を積極的に行い，開発
するステップ数を約 5 分の 1 に抑える開発計画を
策定した．

当然ながら市場への早期参入を最優先課題とし
たので，このバージョン 1 が機能面，性能面で改
善が必要であることも認識していた．この対応策と
して，研究所での研究成果を生かし，スクラッチか
ら開発する DB エンジンに入れ替える作戦でバー
ジョン 2 を並行して開発するという大胆な複線（伏
線）開発計画を決断した．バージョン 1 開発の途
中にバージョン 2 の並行開発に着手し，バージョ
ン 1 開発完了後僅か 8 か月で世界に伍して戦える

HiRDB を完成するという高い目標を目指すもので
ある．

バージョン 1 は，1994 年 9 月に予定どおり実質
的な開発を完了し，その後品質を磨きほぼ計画どお
り 1995 年 4 月に最初の顧客である大手金融機関の
ALM（Asset Liability Management）システムに
適用することができ，いち早く HiRDB を市場投入
する目標は果たされた（6）．並行開発中のバージョ
ン 2 も同じく大手金融機関を想定顧客とし，メイ
ンフレームのバックエンドの DB サーバとしての適
用を目指した．

4.3　 複線（伏線）開発でのミッションクリティカル
市場向けバージョン 2 製品投入

1993 年から 1994 年にかけたバージョン 1 開発
の最中，バージョン 2 の技術開発及び製品仕様の
検討が行われ，コストパフォーマンスの高い UNIX
サーバを用いて企業の基幹システムを稼動させると
いう市場ニーズがますます高まってきた．メインフ
レームを用いた基幹システムでは，トラブルが発生
したら，直ちに復旧し，原因の究明は即日完了させ
るのが常識である．この常識はメインフレームが
UNIX サーバに置き換わっても変わらない．ソース
コードが自分たちの手にないと，自らの力でトラブ
ル対応が完結できず，言わば当事者責任が果たせな
いのがバージョン 1 の最も根本的な課題であると
判断された．

この課題を解決するため全て自社開発となる
バージョン 2 の開発計画を作成するにあたり，バー
ジョン 1 で並列 RDB 製品として完成させるととも

図2　高スケーラブルなサーバ構成
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に，メインフレームで得意としていた基幹システム
を単一の UNIX サーバで代替する高性能，高信頼
DBMS としても位置付ける製品とする方針を立て
た．すなわち，一つの製品で高性能 ･ 高信頼な基幹
システムと高多重 SQL 並列処理に対応することと
なった．このため，バージョン 2 の開発ステップ
数は新規，流用を合わせて大規模な開発となり，
100 名を超える大部隊による開発となり，開発作
業は苦戦した．

第 1 の理由は大規模開発に伴う困難さである．
製品の規模は 1M ステップを超える大きさとなり，
プログラムのバイナリーを 1 回作成するのに一晩
中掛かった．今なら，バイナリー作成を随時行うの
が常識かもしれないが，当時は誰かがプログラム部
品の提出に失敗すると翌日のテストができないとい
う状態もあり得た．

第 2 は DB エンジンの信頼性確保である．メイ
ンフレームと UNIX では入出力方式，及び OS の
振舞いが大きく異なる中で，DBMS の入出力部を
開発するため，各種のタイミングやエラー発生に対
応した処理を実装しなければならない．例えば，エ
ラー発生時にメインフレームでは詳細なエラー情報
が報告され，適切な対処が可能であったが，UNIX
では詳細情報が報告されない．このような場合でも
HiRDB を継続して動作させるための各種工夫が必
要であった．DBMS という比較的 OS に近い製品
でありながら，DBMS 開発従事者にはこの当時は
新たな OS である UNIX の中身を解析した経験が
乏しく OS 技術に関する知識が不足していた．その
ため，短期間に OS の構造や挙動を理解して，
HiRDB の開発に反映することが必要という点で非
常に苦戦した．

最後の関門は品質保証部門である．バージョン 2
が基幹システムで使用されるということを前提に，
品質保証部門はこれまでメインフレームで蓄積して
きた DBMS の検査技術を駆使した．各種の検査工
程で不良が少しでも見つかると，品質保証部門は開
発部門に多くの類似不良摘出のノルマを課した．こ
のことは，HiRDB の信頼性向上に大きく貢献した．
ただし，定められた期間までに開発を完了する責任
を持つ開発部門にとり，なかなか出口が見えない状
況で開発することになった．

開発部門，品質保証部門の昼夜を問わぬ努力が
あって，バージョン 2 の開発が完了したのは計画
から 2 か月後の 1995 年 8 月初旬であった．その

直後からミッションクリティカルな基幹システム
（365 日 24 時間無停止で稼動することが要求され
るシステム）に適用されることが多く，約 80 シス
テムに適用された．バージョン 2 は高い信頼性及
び無停止運用（高可用性）を目標に設計したが，
個々のシステムの稼動スケジュールに合わせてばら
ばらに機能要求が相次ぎ，ミッションクリティカル
システム向けの更に高度な機能などを継続的に開発
することが必要となった．残念ながら厳しい運用環
境下で発生するソフトウェアの不良への対応作業も
少なからずあり，これら全てに開発部門，品質保証
部門で対処せねばならなかった．開発者の作業量は
高原状態となり，長期間にわたり苦しい状況が続い
たが，稼動実績がビジネスに貢献することを念じて
この試練に耐えていった．

1998 年頃にはミッションクリティカルシステム
ヘ適用するための一通りの機能が整備されたが，証
券取引所のシステムのような社会基盤として使用さ
れるシステムに適用するには更なる追加開発が必要
であった．新たな動向として，DB 容量の増大化，
ブレードサーバの普及，サーバ仮想化技術が顕在化
し，並列サーバについても大規模ミッションクリ
ティカルシステムヘの適用ニーズが高まった．この
技術動向も合わせてこれまでの努力が実る形で，金
融分野を中心とした各種ミッションクリティカルシ
ステムに多く採用され，国内トップレベルに近い
ミッションクリティカルシステムである大阪証券取
引所の売買システム（2006 年 2 月に適用），及び
東京証券取引所の精算システム（2006 年 2 月に適
用）で稼動するに至った．

最近では，これらのミッションクリティカルシス
テムを支えてきた高信頼化技術を，AWS のアベイ
ラビリティゾーンをまたいで配置し，データと同期
した系切換を利用する冗長化構成として実現し，パ
ブリッククラウド上での業務サービスの安定稼動を
提供している（7）．

	5．	高スケーラブルデータベース	
統合基盤の開発

5.1　オブジェクト指向 DB 機能への対応
事業部門で主にミッションクリティカルシステ

ム向けの機能に注力し，HiRDB の製品としても完
成度を上げている最中，中心的な研究課題として次
世代 RDB はオブジェクト指向 DB であるという議
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論がなされ，幾つかの製品も出始めた．このオブ
ジェクト指向パラダイムが普及する中で，SQL に
抽象データ型（利用者が任意の構造のデータ型を定
義して列として扱う）を追加する考え方，すなわち
ORDB 技術が SQL の国際標準化の場でも議論され
始めていた． SQL 標準は，SQL92 において関係
データベース言語として大成したが，次の目標はオ
ブジェクト指向機能を取り入れることであった．し
かし，SQL92 の壮大な仕様の上に更に異質の機能
を取り込むことは，恐ろしく困難なことのように思
われた．市場の多くの DBMS 製品が SQL 標準への
追従を断念した．日立でもこれは深刻な問題となっ
ていたが，追従を決断する．具体的には，データ
ベースシステムの適用分野が拡大しつつあり，基幹
システムで扱うデータ量の増大，また多種多様なメ
ディアコンテンツを一元的に取り込んだ情報システ
ムの構築が不可欠となりつつあった．

このような要件に対して，バージョン 1 で開発
した高いスケーラビリティを発揮する並列問合せ処
理機構に加えて，メディアコンテンツの操作並びに
追加登録など拡張可能性を有するプラグイン機構か
ら成る ORDB 技術を研究成果とし，バージョン 5
として高スケーラブルデータベース統合基盤
HiRDB を開発した（8）．これにより，メディアコン
テンツなど多様化する情報を扱うための各種検索機
能（日本語文書全文検索，地図情報検索，画像情報
検索，バイオデータ情報検索），ネイティブ XML
機能を製品として提供した．

5.2　二度目のお手並み拝見
この ORDB のプラグイン機構でプラグインモ

ジュールとして組み込むメディア対応モジュール群
は，そもそも対応するメディアコンテンツごとに開
発されたアプリケーションプログラムである．言わ
ば，「再実行も可能」な世界観で開発されるソフト
ウェアと言える．一方，HiRDB はミッションクリ
ティカルシステム向けの機能に注力しており，「更
新済みの DB 内容の保証は何事にも優先」とされ，
高信頼性を念頭に開発されたソフトウェア製品であ
る．SQL の拡張可能性を実現するためとは言え，
本来アプリケーションとして開発されたメディア対
応モジュール群を DBMS に組み込むことで，信頼
性を大幅に低下させる懸念があった．また，任意の
プラグインモジュールを容易に組み込む要件にも応
える必要があった．
「DBMS 相当のソフトウェアを開発したことがな

い他部門のアプリケーションを本気で DBMS に組
み込むつもり？ 本当に水と油を混ぜるの？」と真
顔で質問され，そのときはやってみる，としか答え
られなかった．そこで，他部署にいたオブジェクト
指向 DB の研究者と議論を重ねた．トランザクショ
ン制御，回復処理など難易度の高い DBMS に，各
アプリケーションプログラムを信頼性を維持しつつ
複雑化させずに容易に組み込むという，相反する難
関な課題の解決に最も苦労した．これに対して開発
者の知恵と汗で，プラグインの外部仕様を記述する
ために，DB 操作，トランザクション制御及び DB

図3　プラグイン機構
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回復処理に対応した順序，タイミングの処理契機を
規 定 す る プ ラ グ イ ン IDL（Interface Definition 
Language）と，DB 資源へのアクセス手段を提供す
るために，データ操作，データ制御，ファイル操作及
びサービス群から成る PPI（Plug-in Programming 
Interface）を開発し，プラグインモジュールを DBMS
に組み込む難易度を軽減することでこの課題を克服し
た（図 3 のプラグインモジュール）．

事業部門で「HiRDB で ORDB 機能を開発する」
と決断され，この時点から日立は SQL 標準ヘの追
従を続ける日本における唯一のベンダとなった．
SQL92 機能の製品開発と並行して，これに SQL99
標準化作業に参加しつつ製品仕様に併合することは
難作業であったが，これを克服し ORDB 機能対応
のバージョン 5 は完成した．一方，ISO での標準
化作業は，SQL92（約 500 ページ）の制定から実
に 7 年を要し，ようやく SQL99（約 2,000 ページ）
が完成した．

5.3　SQL 標準化会議での驚き
SQL99 が国際標準として承認されたのは，1999

年 5 月に日本の松江市で開催された ISO/IEC JTC 
1/SC32 総会においてであった．翌年 2000 年に
フィンランド・ヘルシンキで行われた WG3 の会議
で，その頃完成したばかりの HiRDB の英語版ホー
ムページを見せた．皆，驚いた．日本に SQL99 の
ORDB 機能を実装した製品があるとは誰も思って
いなかった．とりわけ議長の Stephen Cannan は，
米国以外に SQL99 の実装があることに大いに喜ん
だ．それから 2 年ほど後，エディタの Jim Melton
が，SQL99 の解説書を出版した（9）．その序文には，
SQL99 を実装するベンダの名前が連ねてある．そ
の先頭に Hitachi の名がある．

	6．	製品開発を経て得たʻものʼ
の情報発信

6.1　̒ ものʼづくりあっての標準化
SQL DBMS 市場での仕様共通化の声に押されて，

筆者は標準化の場に日本を代表するアーキテクトと
して参画している（10）．現在では，クラウド環境へ
の浸透もあり SQL DBMS の売上規模が約 10 兆円
に迫る勢いである（11）．標準化は，「ビジネス」と
考える米国ベンダ代表者，「ライフワークで理想」
と捉える欧州からの参加者の中にあって，当初は，

議論の進め方，合意形成の手順など戸惑うことが
多々あった．ただ，業務として自ら規格に準拠する
製品を開発しており，開発した仕様はより広めるべ
きと意識を強く持っていたので，うまく参画でき
た．この標準化活動は，自ら開発したʻもの （̓SQL 
DBMS）に基づき仕様の提案を行うからこそ，最新
の動向，潮流を創出する場に参画でき，先行開発を
目指している業務ともうまく合致するように思う．
しかも，規格開発の場で議論されるのは，規格内容
だけではなく，将来の方向性，実装技術などと密接
に関連するので，開発方向性を探る場としても重要
であることを参画して実感した．更に，仕様の提案
を積極的に行うことで，仲間作りや最新の動向，潮
流を創出することなどに，より意義を見いだすこと
ができ，また議論の場で自身の考えを国内外の代表
者に対して主張するうちに，自分たちの活動を客観
的な視点で見直すスキルを自然と身に付けることが
できる．例えば，SQL 規格の追加機能として筆者
が提案した SQL/Security は国際規格として成就し
なかったが，当事者として主体的に提案しそこで行
われた議論について深く理解することにより，本質
的に規格のあるべき姿を捉えることができるなどの
意義がある（12）．

ここで得られたスキルは，SQL 国際規格として
該当年に発行された SQL 仕様，開発経緯，応用指
向観点での概要，情報統合環境での構築基盤，及び
今後の展開について概説し，SQL 規格の活用を広
める目的で SQL 関連の解説書籍 4 冊を執筆し，
SQL 規格の啓蒙活動として生かすことができた．

6.2　アカデミア及びメディアへの情報発信
このような先端的な技術開発成果を，データベー

ス利用技術の研究・教育活動支援の目的で「日立 
HiRDB アカデミック支援プログラム」として
2003年からアカデミアに無償提供を開始しており，
これまで延べ 21 大学研究室・研究機関に供され，
幅広く利活用できる施策を継続している．

また，市場参入の計画策定時に予想していたこと
であるが，想定以上に苦戦したのは拡販活動であ
る．知名度がなく新規の製品である HiRDB 上にア
プリケーションを稼動させてくれるソフトウェアベ
ンダや顧客を開拓するのは非常に困難な活動であっ
たが，知名度向上のため各種メディアへの情報発信
にも積極的に取り組んだ．その中でも，2012 年
10 月 か ら 2 年 間 ほ ど 翔 泳 社 Web サ イ ト「DB 
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Online」に掲載していた「日立のデータベース」
は興味深い（13）．製品開発に関与する開発部門，研
究部門をはじめ品質保証部門など開発に関与する人
に焦点を当てている点が面白い．「純国産品質の名
にかけて！ 日立の品質保証部に潜入した」「メイン
フレーム温故知新－君はマシン語が読めるか？」

「日立のデータベースはいかにして TPC ベンチマー
クの『世界初』をとったのか」など興味深い記事が
閲覧できる．これらの連載記事の内容をまとめて 3
編の冊子を作成したが，日立の広報誌に同梱され，
イベント会場や研修会場で配られ，あるいは日立の
営業がユーザを訪問する際に持参されるほど好評を
博した．一読を薦めたい．

	7．おわりに
これらの開発努力は，1995 年度日経 BP 社技術

賞大賞，2009 年度日本データベース学会業績賞，
2015 年度情報処理学会喜安記念業績賞を受賞する
ことで第三者にも認められた．知名度がなく新規の
製品であったが，必死の努力により拡販も徐々に進
み，HiRDB の開発はビジネスとして成功した．
HiRDB の開発なくしては日立として決して受注で
きなかったであろう，社会基盤を支える多くの重要
な情報システムを受注し，社会に影響を与えるミッ
ションクリティカルシステムに使用され本番で稼動
している．これらの製品開発及び事業化により，
HiRDB は金融業，物流業，通信業など幅広い分野
における基幹システムに適用されており，高スケー
ラビリティ，高信頼性，及び無停止運用が高く評価
されている．これまでに累計約 11 万本（2021 年
5 月時点）を売上げ，データ管理関連のソフトウェ
アビジネスを支える高スケーラブルデータベース統
合基盤として今後の更なる成長が期待されている．

また，HiRDB の開発自体はメインフレーム時代
から脈々と育てられてきた DB 技術の上に成り立っ
たものであるが，結果として情報事業にとり重要な
DB 技術者の人材を育成できていることも，日立の
大きな資産であると考える．今後とも，ビッグデー
タ時代，クラウド時代を経て，更なるデータ活用基

盤がどうあるべきか，ますます SQL が開発現場に
浸透しつつある現状を踏まえると，データベース分
野の中核を占める SQL を今後どのように開発して
いくべきか，規格開発だけではなく，データベース
関連のアプリケーション，応用パッケージなどを巻
き込んで進める必要があると認識している．応用指
向であるがゆえに，多様なニーズに応えるために開
発のサイクルは短くなりがちで，しかもそれらの応
用指向の要求に資する DBMS を開発する必要性が
高まっている．各応用分野に対応するアプリケー
ション開発の視点と，先進的なアーキテクチャを
DBMS 基本構造に反映する設計技術力を持ちつつ，
かつ，これらを融合させる DBMS 開発，すなわち

ʻものʼづくりを維持できる人材育成を続ける必要
もある．また，これらの育成された DB 技術者の人
材は，これまで金融業，物流業，通信業など幅広い
分野における顧客との協創活動を通じて獲得した高
度な分析・データ管理機能を生かし，新たな超高速
データベースエンジン Hitachi Advanced Data 
Binder ＊ 3 の開発や IoT 製品などディジタル基盤
Lumada 事 業 で も 活 躍 す る 場 面 が 増 し て い
る（14），（15）．

この物語は，日立の事業部門，研究部門だけでな
く多くのサービス部門，関連会社，更には，日立の
技術を進んで採用してくれた顧客を含む，多くの
方々のこん身の努力と持てる知恵を最大限に発揮し
て頂いた協力の成果である．立ち上げ時期から四半
世紀を超え，当時の開発者，研究者には故人の方，
退職された方も多いが，この場を借りて，皆様の
並々ならぬ貢献に心からの感謝の意を表し，筆を置
きたい．
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こんなツール，使っています

人と人との通信から，‘もの’と‘もの’の通信まで
と拡大し，無線通信が果たす役割は，大きく変化してき
ている．通信業だけでなく，製造業や流通業など様々な
産業で利用され，社会・経済全体において無線通信が重
要な役割を担うようになった．また，beyond 5G更に
6Gに向けて，研究開発が盛んに行われている．このよ
うな背景の下，あらゆる場所やあらゆるシーンで無線通
信の利用が必須となってきている .そのため，電波環境
を効率的に把握できる電波伝搬シミュレーションのニー
ズが高まっている．
新しい無線システムの導入や既存の無線システムの

品質改善の検討時には，電波状況の把握が必要となる．
ところが，電波を人間の目で見ることはできないので，
電波測定による検討を進めるが，実験をあらゆるエリア
で行おうとすると多大な時間やコストが掛かる．電波伝
搬シミュレーションを事前に行うことで，見えない電波
の伝搬経路の可視化が可能となり，実測結果の考察が効
率良く行える．また効率的な実験計画を立てることがで
き，コスト削減につながる．本稿では，電波伝搬シミュ
レータを活用した例と利用手順を紹介する．

電波伝搬シミュレーションとは，電波がどの程度の強

さで送信点から受信点まで届くのかを解析し，可視化す
るものである．電波伝搬シミュレーションで広く利用さ
れている手法の一つにレイトレース法があり，建物や什
器など様々な環境をコンピュータ上で模擬して，その場
その場での電波状況を確認できる．レイトレース法と
は，幾何光学近似に基づき，電波を光に見立てて伝搬経
路を求める手法である．電波が伝搬するにあたって障害
となる建物や什器などの構造物を考慮し，反射・透過・
回折（図 1）を伴う損失の影響を解析する．
電波伝搬シミュレータであるWireless InSite（1）は，

レイトレース法や様々な伝搬モデルにより高速・高精度
に電波伝搬シミュレーションを行う解析ツールであり
（図 2），電波環境の評価を行うことができる．開発元の

1 はじめに

2 電波伝搬シミュレーション

初めての電波伝搬シミュレーション

( 株 ) 構造計画研究所 杉山健斗　Kento Sugiyama　吉敷由起子　Yukiko Kishiki

図1　レイトレース法の散乱現象

図2　電波伝搬シミュレーションWireless InSite
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米国Remcom社（2）は，1994 年にペンシルベニア州立
大のRaymond J. Luebbers 教授らによって設立された
電磁界・電波伝搬分野のエンジニア集団である． 

Wireless InSite を用いた電波伝搬シミュレーション
の活用例として，ローカル 5Gのカバーエリア検討と，
散乱を考慮したミリ波無線通信の伝搬評価を紹介する．

3.1　 住宅街におけるローカル5Gのカバーエリア検討
新たな通信インフラとして期待されているローカル

5Gの免許申請時には，電波法関係審査基準の式により，
カバーエリアの計算を行う．しかし，実際に現場で測っ
てみると，導入後に電波が飛ばずに，カバーしたい場所
で通信ができないといったトラブルが発生することもあ
る．このような場合，原因究明の方法は，現場での調整
や机上計算によって検討していくことが多い．
電波法関係審査基準の式は，同心円状に広がっていく

距離による電波の減衰を計算する推定式が使われる．
ローカル 5Gの実際の運用環境を考慮した事前検証とし
て，周辺建物を考慮したレイトレース法を用いたシミュ
レーションは有効である．ここでは，都市部における
ローカル 5Gのカバーエリア検討を紹介する．
東京都中野区の約 1 km四方の住宅街（図 3）の中央

のビル屋上にローカル 5Gの基地局を配置し，カバーエ
リアを推定する．レイトレース法の計算条件は表 1の
とおりである．レイトレース法との比較として，電波法
関係審査基準の式による計算結果を図 3に示す．電波

法関係審査基準（左）とレイトレース法（右）では，受
信電力で最大 60 dB ほどの差が見られた．電波法関係
審査基準の式では，全ての範囲で -70 dBmより低い受
信電力となり，通信範囲は限られている．一方でレイト
レース法では，大通り沿いや開けた場所では基地局から
500 mほど離れても，受信電力が高くなることが分か
る．このように建物による影響を考慮した，より実環境
に即した結果を示す．
電波法関係審査基準の式に基づいて基地局を設置し

た場合，建物環境の影響がなく，過大評価してしまうた
め，実際には電波が届くにもかかわらず，電波が届かな
いと評価するエリアが生じてしまう可能性がある．建物
環境による影響を考慮した効率的な置局設計には，レイ
トレース法を利用したシミュレーションによる事前検討
が有効である．

3 電波伝搬シミュレーションの活用例

表1　ローカル5G解析の計算条件

設定項目 設定値
周波数 28.250 GHz
送信電力 150 mW

送信アンテナ ダイポール，垂直偏波，
最大利得 23 dBi

受信アンテナ 無指向性，垂直偏波，
最大利得 0 dBi

送信点の位置 ビルの端，屋上から 2 mの高さ
（地表高：32 m）

受信点の位置 グリッド状に配置，高さ 1.5 m

反射・透過・
回折回数

最大反射回数：2回
最大透過回数：0回
最大回折回数：2回

図3　ローカル5Gのカバーエリア評価（受信電力）
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3.2　 屋内環境における散乱を考慮したミリ波無線通信
の伝搬評価（3）

5Gシステムで利用されるミリ波帯では，物体の表面
の粗さが電波伝搬に影響を与え，正規反射方向以外の散
乱を引き起こし，受信電力や偏波に大きな影響を与える
可能性がある．ミリ波帯のチャネル特性を正確に予測す
るためには，伝搬モデリングにおいて正規反射以外の散
乱（Diffuse Scattering，以下単に「散乱」と記載）を
考慮する必要がある．ここでは，屋内環境におけるミリ
波帯を用いた散乱の影響を考慮したレイトレース法によ
る電波伝搬シミュレーションと実測値（4）との比較検討
を説明する．
オフィス環境（図 4）を対象とし，部屋の天井付近に

送信点，床上 1.5 mに受信点 7か所を設置した伝搬評
価を実施した．散乱モデルにはDirective モデル（5）～（7）

を使用し，比較のために散乱を考慮しない計算（散乱な
し）と散乱を考慮した計算（散乱あり）を行った．計算
条件は表 2に示す．同偏波と交差偏波における比較を
それぞれ行っている．
図 5は 7番の受信点（♯ 7）での交差偏波成分のマ

ルチパス状況であり，受信電力が -110 dBm以上のパ
スのみを表示している．散乱なしの場合，-100 dBm程
度の受信電力のパス数本が主にメインビーム内にある．

一方で散乱ありの場合，正規反射ではない受信点の後方
の壁などからの散乱パスが多数あり，その受信電力は
-70 dBm程度と比較的高い．また伝搬損の実測との比
較（図 6）から，交差偏波では散乱の考慮による精度向
上が確認できる．以上のように，散乱を考慮したミリ波
無線通信の伝搬評価を行うことができる．

シミュレーションでは，3Dモデルの作成，無線機の
設 定，計算条件の設定，計算実行と結果確認という四
つのステップ（図 7）を画面上の操作で行う．

4.1　3Dモデル作成
電波伝搬シミュレーションを行うためには，周辺環境

の 3Dモデルが必要となる．建物や地形などに関する市

4 シミュレーション手順

表2　屋内ミリ波解析の計算条件　

設定項目 設定値
周波数 73.5 GHz

送信点のアンテナ ホーン（ビーム幅 15°，
最大利得 20 dBi）

送信点の位置 部屋の天井高
受信点のアンテナ 無指向（垂直・水平のビーム幅 45°）
受信点の位置 床上 1.5 m
散乱モデル Directive モデル

反射・透過・回折回数
（散乱なし）

最大反射回数：3回
最大透過回数：1回
最大回折回数：1回

反射・透過・回折回数
（散乱あり）

最大反射回数：1回
最大透過回数：0回
最大回折回数：1回

図4　屋内環境の3Dモデルと送受信点

図5　マルチパス状況（受信電力）

図6　伝搬損の実測との比較
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販の地図データやCADデータをシミュレーションに活
用できる．入力データとして利用可能なファイル形式を
表 3 に示す．最近では，オープンデータである
PLATEAU（8）などの地図データも活用可能である．また，
簡易的なモデル作成機能（図 8）により，建物の平面図
を下絵に 3Dモデルを作成可能である．3Dモデル設置
後は，建物や地形などの 3Dモデルごとに材質の設定を
行う．材質設定は，画面上で 3Dモデルを確認しながら
編集可能である．

4.2　無線機の設定
無線機設定では，周波数とアンテナパターンの設定，

送受信点設置の順で行う．
アンテナなどの標準的な3Dアンテナパターン（図 9）

表3　入力可能なファイル形式

種別 ファイル形式

建物 DXF，ESRI Shapefile，STL，
Solid model，KMZ，COLLADA

地形
国土地理院 10mメッシュ，DTED，DEM，
DSMW，ARC/INFO ASCII GRID，KMZ，
COLLADA，TIFF，BigTIFF，GeoTIFF

屋内 DXF，KMZ，COLLADA
画像 TIFF，GeoTIFF，JPEG

図8　3Dモデル作成

図10　送受信点設置

図9　アンテナパターン

図7　Wireless InSite のシミュレーション手順
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がデータベース化されており，また自作の3Dアンテナ
パターンを取り込むことや，複数の素子を組み合わせて
アンテナを構成するMIMO（Multiple Input Multiple 
Output）アンテナにも対応している．送受信点（Tx，

Rx）は，画面上のクリック操作で，点，ルートやグリッ
ド配置などを直感的に行える（図 10）．

4.3　計算条件の設定
レイトレース法をはじめ，奥村－秦式などの推定式や 

独自アルゴリズムによる高速レイトレース法など，表 4
に示す様々な伝搬モデルで電波環境の評価を行うことが
できる．特にX3Dという伝搬モデルは，Remcom社
独自のレイトレースアルゴリズムである．X3D は，
GPGPU （General Purpose computing on Graphics 
Processing   Units）と呼ばれるGPUの演算資源を画
像処理以外の目的に応用する技術に対応しており，
GPU を搭載することで計算が大幅に高速化される．
X3Dと従来のレイトレースの計算時間を比較した結果
（図 11）から，送受信点数や 3Dモデルの面数に応じて，
2.5 倍～10倍以上計算時間が短縮する．

4.4　計算実行と結果確認
ここまでで，計算の準備が整った．計算を実行後，受

図13　伝搬経路と各経路の受信電力

図12　受信電力のカラーマップ

図14　複数の周波数による受信電力表示

図11　GPGPU計算時間のベンチマーク
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信電力をカラーマップ表示し（図 12），建物による遮蔽
の影響などを視覚的に評価できる．カラーマップ表示は
受信電力のほかに，伝搬損，スループット，RSSI
（Reference signal strength indicator）などに対応し
ている．
レイトレース法によって計算された伝搬経路を 3Dモ

デルと同画面上で確認できる（図 13）．伝搬経路のカ
ラー表示は，各経路から到達する受信電力を表してい
る．また複数の周波数設定のシミュレーション結果を同
時にプロット（図 14）し，周波数による受信電力の傾
向を評価することも可能である．

本稿では，これまでに電波伝搬シミュレーションの経
験がない方を対象として，電波伝搬シミュレーションを
行う解析ツールであるWireless InSiteの活用例とシミュ
レーション手順を紹介した．本稿がこれから電波環境の
評価や検討を始められる方や，電波伝搬シミュレーショ
ンの活用を検討される方の一助となれば幸いである．
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商業と鉄道の街「大宮」 

	 1 	はじめに
大宮は，埼玉県南東部に位置するさいたま市の中で
商業，交通の要所として古くから栄えてきた地区 （1）で
す．2001 年に浦和市と与野市とともに合併し，さいた
ま市となるまでは，大宮市として存在していました．
私も大宮周辺に幼少期から 30年ほど住んでいましたの
で，今回は大宮駅で途中下車をしてその周辺を簡単に
紹介させて頂きたいと思います．

	 2 	大宮の成り立ち
埼玉県外にお住まいの方にとって，大宮は余りなじ
みの深い場所ではないかもしれませんが，古くは中山
道の宿場町として近隣とともに発展してきました．ま

た，大宮駅からほど近いところにある武蔵一宮氷川神
社（図 1）の鳥居前町としても発展し，一の鳥居から
三の鳥居までを結ぶ氷川参道（図 2）は，かつては中
山道の一部であり，現在も多くの人が行き交う場所と
なっています．
しかし，近代化とともに街道の交通基盤としての役
割が低下するに従って，宿場町の重要度も低下してい
くこととなります．また，県庁の浦和への移設や大宮
に鉄道駅が設置されていなかったこともあり，元々，
田畑が多く存在する地域であった大宮には衰退の兆し
が現れることとなります．町の衰退を危惧した白井助
七らは，大宮への鉄道駅誘致を進め，青森へ向かう現
在の東北本線建設の際の分岐駅として大宮駅が開設さ
れることとなります．
大宮駅開設後は，その近隣に多数の製糸工場が建設
されるとともに，駅に隣接して大規模な鉄道工場であ
る大宮工場や大宮操車場などが設置され，その後も複
数の路線開業も続いたことによって，大宮駅は交通の
要衝となり，これが大宮発展の契機となりました．
その後，製糸業が衰退するにつれ，大宮は多数の路線
が乗り入れていたこともあり，宅地化が進むこととなり
ます．これにより，大宮は大宮駅東口を中心に発展をし
ていくこととなりますが，昭和 57年の東北・上越新幹
線開業とともに西口も急速に商業化が進み，現在ではそ
れぞれ独自の商業地域が形成されています（図3）．

ⓒ電子情報通信学会2023

図２　氷川参道

図１　武蔵一宮氷川神社

図３　大宮駅東口（左）と西口（右）の商業地
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	 3 	商業・文化のまち
先に述べたように，大宮の都市としての成り立ちは
中山道の宿場町として発展してきたことに端を発しま
す．街道の重要度が低下し，宿場町としての役割を終
えた後，明治時代には大宮駅が開設されたことにより
鉄道産業やその利便性を利用した製糸産業によって街
は発展していくこととなり，片倉高校（現大宮高校）
の設立 （2）や日本赤十字社埼玉支部療院（現さいたま赤
十字病院） （3）などの設立に寄与し，現在の大宮の基盤
が確立されました．その後は製糸産業の衰退とともに
宅地化が進み，人口が増加したことによって大宮駅周
辺，特に東口には多数の商業施設が開業することとな
ります．現在の大宮駅東口もこの当時の面影を残して
おり，大規模ビルが建つ西口とは対照的に比較的小規
模な店舗が数多く存在しますが，近い将来には再開発
によってその姿も変わっていくとのことです．
西口は，新幹線開業に伴う大宮駅の改装までは比較
的小規模な開発にとどまり，主に宅地として利用され
ていました．しかし，駅舎改装によって中央自由通路
が開業するのに合わせ，駅前には多数の商業ビルが建
設され，駅ビルも建設されることとなりました．この
当時に建設された建物は現在でも改築を繰り返しなが
らも現役であり，多数の人でにぎわっています．この
ように大宮駅を挟んで東口と西口が別々に発展して
いったことから，それぞれ独自の商業文化が形成され
ているため，同じ街でも少し移動するだけで全く異な
る街の様相を見ることができますので，是非一度訪れ
てみてもらえればと思います．
大宮駅の開設と同時期には，氷川神社の敷地に大宮
氷川公園（現大宮公園）が開園しました．当時の大宮
公園には，東京からも多くの人が訪れ，正岡子規や夏
目漱石，太宰治などの文豪もその景観に感銘を受けた
とも言われています．現在の大宮公園は，春には桜が
公園全体に咲き，夏にはほたる狩り （4）を楽しむことが
できる自然があふれる公園となっています（図 4）．ま
た，普段の時期でも木々の中で森林浴や散歩を楽しむ
ことができ，近隣住民の憩いの場となっています．更
に，公園内には多数のスポーツ施設があることや小動
物園も併設されていることから，年間を通して多数の
人が楽しむことのできる魅力ある公園となっています．
大宮公園から東武野田線の線路を越え，500 mほど

北へ進んだところには，大宮盆栽村 （5）があります（図
5）．大宮盆栽村は，関東大震災で大きな被害を受けた
東京の盆栽業者が，盆栽育成に適している土壌を持つ

この地域へ移り住み，最盛期には 30軒以上の盆栽園が
存在していました．現在は 5軒の盆栽園が大宮盆栽村
にあり，それぞれの特色を持った盆栽を楽しむことが
できます．近年では，日本国内のみならず，海外から
の関心も強く，世界中で“BONSAI”が楽しまれてい
ます．また，大宮盆栽村にあるさいたま市立大宮盆栽
博物館では，盆栽のみならず，盆栽用の植木鉢である
盆器や関連する絵画など，盆栽にまつわる様々な資料
を鑑賞することができます．

	 4 	鉄道のまち
現在の大宮駅（図 6）は，JR東日本，東武鉄道，埼
玉新都市交通の 3事業者，合計 14路線が乗り入れして

図４　大宮公園

図５　大宮盆栽村

図６　大宮駅（西口）
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おり，地上 3階，地下 1階の構造となっています．ま
た，大宮駅南側には貨物用の大宮操車場があり，北側
には大宮総合車両センターがあることから，貨物列車
や回送列車のための線路も構内にあり，多数の線路を
駅や近くの橋などから見ることができます（図 7）．ま
た，大宮総合車両センターは定期的にイベントを開催
しており，普段は見ることのできない展示や工場設備
など見学できる機会があります．
この大宮総合車両センター沿いを北方向に 1.5kmほ
ど歩くか，大宮駅から埼玉新都市交通ニューシャトル
に乗車し 1駅進んだところに鉄道博物館（図 8） （6）があ
ります．この鉄道博物館は，千代田区にあった交通博
物館に代わる施設として 2007 年に開館し，現在まで
に多数の来場者が訪れています．館内には多数の展示
車両のほか，運転シミュレータやジオラマ，鉄道に関
する様々な資料，子供も楽しめる体験型の展示など様々
な施設や展示物があり，1日中楽しめる施設になって
います．以前は交通系 ICカードを利用しての入場でし
たが，現在は時間指定の入場券を事前購入する必要が
あるので，訪問を予定している方は御注意下さい．
大宮駅から宇都宮線（東北本線）で 2駅ほど北上す
るとその途中の土呂駅と東大宮駅の途中に広大な車両
基地を見ることができます．これは，大宮駅から単線

の回送線によって到達することができる大宮総合車両
センター東大宮センターという施設であり，普段から
多数の車両が留置されているのを見ることができます．
施設自体は一般に公開されているものではありません
が，この施設をまたぐように設置されている跨線（こ
せん）橋から全景を眺めることができます（図 9）．跨
線橋へは土呂駅と東大宮駅の両方から行くことができ
ますが，東大宮駅からの方が若干近く，道も分かりや
すいので，徒歩の場合には東大宮駅から行くことをお
勧めします．

	 5 	芝浦工大大宮キャンパス
大宮周辺には，専門学校や大学のキャンパスが点在
していますが，その中から 2023 年総合大会の会場に
もなっている芝浦工大大宮キャンパスの紹介をしたい
と思います．芝浦工大は現在，工学部とデザイン工学
部，システム理工学部から構成されており，大宮キャ
ンパスは，工学部とデザイン工学部の 1，2年生（一部
学科を除く），システム理工学部の学生を収容していま
す．（関連する大学院組織を含む．）大宮キャンパス（図
10, 11） （7）は，大宮駅から宇都宮線で 2駅北上した東
大宮駅を最寄り駅とし，駅から徒歩 20分程度，または
スクールバスで 6分ほどの場所に位置しています．
大宮キャンパスが開校した 1966 年当時は，周囲に
建物はほとんどなく，駅への道も十分な整備がされて
いなかったようです．時代の移り変わりとともに，
元々，湿地帯であったキャンパス周辺の土壌改良が行
われ，現在ではキャンパス周辺に多数の家屋が建ち並
ぶようになっています．しかし，キャンパス内には，
広大な林があり，自然と共存する環境が残されていま
す．キャンパスの裏手には見沼代用水東縁（ひがしべ
り）や遊歩道（緑のヘルシーロード）が残されており，
近隣住民だけでなく，サイクリングなどを楽しむ人も
多く利用しています．また，東大宮駅は大宮キャンパ

図７　大宮駅北側の線路

図９　跨線橋からの東大宮センター

図８　鉄道博物館
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スに通う学生が多く利用することから，駅前には数多
くの飲食店があります．特にラーメン店については激
戦区となっていますので，東大宮へお越しの際にはお
気に入りのお店を探してみるのもよいかと思います．

	 6 	おわりに
今回は都心からも近いけれど，余り訪れることがな
い大宮という街を簡単に紹介させて頂きました．限り

のある紙面内では十分にその魅力を伝えることは難し
いですが，その片りんでも感じ取って頂けたのであれ
ば幸いです．また，今回は紹介できなかったグルメな
どでも大宮駅を中心にユニークなものがたくさんあり
ますので，是非調べてみて下さい．また，住みたい街
のランキング等でも上位に入る大宮は，そこを基盤に
生活することや何度も訪れてみることで魅力を再認識
できる懐の深い街でもありますので，ふらっと訪れて
思いのままに過ごすこともお勧めです．2023 年総合大
会の際には空き時間等に少し足を伸ばして大宮を堪能
してみて下さい．

■	文献
（1）  さいたま市観光国際協会，https://www.stib.jp/

mame/history_omiya.shtml
（2）  埼玉県立大宮高校，https://ohmiya-h.spec.ed.jp/
（3）  さ い た ま 赤 十 字，http://www.saitama-med.jrc.

or.jp/byouinannai/gaiyou.html
（4）  氷川ほたるの会，https://hikawa-hotaru.com/
（5）  大宮盆栽美術館，https://www.bonsai-art-museum.

jp/ja/about/omiya/
（6）  鉄道博物館，https://www.railway-museum.jp/
（7）  芝浦工大，“芝浦工業大学の歩み ,”https://www.

shibaura-it.ac.jp/about/educational_foundation/
summary/school_history.html

山本　嶺 （正員）
平19芝浦工大・システム工学・電子情
報システム卒，平21同大学院修士課程
了．平24早大大学院博士後期課程退学，
同研究科助手．平26電通大大学院情報
システム学研究科助教．平31同准教授．
通信ネットワークに関する研究に従事．
博士（国際情報通信学）．

図 10　芝浦工大大宮キャンパス正門

図 11　芝浦工大大宮キャンパス
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1　はじめに
2018 年 9 月 30 日，ニール・アームストロングと

バズ・オルドリンがアポロ月面着陸時に感じたよう
な , あふれんばかりの勇気，希望，熱意を持って，
私は日本の地に初めての一歩を印しました． 私は多
くの希望を抱き，日本で成功するために全力を尽く
すことを決意しました．そして，福岡県北九州市に
ある九工大の革新的宇宙利用実証ラボラトリーで小
形衛星用光通信の博士課程を修了しました． 日本で
過ごした期間，私は独自の経験と日本の文化的価値
観に触れました．この日本での時間は，私の人生と
世界観を大きく変えました．

2　ナイジェリアでの経歴
来日以前に，母国であるナイジェリア以外の幾つ

かの国に留学する機会がありました．日本での出会
いを紹介する前に，まず私の経歴についてお話しし
ます．私はナイジェリアのラゴスで生まれ育ちまし
た．ラゴスは西アフリカ地域の経済的及び地政学的
な中心都市であるため，多くの外国人や駐在員が住
んでいる非常に発達した都市です．ナイジェリアは
多くの民族と言語がある文化的に非常に多様な国で
す．その中心都市であるラゴスは，ナイジェリア全
てが詰まったすばらしい「るつぼ」と言えます！

ナイジェリアの公用語は英語ですが，ほかの先住
民言語も学校で教えられ，日常生活でも使用してい
ます．非常に多くの民族言語があるため（300 言語
以上，すごいでしょう！），誰もが共通の言語として
英語を使っています．ナイジェリアは西アフリカ地
域で多くのフランス語圏の国に囲まれる中，英語圏
の国であることも重要です．私たちが「ピジン英語」
と呼ぶ「英語」のバージョンがあります．これは基
本的に，通常の話し言葉に様々な先住民言語の単語
が混ざった非常にユニークな言葉です．これは，日
本語と英語の単語を組み合わせてフレーズや文を作

成するようなものです．例えば，「ariga-thanks」（あ
りが -thanks）です．ピジン英語はとても一般的で
あり，ラゴスを旅行すると，人々が話すピジン英語
を確実に耳にするでしょう．

また，ナイジェリアの慣習と郷土料理は非常に興
味深いので，それについては別の記事で詳しく説明
します．もし，あなたがサッカーファンなら，ナイジェ
リアのサッカー選手の活躍について聞いたことがあ
るか，見たことがあるでしょう．ナイジェリアでは
サッカーはとても愛されているスポーツです．

話を戻すと，私はナイジェリアで初等教育から大
学の学士まで学びました．子供の頃からものづくり
が趣味であったので，すぐに科学の科目にひかれま
した．そのためエンジニアになりたいと思ったこと
はとても自然なことでした．私は幸いにも成績が良
かったので，ナイジェリアで最高の大学の一つに通
うことができました．ラゴス大学で，私は宇宙工学，
電子工学，光学，コンピュータ，通信システムに非
常に興味をひかれました．私はこれらの領域をより
深く理解するために多くの実践的プロジェクトに従
事し，これにより私のキャリアにとって非常に良い
基盤を構築することができました（図 1）．私は起業
家精神も持っていたため，ある時点では，学業と起

図 1　 ナイジェリア空軍研究所のプロジェクトを行っている
学部生のときの筆者

情報通信研究機構　イショラ　フェミ　Femi Ishola

若者よ、
世界に
出よう！

私の日本と欧州における
教育経験－Part1
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業のバランスを取り，うまく進めることに少し悩ん
だ時期がありました．しかし，私は幸運にも優れた
メンターやスーパバイザに恵まれました．その結果，
電気電子工学の学士号の最終年に，私が構築しデモ
ンストレーションしたマイクロ波ワイヤレス電力伝
送デバイスのプロトタイプの研究が，ナイジェリア
全国大会で受賞しました．

この研究では，私が電子レンジから取り出したマ
グネトロンを使用して，2.45 GHz のマイクロ波発
生器を設計・構築しました．これは，1 m 離れたレ
クテナのアレー（ダイポール及びチャージポンプ付
きショットキー整流器）を照らすために使用されま
した．大学での研究は全て私にとってとても実践的
なものでした．毎回多くの回路設計を行い，コン
ピュータでシミュレーションを行い，それらが機能
することを確認した上で回路を組み立てました．奨
学金の多くを使って，ラゴスのオショーディにある
電気街で電子部品を購入し，多くの回路の実装を試
してみました．それらの回路が機能するのを見る喜
びと達成感が，私を前進させ続けてくれる原動力で
した．

また，父が昔ながらのやり方で，古いアナログカ
メラからフィルムを取り外し写真プリントするのを
いつも見ていたので，私は小さい頃から光学システ
ムに興味を持っていました．趣味でレンズやそのほ
かの光学部品を収集しようと，自分で多くのカメラ
を解体していました．これらの経験は，非常に初歩
的なものでしたが，私が進むべき道を明確すること
に役立ちました．私は電子機器設計のスキルを磨き，
コンピュータと Web プログラミングを習熟しまし
た．大学を卒業してすぐに，自分の会社であるフェ
モトロンシステムズ社を設立することを決意し，企
業の設立に大成功を収めました．私は多くのクライ
アントのために多数の電子屋外広告プラットホーム
を構築し，多くの組織のために Web 開発プロジェ
クトを遂行しました．その段階で，私は着実に知名
度を上げてハイテク起業家になりました．

3　�ヨーロッパ，オーストラリア，
　　ロシアでの研究

一方，私は電気電子工学と同じように宇宙工学に
も興味があり，高度な教育学位を取得したいと思い
ました．フランスのストラスブールに本拠を置く国際
宇宙大学（ISU）を見つけ，そこで修士課程を履修す
るのがよいと考えました．また，ISU とロバートハイ
ンライン信託基金から奨学金を授与されたことも幸
運でした．このことは，生涯にわたる宇宙工学への関
心を追究し，既に築き上げた電子工学でのキャリア
との合流点を見つけるための掛け替えのない動機と
なりました．これは最終的に非常に良い結果をもたら
しました！（図 2）．

フランスでの研究生活はとても大変でしたが，そ
れでもストラスブール市やパリ，トゥールーズなどフ
ランスのほかの地域に旅行して楽しみました．「タル
トフランベ」は，おいしいフランスワインとともに私
のお気に入りの料理でした．あなたがフランスに住ん
だら，きっとチーズや地元のグルメに心奪われること
でしょう．一般的に，ストラスブール市はフランスと
ドイツの間の非常に活気のある都市であり，多くの歴
史的エピソードがあります．外国人の友達もたくさん
でき，フランスでの生活をとても楽しんでいました．
私はフランス語を学び，基本的な会話をすることが

図 2　フランス・ストラスブールの ISU で研究

図３　南オーストラリア大学での CubeSat プロジェクトメンバーと製作した衛星地球局
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できましたが，フランス語が堪能になるほど長くはフ
ランスに滞在しませんでした．

その間，私は国際宇宙大学の修士課程に関連する
研究目的で，ドイツ，ルクセンブルグ，ロシア，オー
ストラリアを訪れました．中でも特筆すべきものは，
南オーストラリア大学アデレード校の電気通信研究
所（ITR）での活動でした．私は ITR の国際客員研
究生となり，アデレード大学と共同で研究所の QB50 
CubeSatプロジェクトを担当していました．私は特に，
最初の CubeSat アンテナモジュールの開発と地球局
の組立てを担当し，両大学の学生とエンジニアのチー
ムと連携し，両大学間の調整作業を行いました．南
オーストラリアでの時間はとてもやりがいがあり，ま
たアデレード市で楽しく過ごしました（図 3）．

ロシアへの最初の訪問は，修士課程のときにモス
クワ航空大学（MAI）と “S. P. Korolev Rocket and 
Space Corporation Energia” への研究旅行でした

（図 4）．数年後，博士課程のときにロシアに再度戻り，
サマラ州のサマラ国立大学でナノ衛星に関する特別
コースと未来宇宙実験デザインコースを修了しまし
た（図 5）．

4　日本への魅了
私は，子供の頃からずっと日本にあこがれていま

した．子供の頃，ロボットやほかの多くのジャンル
でたくさんの日本のアニメを見ました．大きくなり
有益で興味深い日本に関する本をたくさん読んだこ
とで，日本に行きたいという私の決意が固まりまし
た．また，日本はフォトニクス，エレクトロニクス
技術の世界的リーダーであり，多くの優れた業績を
上げている非常に尊敬されている宇宙開発国です．

私がナイジェリアでロケット地上管制局のプロジェ
クトマネージャになったとき，九工大は，超小形衛
星の製造及び打上げに関し，ナイジェリア宇宙局と
協力関係にありました．光通信を更に小さな衛星に
適応可能ではないかという私の関心は，博士課程へ
の入学を決意する動機となりました．大学がナイジェ
リア宇宙機関との協力関係を持っていたので，九工
大博士課程に応募することは私にとって非常に自然
な選択でした．また，日本は世界の衛星光通信技術
の最前線にいます．ですから，日出ずる国で自分の
能力を成長させようとすることは，私にとって非常
に魅力的なことでした．私はその決定を非常に誇り
に思っています．

次編では，私が数ある技術的先進国の中でなぜ日
本が傑出していると考えているかの視点とともに，
日本での私の研究活動の詳細と技術的な内容につい
て記述します．光通信とワイヤレス給電ビームの将
来性と展望について紹介します．日本はこの研究分
野で確固たる地位を築いています．そこで，私はこ
れらの分野のエンティティ，組織や主要な研究者に
関する裏話をします．乞う，御期待！ 

イショラ　フェミ 
2010 ラゴス大卒．2014 フランス国
際宇宙大修士課程了．その後ナイジェ
リア宇宙研究開発機構 CSTP プロジェ
クトマネージャ，2021 九工大大学院
後期博士課程了．博士（工学）．2022
国立研究開発法人情報通信研究機構

（NICT）研究員．2011MDGs プロジェ
クト カノ州賞（ナイジェリア）， 2019 
IAF Emerging Space Leaders Grant 賞
各受賞．

図４　ロケットを学ぶためのモスクワ滞在時の写真 図５　ロシア・サマラ国立大学の宇宙飛行士講習課程授賞式

若者よ、
世界に
出よう！
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 1. 電波との出会い
振り返ってみると，電波を利用するシステムの研

究開発に携わって半世紀近くになる．電波との出会
いは小学 5 年生のときに興味半分で作ったゲルマ
ラジオに遡るが，そのイヤホンから音が出たときの
感動が，私のワイヤレスシステムの原体験である．
ゲルマラジオは無線装置の基本を備えており，LC
同調回路が登場するが，同調周波数の計算に出てく
るルート（√）は，小学生には何のことか分かるは
ずもない．中学の数学でルートを学んだとき，「こ
れだったのか！」と感激したことを覚えている．ま
た，何とか遠くの放送局のラジオ放送を聞こうと，
家の周りに針金を張り巡らせ（今から思えばアンテ
ナである），故郷の広島で東京のラジオ放送局から
の番組が聞こえたとき，「電波は面白い」と思った
ことが今につながっていると思うと，人生，面白い
ものである．

 2. 研究との出会い
小遣いの多くを費やしてラジオ，オーディオアン

プやスピーカなどを作ったりする電子工作好き，電
波好きだった私は，大学進学では迷わず電子工学の

道を選択した．進学先の京大工学部で４回生になっ
て研究室を選ぶことになり，無線通信の研究を手掛
けられていた故池上文夫京大名誉教授の研究室に
て，1980 年に大学院を修了するまでの 3 年間お世
話になった．当時の池上研究室の研究テーマは移動
通信に関するもので，「移動通信は『いつでもどこ
でもだれとでも』の究極の通信」という言葉に夢を
感じ，いたく感銘を受けたことを覚えている．折し
も修士論文が佳境に入っていた 1979 年 12 月に東
京 23 区で自動車電話サービスが開始され，これか
らは移動通信の時代と思ったものである．

当時の研究室のテーマの一つが，移動通信におけ
る電波伝搬の解明で，それまでの伝搬実験データに
基づく統計的手法が中心であった電波伝搬を，幾何
光学モデルで理論的に説明し，これを市街地の電界
強度推定に応用しようという試みであった．現在の

「レイトレース」であるが，今では市販のレイトレー
スシミュレータや地図データがあるが，当時はそん
なものはなく，レイトレースプログラムを Fortran
で自作し，京都市内の地図データも自作して，計算
結果と実験結果を比較したりしていた．

その後，この修士論文の内容を基に池上先生が
IEEE の論文を執筆され，私も共著者に入れて頂き，
私の初の原著論文となった (1)．私の論文の中で引用

南山大学教授
茨城大学名誉教授

梅比良正弘
Masahiro Umehira

半世紀半世紀半世紀のワイヤレスのワイヤレスのワイヤレス
システムのシステムのシステムの研究開発研究開発研究開発
ををを振振振りりり返返返ってってって
梅比良正弘（名誉員：フェロー）
昭53京大・工・電子卒．昭55同大学院修士課程了．同年日本電信電話公社（現
NTT）入社．平18茨城大・工・教授．令3茨城大・名誉教授．同年から南山大・教授．
現在に至る．主として衛星通信システム，広帯域ワイヤレスアクセスシステム，ワ
イヤレスユビキタスサービスシステム，コグニティブ無線，車載レーダ等の研究開
発に従事．また情報通信審議会にて無線システムの技術的条件のとりまとめ，総務
省国立研究開発法人審議会にて国立研究開発法人の業務実績評価に従事．
昭61～62カナダ・CRC/DOC（通信省通信研究所）客員研究員．博士（工学，京大）．
昭62本会学術奨励賞，平11同業績賞，令3同功績賞，同教育功労賞を各受賞．平
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件数が最も多いのは，実はこの論文である．当時の
池上研究室には，その後博士論文や学会活動等で大
変お世話になる吉田進京大名誉教授が助手として在
籍しておられ，図 1 のような電波測定車で京都市
内を走り回って実験したことを懐かしく思い出す．
当時，修士 2 回生は電子情報通信学会の研究会で 2
回発表するのが習わしで，その頃から原稿の締切り
に追われて夜遅くまで研究室に居残りをしていた．
今と違い，研究会原稿も修士論文も全て手書きだっ
た時代のことである．この 3 年間で，研究の面白
さを教えて頂いた私は，「研究で，できれば無線関
係でご飯が食べられるのなら，こんないいことはな
い」と考え，1980 年，当時の日本電信電話公社（現
在の NTT）に入社し，迷うことなく（余り深く考
えず？）無線関係の研究を行う部署を希望した．希
望どおり，横須賀電気通信研究所に配属となった私
は，そこでワイヤレスの研究者としてのスタートを
切ることになった．

私の研究歴をまとめると，図 2 のように 3 期に
分類できる．第 1 期は衛星通信，第 2 期はブロー
ドバンドワイヤレス，第 3 期は大学での研究で，
大学での研究は現在 17 年目となる．

 3.  国内衛星通信システムの研究
開発

横須賀電気通信研究所複合伝送研究部の配属先
は，予想もしていなかった衛星通信装置研究室で
あった．入社後，研修か何かで「5 年で一人前の研
究者になるように」と言われたので，ある程度の期
間は同じ分野で研究をして，何かの専門家になるの
かな，と思ったりしたが，現実は随分違う道を歩む
ことになる．

最初のテーマは SS−TDMA（Satellite Switched 
TDMA）の同期技術であったが，衛星通信は素人同
然で，勉強しながらのスタートとなった．このテー
マは 1 年限りとなり，2 年目のテーマは衛星搭載用
の再生中継器（衛星搭載用変復調装置）の研究になっ
た．ディジタル変復調，TDMA，衛星搭載のための
IC 化など大き過ぎるテーマに，担当者は入社 2 年
目の私一人で，自分の実力とテーマとのギャップに
途方に暮れていた，というのが正直なところである．

その後，しばらくして「電話やデータ，画像など
全ての情報通信サービスをディジタル網で一元的に
提 供 す る 」 と い う INS（Information Network 
System）構想が打ち出され，光通信と衛星通信で
基幹網を構築するという方針の下，10 万〜20 万回
線を収容する大容量衛星通信の研究が始まり，
NTT の衛星通信の研究は激動の時代を迎えること
になる．日本国内でも衛星通信に注目が集まり，予
算も仕事も激増することになった．

実際，この頃は 10 年後に向けた衛星搭載用
TDMA 変復調技術の研究に加え，CS3（通信衛星
3 号）を用いた TDMA 衛星通信システムのための
変復調技術の実用化研究の二つのテーマを担当し，
商用装置開発に向けた打合せに追われ，CS3 用衛
星通信システムの回線設計など，多岐にわたる仕事
を行うことになった．膨大な仕事量のため，かなり

1977 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

3年
@京大 26年@NTT 15年＠茨城大学 1.5年＠

南山大

図2　私の研究歴

図1　電波測定車の前で（下の右端が筆者）



私の研究者歴　My Frontier  Journey 363

My Front ier Journey

無理をした日々だったが，IC の設計から変復調技
術，システム設計まで，技術者としての幅を広げら
れた時期でもあった．このときのグループの長が加
藤修三東北大名誉教授で，守倉正博京大名誉教授，
久保田周治元芝浦工大教授と 4 人で衛星通信
TDMA・変復調装置の開発に取り組んだ．上記の
方々とは，後の私の研究者人生の様々な場面でクロ
スすることとなる．

図 3 は，このときに開発に携わった変復調 IC に
よる変復調装置の展示パネルであり，この成果は私
の 20 代の血と汗と涙の結晶である．これらは，地
上ネットワークと連動して衛星回線を効率的に利用
する衛星中継網方式（DYANET: DYnamic chan-
nel Assigning and routing satellite aided digital 
NETworks）の TDMA 装置に用いられ，日本全国
に展開された．技術的には，強力な誤り訂正が導入
され，低 C/N 環境でも安定に動作するバーストモー
ドの復調技術の開発が課題であった．それに対して，
位相補償フィルタやディジタル制御 APC などのア
イデアで目標性能を達成できた．自分のアイデアが
装置・システムに実装され商用化されるのは，技術
者としてうれしいものである．このときの成果が，
後の私の博士論文の一部にもなった．

DYANET の開発の最終段階にあった 1987 年 1
月末から 1 年間，カナダのオタワにある通信省通信
研究所 CRC（Communications Research Center）

へ海外研修に行かせて頂いた．この 1 年間は衛星
搭載グループ変復調技術の研究に携わり，技術の幅
と視野を広げる貴重な 1 年となった．そして 1 年
後に帰国した私を待っていたのは，1988 年の
WARC（World Administrative Radio Confer-
ence）-ORB（Orbit）であった．WARC-ORB は各
国に一つ以上，静止衛星軌道を割り当てることを目
指した世界無線通信主管庁会議で，これが標準化と
の最初の関わりとなった．標準化とは何かもよく分
からぬまま，いきなりの WARC で，NTT からは当
時の上司の故鮫島秀一氏ほか，4 名が出席し，1 か
月半の間ジュネーブの国際会議場（CICG）に通った．
このとき，周波数の使い方は RR（Radio Regula-
tion）で決まっていることを知り，ワイヤレスシス
テムにおける周波数利用の重要性を認識するきっか
けとなった．これが契機となり，実際の衛星通信ネッ
トワークに関する日本とソ連（当時），インドネシ
アなどの諸外国との周波数調整会議にも参画した．

帰国して 1 年後，今度は研究所から実用システ
ムの開発部署に異動となり，ISDN（Integrated 
Services Digital Network）用の商用衛星通信シス
テムの開発に携わることとなった．INS 構想の下，
全社を挙げて ISDN の研究開発，全国展開が進む中，
衛星通信には，日本全国で ISDN のサービス需要の
出たところに，早期にサービスを提供するという早
期需要対応の役割が求められた．しかし，この目的

図3　開発に携わった変復調 ICによる変復調装置
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のためのシステムはどうあるべきかが大きな課題と
なった．具体的には，衛星による ISDN 加入者に提
供するネットワークサービス，電話番号，料金体系
を地上系の ISDN 加入者と同じにするにはどうすべ
きか，ということである．このようなネットワーク
の問題を考えるため，今度はネットワーク技術を勉
強しながらの仕事となった．

最終的にたどり着いた答えが，図 4 に示す，ネッ
トワーク埋込み形のアーキテクチャで，衛星の加入
者を電話番号に応じた ISDN 加入者交換機に接続
し，番号体系・料金体系・サービスを地上システム
に一致させ，衛星通信システムが ISDN 交換機の指
示の下，衛星を 2 回経由するダブルホップ接続を
回避するよう回線接続制御を行うというものであっ
た．これは衛星中継網方式（DYANET）における
中継系と ISDN 加入者系を統合し，連携して衛星回
線接続制御を行うことから，「ISDN 中継系・加入
者系統合衛星通信方式（DYANET Ⅱ）」と名付けら
れた．衛星接続のための機能を ISDN 加入者交換機
に組み込めば，その後の機能追加が不要で，拡張性
のあるアーキテクチャとなっている．ここで，大き
なシステムを作るときのコンセプト，アーキテク
チャの重要性を知ることになった．余談だが，シス
テムのアーキテクチャはサービス・システム要求条
件により大きく変わる．インターネット時代の今で

あれば，答えは違っていただろうと思う．
大きな方針が決まると，実際の技術検討は各装置

の担当研究者・技術者が進めることになる．私の役
割は，上司とともにこのプロジェクトを数多くの会
議に諮り，開発方針と予算，スケジュールの了承を
得ることと，もろもろの調整役が中心であった．当
時は三つの兼務先があり，サービス約款や品質まで，
多数の会議と打合せで目が回る忙しさであった．こ
の開発は，当時のプロジェクトマネージャであった
故森広芳照京大教授の指導の下で行われ，様々な薫
陶を頂いた (2)．このシステムの開発・実用化により，
NTT 社長表彰（発明考案表彰）を受賞したときは，

図5　 阪神・淡路大震災で使用された小形地球局装置

図4　ISDN中継系・加入者系統合衛星通信方式（DYANET Ⅱ）の構成
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一緒に開発に携わった仲間と喜びを分かち合い，苦
労が報われたような気がした．

このシステムは，その後，離島通信対応や複数周
波数帯のトランスポンダ運用などの機能拡張がなさ
れ，更には災害対策用に可搬小形地球局も開発され
た．1995 年 1 月の阪神・淡路大震災時には図 5 の
ような開発直後の小形地球局装置臨時回線の提供に
活躍した．

この最初の 10 年間で，仕事上の必要性から，成
り行きで通信の「レイヤ 0〜3」，標準化などを幅広
く経験することとなった．このような経緯で，当初
想像していた「××技術の専門家」ではなく，ワイ
ヤレスシステム技術者としての道を歩むことになっ
たと思っている．

 4.  衛星通信からブロードバンド
ワイヤレスへ

その後，研究所に戻り，企画部勤務の後，1995 年
から，今度はブロードワイヤレスの研究開発に携わる
ことになった．この頃は，光通信技術が大きく進展し，
中継ネットワークにおける無線通信の役割が縮小しつ
つあり，世界的には“Wireless is dead”とも言われ
た時期で，ワイヤレスの研究も中継系からアクセス系
に，大きくかじを切った時期である．この頃は，電話
に次ぐアプリケーションがなくISDN サービスが伸び

悩む中，商用インターネットが開始され，コンピュー
タネットワークにおける IP（Internet Protocol）と
ATM（Asynchronous Transfer Mode）の主導権争
いなどで混とんとしていたが，一方で携帯電話の加入
者数が急速に増加し始めていた．

研究所では，ポスト ISDN として広帯域 ISDN 向け
の ATM の研究開発・標準化が推進されていた．そこ
で私が担当したのが，この ATM に対応可能なブロー
ドバンドワイヤレスシステムの研究開発である．そこ
で問題となるのが，サービスとシステムのコンセプト
に加えて，ブロードバンドワイヤレス用の周波数をど
うするか，である．これらについては，商用間近の
IMT-2000 や PHS（Personal Handy-phone 
System）の次をどうするかということで郵政省（当時）
の調査検討会が持たれ，「マルチメディアを取り扱う
ことのできる，有線ネットワークとシームレスな接続
が可能な超高速・高品質な移動体通信システム」と
いう「マルチメディア移動アクセス（MMAC: Multi-
Media mobile Access）」のコンセプトがまとめられ，
推進母体として 1996 年 12 月に MMAC 推進協議会
が設立された．携帯電話ではない「移動するが使用
時は静止」「駅・空港・ホテルなどのホットスポット
で利用」というノマディックアクセスの概念の下，接
続先は光ファイバ網として ATM ネットワークを想定
して研究を進めることとなった．当時の MMAC の利
用イメージを図 6 に示す．図から分かるように，現在

図6　MMACの利用イメージ
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のスマートフォンによる無線 LAN の使い方そのもの
である．このとき，協議会で検討対象となった周波数
とシステムが，25/27 GHz を用いる 20 Mbit/s 級の
高速無線アクセスシステム，156 Mbit/s までのミリ
波無線 LAN である．実際，実証実験のために 25/27 
GHz 帯 ATM ワイヤレスシステムを開発したが，準ミ
リ波帯を移動通信に使うことの難しさを痛感した．

MMAC は，私の研究者歴の中で最も多忙を極め
た仕事であった．本来の研究開発業務に加えて，グ
ローバル化に向けた欧州 EU の FP4 である ACTS
で の AWACS プ ロ ジ ェ ク ト へ の 参 画， 国 内 の
MMAC 協議会に加えてワイヤレス ATM の標準化
に 関 わ る 米 国 ATM　Forum　WATM（Wireless 
ATM）-WG， 欧 州 ETSI-BRAN（European Tele-
com muni ca tions Stand ards Institute - Broad-
band Radio Access Networks）などの標準化，電
気通信技術審議会での周波数割当の審議等があり，
更には多くの講演会，セミナー，学会等の講師依頼
が舞い込み，2 回目の目が回る忙しさとなった．こ
のプロジェクトは，最終の開発，サービストライア
ルまで行ったが，残念ながら商用サービスまで行か
ずに終わることになる．

このプロジェクトに関連したトピックには以下の四
つがある．

４.１　5 GHz 帯の周波数割当
当時，欧米では 5 GHz 帯が免許不要のブロードバ

ンドワイヤレス用に割り当てられており，日本でも電
気通信技術審議会広帯域移動アクセスシステム委員
会にて 5.15-5.25 GHz の周波数割当が審議された．
この周波数は MSS（Mobile Satellite Services，移動
衛星業務）のフィーダリンクとの共用であったため，
共用条件や混信防止策など，多くのことを検討せねば
ならず，改めて周波数共用の難しさと周波数利用の重
要性を知ることになった．

これが出発点となり，その後の無線 LAN の 5 GHz
帯拡張や 60 GHz 帯に関わる情報通信審議会の審議
に 20 年以上の長きにわたり関わることとなった．無
線 LAN の普及拡大に伴い 5 GHz 帯の追加割当，技
術的条件の整備が行われ，現在では 6 GHz 帯を固定
無線中継システムと共用して利用するまでになってい
る (3)．

４. ２　OFDM
5 GHz 帯では，厳しい周波数選択性フェージング

の中で 20 Mbit/s 超を実現する通信方式が標準化に
おいて大きな論点となった．NTT の中でも当初は①

高速シングルキャリヤ変調＋等化器，②数波の中速
シングルキャリヤ変調＋簡易な等化器，③ OFDM

（Orthogonal Frequency Division Multiplexing）の
3 案があり，内部での侃々諤々の議論の後，OFDM
を推進していく方針とした．今ではよく知られている
が，OFDM はコンパクトな送信スペクトルを持ち，マ
ルチキャリヤ化と CP（Cyclic Prefix）による符号間
干渉低減効果と周波数インタリーブ＋誤り訂正の効
果により，優れた伝送特性を示す．問題は LSI 化時
の回 路 規 模と消 費 電 力 であったが，FFT（Fast 
Fourier Transform）の演算量低減効果で，サブキャ
リヤ数が 32〜64 であれば 2〜3 年後には「ムーアの
法則」が解決してくれると考えた．しかし，協議会で
は，OFDM 提案は NTT のみで，ほかの提案は全て「高
速シングルキャリヤ変調＋等化器」という四面楚歌の
状態であった．「リアルタイムの FFT は無謀」とか

「OFDM は PAPR（Peak to Average Power Ratio）
が大きく，HPA（High Power Amplifier）に大きな
出力バックオフが必要で，移動端末には向かない」と
いう見解によるものであった．その後，OFDM は多
値変調が可能で，誤り訂正を含めると総合特性に優
れることが示され，最終的に日米欧の 5 GHz 帯シス
テムの共通物理層に採用された．

5 GHz 帯無線 LAN の標準化で，最も早くOFDM
の採用を決定したのは IEEE802.11 で，Lucent と
NTT との共同提案が 1998 年 7 月に承認された．
IEEE802.11 標 準 化 は 前 出 の 守 倉 正 博 氏，ETSI-
BRAN は私が担当していたが，2 か月後の 1998 年 9
月には日欧で OFDM の採用が決定された．面白いの
はチャネル間隔で，当初提案は米国 15 MHz，欧州
25 MHz，日本 20 MHz とばらばらであった．これは，
米国はチャネル数，欧州は高速性を重視したためで
あ っ た が， 当 初 提 案 の 16 QAM（Quadrature 
Amplitude Mod u la tion）に 64 QAM を追加し，20 
MHz でも最 高 速 度 54 Mbit/s とすることで，20 
MHz で日米欧が合意したことである．これによりチャ
ネル間隔も統一され，日米欧共通の物理層仕様が実
現した．その後，IEEE802.11 無線 LAN が市場を席
巻することになるが，「ブロードバンドワイヤレス通
信は OFDM」の流れができた一瞬と言える．

４. ３　ダイナミックチャネル割当
もう一つの悩みがチャネル割当で，それまで制御回

線を用いてハンドシェイクで行っていた回線交換型の
チャネル割当を，ATM の各種サービスをサポートす
るためダイナミックなチャネル割当にする必要があ
り，ARQ（Automatic Repeat reQuest）にも高速化
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が求められた．これに対して，図 7 のフレーム構成に
よる DSA（Dynamic Slot Assignment）とハードウェ
ア処理による高速 ARQ で課題解決を図った．DSA
では FCH で送受信スロットを MAC フレームごとに
割り当てる仕組みとしており，その後の集中制御型無
線パケット通信は，多くがこの手法を用いている．

４. ４　ATM とイーサネット
最後に ATM とイーサネットについて触れておく必

要があろう．ATM は ISDN の延長線上のコネクショ
ン型ネットワークのデータリンク層プロトコルとして
開発され，将来の通信インフラとして様々なサービス
を提供する必要性から，遅延を小さくするため 48 
Byte と い う 短 パ ケ ッ ト で，QoS（Quality of 
Services）に応じた AAL（ATM Adaptation Layer）
が必要であった．これに対し，イーサネットは QoS
制御がなく，コネクションレス型ネットワーク向きで，
コンピュータネットワークに広く使われていた．当時
の高速サービスのユーザはコンピュータネットワーク
のユーザが主で，しかもインターネットはネットワー
ク層の機能をユーザが持つネットワークであった．そ
の結果，インターネットではイーサネットが主で，こ
れがブロードバンドワイヤレスの接続先となるため，
ATM のワイヤレス化ではなく，イーサネットのワイ
ヤレス化が主流となっていった．

後に，海外の研究者の方々と議論したとき，ユーザ
ニーズを調査したところ，ATM の QoS 制御を求めて
いる人は少なく，ほとんどがイーサネットでよいとい
う結果だったと明かされたことがある．ATM は将来
の通信インフラとして「何でもできる」を目指した技
術であるが，当時のユーザには，ベストエフォートで
高速のインターネットアクセスを提供できれば十分で
あったのである．

その後のブロードバンドワイヤレス通信は，携帯電
話では LTE（Long Term Evolution）から 5G，無線

LAN は 802.11a/g，n，ac，ax，be と進展してきたが，
今でもOFDMが使われている．僅かながらでもブロー
ドバンドワイヤレスの発展に貢献できたことを，技術
者としてうれしく思う．フェージングは私が大学院生
の頃から高速ディジタル移動通信の大きな課題で，
当時は「軽減不能な誤り（Irreducible error）」と呼
ばれていた．京大の恩師の故池上文夫京大名誉教授
は「この呼び方はおかしい，技術が未熟なだけ」とよ
く言われていたが，OFDM と誤り訂正の登場により，
この問題はほぼ解決されたと言ってよい．図 8 は
2000 年の国際会議での講演に用いた 16 QAM のパ
ケット誤り率特性であるが，OFDM と誤り訂正と 2
ブランチのダイバーシチを用いれば，PER（Packet 
Error Rate）＝10−2 における AWGN（Additive White 
Gaussian Noise）チャネルとフェージングチャネル
の所要 CN 比特性は 1.5dB で，エラーフロアもなく「軽
減不能な誤り」が軽減されていることが分かる．

OFDM（A）と，その後の大きな技術の潮流となっ

図7　DSAのフレーム構成とチャネル構成

図8　OFDMと誤り訂正と2ブランチ選択ダイバーシチを用い
た16 QAMのパケット誤り率特性



368 通信ソサイエティマガジン　No.64  春号 2023

た MIMO（Multiple-Input Multiple-Output）により，
Gbit/s を超えるブロードバンドワイヤレス通信が実現
されたが，若い研究者の新たな発想により「OFDM（A）
＋ MIMO」をしのぐ技術の登場を期待したい．

 5.  研究開発マネージメント，そ
して大学へ

その後，研究・技術の現場から研究開発マネージ
メントを担当した．ミッションは将来のワイヤレス
システムに必要な研究課題を考えることで，将来の
ワイヤレスシステムやサービスの仮説を立てては検
証，修正をしていくプロセスだったと思う．しかし，
研究開発マネージメントは目標設定と実施のための
フレームワーク作りで，実務は研究現場の研究者に
まかせるので，少々フラストレーションのたまる仕
事でもある．

手掛けたテーマは，ソフトウェア無線，MIMO-
OFDM，MU（Multi User）-MIMO，ʻ もの ʼ の通
信を可能とする広域ユビキタスネットワーク

（WAUN: Wide Area Ubiquitous Network），RFID
（Radio Frequency Identification），衛星による列
車インターネット，超軽量大形展開アンテナによる
マルチビームモバイル衛星通信など多岐にわたる．
ʻ もの ʼ の通信を狙った広域ユビキタスネットワー
クは「低速，広域（10 km），超低消費電力（電池
寿命 10 年）」のコンセプトで，システムを試作し
実証実験を行った．現在の LPWA（Low Power 
Wide Area）の先駆けで，私は道半ばで NTT を退
職してしまったが，後に実用化を断念したと聞いた．
新しいサービスを作るのは本当に難しい．

50 歳のときに NTT から大学へ転職し，茨城大
学工学部メディア通信工学科で教育・研究に携わる
ことになった．学生を教育しながらの研究で，企業
の研究所のように多くの優秀なスタッフがいるわけ
ではないので，多くはできないと肝に銘じ，研究は

「周波数有効利用」技術にフォーカスした．大学の
研究のいいところは，リスクを取れることと，自分
で研究テーマを選択できることである．

大学では「衛星／地上統合移動通信システム」の
ための衛星通信と地上モバイル通信の周波数共用

（すみ分け），コグニティブ無線技術では他システム
との周波数共用に加えて，テレビガードバンドの利
用技術，不連続な空き周波数帯を自由に利用するた
めのフィルタバンク，最近ではガードバンドを極限
まで少なくすることを狙いとした低 PAPR 変調技
術や低 ACLP（隣接チャネル漏えい電力）化のため

のモバイル端末用リニアライザ等々の研究に取り組
んだ．また，高周波利用では，60 GHz 帯のミリ波
MIMO，ミリ波利用促進のためのマイクロ波・ミリ
波無線システム周波数協調技術などを手掛けたが，
企業との共同研究や国からのファンドで実施した
テーマも多い．60 GHz 帯は，当時 NICT の PD（プ
ログラムディレクタ）をされていた加藤修三氏の依
頼 で，NICT が 取 り 組 ん で い た IEEE802.15.3c，
IEEE802.11ad の 60 GHz 帯無線 LAN 標準化の手
伝いをさせて頂いた．

主にワイヤレス通信の研究に携わってきたが，茨
城大学が日立オートモティブシステム株式会社（現
日立 Astemo 株式会社）と包括連携協定を結んだ
ことがきっかけで，自動運転に用いるレーダ間干渉
の低減・回避技術の研究を始め，干渉低減技術を提
案し実験により実証した (4)．大学時代に移動通信に
夢を感じたのと同様，自動運転は夢を感じるテーマ
であったこと，ワイヤレス通信技術の応用により
レーダの干渉問題を解決できそうとの直感があった
ことが大きい．青臭いかもしれないが，やはり「夢」
は研究の原動力であり，「新しい分野への挑戦」と「異
なる技術の出会い」は大切と思う．

世の中はますますワイヤレスを必要としており，
次世代モバイル通信である B5G(Beyond 5G)/6G
の研究開発が世界的に推進され，コンセプト作りが
進められている．超カバレージ・多数接続では，多
くの ʻ もの ʼ・人が，海や山など，どこでもワイヤ
レス通信を利用できることを目指しており，その手
段として再び衛星通信や HAPS（High Altitude 
Platform Station）に期待が集まっているのは興味
深い．「夢のワイヤレス通信」に向けて，まだやる
べきことは多い．例えば，無線LANの60 GHz帯や，
5G の 28 GHz 帯など，ミリ波利用がまだ本格化し
ていないのは技術が未熟だからであろう．いつの日
か，ミリ波のような高い周波数をモバイル通信で使
いこなす技術が登場することを期待している．近年
では AI や機械学習などの新たな技術が登場してお
り，周波数割当と干渉調整を全自動化して，周波数
を自由に利用できないだろうか，などと夢想してい
る．

 6. おわりに
この記事が読者の皆さんのこれからの研究者人

生の参考になるか，はなはだ心もとないが，私の研
究歴とそれにまつわる個人的見解を述べた．異なる
見解を持つ方もおられようが御容赦願いたい．
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企業の研究はやることを自由に選べるわけでは
ないが，仕事を通じて様々な経験，人との出会いが
あり，希望と違う仕事でも，一生懸命やれば学ぶこ
とも多く，仕事も面白くなり，運が良ければ評価も
されることもある，ということと思う．私自身，約
半世紀にわたり，良き先輩，同僚，後輩，学生諸君
に恵まれ，楽しく電波に関わる仕事をさせて頂いた．
もちろん，多くの厳しい局面もあったが，「全てを
ワイヤレスに」を目指して頑張れたのは，電波・ワ
イヤレスが好きだからこそと言える．

こういうこともあって，大学では学生に「なるべ
く好きなことを仕事にしなさい」と言ってきた．し
かし「好きなこと」を見つけるのがなかなか大変で，
自分でやってみるしかない．そこで，自分の体験に
基づき，子供たちに電子工学，通信工学を好きと思っ
てもらえるきっかけにならないかと考え，電子情報
通信学会・東京支部の支援を頂き，小学生相手にラ
ジオ作り教室を 10 年間実施した．幸い，この取組
みは多くの方から支持され毎回「満員御礼」で，通
ソマガジンでも紹介させて頂いた (5)．ラジオ教室に
参加した子供が「ラジオ教室がきっかけで工学部に
進学し，この研究室に来ました」と私の研究室に来
てくれることを夢想（妄想？）していたが，残念な
がら，この夢は実現していない．

最後になるが，電子情報通信学会には 45 年にわ
たり，研究発表や論文出版等，研究活動を進める上

で大変お世話になってきた．であるので，学会から
の依頼は極力断らないようにしてきたし，通信ソサ
イエティ会長・副会長等に在任中は，技報電子化な
ど，少しでも学会活動をより良く，サステナブルに
するために努力したつもりである．しかし，日本の
少子高齢化に伴う会員数の減少等，学会をめぐる環
境の変化は激しく，今後も模索が続くであろう．多
くをできる力は残されていないが，せめて困ったと
きの相談相手になれる「ヨーダ」であれればと思う．
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1  はじめに
今回紹介する科学館は，宮城県仙台市にあるスリーエ

ム仙台市科学館です．本科学館は昭和 27年に開設され
た「サイエンスルーム」が起点となり，平成 2年に台
原森林公園内に移転され現在に至ります．「ふれる科学
ためす科学」をモチーフに，自然史系，生活系，理工系
をテーマとして，体験できる展示が多数あります．

2   
科学館外観とエントランス
天井の人力飛行機

図1（建物全体像）が本科学館の外観です．台原森林

公園の崖に面して敷設されており，この写真の正面入り
口は建物3階に位置しています．建物の中を通って行く
と，台原森林公園を一望できるテラスへと続き，木々が
あふれる緑豊かな公園に科学館があることが分かります．
入館して最初に見えるのが，図 2（飛行機）の鳥人間

コンテストで優勝した人力飛行機です．吹き抜け一杯に
飛行機の羽が配置されており，飛行機の大きさを間近で
感じ取ることができます．飛行機で滑空する原理につい
ての詳細も科学館の中で解説されており，空を飛ぶこと
の壮大さを感じ取ることができます．

3  自然史系展示
自然史系展示では，自然界の仕組みを体験する展示が

あります．ゾウなどの標本の数の多さは国内の科学館で
も上位に来るほどであり，図 3にあるセンダイゾウの
標本の大きさは圧巻です．今回は時間が限られており，
自然史系展示室を詳細に拝見することができなかったの
で，次回の楽しみにしたいと思います．

4  生活系展示
生活系展示には，身近な生活の中にある科学を体験で
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図 2　人力飛行機 図 3　ゾウの標本（手前：センダイゾウ、奥：ミエゾウ）

図 1　スリーエム仙台市科学館の建物



きる展示があります．生活系展示エリアに入ると，最初
に見えるのが図 4にある「チャレンジ・ラボ」という
看板です．チャレンジ・ラボは，科学工作や実験を体験
できるコーナーであり，筆者が見学した際には，スト
ローと紙を「輪っか状」にして飛ばす「リング・リン
グ・グライダー」の工作がありました．紙飛行機とは異
なる羽形状でありながら，遠くまで飛ばすことができる
点が面白いです．「チャレンジ・ラボ」にはコロナ禍で
の企画として，「おうちでチャレンジ・ラボ」があり，
自宅にある物を使いながら，動画像を見て実験すること
ができます．ぜひ，興味のある方は，仙台市科学館の
ホームページを御覧下さい．
http://www.kagakukan.sendai-c.ed.jp/

5  理工系展示
理工系展示は，最新の科学技術を紹介する展示があり

ます．東北大学と連携し，「仙台の発明箱」と称して，
西澤潤一博士による光通信や，田中耕一氏による生体巨
大分子の質量分析，八木・宇田アンテナなどが紹介され
ています．
この中で，特に筆者が興味を持ったのが，図 5の電

力用マイクロ波無線通信装置であり，その国産第 1号
機が展示されています．昭和 28年 3月に日本の民間で
初めて使用されたマイクロ波無線機であり，宮城県仙台
市から福島県会津若松市まで，中継器で無線伝送を確立
しました．集積化が進む現代の無線機では見ることがで
きない個々の機能を実機で見ることができ，無線機を勉
強するための素材として大変貴重だと感じました．
もう一つ，波動関連として注目したのが，図 6にあ

るスタンディングウエーブです．これは，スピーカから
単一周波数の音を放射することで，管の中の水に波が立
ちます．音の高低（音の周波数の高低に対応する）に
よって，波の数が変わる様子を確認することができま
す．これにより，音が縦波（進行方向に成分を持つ波）
であることや音の周波数の違いを視覚的に見ることがで
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図 6　 スタンディングウエーブ（音の高低で管内の波の数
が変化する）

図 4　チャレンジ・ラボ（左），筆者が作成したリング・リング・グライダー（右）

図 5　マイクロ波無線装置（国産第 1号機）



き，波動を視覚的に理解することができる展示として注
目しました．
最新の展示品として，図 7にある無線電力伝送を利

用したミニカーを走らせる「ワイヤレス給電サーキッ
ト」があります．残念ながら，調整中で稼動していると
ころを見ることはできませんでしたが，近未来の車を予
感させるような展示であることが予想されます．

6  まとめ
今回御紹介した展示は，全体のごく一部に限られ，こ

れ以外にも，磁気浮上や形状記憶合金，オーロラの発生
原理やバーチャルリアリティを利用した技術などを紹介

する展示があり，各展示では「見て，触れる」ことがで
きる実験が用意されています．今後，展示品のリニュー
アルも計画されており，最新の科学技術を理解できる科
学館として，是非お出掛け頂ければと思います．

田久　修 （正員：シニア会員）
平18慶大大学院博士課程了．博士（工
学）．平16オーストラリア・シドニー
大 Visiting Scholar．平 26 信州大学術
研究院（工学系）准教授．現在，コグ
ニティブ無線に関する研究に従事．
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図 7　ワイヤレス給電サーキット場
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私の「無駄な時間」
和文マガジン編集委員長 辻 宏之

Hiroyuki Tsuji

巻 末 言

Afterword

コロナ禍で在宅勤務，オンライン会議などがかなり
定着し，働き方や会議・授業のやり方も変わって

きたと感じています．一方，情報通信技術もそれに合
わせて変化していると思います．在宅勤務やオンライ
ン会議・授業の増加で，通信インフラや通信システム・
ソフトウェア技術が向上したことは皆さんも実感され
ていると思います．特にオンライン会議システム技術
は，日々進化しています．更には，メタバース技術が
登場するなど，ますます情報通信の技術が，このパン
デミックの社会に関与していることは間違いありませ
ん．一方，コロナ禍で社会全体が大きく変わったこと
は言うまでもありませんが，特に移動する機会が減っ
たことは自分にとっても大きな変化でした．
■どのくらい人の移動が減ったのか？
　では，どれだけ人の移動が減ったのかと思い，具体的
な数値を調べてみました．
　まず，世界的な航空機の利用では，IATA（Oct.~Dec. 
2021）によれば，2021 年の世界の航空輸送は 2019 年
比で旅客輸送量（RPK）が 58.4% 減と見積もられていま
した (1)．簡単に言えば，世界では約 6 割飛行機による移
動が減ったことになります．鉄道を見てみると，JR 東日
本（東日本旅客鉄道）がコロナ禍における山手線駅利用
状況の変化について，Suica のデータを用いた分析・調
査を行いました（2）．ここには東京中心部における年齢別
や駅の利用状況など様々な結果が示されています．これ
によると，東京中心部で JR 東日本の利用客はコロナ前と
比較して約 3 割から 5 割の減少であることが示されてい
ます．現在の ICT を活用した方法で，このような数値が
得られることは技術的に興味あるところです．また，コロ
ナ禍における生活行動に関する情報は，国土交通省によ
る新型コロナ感染症の影響下における生活行動調査にま
とめられています (3)．これらの結果が示すように，コロナ
禍では人の移動はかなり減っていることが数字を見ても
分かります．
■オンライン会議と「どこでもドア」
　2022 年末では，出張や旅行も徐々に回復しつつあり，
ようやく社会が動き始めている感じを受けます．一方，オ
ンライン会議やウェビナーのようなイベントは健在です．
開催者は会場費が削減でき，参加者は会場に向かうまで

に発生していた交通費も発生しないため，参加者側にと
っても大きなメリットとなります．また，参加者はインタ
ーネット環境さえあれば，パソコンやスマホを使ってどこ
からでもアクセスすることが可能です．更に移動時間が
必要ないため，瞬時に別の会議やイベントに参加できま
す．このようなシステムは，いわゆる会議の「どこでもド
ア」だったのであり，ある意味実現できていると思います．
このため，すっかり私も出不精になっていました．
■無駄な時間
　これまでは会議に参加するため，お金と長い時間を掛
け，時には時差ぼけと闘いながら，現地に到着し会議に
参加していました．オンライン会議を活用すると，移動に
必要な時間「無駄な時間」を使う必要がなく，効率良く
会議をこなすことができてしまいます．しかし，この「無
駄な時間」は自分には本当に無駄な時間だったのかと，
最近考えるようになりました．
　よく考えると，移動中に頭を切り替え，考えを整理した
り，車窓からの景色に季節の移り変わりを感じ，時には今
はこんなものがはやっているのかと気づくこともありまし
た．また，現地でしか食べることができない料理を頂いた
ときの喜びはひとしおです．このように移動することによ
り，実は多くの情報を得ていたのです．私の場合，どうや
ら無駄と思われた時間は無駄ではなかったようです．
　将来は，X Reality 技術により，このような課題も解決
されるかもしれませんが，現地での食事（特にお酒）の
課題はまだまだ解決しそうにはありません．それから，運
動不足も私の課題です．
　今後どのように変化し対応するかは課題ですが，移動
が少なくなった状況では，これまでの方法では情報が得
られなくなる一方，新しい技術が生まれ，それを活用しな
いといけないと思う今日この頃です．
　

（1）  民間航空機に関する市場予測 2022-2041，令和 4
年 3 月，一般財団法人日本航空機開発協会

（2）  JR 東 日 本 ニ ュ ー ス，2021 年 11 月 4 日 発 行，
https://www.jreast.co.jp/press/2021/20211104_
ho04.pdf

（3）  https://www.mlit.go.jp/toshi/tosiko/toshi_tosiko_  
tk_000056.html
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Editors Note
編集委員拝命後，今号が初校閲でした．自分が一読して分
からない点が，ほかの読者も同様に感じるのか，実は分か
らないのは自分だけではないか，など考えながら校閲作業
をしておりました．少しでも分かりやすい記事になってい
れば幸いです．
 （D.K.）

工学は，その多くが産業用途への応用から徐々に民生用途
へと拡大してきたかと思います．本号にてディジタル技術
のエンターテインメントやデザイン，アートなどへの応用
に触れ，ディジタル技術の成熟を感じるとともに更なる応
用への期待も膨らむ内容だったと思います．
 （Y.S.）

本号の小特集記事では，情報通信技術の新しい利用法につ
いて，数多くの提案が行われています．最近の私は，年を
取るにつれて頭が固くなってしまっているような気がして
なりません．若い頃のように，頭の柔軟さを取り戻したい
今日この頃です． （H.N.）

大変に貴重な和製 RDBMSの開発物語を後世に残せてよ
かったです．プラットホームの開発の楽しさや重要さが伝
わるとうれしいです． （S.Y.）

VRは今後いろいろな分野に利用されつつある中，VRゴー
グルが急速に普及しています．ただ実際に使ってみると，
まだまだ大きく重たいと思っています．将来は更に小形軽
量化となり，眼鏡形や直接目に投影する技術などが出てく
ると，まさしく映画のシーンで出てくる世界が来るのかと
期待しています． （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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ケージの中には多数のアンテナ素子で構成され，ビームフォーミング技術により広い範囲の電波放射を実現し

ている．光張り出し技術により，受信した電波を光ファイバ回線によりサーバに転送して，変復調処理をする

ため，アンテナ周りが極めてコンパクトになった．2020 年 3月から北九州市の九工大戸畑キャンパス内に敷

設され，これまでに障がい者支援や 5Gの低遅延性能を生かしたロボット制御（スマートロボット）などの実証

事業が実施されている．
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ローカル5G

田久　修（正員：シニア会員）
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