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会 長 就 任 あ い さ つ
一 電気通信が抱 え る諸 問題一
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この度, はか らず も会員皆様方の御推挙 によ りまし

た技術開発を行い,経済社会 の発展 に 寄与 す る と共

0 有余年 の輝やかしい歴史 を持つ本会 の会長 に
て,6

に,広 く人類 の福祉 の向上に貢献することが我々に課

就任することにな りましたことは身 に余 る光栄であ り

せ られた重要な責務である と思います.

ます.
本学会は,電信電話学会 の名称で大正 6年設立 され
ましたが,発足当時の会員数は 4
8
3 人 と伺 ってお り
ます.それが今 日では会員数 3
0,
0
0
0をこえる,我が

この意味において,本学会 の果たすべき役割は誠 に
大 きい ものがあ ります.
特 に次 の時代 を担 う若い会員 の方々の御努力 を強 く
期待 したい と思います.

国有数 の大学会 に発展 し,数々の優れた業績 をあげて

本 日は, グローバルな観点 に立って電気通信の抱 え

科学技術 の発展 に多大 の貢献 をしていることは,誠 に

ている諸問題 の うち,特 に重要 と思われるものについ

御同慶 の至 りであ ります. このよ うな発展ができまし

て概観 してみたい と思います.

たのは,歴代会長 をは じめ学会役員,会員各位 ならび

もとよ り,私はこの問題 の専門家ではあ りませんの

に職員の方々の不断の御努力の賜であ りまして,心か

で不備な点は多々あることと思いますが,意 のあると

ら敬意 を表する次第であ ります･

ころを汲んでいただきたい と思います.

私はもとよ り浅学非才であ りまして, このよ うな由
緒 ある学会 の会長 の重責を果た しうるか否か,誠 に心

1.電気通信の国際格差

もとな く存 じてお りますが,本学会発展 のため,私な

戦後,世界の電気通信は急速な発展 を続 けてまい り

りに微力を尽 くす決意でございます.会員 の皆様方 の

9
5
1年 よ り 1
9
8
0年 に至る 3
0年間にアメリ
ま した.1

変 らぬ御支援,御鞭蛙をお願い申し上げる次第であ り

カを除 く世界の電話機数 は,3
,
2
0
0万から 2億 9,
5
0
0

ます.
近年他の産業分野 におきましては,技術進歩 にやや
停滞 の色がみ られ,経済成長率 も低下 しているや に見

万台に達 し,人 口 1
00人当 り電話機数 も 1.
4 台か ら

1台 と飛躍的 に増加 しています･
ll.
しか し, これを地域別 にみると,アンバ ランスはむ

受けられ ます.幸いにして,電子通信の分野におきま

しろ増加 しているよ うにみえます･

しては,次々 と新 しい技術革新が行われ,今後 の世界

アフリカ大陸の電 話 機 数 は, この間 8
9万台か ら
5
0
0万台 と約 5.
6倍 の伸びで世界平均 よ り少ない上,
人 口の増加率が他地域 よ りはるかに高いため,1
0
0人

経済の発展は,エ レク トロニクス技術 を核 として展開
してい くものと予想 されてお ります.我が国は, この
分野におきましては現在米国 と並んで,世界で も最 も

4か ら 1.
6とわずか 4倍 になっ
当 り電話機数では ,0.

進 んだ位置にあるといわれていますが,更 に一層優れ

ているに過 ぎません. しか も,それ らの電話機 の大部
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分 は都市地域 に集 中していて,例 えばエチオ ピアでは

の地点の地球局 との間に,高品質,広帯域の情報伝送

1
9
8
0年全国 8万 9千台の電話機 の うち,首都ア ジ ス

を可能 とします.従 って,隣接区域の設備 とは無関係

アベバ に 5万 2千台,第二の都市アスマテルに 1万 1

に必要な地点 に重点的 に地球局を設置できるので,効

千台が集中 し,その他の全地域 の電話機数 を 合 せ て

率良 く,ルー ラル地域 の電気通信サー ビスを始 めるこ

も,全体 の 27% に過 ぎないのです･

とができます.

要するに,発展途上国のルー ラル地域では,通信手

I
TU と OECD は協力 して数年来,開発途上国の

段は現在でも徒歩か乗物か とい った交通手段 に頼 り,

ために衛星 を用いた通信設備計画 の研究 を続 けてきま

交通が同時 に通信である とい う状況か ら抜 け出 しては

したが,昨年 これ を, グロー ドム計画 とい う名で発表

いないのです.

しました.

通信 とい うものは常に送 り手 と受け手があって成 り

この計画 によれば, 4個 の衛星 を世界のルー ラル地

立つ ものであ りますから,特定 の先進国だけがいかに

域通信専用 として打 ち上げます･一つの衛星は 2
4個

優れた通信設備 を持 っていても, このよ うな地域が存

の中継器, 1中継器 は 5
00 回線 の中継線 を提供でき

在する限 り,世界通信は極 めて不完全 な形で しか実現

ますので,1衛星当 り 1
2,
0
0
0,全体で 4
8,
0
0
0の衛星

しない ことにな ります.

回線が確保 され ます･

経済 の発展 のためには,インフラス トラクチャとし

次 に,平均 して 1中継線 に 1地球局 を対応 させ, こ

ての交通通信 の発展が不可欠であ り,それを整備する

0の端末回線で共用 させることとすると,全世
れを 2

ことによって,社会 の進歩が可能 となる点 については

界 に 96万 の加入者回線が供給 されます･

国際的 にも幾つかの研究があ り,各国政府 もこの点に

6万 の加入者回線を地球上のルーラル地域 に
この 9

ついては, よ く認識 しているよ うに思われます (
この

ほぼ平等になるよ うに うま くバ ラま くと,人類すべて

4月 に開かれた国連アジア太平洋,経済社会委員会 に

が徒歩 1時間以内で,電話 の回線端末 に到達すること

0年間を
おきまして,ギブ リア事務局長 は 今 後 の 1

ができると考えられます.

0 年｣ とするよ う
｢アジア太平洋地域 の運輸通信の 1

この方法 によって,従来都市内回線 の約 5倍 のコス

提言 し, これが地域 の発展 のための最良の手段である

トを要 した/
レ‑ ラル回線設備費 を,ほぼ都市内回線並

と述べてお ります).

みに抑 えることが可能だ と報告 されています･

しか し,それ にもかかわ らず,ルー ラル地域 に電気

これ は大変壮大 な構想であ り,その実現 までには多

通信が発達 しない のには,幾つかの理 由があ ります･

くの困難 も予想 され ますが,いずれ にして も衛星 とい

この最大 のものは,何 といって もルー ラル地域が地

う最新技術 を用いて,従来では不可能 と思われていた

域的条件の厳 しさや過疎であるため,電気通信設備 の

/
レ‑ ラル地域 の通信問題 を一気 に解決 しよ うとい う考

創設費,保守運用費等がか さみ,経済的に実現が困難

えは,我々にとって も大いに参考 になるものといえま

な点であ ります･

しょう.

日本でもかつて,電話 の普及が遅れていたころ農村

なお,イ ンテルサ ッ ト機構 も国際通信用 に打 ち上げ

地域 に対 しては,有線放送電話や農村集団電話等の過

る衛星 の余裕 中継器 を用いて,本 プロジェク トと同様

渡的技術が導入 されました･

の計画 を検討 しているよ うです

(
VI
STA サー ビス)･

米国においてさえ,農村電化局が特別 な補助金を使

ただ, これ らの計画では衛星回線 の部分 の検討は十

ってルー ラル地域 の電話 の普及 を計って い る 状況 で

分 されていますが,それ につながる加入者回線 の部分

す.国連 の援助計画や, 2国間の協力援助がおおいに

の検討は不十分なよ うに思われ ます･ルー ラル地域 と

要望 され るところであ ります･

いっても島 もあれば,山岳地帯,砂漠地帯 といったよ

しか し,それはそれ として,技術革新 によってルー
ラル地域 の従来 の制約 を克服 し,各種 の電気通信サー
ビスをこれ ら地域 に早急 に導入することは先進国通信
技術者 の義務 とも考えられ ます･
衛星通信 システムは,原理的 に地球上の距離や 自然

うに地域的条件は全 く違 うわけですか ら,各地域 の特
性 にあわせた加入者線用設備が必要 とな ります･
伝送媒体 としては,既存線路設備があればこれ を多
重化する方式が適当であ りましょうが,一般的 には無
線方式 の方が適用範囲が広い と思われ ます･

の障害物 とは無関係 に,衛星からの電波 ビームがカバ

また,/
レ‑ ラル通信 を考える場合,商用電源 が使用

ーする範囲内であればどこで も地球局を設置 して,他

できる場合が少ない ことを考えれば,太陽電池や風力

Vo
l
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7
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発電,燃料電池, 1次乾電池の使用 も考えなけれ ばな

化の手段 として,企業 ごとにコンピュータ化が実施 さ

りません.従 って,地球局を含 め,通信設備は極力低

れ,次 に為替交換 の必要性等から,全国規模で銀行専

消費電力 のものが望まれます.また,保守運用のため

用ネッ トワークが建設 され ,更にはそれが 世 界 的 な

の手数が少な く,簡単で信頼性の高い ものである必要

SWI
FT 網 となるといった形で,いわば自然発生的 に

があ ります.

その場その場 の必要 に応 じてシステムが決められてい

但 し,それが特殊な仕様 のため高価 になることは避
けな くてはな りません.

るのです.そ してこのよ うな発達は次 の問題 をも関連
して くるわけです.

いずれ にせ よ,従来通信技術者は,いわゆる大容量

すなわち,情報通信が国際的 に広がってい くことに

化によってコス トの低下を計 ることに慣れ,多重化,

よ り,情報 の国外‑の流出が問題 とな ります.一般的

超多重化 の技術 を専心追い求 めてきたよ うな気が しま

な情報 の流出は問題ない として も国益 に影響するよ う

す. このため,先進国で も市外回線 のコス トは急速 に

な貴重な情報が通信網 を通 じてすべて海外 のデータベ

低下 しているにもかかわ らず,市内側 のコス トはそれ

ースに収 められて しま うよ うなことになる と,国の政

ほど低化せず,料金面でのアンバ ランス状態 を生 んで

策の決定や重要な経済社会活動のための情報等を海外

お ります.ルー ラル地域 の発展 のためには 何 と か し

に依存 しなければな らない といった危険が生 じて くる

て,小容量回線 を経済的かつ高信頼性 をもって提供で

わけです･ これは相当以前か ら越境 デ ー タ 流通問題

きる技術を生みだす必要があるのです･

2
.先進 国 に お け る通 信 の 多様 化
電話が既 に普及 しつ くされている先進国においても
通信は多 くの問題 をかかえています･それ を一 口にい
えば,通信サー ビスの多様化 とい うことであ りましょ

(
TBDF) とい う名前で,OECD で論議 されてきた も
のですが一国の通信主権 とい う考え方 と自由な情報 の
流通 による経済的合理性 の追求 とい う考 え方 との間に
調和をとることができず今 も結論を出 しかねている状
態です.
また,放送衛星業 によって直接放送が可能 になった

ラ.従来 の音声通信か ら画像,データ通信‑,また固

ときも情報が自由に国境 を越 えて他国に侵入 してい く

定通信か ら移動体通信‑ とい う風 に多様化が進んでい

ケースが増大 して くるで しょう.

きます.公衆通信網に対 しても従来 の一国‑独 占網の

もう一つ別のインタオペ ラビリティの問題があ りま

考 え方は崩れ通信網 の自由化時代がきつつあ ります･

す.今までは各国はそれ ぞれ独 自の通信網 をもってい

各国政府はこの事態に適合するための政策立案 に腐心

て,国際通倍の場合においてのみ,関門局でそのイ ン

していますが技術的にみれば次のよ うな点が大 きな問

タフェースの調整 をしてきました･国によっては地域

題点 となっているようです･

ごとに,電話会社が別であるため,その相互接続 を市

その一つは通信系 と情報処理系の機器のネッ トワー

外局で行 っている例 もあ りました･ しかし,いずれ に

ク‑の接続 の問題であ ります･ コンピュータと通信 の

してもこれ らはすべて,地域独占をベース としたもの

融合 とい う概念が語 られた時からもはや,電話機 は単

で した･ ところが今 日では,我が国で も通信法の改正

なる通信装置でな く種々な情報 を取扱 う端末装置 の一

によって電電公社,KDD による通信 の独 占はな くな

BX は電話交換機 か ら多 目的
つ として考えられ ,P

り,同一地域内に新 しい一種業者の出現が予想 され て

oA システムの処理装置の一部 と位置づけられ,電話

います･米国では ATT に 対 するアザ‑コモ ンキャ

回線はマンマシンインタフェースの情報伝送路 とも考

OCC)として数年前か らこの状態が生 じていま
リヤ (

えられ, これ らの機器 と情報処理系の機器 との結合問

すが, この両者 を平等 の条件で相互接続 させよ うとす

題はサー ビスの拡張,機能の強化 と共 におこ り,その

る と番号問題 とか,料金問題 とか極 めて複雑な問題 が

ための接続条件や,手順 の整合 については,技術的 に

起 り米国議会まで巻 きこんだ論争は今 も終 っていませ

十分検討 されるべ きであ りましょう･特にインタフェ
ースの標準化, ソフ トウェアの互換性 の保持 といった

ん. この通信 自由化 の考 えが国際通信 にも持 ち込 まれ

ことが使用者側か ら強 く要望 されてお ります.

る と実 に複雑な問題が生 じて くるものと思われ ます.
以上述べた問榎はいずれ も広義 のインタオペ ラビリ

しかし, このよ うな標準化作業 の前 に需要 の方がど

ティの問題 といってよいであ りましょう.通信 の世界

んどん先行 しているとい うのが現実の姿 で す.例 え

では,I
TU において,CCI
TT,CCI
R の会合を通 じ

ば,銀行業務 においては最初オフィス内での作業合理

て常 に世界共通の通信に関する標準を審議 し制定 して
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きてお ります.従 って,上記のよ うな問題についても

られているのはいわゆる暗証番号方式であ ります.し

通信技術者達は極力標準化 をすすめるべ く努力 してい

か し,現在 の磁気 カー ド等 を使 ったものは簡単 に解読

るわ けですが,現実は標準化作業のス ピー ドよ り新 し

可能です し, また,情報内容そのものは暗号化 されて

い問題 の出現 のス ピー ドの方が上回っているよ うに見

いないので,衛星等 を用いて無線伝送 をする と他人 に

えます.

傍受 され,秘密が洩れ る危険があ ります.

その理 由は,今,通信 の世界 にお こりつつある変化

第二次大戦 の勝敗 を分 けたのは米英 と日独 との暗号

は C& C とかニューメディア とかい う言葉 に象徴 さ

化能力 と解読能力の差 にあった とさえいわ れ て い ま

れるよ うに,従来 の通信 の概念 を大 き く越えて,いわ

す.

ば革命的な事態が生 じているか らだ と思われ ます.
技術 の急速な立上 りの際 に標準を設 けることは自由
潤達な創造性 にあふれた技術開発を抑止する方向の働

I
BM 社 は早 くからこの間題 に取 り組み,各種 の暗
号化装置を作製 し,一部 は米国の棟準 ともなっていま
す.

きをしますので, むしろ標準化は急がない方がよい と

我が国で も最近 この研究が活発に行われ て い ま す

い う意見 もあ りますが,それ も行き過 ぎると一般公衆

が,今後 の情報化 の進展 に伴 ってますます重要 となっ

に多大 の不便 をかけることにな ります. ここでも相互

て くる分野であ りましょう･

矛盾 の調和 を計ることが大変重要なのです. しか し,
いずれ にして もこのよ うな自由化 の嵐は当分続 くもの

3.言語 的障 害 と時差

と思われ ますので,インタオペラビリティを確保する

世界通信 を考えた場合,古 くか ら現在 に至るまで最

ための技術,インタフェース技術が今後 の通信網技術

大 の問題は常 に言語 の壁であ りました.バベルの塔 の

の最大 の課題 となって くる と思われます.

伝説 を読むまでもな く世界の紛争 の大部分は言語的障

この意味でネッ トワー ク側 に相互変換装置 を 設 け

害 による相互理解 の困難 さに起因 しているといって も

て,各種 のインタフェース機能を持たせ,端末側 には

よいであ りましょう.今 日 で も 国際通信 の相当部 分

自由な独 自の装置の使用 を可能 とする方法,いわゆる

は,電報やテ レックスのよ うな記録的手段 によって行

VAN 的通信網は今後 の通信網構成 にとって,極 めて

われていますが,それ は単 にそれ らの手段が電話 に比

重要な意味を持って くるであ りましょう.

較 して安い とい う理 由ではな くて,記録することによ

とはいっても異なった通信網 との相互接続 を既存通

って翻訳の時間的余裕 を持つことができるとい うこと

信網 を全 く変化 させずに実施 させることは極 めて困難

が大 きな理 由なのであ ります. しか し, このことは今

であ り,既存通信網側 も新 しい変化 に対応 して相当な

日のよ うに世界が大量 の通信回線 によって瞬時 につな

変革 を要求 されることは間違いあ りません･例えば既

がれる時代 には耐 え難い よ うな制約 と考え られ るであ

存の一種通信業者が新 しい一種通信業者 と相互接続 を

りま しょう. また,同 じ記録通信で も現在はアルファ

するためには加入者 ごとの詳細課金記録装置は必須の

ベ ッ トによる通信が主力であ り,漢字などを利用する

条件 となるで しょうし, ダイヤル式電話機 に対する多

他 の言語圏の人々にとっては極 めて不便であ ります.

数字 レジスタの導入 も必要 となって くるであ りましょ

欧米では普及 している加入電信が,我が国ではそれほ

ラ.

ど普及せず,その代 り世界最大 のファクシミリ使用国

このよ うに異機種間,あるいは異 ネッ トワーク間の

となっているのは言語 の故 としか考えられ ません.今

通信が大幅 に進んで情報伝送 の自由が拡大 されれば さ

後,漢字 ワー ドプロセッサや 日本語 テ レックスの発達

れる程,一方ではある種 の情報 に関 して特定 のグルー

によって, ファクシミリの需要 に変化があるか否か,

プの間だけで秘密にしておきたい とい う要求が生 じる

興味のあるところであ ります･

ことも当然 であ ります.

ところで, このよ うな言語 の壁 に対 して,最近, コ

これは先程 TBDFや衛星放送 の問題 として取 り上

ンピュータの進歩 に伴 って, 自動翻訳装置出現 の夢が

げたものと同種 の問題であ り,広 くいえば情報流通の

描 き うるよ うになってきました.1
9
8
3年 の秋, ジ ュ

自由とプライバシーの自由の争い ともいえま しょう.

ネーブで開催 されたテ レコム 8
3で初 めて我 が国か ら

この間題 に対する技術的解決手段 として考えられる

日本語 ･英語 ･スペイン語 の自動翻訳機が展示 され注

のは,いわゆる信号暗号化技術であ ります.そのもっ

目を浴びました. もちろんこれは, まだ極 めて初歩的

とも簡単な手段 として現在データ通信関係で広 く用い

な もので,実用機 とはよべない ものであ りますが,普

Vo
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声認識,音声合成等の技術 の進歩によって, 自動翻訳

です.小 さな船 を仕立てて, ミクロネシアの海を 2晩

機 の可能性は着実 に高まっているよ うに思われ ます.

か 3晩かかって渡 る以外 に方法はないのです.

5世代 コンピュータの開発 もこの実現 のための大きな

世界は交通 ･通信 の発達 によって, ものす ごく小 さ

武器 となるであ りましょう.幸いにして我が国は, こ

くな り縮んできました. しかし,縮んだのは大都市間

の方面 の研究 においては現在,世界の最先端 にあ りま

とか特別 の地点 とかごく一部 に限 られ,アフリカとか

すが,更に一層の努力が望まれ ます.

西太平洋の大部分 の人々は数百年前 とほとんど変化 の

なお,言語 の壁 に比較する とそれ程大きな障害では
ないか とは思いますが, もう‑つ記録通信が好まれ る
理 由として,時差 の問題があ ります. これは人間の生
活 リズムが変 らぬ限 り,技術的には越え難い壁 として
残るのではないで しょうか.

4.‑ つ の世界 ,一 つ の ネ ッ トワ‑ ク
加藤秀俊教授 は ｢
情報化 と地球｣ とい う講演 の中で
ボナペ島での経験 を次のよ うに話 してお られ ます.
『ボナペ とい うのはミクロネシア群 島の中の一つで

ない情報手段 しか もってないのです』
現在 の地球は電気通信網 によって非常にいびつな形
に縮んでいる といって もよいであ りましょう.
同 じよ うに先進国同志であって も言語の壁 とか国家
主権 の壁 とか, あるいは接続インタフェース とかの違
い とかによって阻まれている通信需要は驚 く程多いよ
うに思います.
昨年 は世界通信年であ り,その標語は ｢
一 つ の世
罪,一つのネッ トワー ク｣ の実現 であ りました.同年
のI
TU 管理理事会 の声明にもあ りますように ｢
電気

それ程大 きな島ではあ りませんが,飛行場 も,通信衛

通信 の果たす役割は,人類を寛容 とそ して相互理解の

星 の地上局 もあ り,パ リともニュー ヨークともアフ リ

精神 のもとに結びつけ,結集 させ,そ してそ うせ しめ

カのナイ ロビとも即時 に通話ができます. ところがこ

ることによ り協力,進歩,平和 を遂行 し,強化するも

00km の海上 にカピンガマランギ と
のボナペの南約 5

のである｣であ ります. しか し,現実の姿はこの声明

い う小 さな島があ ります.同 じよ うな人 の住んでいる

の理想からはいかにもかけ離れているよ うに 見 え ま

島なのですが, このカピンガマランギには,まず飛行

す.電子通信学会 の会員諸兄がその優れた能力を発揮

00km 隔て
場 があ りませんし,電話 もあ りません･5

され,新 しい技術を創造 して, この理想の実現 に大 き

たところにある島 との交通 ･通信の手段はスクーナ‑

く貢献 され ることを心か ら期待致 します.
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