
このころ，無線技術の進歩は，無線電信による大陸間
の長距離通信を可能にした．政府は海外通信専用の大電
力無線電信局を建設することとし， 年 月に日本
無線電信電話（株）を創立する．第 課題は対米通信の増
強，第 は対欧無線局の建設，第 は対南洋・極東地域
への無線局設置に置いた．対欧基地として建設されたの
が依佐美送信所である．

依佐美送信所の建設と通信施設

対欧無線の送信所は愛知県碧海郡依佐美村（現刈谷市）
に，受信所は三重県三重郡海蔵村（現四日市市）に建設さ
れ，共に名古屋電信局との間に連絡線を設けた．初めは遠
距離通信には長波長・大電力がよいと考えられたから，
依佐美は世界最大級の大電力局として設計された．建設
は 年 月に始まり， 年 月に完成した（図 ）．
送信所本館と送信機室は，半田市出身の建築家竹内芳
太郎の設計，工事は大林組，送信設備はドイツのテレフ
ンケン社設計 AEG製で，テレフンケン社日本代理店の
日本無線電信電話が請け負った．送信機は現代のエレク
トロニクス無線機と異なり，まるで電力発電所である．
kW 三相交流電動機， kW 直流発電機， kW

高周波発電機と大形機器が並んでいる．アンテナ鉄塔は，
日本無線電信電話の技師楠仙之助の設計，製造は石川島
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は じ め に

かつて愛知県刈谷付近の東海道線の列車の車窓から，
はるか遠くに一連の高い鉄塔を望むことができた．刈谷
市に残る依佐美送信所跡は，日本と欧州の直接通信を目
的に 年に設立された超長波（VLF）無線施設であっ
た（ ）（ ）． 年に 周年を迎えたが，このほど IEEE

マイルストーン（ ）に認定され， 年 月 日に贈呈
式が行われた（ ）．通商，外交の欧州向けの無線通信基地
として発足し，一時は日米の潜水艦向け通信も担った．
世界の情報通信の流れの中で歴史をひも解き，依佐美送
信所マイルストーン受賞の意義を解説する．

発 足 の 背 景

年代まで日本の海外への通信網は，長崎を経由
した上海とウラジオストック間の海底電線があるのみ
で，その先の海底電線をも含めてすべてを外国通信に依
存していた．また，対米通信も貧弱で米本土との直接通
信は不可能であった．このような日本の対外通信機能を
強化するため日米間の海底電線，対欧州の無線通信など
が模索されていた．
第一次世界大戦時には，日本は極東に位置していたた

め，戦禍は及ばなかったが，外国貿易の激増と海外電報
の急増は電報の停滞と遅延をもたらした． 年にワ
シントンの軍縮会議の全権大使加藤大将は，政府訓令を
得るのに 時間もかかる状態が生じた．日本政府は改
めて国際通信が通商や外交と国防上の重要問題であるこ
とを認識した．

図 依佐美送信所旧本館（ ）
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造船所（現 IHI），組立は大倉土木（現大成建設）で，
高さ mの鉄塔 本があった（図 ）．

送 信 施 設

送信用発振機は，まず三相誘導電動機を運転し，これ
を直流電動機に直結して交流を直流に変換する．この直
流により直流電動機を回転させ，直結した高周波発電機
から，高周波出力を得ている．高周波発電機の回転数が

rpmで高周波出力 Hz となり，この出力を周
波数変換機（トリプラー）で 倍にして，送信周波数の
kHz となる．

通信はモールス符号で，搬送波の断続信号がアンテナ
より発信される．アンテナに供給される周波数を一定に
保つため，高周波発電機を三相誘導電動機で直接運転す
るのではなく，直流電動機を介して運転する方式，ワー
ドレオナード制御方式を採用して回転数制御を行った．
回転変動率は 以下であった（図 ， ）．

通信所の運用状況（第二次世界大戦まで）

依佐美送信所は 年 月に運用を開始した． 月
にはポーランドのワルシャワ，ドイツのベルリン，パリ，
ロンドンと順次広がり， 万 kmの欧州と双方向通信が
可能となった．また，このころ電離層利用の短波無線が
開発され，短波が海外通信でも主流となってきた．依佐
美送信所も 年にRCA 製短波送信機を設備し，長波
設備は短波通信の補佐役となった．そして，新しい国際
電気通信の拠点となり，欧州向け無線通信の中心となっ
てゆく．
一方，長波が水中に浸透する特性が発見され，潜水艦
との通信に役立つことから 年に日本海軍が長波通
信の使用を始めた．このような長波から短波への変遷，
超長波の潜水艦向けへの使用は世界各国共通で，ス
ウェーデンに残るグリメトン局でも同様であった．

第二次世界大戦後の依佐美送信所

終戦とともに， 年に連合軍総司令部（GHQ）に

図 アンテナとタワー（ m） mタワーが 基建設された．

図 依佐美送信所旧送信機室 左右に 基の送信機系
統が見られる．

図 高周波発電機の分解とロータ構造 周囲に の
スロットがあり高周波に対応する．

回想 依佐美送信所の歴史とマイルストーン
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依佐美送信所記念館の設立と運営

中部産業遺産研究会は地元の人々を含め，依佐美送信
所全施設の保存を刈谷市や関係方面に要請を続けてき
た．最終的に刈谷市は 年 月に，隣接地に緑地公
園「フローラルガーデンよさみ」を設置し，公園内の「依
佐美送信所記念館」に送信機設備を収容した．なお，対
米用に設置された船橋送信所（ 年），原町送信所
（ 年）は記念碑程度しか残されていない．
新建物は旧送信機室のデザインを模した．内部には長
波送信技術を物語る高周波発電機やローディングコイ
ル，制御盤など旧送信設備一式が保存された． 年
には，地元で送信所で働いた OB，地元の方々 名ほ
どのメンバーを中心に「依佐美送信所記念館ボランティ
アガイドの会」が結成された．現在，記念館の年間の見
学者は 人，ガイドは計 回に達している（図 ，
）．

より，依佐美送信所の母体である国際電気通信（株）は解
散，依佐美送信所も閉鎖されることになった．ところが

年に駐日米国海軍が同施設の長波を利用すること
となり，送信施設と運転のため電気興業（株）が設立され
た．当初の米海軍通信隊員の運転から，次いで電気興業
が保守運転を任された．しかし， 年 月に米海軍
も長波送信を停止，日本側に返還， 年末にアンテ
ナ線撤去，次いで鉄塔撤去と続く．

送信所の保存運動と解体作業

年，依佐美送信所の日本側への返還を機に，地
元に対して送信所の見学会がもたれ，それを元に歴史シ
ンポジウムが開催された．その結果，軍事基地のベール
に包まれていた送信所は，むしろ歴史的な意義が強く認
識され，送信所の保存運動が促進されることになった．
まず， 年産業考古学会から「推薦産業遺産」とし
て認定された．同年に中部遺産研究会は依佐美送信所調
査団を編成，電気興業の協力を得て詳細な現地調査を実
施した．この結果は『依佐美送信所調査報告書』（ ）
として報告された．
また， 年 月に電気興業より電子情報通信学会

東海支部あてに，送信所の長波送信設備一式は刈谷市に
寄贈するが，残りの一式の引受先のあっせん依頼があっ
た．学会では引受先を探したが受入先はなく，最後に電
気機器のうちで最重要な高周波発電機の外側の一部を
カットし，内部構造が分かるようにして刈谷市の記念館
に保存する案が検討された．しかし，カットに高額な費
用が見込まれ断念，高周波発電機の内部構造を詳しく調
べて記録として残すこととし， 年 月に実施された．
荒井英輔教授主導で編成された保存調査委員会の解体

調査から，依佐美送信所の高周波発電機の特徴が判明し
た．詳細は，『長波無線通信用特殊高周波発電機調査報
告書』に譲るが，それまで米国のアレキサンダーソン
（E F W Alexanderson ）の誘導子形高周波
発電機と推測されていたが，ドイツ人のゴールドシュ
ミット（R Goldschmidt ）の周波数変換器
を併用した高周波発電機であると分かった（図 ）．
ゴールドシュミットは，この高周波発電機で 年
に，ドイツと米国の直接無線電信交信に成功している．
この方式は回転数が低く大出力が得られる利点がある．
依佐美は 万 kmの日本欧州間の通信を行うため，大出
力発電機を選んだと思われる．発電機は大形で回転子が
幅 m，重量 t，回転数 rpm で kW の大出
力である．この出力を周波数変換器で 逓倍 kHz

を取り出して送信する構成である．

図 依佐美送信記念館とタワー基部 現在地：愛知県刈谷市
高須町石山 フローラルガーデン「よさみ」，開館時間：午前
時 午後 時，入場無料，（月）休，問合せ：刈谷市文化振興課
TEL ： ま た は 以下の Web， http: www fg
yosami com soshinjo，http: www tcp ip or jp ishida ，http:
www denkikogyo co jp profile co

図 グッドウイルボランティアの皆さん 皆さんは歴史の語
り部でもある．中央にゲセロビッチ博士．



図 マイルストーン贈呈式（ ） プレークを
中心に IEEE 代表クーパースミス氏と竹中依佐美市長（刈
谷ホームニュース提供）

図 歓迎の万国旗とグリメトン局からの来客，ヨハンソ
ン氏，マルクストロム氏（加藤 修氏提供）

IEEEマイルストーン認定と贈呈式

IEEEマイルストーンとは

AIEE 米国電気学会（ 年創立）と IRE 無線学会
（ 年創立）が 年に合併し，会員約 万人の電
気電子学会 IEEE が誕生した．このとき両学会の記録を
残そうと「歴史委員会」と「歴史センター」が誕生した．
その一つが IEEE マイルストーンプログラムである．歴
史的な技術成果を選定し，電気技術者をより社会に理解
してもらうことに意義を置いた．初めの米国内から全世
界に広げ，日本の受賞も依佐美で 件目となった（表 ）．
マイルストーンは， IEEE の地方支部または専門部会

から申請を行う．依佐美は IEEE 名古屋支部から予備申
請 年 月，正式申請 年 月， IEEE 理事会決
定が 年 月であった．その間 年 月に歴史
センター長ゲセロビッチ博士が依佐美を訪ね， 年
月にパリのヒステリコン学会で松本が依佐美の歴史を
発表するなど， IEEE 関係者に依佐美を PRする機会が
あった．なお，電子情報通信学会東海支部は依佐美送信
所 周年の 年に石碑，「対欧無線通信発祥の地」
をフローラルガーデン隣接地に設置している．

依佐美マイルストーン贈呈式

年 月 日，送信所記念館で贈呈式が執り行わ
れた．主催： IEEE 名古屋支部，共催：刈谷市，電子情
報通信学会，中部産業遺産研究会，協力：ガイドボラン
ティアの会である．式典では IEEE 代表のクーパースミ
ス氏から竹中刈谷市長に，マイルストーン銘板が手渡さ
れた．式典は小学生のブラスバンドと歓迎の万国旗に囲
まれた（図 ， ）．
午後の記念講演会は刈谷市図書館に席を移し，ス

ウェーデンの世界遺産グリメトン局からの来客，ヨハン
ソン氏，マルクストロム氏の祝賀講演が行われた．

依佐美送信所の意義

IEEE マイルストーンは少なくとも 年を経過し，そ
の地域社会に貢献した電気技術の歴史的業績を表彰する
制度である．欧州に窓を開いた依佐美が永く地域に愛さ
れたことが評価された．惜しむらくは，依佐美送信所の
動態保存ができなかったことだ．しかし，今回の祝賀会
にはスウェーデンの世界遺産グリメトン局の代表者が参
列して，更にグリメトン局 SAQは贈呈式時に依佐美局

回想 依佐美送信所の歴史とマイルストーン

表 IEEEマイルストーンと日本

受賞テーマと対象年 贈呈式年月 銘板（Plaque）設置場所

八木・宇田アンテナ， 年 年 月 東北大学電気通信研究所

富士山レーダー， 年 年 月 気象庁気象科学館

東海道新幹線， 年 年 月 JR東海名古屋駅コンコース

電子式水晶腕時計， 年 年 月 セイコー時計資料館

電卓の先駆的開発， 年 年 月 シャープ歴史ホール

家庭用ビデオVHS， 年 年 月 日本ビクター本社工場

鉄道自動改札， 年 年 月
近鉄阿倍野駅，阪急北千里駅，

オムロン，大阪大学

日本語ワープロ， 年 年 月 東芝青梅事業所，研究開発センター

依佐美送信設備， 年 年 月 依佐美送信所記念館

世界全体で 件（ 年末），アジア太平洋地区 件（すべて日本）



JNR の祝賀電信を全世界に kHz で送信した．日本
では信号の確認ができなかったが，これを起点に VLF

ネットワークが作られれば素晴らしい．
中部産業遺産研究会，電子情報通信学会東海支部の長

年の活動，電気興業（株），刈谷市市役所，ボランティア
ガイドの方々の努力が「依佐美送信所記念館」として結
実している．今後は， IEEE マイルストーンを通して一
層世界から見えることを期待したい．
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