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未来へつなぐ デジタルシリーズ 　刊行にあたって

デジタルという響きも，皆さんの生活の中で当たり前のように使われる世の中となりました．

20世紀後半からの科学・技術の進歩は，急速に進んでおりまだまだ収束を迎えることなく，日々

加速しています．そのようなこれからの 21世紀の科学・技術は，ますます少子高齢化へ向か

う社会の変化と地球環境の変化にどう向き合うかが問われています．このような新世紀をより

良く生きるためには，20世紀までの読み書き（国語），そろばん（算数）に加えて「デジタル」

（情報）に関する基礎と教養が本質的に大切となります．さらには，いかにして人と自然が「共

生」するかにむけた，新しい科学・技術のパラダイムを創生することも重要な鍵の 1つとなる

ことでしょう．そのために，これからますますデジタル化していく社会を支える未来の人材で

ある若い読者に向けて，その基本となるデジタル社会に関連する新たな教科書の創設を目指し

て本シリーズを企画しました．

本シリーズでは, デジタル社会において必要となるテーマが幅広く用意されています．読者

はこのシリーズを通して，現代における科学・技術・社会の構造が見えてくるでしょう．また，

実際に講義を担当している複数の大学教員による豊富な経験と深い討論に基づいた，いわば“み

んなの知恵”を随所に散りばめた「日本一の教科書」の創生を目指しています．読者はそうし

た深い洞察と経験が盛り込まれたこの「新しい教科書」を読み進めるうちに，自然とこれから

社会で自分が何をすればよいのかが身に付くことでしょう．さらに，そういった現場を熟知し

ている複数の大学教員の知識と経験に触れることで，読者の皆さんの視野が広がり，応用への

高い展開力もきっと身に付くことでしょう．

本シリーズを教員の皆さまが，高専，学部や大学院の講義を行う際に活用して頂くことを期

待し, 祈念しております．また読者諸賢が，本シリーズの想いや得られた知識を後輩へとつな

ぎ，元気な日本へ向けそれを自らの課題に活かして頂ければ，関係者一同にとって望外の喜び

です．最後に，本シリーズ刊行にあたっては，編集委員・編集協力委員, 監修者の想いや様々

な注文に応えてくださり，素晴らしい原稿を短期間にまとめていただいた執筆者の皆さま方に,

この場をお借りし篤くお礼を申し上げます．また, 本シリーズの出版に際しては，遅筆な著者

を励まし辛抱強く支援していただいた共立出版のご協力に深く感謝いたします．

「未来を共に創っていきましょう．」

編集委員会

白鳥則郎

水野忠則

高橋 　修

岡田謙一
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はじめに

情報処理学会において，1996年，携帯電話と携帯端末の融合が促進されることの期待を担っ
て，モーバイルコンピューティング研究グループが誕生し，現在，研究会の名称は「モバイル
コンピューティングとパーベイシブシステム」と発展してきている．
モバイルコンピューティングとは，携帯型情報端末を使って移動中や移動先などで情報処理
を行うものである．すなわち，無線通信機能を有した携帯型情報端末をネットワークに接続す
ることができ，情報の発信，獲得，共有を必要なときに即座に実行できる情報処理環境がモバ
イルコンピューティング環境となる．
研究会設立から 20年が過ぎ，モバイルコンピューティング環境は，日常生活において頻繁に
使用され，小学生の子供からシルバーの皆さんを初めとする多くの人まで，この環境がなけれ
ば 1日の生活が過ごせないくらいになっている．
モバイルコンピューティングの基盤となるものが無線通信である．イタリアの物理学者マル
コーニによってモールス信号を用いた無線通信が始まり，無線ネットワークは移動しても利用
可能な通信媒体であることもあり，技術革新が続いている．
無線ネットワークは電波の届く範囲によって，衛星ネットワーク，無線WAN，無線 LAN，
無線 PANおよび短距離無線というように分類される場合が多い．本書で取り上げるモバイル
ネットワークは，無線ネットワークとほぼ同義語であるが，衛星ネットワークは対象としてお
らず，無線ネットワークでなく，モバイルネットワークの用語を使用している．
このようなモバイルネットワークを実現するためには，各種の新しい技術が必要となってく
る．それら技術を本書ではわかりやすく，かつ丁寧に説明している．
本書は次の構成となっており，15週講義用の教科書として使用することを想定している．ま
た，各章の終わりには演習問題を設け，読者の理解度を確認できるようにしている．さらに，参
考文献と推薦図書という形で，理解を一層深めることに適した関連の文献を紹介している．
第 1章では，身近なモバイルネットワーク技術の概要として，携帯電話システムの歴史とシ
ステム概要について説明し，今後の関連技術の発展性について述べる．
第 2章では，インターネットをはじめとするコンピュータネットワークの基本技術について
説明し，特にインターネットを構成する TCP/IPなどに注目して，どのように相互の情報交換
を実現しているのかについて述べる．
第 3章では，スマートフォンをはじめとしたモバイル端末について，ソフトウェアとハード
ウェアの観点から説明を行い，近年のモバイルアプリケーションがどのように実現されている
のかについて述べる．
第 4章では，モバイル通信の特性を決定づける電波伝搬の性質について説明し，モバイルシ
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ステムにおいて，電波をどのように取り扱えばよいのかについて，アンテナ技術，無線伝搬路
モデル，無線信号レベルの変動モデルに着目して述べる．
第 5章では，無線ネットワークを構成するための基礎技術として，無線変復調技術，マルチ
アクセス技術，複信技術，通信品質改善技術などに注目して，無線通信システムの基礎的な概
念について述べる．
第 6章では，携帯電話システムの歴史と各世代の携帯電話システムの概要を説明し，今後の
携帯電話システムの展望を述べる．
第 7章では，無線 LANシステムを実現するための要素技術として，無線変復調方式，アク
セス制御方式，セキュリティ方式などについて説明し，最新の標準化動向について述べる．
第 8章では，無線 LANを用いた様々なサービスについて説明し，サービスを構築するため
に必要とされる技術について述べる．
第 9章では，近年トラフィックの分散などのために利用される移動支援技術の要素技術とし
てMobile IPを主に説明し，サービスでの利用方法について述べる．
第 10章では，端末間で自律的なデータ中継を行う無線マルチホップネットワーク技術につい
て，無線メッシュネットワーク，無線センサネットワーク，遅延耐性ネットワーク，自動車ア
ドホックネットワークなどを具体例として説明する．
第 11章では，身の回りの機器を接続する無線 PAN技術として，汎用的な標準化仕様である

Bluetooth, IEEE 802.15.4などに着目して説明する．
第 12章では，無線マルチホップネットワーク技術と無線 PAN技術を活用することにより，
広域の情報収集を実現するセンサネットワークの要素技術について説明する．
第 13章では，非接触 ICカード技術である RFIDのシステム概要と要素技術について，特
にパッシブ型 RFタグである HF帯タグと UFH帯タグについて説明する．
第 14章では，端末の位置推定手法の要素技術として，電波強度を用いる手法，加速度センサ
等を利用する手法などについて，絶対測位と相対測位の観点から説明する．
第 15章では，本書で取り扱う技術の応用として，様々なモバイルアプリケーションの概要と
システムモデルについて説明する．
本書をまとめるにあたって大変なご協力をいただきました，未来へつなぐデジタルシリーズ
の編集委員長の白鳥則郎先生，編集委員の高橋修先生，岡田謙一先生，および編集協力委員の
片岡信弘先生，松平和也先生，宗森純先生，村山優子先生，山田圀裕先生，吉田幸二先生，な
らびに共立出版編集制作部の島田誠氏，他の方々に深くお礼を申し上げます．

2016年 3月

監修者　水野忠則
　　　　内藤克浩
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第1章
モバイルネットワークの概要

□学習のポイント� �
本章では，まず携帯電話など身近に存在するモバイルネットワークを概観する．次に，最も身近な

モバイルネットワークとして，携帯電話の大まかな仕組みを説明する．携帯電話に至る移動体通信の
歴史も簡単に述べる．その後，モバイルネットワークを通じて提供されるサービスの多様性を見てい
く．モバイルネットワークの長所と短所を有線ネットワークと比べたのち，最後に，これからモバイ
ルネットワークがどのように発展していく可能性があるかを述べる．

• モバイルネットワークが無線通信技術を使ったネットワークであることを学ぶ．
• 携帯電話の大まかな仕組みを学ぶ．
• 携帯電話などのモバイルサービスによって生活が変わったことを学ぶ．
• 有線ネットワークと比べた無線ネットワークの長所と短所を学ぶ．

� �

□キーワード� �
携帯電話網，移動体，パケット，ハンドオーバ，電子マネー，ナビゲーションサービス，無線通

信，基地局，交換機，通信速度，通信誤り， ISM バンド，パーソナルエリアネットワーク，ライフ
ログ，ユビキタスコンピューティング

� �

1.1 モバイルネットワークが使われているところ

今では，自宅や通勤先，通学先を離れているときにも携帯電話を使って，友人と会話したり，
友人にメッセージを送ることができる．また，インターネットを利用しやすいスマートフォン
では，Twitterや LINE，facebookなどのソーシャルネットワークサービスを通じて，どこに
いても友人とつながった状態を維持できる．このような携帯電話やスマートフォンなどの携帯
できる通信端末をモバイル端末と呼び，多数のモバイル端末が互いに通信できるネットワーク
をモバイルネットワークと呼ぶ．また，携帯電話は固定電話とも通話できるし，インターネッ
ト上のサーバなどとも通信できる．このことは，携帯電話のモバイルネットワークが，固定電
話のネットワークやインターネットと相互に接続されていることを意味している．
モバイルネットワークはコンピュータネットワークの一形態と捉えられる．モバイルネット
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ワークを構成するコンピュータは，簡単に移動できるあるいは所有者が自由に持ち運びできる
ものがほとんどで，コンピュータの間で通信できるようにネットワークに接続される．持ち運
べるコンピュータというと，ノート型 PC（パーソナルコンピュータ）やタブレット型 PCを
想像するだろう．ここでいうコンピュータとは，これらの PCに限らない．スマートフォンや
携帯電話，携帯ゲーム機やデジタルカメラ，万歩計，非接触 ICカードなどのように普段コン
ピュータとして使っていないものであっても，通信機能を備えている機器のほとんどにはコン
ピュータ（正確にはプロセッサ）が内蔵されており，広い意味ではコンピュータと考えられる．
モバイルネットワークはそのままカタカナ表記で使われることが多いが，日本語訳としては移
動体

もう
網あるいは移動通信

もう
網が使われる．

もう
網あるいは通信網は．通信機器が

あみ
網の目状につながっ

ていることを意味しており，移動体網は通信機器が移動することを指す 1)．
モバイルネットワークは，携帯電話のネットワークに限らない．子どもの頃にトランシーバ
を使って遊んだ経験がある読者もいるだろう．トランシーバも機器間を結び，音声通話ができ
るモバイルネットワークを構成している．例えば，出力 10mW程度の特定小電力無線を使っ
たトランシーバは，無免許で使うことができ，100～500m程度まで通信することができる．自
宅などの固定電話機に子機がついている場合は，親機と子機の間でネットワークを構成してい
るし，パソコン用のワイヤレスマウスを使っていれば，パソコンとワイヤレスマウスの間でネッ
トワークを構成している．
業務用のモバイルネットワークの例を挙げよう．消防車両や警察車両，バス，タクシーなど
の移動体が消防本部や警察署などと連絡を取るために無線ネットワークを構成している．消防
本部の管轄範囲が広い場合には中継所を設けている．消防本部の近くにいる消防車両は本部と
直接無線で通信するが，本部から遠く離れたところにいる車両は中継所を経由して本部と通信
するといったようにネットワークを構成する．
航空機は，飛行中は航路を指し示すための無線標識や全地球測位システム (Global Positioning

System: GPS)などを利用することで決められた航路を飛行する．航空機には空中衝突を避け
るために航空機衝突防止装置が備え付けられている．航空機衝突防止装置は，自機から一定の
範囲内にいる航空機と通信し，互いの位置や高度，速度の情報を交換する．自機の飛行経路と
周辺機の飛行経路を計算して，衝突の恐れがないこと確認し続けることで，安全な飛行を実現
している．空港に着陸する直前から離陸するまでの間は，航空機は管制塔とやり取りするネッ
トワークに加わる．列車も運転指令室との間でネットワークを構成しており，走行中でも運転
指令室と通信する．
ノート PCやスマートフォンに搭載されている無線 LAN機器も，モバイルネットワークを
構成するために用いられる．自宅や職場，大学などに設置された無線 LANアクセスポイント
にノート PCなどを接続することで，無線 LANのモバイルネットワークに加わる．大学構内
で教室を移動した場合などは，接続する無線 LANアクセスポイントを近くのものに切り変え
る処理（この処理をハンドオーバと呼ぶ）をするが，ユーザがハンドオーバを意識する必要が

1)移動体は単に移動するもの指す．したがって移動体は通信機能を備えているとは限らない．移動体網を構成する移動体
は通信機能を備えると考えるのが自然である．
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ない場合が多い．

1.2 携帯電話の大まかな仕組み

1.2.1 携帯電話のパケット通信

利用者が携帯電話で通話やメール，テレビ電話をする際に，携帯電話やネットワークがどの
ように動いているかについて述べる．携帯電話とそのネットワークの大まかな仕組みを理解し
てほしい．通話などをする相手の携帯電話をどのようにして探すかは 1.2.2項で述べる．ここ
では，相手の携帯電話が見つかった後の動きを説明する．
図 1.1に示すように，携帯電話には，マイクやスピーカ，ボタンや画面がある．スマートフォ
ンでは，画面がタッチスクリーンになっており，画面に表示されたボタンを押すこともあるが，
これもボタンと考える．
通話の場合，相手が電話に出た後は，通話相手と音声でやり取りすることになる．このとき，
携帯電話内のプロセッサは，マイクを通して利用者の音声を取り込む．音声は，デジタル化さ
れ，プロセッサによって 10msごとに分割される．分割された音声は，パケット 2)に変換され，
無線モジュールに送られる．パケットは，無線モジュールでアナログ信号に変換される．この
変換を変調という．変換されたアナログ信号はアンテナを介して，電波で最寄りの基地局に送
られる．最寄りの基地局では，まずアナログ信号をパケットに戻す処理が行われる．この処理
を復調という．復調されたパケットは，携帯電話網を通って，通話相手の最寄り基地局まで送
られる．
通話の際の逆方向の音声の流れを説明する．相手の音声は，こちら側の音声と同様に，パケッ
トに変換されて相手の最寄りの基地局に送られ，携帯電話網を通って，こちら側の最寄りの基
地局に届く．この基地局は，届いたパケットをこちら側の携帯電話に宛てて送信する．パケッ
トは，携帯電話から基地局に送られるときと同様に，アナログ信号に変調してから電波で送ら
れる．携帯電話では，アンテナでアナログ信号を受信すると，無線モジュールは，受信したア

利用者 携帯電話

マイク
スピーカ
ボタン
画面
カメラ

音声

文字
画像

パ
ケ
ッ
ト

他
の
基
地
局
な
ど

ア
ナ
ロ
グ
信
号

電
波

無
線
モ
ジ
ュ
ー
ル

ア
ン
テ
ナ

プ
ロ
セ
ッ
サ

最寄りの
基地局

図 1.1 携帯電話のパケット通信

2)パケットとは小包のことである．小包は送りたいものを包装し，荷札を付けて送られる．通信のパケットも同様で，送
りたい音声に，宛先などの書かれた荷札（これをヘッダと呼ぶ）を付けて送られる．パケットの代わりに，フレームや
セルなどと呼ばれる場合もある．10ms に分割された音声を 2 つまとめて，20ms 分の音声を 1 つのパケットにする
場合が多い．
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ナログ信号を復調し，パケットを取り出す．パケットが自分の携帯電話宛でない場合もあるの
で，自分宛でなければ破棄し，自分宛のパケットはプロセッサに渡す．プロセッサは，パケッ
ト内のデジタル化された音声を取り出して，スピーカを鳴らす．このようにして，利用者の耳
に相手からの音声が届く．
メール（ショートメッセージサービスを含む）を送信する場合も，通話と大きくは違わない．
通話との主な違いは，相手が電話に出るのを待つ必要がないことと，入出力にマイクとスピー
カを用いる代わりにボタンと画面を用いることである．利用者がメッセージを作成している間
は，基地局と通信する必要はなく，プロセッサがボタン操作を検出しては，画面を更新する．
利用者がメッセージを送信する操作をすると，プロセッサはメッセージを 1つあるいは複数の
パケットに変換し，無線モジュールに送る．その後は，通話の場合と同様に，パケットが基地
局に届けられる．ただし，パケットの宛先は相手の携帯電話ではなく，携帯電話網内のメール
サーバであり，メッセージはメールサーバに一旦蓄積される．蓄積することで，相手の携帯電
話が圏外にいる場合や，携帯電話の電源が切られている場合でも，メッセージを紛失すること
なく，あとで届けることができる．
メールを受信する際は，携帯電話網内のメールサーバが，受信者の最寄りの基地局を経由し
て，携帯電話にメッセージを送る．受信したメッセージは，利用者が操作することで，画面に
表示される．なお，送り終えたメッセージは携帯電話網内のメールサーバから削除される．
テレビ電話の場合は，音声通話とほぼ同じである．カメラから画像を取り込み，相手の画像
を画面に表示する点が音声通話と異なる．また，音声に比べて画像はデータ量が多いので，よ
り多くのパケットを持続的に送受信することになる．
パケット通信などのコンピュータネットワークの基礎については 2章で，携帯電話の内部構
成については 3章で，電波が空中を伝わるときの特性については 4 章で，無線モジュールで行
う変調と復調については 5章で，それぞれ詳しく学ぶ．

1.2.2 通話相手の探し方

モバイルネットワークを構成する移動体は，基地局などと無線でつながっている．携帯電話
を固定電話と比べながら通話相手の探し方を見ていこう．自宅の固定電話機は電話局まで延び
る銅線や光ファイバで電話局内の交換機につながっている．自宅から電話をかけたり電話がか
かってきたときに，この線を電気や光が通ることで音声がやり取りされる．隣の家には別の線
が電話局から延びている．これに対して，携帯電話は携帯電話基地局と電波でつながっている．
電波なので線は見えない．携帯電話の電波に使われる周波数はおよそ 800MHzから 2GHzで
ある 3)．
1つの携帯電話基地局は，数百メートルから十数キロメートルの範囲をカバーし，この範囲
にある携帯電話と通信する．距離に幅をもたせてあるのは，ユーザの多い都市部ではたくさん
の基地局を設置して基地局 1つ当たりのエリア（セルと呼ぶ）を小さくし，郊外では逆にエリ

3)他の用途に使われている電波の例として，地上デジタルテレビジョン放送に 470MHz から 710MHz が使われてお
り，2011 年 7 月に停波したアナログ放送は 90MHz から 222MHz と 470MHz から 770MHz を使っていた．
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図 1.2 携帯電話基地局のアンテナ

アを大きくしているためである．1つの基地局で同時に処理できる回線数が限られているため，
このようにユーザの多寡に応じてエリアサイズを変えている．都市部ではビルやマンションの
屋上に，郊外では鉄塔の上に，図 1.2のような縦長のアンテナが複数本立っているのを見つけ
ることができるだろう．それが携帯電話基地局のアンテナである．携帯電話基地局は移動しな
いが，携帯電話網の一部である．
電話をかけるときには携帯電話と基地局の間でどのようなやり取りがされるのだろうか．こ
れも固定電話と比べながら見ていこう．固定電話機の受話機をあげて，相手の電話番号をダイ
ヤルすると，電話局にある交換機はダイヤルされた番号にしたがって，相手の電話局の交換機
までの回線を確保する．途中にいくつかの交換機を経由するかもしれない．回線を確保すると
相手の電話機のベルを鳴らせて，相手が電話に出るのを待つ．相手が電話にでると通話が始ま
り，どちらか一方が受話機を置くと通話が終了する．回線の確保に失敗したとき，つまり相手
がほかの電話機と話し中であったり，途中の交換機が混み合っていて回線が確保できない場合
は，通話中の音「ツー，ツー，ツー」で電話をかけた人に対して通話に失敗したことを告げる．
携帯電話から電話をかけるときも，利用者の操作はほぼ同じである．利用者は，相手の電話
番号をダイヤルするか，電話機内の電話帳から相手の番号を選ぶ．相手の番号は基地局を通じ
て交換機に伝えられ，交換機は相手の電話機の最寄りの基地局まで回線を確保し，相手の電話
機のベルを鳴らす．その後は固定電話と同じである．固定電話の場合は最寄りの電話局まで専
用の線が用意されているのに対して，携帯電話の場合は携帯電話と基地局の間の音声用回線は，
電話をかける時点で確保する．この部分の回線が確保できないときは通話できない．前述のよ
うに，人が密集する都市部では基地局当たりのエリアサイズを小さくすることで，回線を確保
しやすいようにしている．
ところで，相手の携帯電話の最寄りの基地局まで回線を確保すると説明したが，携帯電話は
移動することがあるので，相手の携帯電話がいつも同じ基地局とつながっているとは限らない．
基地局 1つ当たりのエリアは，せいぜい数百メートルから十数キロメートルなので，これくら
いの距離を携帯電話が移動するとその基地局との接続は切れ，ほかの基地局とつなぎ直す必要
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がある．通話中に別の基地局につなぎ直す処理をハンドオーバという．ハンドオーバの際には
基地局と携帯電話の間で通信する．新幹線や高速道路で移動しているとハンドオーバ処理を頻
繁にすることになり，ハンドオーバに失敗すると通話が途切れることになる．携帯電話の画面
に表示されているアンテナマークは，基地局とつながっていることを示しいる．携帯電話は通
話していないときも，最寄りの基地局とつながり続けることで，いつでも通話を開始できるよ
うになっている．そのため，新幹線などで移動していると通話しないでも携帯電話の電池がい
つもより早く減ることに気づいた人もいるのではないだろうか．
次に，携帯電話に電話がかかってくるときを考えてみよう．固定電話と違って，携帯電話は
いつも同じ基地局とつながっているとは限らない．もし仮に自宅周辺の基地局につながってい
るときは呼び出すが，ほかの基地局とつながっているときは呼出しに失敗するような携帯電話
サービスがあるとすると，ほとんどの人はこのようなサービスを使わないだろう．では，日本
国中の携帯電話基地局に問い合わせて，今相手の携帯電話がつながっている基地局を探すとい
う方法はどうだろうか．この方法であれば相手の携帯電話がつながっている基地局を間違いな
く探すことができそうである．ところが，1億を超える携帯電話契約のうち，1秒間当たりに
0.001%弱の千台の電話が呼出し中だとしよう．それぞれの基地局に毎秒千台分の問い合わせが
くるのでは，基地局は忙しくてやりきれない．このような煩わしさを解消するために，図 1.3(a)

のようにホームメモリに携帯電話が今どのエリアにいるかを記録する．携帯電話は，今いるエ

報知情報

携帯電話機
B

Bがいるエリアの
基地局と交換機

Bの
ホームメモリ

位置登録要求
位置登録

(a) 携帯電話 B の現在位置登録

Aがいるエリアの
基地局と交換機

携帯電話機
A

携帯電話機
B

Bがいるエリアの
基地局と交換機

Bの
ホームメモリ

発信

切断

回線接続

回線解放

通話

着信情報問合せ 着信情報問合せ
着信情報

呼出し
応答

着信情報

(b) 携帯電話 A から B への通話

図 1.3 ホームメモリ機能
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リアを基地局の報知情報で知ることができる．携帯電話がエリアを移ったことに気付くと，位
置登録を要求し，今いるエリアが常にホームメモリに登録されるようにする．いつくかの基地
局は 1つの交換機にまとまって接続されており，ホームメモリには Bが今つながっている交換
機が記録さている．
ある携帯電話 Aから携帯電話 Bに電話をかけるときの様子を図 1.3(b)に示す．Aがいるエ
リアの交換機はまず相手の携帯電話 Aのホームメモリに Bの現在位置を問い合わせる．Aが
いるエリアの交換機は，Bがいるエリアの交換機に対して，相手の携帯電話を呼び出すように
依頼する．B側の交換機は，まとめている全ての基地局に依頼して，携帯電話 Bを探し，見つ
かったら，回線を接続して通話を開始する．なお図 1.3(b)には，携帯電話機 Aが回線を切断
する例を示している．
携帯電話のように 1つの基地局で比較的広い範囲をカバーする無線通信については 6章で，

1つの基地局でもう少し狭い 100m程度をカバーする無線 LANシステムについては 7章と 8

章で，それぞれ詳しく学ぶ．

1.3 携帯電話に至るまでの歴史

外出中の人に連絡を取るためのモバイルサービスとして，無線呼出しサービスから携帯電話
に至る変遷を見ていこう．
携帯電話がない時代を想像して欲しい．自宅に固定電話があるとしよう．友人との待ち合わ
せを考えると，事前によく相談し，いつ，どこで会うかといったことだけではなく，もし会え
なかった場合にどのように連絡を取り合うのかを決めておくだろう．例えば，互いに自宅の電
話番号を教えあったり，待ち合わせ時刻のどれくらい前まで自宅にいるかといったことあらか
じめ伝えたりする．お互いが出かけた後に連絡を取りたいときには，自宅あるいは友人宅に電
話をかけ家にいる家族に伝言を頼んだり，待ち合わせ場所に公共の伝言板があればそれを使っ
たりするのではないだろうか．
1960年代まで日本には携帯電話がなく，固定電話と公衆電話しかなかった．そのような時代
にも，外出中の人に連絡を取りたい状況はあった．外出中の人の行き先がわかっていて，行き
先の電話番号がわかれば，電話を取り次いでもらうことで連絡が取れる．しかし，行き先がわ
からない場合はどうしようもなかった．
1968年に，日本で無線呼出しサービス（一般にはページャと呼ばれるが，ポケットベルとい
う商品名がよく使われた）が開始された．使い方を図 1.4(a)に示す．営業担当者などの外出す
る人がページャと呼ぶ小型の機器を持ち歩く．呼び出す側が決まった電話番号に電話をかける
と，ページャのベルが鳴る．ページャには通話やデータ通信の機能はなく，一方的にベルを鳴
らして呼び出すだけである．ベルが鳴ると持ち主は近くの電話機を探して，呼び出した人に電
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呼び出す人 呼び出される人

X番に電話をかける

伝えたいことができる

ベルが鳴る

固定電話機（電話番号Y）が
ある場所にいる

ページャ（電話番号X）を
持って出かける
固定電話の番号Yを控えておく

公衆電話などの
電話機を探す

Y番に電話をかける

用件を聞く

電話を受ける

用件を話す

(a) ベルが鳴るだけのページャ

呼び出す人 呼び出される人

伝えたいことができる
固定電話機（電話番号Y）を探す

X番に電話をかけ，
電話番号Yを入力する

ベルが鳴り，
電話番号Yが表示される

ページャ（電話番号X）を
持って出かける

公衆電話などの
電話機を探す

Y番に電話をかける

用件を聞く

電話を受ける

用件を話す

(b) 電話番号（数字）が表示できるページャ

図 1.4 無線呼び出しサービス

� �
コラム
世界でいちばん短い手紙という逸話を聞いたことがあるだろうか．「?」という手紙に対して「!」

という返事が送られた話である．ビクトル・ユーゴーがレ・ミゼラブルの売れ行きを出版者に尋ねる
「?」と，売れていますよと答えた「!」である．連絡を取り合う者同士が同じことを考えている（文
脈あるいはコンテキストが一致しているという）場合には，短い言葉で十分であることを示すよい例
である．ベルが鳴るだけでも用件がわかることもあるだろう．

� �
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1.3 携帯電話に至るまでの歴史 ◆ 9

話をかけて用件を聞く 4)．
当初の無線呼出しサービスは呼出しベルが鳴るだけであったが，後に呼び出す側の電話番号
や文字も受信できるようになり，サービスの質が少しずつ良くなっていった．電話番号が受信
できるページャの使い方を図 1.4(b)に示す．図 1.4(a)と異なり，呼び出される人は電話番号
Y をあらかじめ控えておく必要はない．また，ベルを鳴らすタイミングで呼び出す側の電話番
号を入力するので，呼び出す側はいろいろなところから呼び出せる．
その後，1970年に開催された大阪万国博覧会に携帯電話試験機が参考出展され，1979年に自
動車電話のサービスが開始される．自動車電話は，自動車に電話機を取り付けたもので，自動
車内から電話をかけることができた．まだノート型 PCはなく，アラン・ケイ (Alan C. Kay)

によって Dynabookと呼ばれるどこにでも持っていける装置が語られていたのが 1972年のこ
とである [1]．
さらに 10年ほど経ち，1988年には肩かけ鞄のようなショルダーフォンが発売される．1990

年代後半になると，携帯電話が普及し始める．携帯電話会社は利用者に対して通話というモバ
イルサービスを提供している．本項冒頭の例に戻ると，携帯電話の利用者同士が待ち合わせる
場合，待ち合わせ場所で決めた時刻に相手と会えなかったとしても，通話サービスを使って，相
手の様子を聞くことができ，場所や時刻を変更する相談ができる．
2000年頃までは携帯電話で通話する時にホイップアンテナというアンテナをのばしていた
が，現在ではアンテナが内蔵されるようになり，のばす必要がなくなった．現在では携帯電話
が世界中で普及している．平成 26年度版情報通信白書 [2]によれば，携帯電話加入契約数は，
2013年度に日本で 1億 5000万（PHSを含む），全世界で 67 億である．携帯電話普及率は，
2000年時点で 75%を超えている国が日本，韓国，ヨーロッパの一部の国であったのに対して，
2012年時点では先進国はもとより多くの途上国でも 75%を超えるまでになっている．一部の
国では，固定電話網の整備より早く携帯電話網の整備が進んでいるようである．

� �
コラム
ベルが鳴るだけのページャから，数字が表示できるようなページャに変わった頃，数字の語呂合わ

せでメッセージを送ることが盛んに行われていた．例えば「おはよう」という挨拶のために「0840」
という数を送ったり，「49」は「至急」，「724106」は「なにしてる？」といった語呂合わせであ
る．しばらくすると文字が表示できるようになる．文字を送信する場合も，電話機を使って入力す
る．文字の入力は，通称ポケベル入力と呼ばれる方式で行った． 2 桁の数字が 1 文字のひらがなに
変換される． 1 桁目で 50 音の行（あかさたな . . .）を指定し， 2 桁目で段（あいうえお）を指定す
る．例えば，「おはよう」は「15618513」である．「1112324493」のように心のこもったメッセー
ジもやり取りできるようになっていった．

� �

4)現在も，無線呼び出しサービスと同じようなサービス Yo がある．「よお！」というメッセージを送るだけのサービス
である．例えば，送受信者の間で待ち合わせ場所に着いたら連絡するよとあらかじめ約束しておけば，「よお！」という
メッセージが「今着いたよ！」という意味になる．https://www.justyo.co/
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1.4 モバイルサービス

モバイルサービスとは，モバイルネットワークを通じて提供されるサービスである．すでに
様々なモバイルサービスがあり，これからも新たなサービスが登場するであろう．ここでは，
電子マネー，ナビゲーションサービス，位置情報サービス，ワンセグ放送を取り上げる．
電子マネーは，Suicaや Edyなどの非接触 ICカード [3]などに格納されており，硬貨や紙
幣などの貨幣と同様に決済（支払い）手段として用いることができる．この ICカードはプリ
ペイドカードのようにあらかじめ貨幣額に相当する情報が格納されている．店舗での支払いな
どのときに，ICカードとリーダ・ライタの間で通信することで，決済される．ICカード以外
にも電子マネー機能が搭載された携帯電話も同様である．
ナビゲーションサービスは，サービスの利用者が目的地に着くまで誘導するサービスである．
目的地に到着するまでの移動中に，どちらに向かって進むべきかを利用者に提示する．このよう
なサービスを提供しようとすると，利用者の現在位置がわからなければならない．現在位置を得
る手段としては，GPSが用いられる場合が多い．携帯端末でGPSを用いて現在位置を計算す
るにはそれなりの時間と電力が必要なので，通信事業者が計算の一部を肩代わりする Assisted

GPS と呼ばれる技術が用いられる．2011年ころには無線 LANアクセスポイントの設置位置
の情報を利用することで，商業施設などの建物内にいるときに，どの階のどの辺りにいるかま
でわかるようになった [4]．
GPSの大まかな仕組みを述べる．地球上空約 2万 kmを周回する 24基以上の人工衛星が，
地上に向かって衛星の位置や時刻を送信している．これらの人工衛星は地上から管理されてい
る．利用者の GPS受信機は，複数の衛星からの電波を受信して計算することで，受信機の位
置と速度，時刻を推定する．大まかには，衛星から電波が送られてから受信機に受信されるま
での時間（到来時間）を計算することで衛星と受信機の間の距離を求める．受信したデータに
は衛星の位置も含まれているので，多辺測量で受信機の位置を求められる．この基本的な原理
は難しくないが，電波が光速 (3× 108 m/s)で伝搬するため到来時間の計測精度が高精度であ
る必要があることや，大気の状態で電波が屈折することで見かけ上の到来時間が長くなること，
衛星の軌道や時計に誤差が含まれることなど様々な条件を考慮する必要がある．精度を上げる
ために，近くに固定された GPS受信機を利用することもある．
また，2007年 7月の中越沖地震や 2011年 3月の東日本大震災の直後には，24時間以内に
車両の通行実績のある道を知らせるサービスが提供された [5]．地震や津波のために寸断された
道路網のうち，どの道が通行可能かという情報が多くの人に届けられた．
2006年 4月に開始されたワンセグ（ワンセグメント放送）もモバイルサービスの 1つといえ
よう．ワンセグも地上デジタルテレビジョン放送サービスの一部であるが，携帯端末で受信し
やすいようにデータ量を減らしてある．


