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小特集ノート ： 寄稿

電波と私
～それはどう関わってきたのか？　これからどう関わるのか？～

原島 博1

The Radio Waves and I:
How We Loved the Media and Learned to Start Worrying

HARASHIMA Hiroshi1

キーワード：電波，無線通信，コミュニケーション，メディア，情報化社会

Keywords:  radio waves, wireless communication, communication, media, information oriented society

1.  自己紹介
　原島です．修了式おめでとうございます．皆さんが勉強されてき
た成果の発表を，後ろで拝見しておりましたが，そのとき手元にあっ
たプログラムを見て，僕の演題が「電波と私」となっていることに
気付きました．あらかじめ準備していたのは，「電波と私」ではなく
て，「電波と人」でした．「私」だとあまりにも個人的な話になってし
まいますので，今日は「電波と人」ということで，少し一般化して
お話ししたいと思います．
　というものの，初めてお目にかかる方が多いかと思いますので，
簡単に僕の話をさせていただきます．僕の専門はコミュニケーショ
ン工学で，もともとは電気通信工学ですから，大鐘先生と同じ分野
でした．東京大学で工学部電子情報工学科に属して．今日の3人，
みなちょっとずつ違うけれども，面白いことに工学部出身という共
通点があります．けれども，アートをやっている人もいれば，僕の
ようによく分らないことをやっている人もいる，そういうことです．
　僕は最初は大鐘先生と同じ通信分野で数学的な情報理論から入って，そのあと人間よりのバー
チャルリアリティ，映像情報メディアを専門としてきました．今日のテーマである電波との関連を
あえて言うと，2011年まで，わが国の電波行政について諮問を受ける，総務省電波監理審議会の
会長もしておりました．
　先ほど大鐘先生からご紹介いただいたのですが（大鐘 2017），1969年に，僕が修士のときに提案
した方式（宮川 他1969; Harashima and Miyakawa 1972）が，35年後にEthernetというインターネッ
トの物理層の世界標準に採用されて，そのあと無線通信の分野でも注目されているようです．何し
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ろ今から45年以上前の研究なので，「Tomlinson-Harashima Precodingの原島は，先生のお父さま
ですか？」とか言われるのですけれども，本人です（笑）．いま僕はマスコミでは顔の研究をしてい
る変な研究者として扱われることが多いので，結びつかないのかもしれません．実際，日本顔学会
というものを1995年に設立して会長をいたしました．今日は，全く顔の話はしませんので，僕の
名前を聞いて，もしかしたら顔の話だと思って来られた方はご容赦いただきたいと思います．
　さて，2009年に大学を定年になりまして，そのあと三つの大学の客員教授をいたしました．女
子美術大学，明治大学，立命館大学なのですが，実はそれぞれ，芸術学部，総合数理学部，そして
文学系です．芸術と数理と文学，これ自分でも格好良いと思っています（笑）．最初に話がきたの
が女子美です．工学部を出て女子美から話が来たときは感激しました．なにしろ美しい女子ですか
らね，これらの客員教授はすべて一昨年に70歳になって終了しました．ようやく悠々自適の人生
を送れると思ったら，古稀も過ぎて古巣の東大に呼び戻されました．いま特任教授をしています．
木曜日の夜開講している大学院の全学共通講義「エグゼクティブ・プログラム」を担当しています．
文系，理系にまたがって100人ぐらいが受講している講義で，毎学期初回は総長経験者が話をし，
ノーベル賞受賞者も話すという贅沢な講義になっています．
　そしていま個人的に一番力を入れているのはHC塾と称する個人講演会です．東日本大震災があっ
てモヤモヤしたときに，何か話したくなって開いた，ささやかな私塾です．2011年6月からですか
ら，もう70回を超えています．一種のサイエンスカフェなのですが，あまり格好良いものではなく，
勝手に僕が90分話すから，聞きに来たい人はどうぞという，それだけの塾です．内容は宇宙論があっ
たり恋愛論があったり，子育てもあります．科学技術コミュニケーションについても話しました．
　hirohrsmというアカウント名でTwitterもやっています．これは，実はかなり変わったTwitter
でして，1日1回しかつぶやきません．1週間に一つテーマを決めて，そのテーマについて毎日1回
だけつぶやいていますが，2010年からやっていますから，もうとんでもない量になっています．テー
マは345を超えています．実は今週のテーマは電波でした．3月5日から3月11日まで電波につい
てつぶやいていますので，興味のある方は僕のホームページにまとめてありますので，見ていただ
ければと思います（原島 2017）．
　前置きが長くなってしまいました．今日は何を話すかですが，前半は，人が電波をどう見つけ，
どのように使ってきたかという歴史の話をさせていただきます．そして，今ほとんどの皆さんが電
波を使っているはずですが，本当にこれは手放しで良いことなのか，喜んで良いのかという話を後
半にお話しして，パネル討論（朴 他 2017）につなげていきたいと思っています． 

2.  電波と人の歴史
2.1 電波発見以前の無線通信
　電波を使えば無線つまり線が無くても通信ができます．そのように線でつながっていなくても遠
くの人と瞬時にコミュニケーションすることは，昔からの夢で，古くから歴史があります．例えば
狼煙（のろし），これは光を使った立派な無線通信です．線を引いていませんが，情報が伝わって
います．それがいつから始まったのか，僕は知りません．
　調べてみると，いろいろな面白い通信があります．例えば，江戸時代に旗振り通信というものが
ありました，旗を振って遠くの人に知らせるのです．具体的には，米相場を旗の振り方で伝えたよ
うです．それを遠くで双眼鏡で眺めている．そこで旗を振る．それをまた遠くで見る．そうやって
どんどん伝えていって，大阪，和歌山間を3分で情報を伝えていたようです．これも無線通信です．
昭和56年に「これ，やってみよう！」というので，実際に大阪−岡山間をつなぐことができたそう
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です（山陽新聞1981）．そういう仕組みが江戸時代にありました．
　フランスでは1793年に発明された腕木通信がありました（伊藤2014, 129）．腕のような形をした
装置を作って，この形を操作していろいろ変える．それを遠くから望遠鏡で眺める．そういうネッ
トワークが作られました．フランス全土にネットワークがあり，だいたい東京-新大阪間に相当す
るパリ-ブレスト間を8分で情報伝達したと言われています．
 
2.2 電気と通信の歴史
　それが19世紀になって，通信に電気を利用するようになります．いま我々は電気を当たり前の
ように使っていますが，少なくとも18世紀までは，電気というとバチバチする，例えば髪の毛，
逆立ちますよね？　静電気でした．江戸時代に平賀源内（1728-1780）は，エレキテルで静電気を起
こしました．その時代は電気というのは，あっという間に電流が流れてしまうものだったのです．
そうでなくて，定常的に電流を流す仕組みができたのは，実は19世紀になって電池が発明されて
からです．アレッサンドロ・ボルタ（1745-1827）が電池を発明したのは1800年です．分かりやすい
ので覚えておいてください．
　電池が発明されると，電流を連続して流せるようになる．そうすると，その電流を流したそばに
磁石を置いておくと，磁石が振れるとか，いろいろな現象や法則が分かってきました．と同時に，
磁石が振れるのだったらと，1820年ごろに電磁石ができました．電磁石ができたら，こちらにスイッ
チを置き，ずっと線を引いていって向こうに電磁石を置いておくと，電磁石が働いたり働かなかっ
たりするわけですよね．こっちでスイッチを切ったりすると，向こうでカチカチいうわけです．通
信ができるじゃないかということになりました．
　1837年にサミュエル・モールス（1791-1872）が，実用的な電信機を作りました．なぜ「実用」か
というと，トン，ツーがどういう意味かという約束事も一緒に決めたのです．モールス符号です．
当時の人は，発明するとすぐ会社をつくって大儲けをしました．モールスも大儲けしました．そし
て19世紀後半になると，電話が発明されました．トン・ツーだけじゃなく，音声も送れるように
なりました．これも有名な話があって，たった2時間早く特許を取ったアレクサンダー・グラハム・
ベル（1847-1922）が有名になり，イライシャ・グレイ（1835–1901）もそのあと会社を作っています
が，あまり知られていません．ベルもすぐ大きな会社を作りました．いまのアメリカの通信会社
AT&Tの前身です．
　でも，これらは全部，基本的に有線通信です．これが無線でできると素晴らしいのですが，まだ，
このころはそのやり方が分かっていなかったのです．線が無かったら，電流は伝わらないと考えら
れていました． 

2.3 電波の発見と発展
　そのような時に電波の発見がありました．実は電波なるものは，宇宙が誕生してすぐから存在
しています．少なくとも宇宙誕生から38万年後の電磁波，宇宙背景放射が観測されています．が，
19世紀の人間はそのことはもちろん，そもそも電波なるものがあることを知りません．実は電波
は理論で，その存在が予言されたのです．ジェームズ・マクスウェル（1831-1879）が予言しました．
このマクスウェルのすばらしさは，ファラデーの法則やアンペアの法則，高校の物理学で習う電磁
気の法則を，すべてたった四つの方程式で記述できることを示したことです．それだけではありま
せん．その方程式を解くと，まだ誰も知らなかった電波なるものがあるはずだということを予言し
たのです．
　その予言された電波を，約二十数年後の1887年にハイリンリヒ・ヘルツ（1857-1894）が発見しま
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した．誘電コイルを使って，バチバチと放電させると，線がつながってないのに共振子でも同じよ
うに放電をするのです．これが電波です．ヘルツはどういうような条件にすると電波がよく伝わる
のかも詳しく調べました．
　そして電波が見つかってから8年後の1895年，グリエルモ・マルコーニ（1874-1937）が無線通信
を実験して実用化しました．マルコーニも会社をつくり，かなり大儲けをしました．電波が一番役
立つのは船なのです．自分の会社と契約を結んだ船しか無線装置をのせることを許さず，通信士も
自分の会社の社員でなければいけないという独占をしました．それで大儲けして，1901年には大
西洋横断無線通信にも成功しました．
　こうして無線通信ができると，面白いことが起きます．久保田先生のお話にもあったように（久
保田 2017），アマチュア愛好家が無線通信を面白がりました（吉見 2004, 171）．1906年ごろに鉱石
検波器が安くできるようになり，ニューヨークに東京でいう秋葉原のような店ができました．法律
的にも1912年にアマチュアに周波数割り当てがされました．1913年に322局だったのが，4年後に
13,581局になったというデータがあります．あっという間に広がりました．無免許で使い始める人
たちも出て，いろいろな面白いことがおこなわれました．単に通信ではなくて，音楽を流すという
こともやりました．いわば放送局です．フランク・コンラッド（1874-1941）が音楽放送を始めて，
百貨店がそれを利用して儲けるということがありました．ウェスティングハウス社がそれを後押し
して，本格的に商用ビジネス放送をやったのが1920年で，これが本格的なラジオ放送と言われて
います．そのあと，テレビの放送も1935年に始まるという歴史があります．

2.4 エレクトロニクス技術の発展
　さらに，無線通信とつながりの深い画期的な技術の進歩があります．いわゆるエレクトロニクス
技術です．真空管技術は無線通信技術をベースに発達しました，そしてその真空管を使って，コン
ピューターが登場しました．電波がなければ，コンピューターは生まれなかったのです．1946年
に誕生した電子計算機ENIAC1） は真空管で動いています． 
　コンピューターもその後，どんどん進化しました．1960年代は，特に企業のビジネスのための
大型コンピューターがIBMを中心に開発されました．IBMはInternational Business Machines，ビ
ジネス機器の会社です．1970年代にDEC（Digital Equipment Corporation）という会社が，ミニコ
ンピューターを工場用オートメーションのために開発しました．1980年代になって，マッキントッ
シュなどのパーソナルコンピュータが登場しました．そしてご承知のように90年代半ばからイン
ターネットの時代が来ました．このように，無線通信から生まれたエレクトロニクス技術がいまの
情報社会をつくっています． 

2.5 モバイルの歴史
　電波ということでは，もう一つ重要な歴史を話さなければいけません．それはモバイルです．皆
さん電波を使っていますが，電波というよりもスマホなどのモバイルを使っているという意識の方
が強いと思います．このモバイルの歴史も夢としては古くからありました，例えば携帯ラジオの夢
として，1925年頃にドイツで絵が描かれています2） ．これ，すごいですね．電波を使うからには，
携帯ラジオ本体はどんどん小さくなるかもしれないけれども，アンテナは小さくできないだろうと
思われていたことがこの図からわかります．この頃は電波の周波数は低かった．ということは，波
長が長い．そうすると，アンテナは小さくできないので，これだけ大きくなってしまう．先ほどの
大鐘先生の話を理解できると，こういう絵を見て「なるほどな」となるわけですね．1924年のオラ
ンダの絵には携帯電話が描かれています3） ．この絵では，周波数が高い電波を使う意識があったの
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かなと思います．なぜならアンテナが小さくなっているのです．でも，アンテナは上の方にないと
ダメだろうということで頭の上に付けられています．
　このような携帯電話の夢が実現したのは，そんなに昔ではありません．だいたい1980年代，実
際に普及するのは1990年代半ばにインターネットの普及が進んだ頃です．まだNTTになる前の電
電公社が，1979年に自動車電話を開発しました．自動車の運転席の隣におくことができるものです．
1985年にショルダーホンが登場します．重さ3kgで，肩にかけます．すぐ2年後には重さ900gまで
小さくなりました．結構，疲れると思いますが，何とかギリギリの重さでしょうか．この携帯電話
は1995年ごろから猛スピードで普及します（図2）．この頃はインターネットが普及しはじめたこ
ろですが，携帯でも音声の通話だけでなく，ネットで情報をやり取りしたいということになり，iモー
ドが1999年に登場しました．そして2007年にiPhone，1年遅れてAndroidが出て，これらを皆さん，
だいたい持ってらっしゃる時代になっています．

2.6 ネットワークとフットワークが結びついた
　僕は昔，携帯が普及する直前の1992年から94年頃に，「ネッ
トワークはフットワークと結びついた」という講演をしました．
単純に語呂合わせなのですが，これからの時代，モバイルが普
及すれば，現実社会のどこにいても，ネットワーク上の仮想の
都市とやり取りできるようになる．それを手書きの絵にして講
演で見せました（図3）．最近ある方にこれを見せたら，「その頃，
これ考えたんですか！」と言われましたが，僕は当時としては，
当たり前の予想として考えていたと思います．
　こうして「いつでも，どこでも，誰とでも」 という，通信の
目的が実現したのです．最近は「誰とでも」だけではなく，「ど
ういうモノとでも」という，データ中心になってきていますが，
このうちの「どこでも」は，電波が可能にしたのです．

図2　携帯電話の契約数と人口普及率の推移．総務省（2016）より作成．

図3　 ネットワークはフットワークと 
結び付く．　 
筆者が1990年頃に作成した資料より．
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3.  情報社会は人を本当に幸せにするのか
3.1 便利さの代償
　本当に便利になりましたが，後半はこれは手放しで良いことなのかということをお話しして，パ
ネル討論（朴 他 2017）につなげたいと思っています．実は，1990年前後，いまから25年前，先ほ
どのような便利になるよという図を描きながら，悩みがありました．通信技術者，コミュニケーショ
ン技術者としてもちろんプラスを信じて研究をしてきたのですが，やはりマイナスもあるのではな
いか，情報社会は人を本当に幸せにするのだろうか，といった悩みを持ち始めたのは，そのころで
した．格好良く言えば，コミュニケーション技術者として，最強の批判者は自分でありたいと，そ
のように講演で話したこともありました．
　実際， 91年ごろ「メディアと社会，そして人間」という講演をしました．そこでのテーマは，要
するに，便利というのは本当に良いことなのか，ということです．通信の目標は送り手から見ると「い
つでも，どこでも，誰とでも」ですが，受け手から見れば「いつでも，どこでも，誰からも」なのです．「誰
とでも」だと便利なように見えますが，「誰からも」だと恋人とデートをしているときも上司から電
話がかかってくる，ということになります．何々をするために便利というのは，「したい人」にとっ
ては良いのだけれども，上司から電話がかかってきてもらいたくない人たちが，この上ない不便な
ものになります．昔，携帯がないときは，逃げ回ることができました．でも携帯があると逃げ回れ
ない．「おまえ持ってるはずだろう」とか，「どうして出ないんだ」ということになります．平凡な生
活を脅かされる．便利すぎるメディアは暴力になるのではないか，そのように思いました．

3.2 便利さがゴミと縛りをうむ
　便利とは，手間がかからない，ということです．これまでは不便だった．手間がかかった．手間
がかかったときには本当に必要なものだけを作り，面倒だから本当に必要な時にしか使わない．と
ころが，便利になると手間がかからないから，安易に使うようになります．メールを1人に送るの
も100人に送るのも，メーリングリストを利用すれば同じです．「いらない人いるかもしれないけど，
とりあえず送っちゃえ」ということになります．でもそうすると，大変なのは受け取る方です．ゴ
ミになってしまう．大量生産が簡単にできてしまうと，ゴミがどんどん増えてゴミ処理をする必要
ができます．ネットワークで情報を簡単に生産できるとなると，受信側ではゴミ処理と同じ意味で
情報処理をしなければいけない．情報処理学会ができたときに，ゴミとしての情報を処理する学会
かなと思いました（笑）．これは非常に重要なテーマです．
　さらに言えば，自由競争社会のもとでは「便利さ」は，決して仕事や生活を楽にしません．結局は，
競争を激化させるだけです．例えば，新幹線ができて便利になったかというと，確かに便利になっ
たけれども，仕事が楽になったかというと楽になっていません．もっと大変になっています．結局，
競争を激化させるだけです．何を言いたいかというと，最初は，便利になればその分自由な時間が
できて，人は本来の活動ができると皆思うんです．ですが，できてしまうと，自由な活動ができる
というのはウソです．便利な道具はみんなが使いだすと，それを前提とした人間社会や社会システ
ムができるのです．新幹線があると，日帰りで帰って来ることが前提の社会システムになってしまっ
て，泊まることが許されない社会になります．そうすると，むしろその道具なしには生きられない．
その社会システムに否が応でも縛られるようになります．要するに，便利さを安易に求めると，自
分の首を絞めることになります．最初は良いと思っても，あとでは，むしろ無ければ良いというこ
とになる可能性もあるのです．
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3.3 匿顔のコミュニケーション 
　さらにはこのような趣旨の講演をしたこともあります．いまメディアでは，匿顔のコミュニケー
ションが当たり前になっています．この「匿顔」というのは僕の造語なのですが，名前だけではな
く顔も隠すという意味です．現実の世界では顔を見せるコミュニケーションが当たり前で，それに
よって信頼関係を築くのですが，メディアでは顔を隠しているのです，電話で顔を見せませんが，
声の調子で反応は分かります．文字だけになると顔も全く分からなくなってしまう．やはり顔は重
要だねということで，日本では顔文字が普及しました． 
　顔を隠すと，コミュニケーションの仕方が変わってきます．もしかしたら人格が変わるかもしれ
ません．ジキルがハイドになるかもしれません．一方で，顔を隠すのは，結構快適なのです．その
ような匿顔の世界を中心に生きるようになった人類を「線人類」と名付けました．1989年頃に名付
けたのですが，面人類に対する線人類という意味です．「面」というのはフェイスツーフェイスコミュ
ニケーション，「線」というのはライン，通信です．最近はまさにLINEを使って線人類化している
ということになります．

3.4 メディア漬けの線人類
　いま，多くの人たちがメディア漬けになっています．
札幌はどうですかね？　東京の地下鉄では，だいたい
7割の人は携帯を見ていますね．残りの2割の人は寝
ています．1割の人は，文庫本読んでいる人がまだ残っ
ている気がします．高校生は，人によっては5時間以上，
平均でも3時間半以上携帯を見ているというデータが
あります（図4），1日24時間しかないですから，要す
るにメディア漬けになっています．昔から24時間は変
わらないので，メディア，スマホに向かう時間が6時
間になったら，その分，ほかの時間が減るわけです．
そうすると，いったい何が起こるか．いつもダラダラ
とメディアに接する毎日ということです．自分は違う
ということを，自信をもって言える人は，非常にいま
少なくなっていると思います．僕もTwitterを始める
ときにそれが怖かった．それで1日1回つぶやけばお
しまい，と決めました．
　メディアに接していないと，だんだん不安になります．メディアがないと何もできないと思う人
が増えています．朝，スマホを忘れたら，1日皆さん落ち着かないと思います．別に通話する必要
はない．持っていることが実は重要なのです．持っていることはつながっているという安心感にな
ります．それが無いと，不安になってしまう．「やばい，仲間はずれになるかもしれない」と思う人
もいるかもしれません．歩いているときも，いつもスマホ．僕，札幌に来るときに，東京で朝の電
車がラッシュでした．そこで，隣の人の手がすごい気になったのです．隣の人，車内はぎゅうぎゅ
うなのですが，一所懸命周りの人を押しのけてスマホを見ているのです．このようなことが，いま
当たり前になっています．まさに線人類．線につながっていないと不安で耐えられない人類になっ
てしまったのです．
　これは，どこにいても電波でつながっていることで起きています．魅力的すぎるメディアは人に
とって麻薬になるかもしれません．気持ちは分かるのです．本当に魅力があるのです．僕も元々そ

図4　高校生のインターネット利用時間
（n=953）．内閣府（2017）より作成．
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ういう新しいもの好きですからね．昔，ザウルスという携帯情報端末を最初から持っていましたし，
カシオが出した最初のデジカメQV10も持っていました．ですから気持ちは分かるのですが，先ほ
ど言ったように，1日24時間は古今東西変わらない．その貴重な時間をいまメディアで無駄遣いし
ていないか，便利で魅力的なメディアは時間の劣化をもたらすのではないかということです．

3.5 コミュニケーションの偏在化
　もう一つ気になっていることがあります．それは，コミュニケーションの偏在化です．皆さん，
ネットワークでコミュニケーション量が増えているもしれません．では，その相手がどういう人か
というと，結構，それが偏っている．同じ世代，同じ趣味，場合によっては気があう仲間であって，
何となくコミュニケーションが豊かになったような気になっていますが，実は異なる世代，異なる
コミュニティの間のコミュニケーションは少なくなった，と言われています．無縁社会が到来して，
一人ぼっちで死んでいく無縁死が，32,000人もいるという番組もありました（NHK 2010）．結局，
コミュニケーション社会とはいったい何なのだろう．みんながコミュニケーションするのではなく，
かなり偏ったコミュニケーション社会ができているのではないか．我々，技術者は，みんなが豊か
になる社会を目指したはずなのに，本当にそうなっているのだろうか．やはり，気になります．
　こういう問題は，使う人と一緒に考えなければいけない問題です．そして，電波による時間の無
駄遣いを知るということは，それぞれ自分自身の心の問題でもありますから，今日のお話は「電波
と人」ではなく，「電波と私」でよかったのかもしれません．メディアは，人と人をつなぐことを目
的としてきたはずなのに，これで良いのだろうか，ということを一つ問題提起させていただいて，
今日の話を終わらせていただきます．どうもありがとうございました．

注
1） ENIACとは，Electronic Numerical Integrator and Computerの略称．第二次世界大戦中にアメリカ陸

軍が予算を支出し，ペンシルベニア大学が開発した．1946年に完成し，1955年まで使用された．
2） 1925年の絵葉書に描かれた携帯ラジオの想像図（ワット 他 1999, 160）．携帯ラジオを持つ3組の男女が

田舎道を散歩しており，それを4人の農民が物珍しそうに見ている．散歩する6人は胸に携帯ラジオを下
げ，耳にはヘッドホンを付けている．アンテナの張り方はペアによって異なるが，腕を組んで歩く先頭
のカップルの場合，男が掲げるステッキの先と，女が掲げる日傘の先がアンテナ線で結ばれている．そ
の長さは100cm程であろうか．

3） 1924年に描かれた携帯電話の想像図（ワット 他 1999, 160）．3人の男と1人の女，1匹の犬が描かれている．
男女は，ベルのついた手のひら大の本体を胸に着けている．帽子の左右には長さ20cmほどのアンテナ支
柱がそれぞれ1本立ち，左右はアンテナ線でつながっている．その長さは注2で示した携帯ラジオのアン
テナの四分の一程度である．彼らは本体とコードでつながっている受話器で，「よしヤンセ，98と3/4で
売れ」「ボス，家には誰もいません」「ええ，良いです！5時に．さようなら！」と口々に話しているが，1
人は呼びだしに対して「誰がまた私を呼び出してるんだ」と忌々しそうにつぶやいている．犬のアンテナ
は尾と首輪に立っており，受話器はないが，ベルの音に犬は「はい御主人様」と答えている．
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