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日本の情報産業は、読者諸兄の非常な努力により、
昨今の不況にもかかわらず、順調な発展を続けておら
れる様子で、ご同慶の至りである。しかし情報産業も、
そろそろ質的転換をする時期に近づいているようであ
り、本誌も 150号を迎えるにあたって、将来を展望す
る企画をされたことも時宜を得たものと思われる。
この機会に、通信事業の歴史的背景と情報産業との
係り合いの経緯を振り返って、将来の方向への模索の
一手段を呈し、読者諸賢とともに将来を考えてみたい
と思う。

日本の通信事業の歴史は古く、1世紀を超えている。
その間に通信事業がたどってきた道は、必ずしも平担
なものではなかったが、その経過の中に今後の情報産
業を考えてゆくうえに参考になる幾多の事実が含まれ
ている。
まず、わが国の電気通信技術はご承知のように徳川
幕府の末期、嘉永、安政に始まり、明治元年には電信
システムの建設が始まり、早くも明治 10年には日本を
縦貫する幹線電信網ができ上がっている。それに続い
て電話変換も開始されて、明治 10年代には急速に普及
し、明治 22年に電話事業は官営とすることに決定し、
電電公社の発足まで、官営事業としての制約された事

業形態が続くことになった。
ところが明治 30年代になると、市内変換網を主体と

する一般電話網の事業にはそのサービスの及ばない部
門として群設電話、鉱業特設電話などが設置を許され
ることになった。
これより早く、明治 18年には電信事業の料金にたい

しては、郵便事業と同じく日本全国均一料金制が発足
し、今日に至っている。今日でも電話料金の距離別の
料金体系を取り除き、全国均一料金にすべきであると
いう論が現存している。
これらの事業を与える産業としては、慶応年間に各

種の産業が洋式工場として発足したものを、明治政府
が工部省をして官有事業として推進させたが、明治 10
年代の不況によって民間に払い下げることとなり、爾
後民間企業として発展するが、電気通信事業の急速な
需要の上昇と、技術革新にたいしては産業界が必ずし
も追随できず、大正年間には外国各社の製品が国内に
氾濫するに至り、昭和の初め頃になって国内の生産体
制が次第に整備され、外国製品を駆遂していって、通
信機器は日本製であるのが当然であるという現状がで
き上がってきたのである。これは当時の逓信省工務局
の諸先輩の非常な努力と、それに協力した日本の通信
産業界の諸先輩の努力の賜であった。
その間に一番問題になった点は、通信事業にたいす

る外国特許とノウハウであり、また事業発展のための
資金の動員力の不足であった。戦後、電電公社の発足
とその後の絶大な努力によりこれらの点が大幅に改善
されて、日本全国の即時ダイヤル化、需要と供給との

情報通信産業の相互協調体制による
飛躍的発展のために
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バランス、コンピュータ・システムの提供もおこなわ
れるようになった。
一方において情報産業も、通信事業の明治の初め頃
と類似して、まず外国製品によるサービスの開始に始
まり、初期には外国製品による一事業体内の情報処理
システムとして導入され、タイムシェアリングの発展
とともに、情報処理システムそのものを提供する事業
が成立するようになるとともに、入出力装置の地域的
分布も全国的規模となり、また異種業務間のネットワー
ク的融合も図られるようになり、一般電話加入者のア
クセスが可能になってきた。
また今後は、マイクロ・コンピュータ、LSIの出現に
よって、コンピュータ・システム構成そのものに変革
がおこなわれ、ネットワーク構成そのものにも基本的
変化の起きる新しい段階にさしかかってきたといえる。

これらの経緯のなかで、コンピュータ・システムの
地域的拡大につれて、比較的遠距離の入出力装置や、
処理装置との連絡や、広く一般からコンピュータ・シ
ステムへのアクセスの必要から、一般公衆通信網を利
用してシステム構成をする考えが起き、そこに一般公
衆通信網とコンピュータ産業側との間の摩擦を生じる
ようになった。
すなわち、一般公衆通信網は、前述したように 1世
紀以上にわたった歴史の上に、きわめて高度の信頼性
と技術レベルを保持し、厳格な規格のもとに設計保守
され、電気通信法の法的規制のもとにある。ところが
コンピュータ・システムは、自らの制約以外はまった
くなく自由に発達してきており、ましてや通信回線と
いえども、自己のシステムの要求するものは自由に使
えるという発想である。それが一般公衆通信を利用す
る段階になって、法制上も技術的にもきわめて厳しい
条件を要求されて、巨大な壁につき当り、そのフラス
トレーションが、一般公衆通信回線への無知識と相俟っ
て、一時電電公社への非難攻撃に転化したこともあっ
た。

次いで、この厳しい制約の下では、コンピュータ・
システムの発展は疎害されてしまうという意見が情報
産業振興を志す人々から出され、まず法制上の制限を
取り払うべく、電気通信法の改正となった。
ところが技術的問題となると、これらの方々はまっ

たくの素人の集団で、今日までの一般公衆通信回線の
技術基準のよってきた所以には理解力不足で、数多く
の海外調査団の派遣となった。しかし結局のところ、“よ
しのずいから天井のぞく”の例えに終り、その報告の
典型的なものは「彼の地では通信回線は完全に民間に
開放され、必要な通信回線を情報産業側が建設するこ
とも許されている」というものであった。
ところが、たとえば日本とアメリカとでは、郵政省

と FCCとの法制上の手続きや、法制決定上のやり方と
位置の違い、ATTと電電公社との質ならびに社会的位
置の違い、情報産業と通信産業との上記事業体との関
係の体質的な違い、日本における通産省の存在、産業
の中の雇用条件、技術者の移動と、産業間のテクノロ
ジー・トランスファの基本的違い等々、本質的な問題
解析と理解は皆無に近いものであった。
しかし幸いにして、良識ある諸兄、諸先輩の賢明な

る決断によって、電気通信法が改正され、通信回線の
解放とともにコモン・キャリアとしての電電公社もデー
タ通信サービスを開始することになり、ここに世界で
類をみない通信と情報の両産業の共存体制ができ上
がったのであった。
ただ、この間において指摘された点としては、その 1

つはデータ通信用の料金の問題である。しかし電話料
金制度は日本では国会の承認事項であり、電話料金は
全国均一料金体系で、シビル・ミニマムの社会奉仕型
の考えが強いのに反し、コンピュータ通信は、一般企
業が利用して利益をあげるものであるから、それを低
料金にして電話事業の収益性を低下させてはならない
という論があり、またそれらにたいして自由に通信回
線を作らせることは、国民経済全般として好ましくな
いという考え方も強固である。
また、電話事業側として反省すべき点は、全国ネッ

トの高技術水準を維持するための必要性を重視するあ

2　通信事業と情報産業との軋轢
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まり、それにすこしでも影響する恐れをいだかれる事
項にたいしては消極的になり、情報産業側の要求にた
いして対応が保守的で遅く、適応力が悪いと指摘され
ている点である。
また一方、情報産業側についていえば、あまりにも
自己中心的で視野が狭く、自己のシステムに関するパ
フォーマンスのみを論じ、それが全国ネットとしたば
あい、日本全体の将来の姿として適当であろうかとい
う配慮がほとんどなされていない点である。

コンピュータと通信網とは過去には通信制御装置を
整合点として接続されていたが、コンピュータ・ネッ
トワークの考え方からすれば、当然、伝送方式、変換
方式、網制御方式もすべてシステムとして最適なもの
を選ぶ自由を持たなければ、システムとしてはよいも
のができないと考えられることは当然である。しかし
それに一般公衆通信回線網が従うべきであると考える
とすれば、行き過ぎであるということができる。
それぞれには、考え方の立脚点に上記のように基本
的な相違があるからである。
しかし、今後の発展を予想される、マイクロ・コン
ピュータによる入出力のインテリジェント化、LSIによ
る小形・高性能化は、一般公衆通信網にも基本的変化
をもたらすことになるし、コンピュータ・ネットワー
クにもまた基本的変化をもたらすことにもなる。
ところがこれらを作り上げる産業となると、日本の
ばあいはアメリカなどとはその基盤を異にしている。
すなわち通信関連産業は、そのエレメントの製造ま
でも通信事業と表裏一体となりながら、民間企業とし
て今日まで 1世紀近くの年月を経て育成されてきたも
のであり、情報産業は外国資本のものと一部を除けば、
ほとんどが通信関連産業のファミリーとして育ってき
ている。
それらを構成している人員の頭脳力と人数についてみ
ると、電電公社は他の事業体に比べて比較にならないほ
ど多く、それを取り巻く通信関連産業ファミリーの頭脳

力と人数との総計をとってみると世界第 1であり、日本
独特のファミリー構成をとる頭脳集団群である。
一般に人間の集団は、巨大化すればするほど、構成

員各自の能力を自由に発揮する機会が抑圧され独創性
のあるユニークな発想が失われ、外界の変化にたいす
る適応力が失われる反面、組織としての巨大なエネル
ギーの蓄積がおこなわれる。
世界を見渡してみても、通信関連産業と情報関連産

業とは日本ほど姉妹関係を持っているところはない。
要はこれらに蓄積された巨大なエネルギーを、有効な
エネルギーとして活用し、いかに世界に貢献して、日
本の地球上における存在を確保するかにある。
それにたいする一案は、巨大なコンピュータ・シス

テムを設計する手法を適用してみてはどうかと思う。
今日までわれわれが巨大なコンピュータ・システム

を作り上げてきたように、この貴重な頭脳集団群を構
成要素として、それらをネットワーク化して結びつけ、
コスト・パフォーマンス最大な、しかも流動的に世界
の社会の動きに対応できるシステムとして動くならば、
まったく世界に類のない、21世紀に適当な、新しい頭
脳集団群として、次の時代を担うようになると思われ
る。通信、情報関連産業に従事しておられる方々はす
でにそのことをうすうす知っておられることと思われ
る。要は、小異を棄てて大同につき、実行に移すこと
のみであると思われてくるのである。
日本の通信情報産業が、今後このような方向でます

ます発展され、世界に貢献されることを祈りながら筆
を擱くこととする。

3　今後の展望
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情報処理分野におけるネットワーク・サービスは、
従来伝送路サービス網を中心に考えられてきたが、今
後の発展形態としてはセンタ装置、端末装置まで含め
たファシリティ供給のサービス網が出現し、さらにそ
れらのファシリティを利用した情報資源の供給／共用
サービス網が出現してくるものと考えられる。
本稿では、主としてこれらの発展形態の中でファシ
リティ供給のサービス網に着目し、従来独立に論じら
れてきたセンタ、伝送路網、端末などを全体のネット
ワークのサブシステムとして捉え、それぞれの技術的
可能性からみて、全体のシステムがどのような変遷を
遂げてゆくかについての展望を述べることとする。

1）端末サブシステム
端末システムを分析してみると、図 1のようになる。
まず、キーボード・プリンタとかカード読取装置とか
いった入出力装置そのものが独立しているサブシステ
ムがある。次に入出力制御装置、伝送制御装置が独立
して複数の装置を制御するサブシステムが考えられる。
さらに回線との接続として変復調装置がある。
この変復調装置は一般にアナログ回線に用いられる
が、デジタル回線に用いられる同種の装置として回線
終端装置がある。
現在、端末サブシステムが有している問題点は以下
のとおりである。

①ユーザ・アプリケーションの多彩化が端末の多彩化
につながり、標準化による低コスト化との調整が必
要である。

②端末の多彩化はただちにセンタ・サイドの負担となっ
てはね返るため、常にセンタ・サイドとの調整が必
要とされる。

③端末システムはもっともユーザに近い部分であるに
もかかわらず、通常の機能はセンタによってすべて
サポートされているため、センタ、伝送路網の故障
が直接端末機能の停止につながる。 

2）伝送路網サブシステム
現在、電電公社が提供している通信回線サービスは

表1のとおりである。専用線は端末間通信のためにあり、
特定通信回線は端末と計算機関通信のためにある。表 1
からもわかるように D1規格は帯域を保証しているもの

ネットワーク・サービスの展望と
技術的可能性

●山内 正彌／電電公社 データ通信本部長
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図 1　端末サブシステムの構成

はじめに

1　現行システムの限界と問題点
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であり、データ伝送速度としていかなる速度でも利用
者の意志で選択できる。技術的には 9,600bit/sが限度
とみられる。
現行サービスではビット保証サービスとしては D－
9（4,800bit/s）まであるが、これらのサービスはすべ
て音声回線を併用できるものであり回線調整サービス
はおこなっていない。むしろ、品質を保証する意味で
のリンク制限、交換機収容制限がある。
表 2に規格別の特定通信回線数を示す。
データ通信に用いられる回線としては、専用線ある
いは特定通信回線の他に公衆通信回線がある。公衆通
信回線は、トラヒックの少ない利用者にとって経済的
に有利であるとともに、変換網を利用した不特定者間
通信にたいする適応性がある。
従来、データ通信の分野ではほとんどのトラヒック
は端末から特定の計算機に向けて限定されると考えら
れており、不特定者間通信の必要性は薄いといわれて
きたが、高価な端末を有効に使うことや、センタ間で
のファイル分散等により 1つの端末から複数センタへ
のアクセスする要望も増えつつある。表 3に公衆通信
回線を使ったシステムとその回線数を示す。
現在、伝送路網サブシステムが有している問題点は

規　格

品　　　　　 名 品　　　　　 名 品　　　　　 名

規　格 規　格種　　　　別
専用サ
ービス

特定通
信回線
サービ
ス 種　　　　別

専用サ
ービス

特定通
信回線
サービ
ス

専用サ
ービス

特定通
信回線
サービ
ス種　　　　別

A規格
（120Hz）

B規格
（240Hz）

C規格
（400Hz）

D規格
（3.4KHz）

(注)　○印はそれぞれのサービスで提供する品目を示す。

A ̶ 1
（50bit/s 直流
符号伝送）
B ̶ 1
（100bit/s 直
流符号伝送）
C ̶ 2
（200bit/s 交
流符号伝送）
D ̶ 1
（帯域使用）

D ̶ 2
（音声伝送）

D ̶ 3
（模写電送）
D ̶ 5
（1,200bit/s
交流符号伝送）

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

D規格
（3.4KHz）

E規格
（5KHz）

F規格
（10KHz）

D ̶ 7
（2,400bit/s
交流符号伝送）
D ̶ 9
（4,800bit/s
交流符号伝送）
D ̶ 10
（写真電送）

D ̶ 11
（音楽放送）

E ̶ 1
（AM放送）

F ̶ 1
（AM放送）

I 規格
（48KHz）

J 規格
（240KHz）

L 規格
（4KHz）

I  ̶ 1
（帯域使用）
I  ̶ 2
（写真・模写
電送）
I  ̶ 3
（48Kbit/s 交
流符号伝送）
J ̶ 1
（帯域使用）
J ̶ 2
（写真・模写
電送）
L ̶ 1
（白黒映像電
送）
L ̶ 2
（カラー映像
電送）

年度
規格 46　　　47　　　48　　　49

A ̶ 1
（50bit/s）

B ̶ 1
（100bit/s）

C ̶ 2
（200bit/s）

D ̶ 1
（帯域使用）

D ̶ 5
（1,200bit/s）

D ̶ 7
（2,400bit/s）

D ̶ 9
（4,800bit/s）

I  ̶ 1
（帯域使用）

I  ̶ 3
（48Kbit/s）

総回線数
「年間伸び率％」

自営システム数
システムあたり
回線数
（注）（　）は各年度内での構成比をしめす。

4,494
（33.2）

5,088
（28.0）

5,773
（22.6）

6,150
（18.3）

126
（0.9）

172
（0.9）

361
（1.4）

555
（1.7）

3,623
（26.8）

4,286
（23.5）

5,367
（21.1）

6,087
（18.2）

1,874
（13.9）

3,463
（19.0）

6,783
（26.6）

11,064
（33.0）

3,223
（23.9）

4,946
（27.1）

6,642
（26.0）

8,555
（25.5）

172
（1.3）

266
（1.5）

515
（2.0）

907
（2.7）

64
（0.3）

193
（0.6）

6
（0.0）

3
（0.0）

8
（0.0）

7
（0.0）

14
（0.0）

13,512
（100.0）
「̶」

18,227
（100.0）
「34.9」

25,515
（100.0）
「40.0」

33,533
（100.0）
「31.4」

295 441 706 1,126

46 41 36 30

表 1　専用サービスと特定通信回線サービスの区分

表 2　規格別特定通信回線数
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以下のとおりである。
①公衆通信回線を使用するばあいには、データ伝送速
度上の制限があるとともに、歪み、雑音など伝送品
質が一定しないといった問題がある。
②専用回線、特定通信回線では交換機能がないため、
複数のセンタと接続したいばあいには、個別に回線
を設定する必要があり、コスト高となる。
③端末制御と回線制御が分化されていないため、接続
する端末種別に比例して回線数が増大し、回線コス
トが増加する。
④特定通信回線等では、回線の 2重化を図らないかぎ
り回線障害が端末機能停止につながる。

3）情報処理センタ・サブシステム
LSI技術の進歩、OSの高度化等により、情報処理セ
ンタの機能はますます強化されつつあるが、最近に至っ
てセンタへの過度の機能集中にたいする反省が生じ、
以下のような問題点が指摘されてきている。
①回線、端末の差異をすべてセンタのアプリケーショ
ンで吸収することは、センタの負荷が過大になる。
②システムの巨大化が柔軟性の欠如を招き、新たな機
能追加に大きな工数を要する。
③過度の機能集中によって、センタ障害の影響範囲が
大きくなる。
④機能集中、機能の多彩化はオーバヘッドの増大を招
く。

　

1）各サブシステムの変遷
それぞれのサブシステムは、第 1章で述べた問題点

を解決するためにインタフェースを拡大する方向に動
いており、他のサブシステムの機能とのトレードオフ
がおこなわれつつある。
①端末サブシステムでは入出力制御、伝送制御の部分
が高度化しつつあり、従来固定メモリ等で制御して
いた部分にミニコン／マイクロ・コンピュータの技
術を応用し、ソフトウェアによって高度な制御をお
こなうことが可能となってきた。さらに、これらの
機能を単に制御に用いるのみでなく、処理機能とし
ても利用することによってセンタとの処理分担、あ
るいはセンタ障害時のバック・アップをもおこなう
方向になりつつある。

②伝送路網サブシステムについては、ⓐ伝送路の高品
質化、ⓑ回線コストの低減化、ⓒ回線網の特性に関
する透過性の向上、の3つが大きな課題となっている。
ⓐ、ⓑについては最近のデジタル伝送技術、デジタ
ル交換技術を組み合わせたデジタル伝送路網の形成
によって解決を図る方向であり、ⓒについては従来
センタ装置の一部と考えられてきた通信制御装置に
処理機能を付加し、通信制御処理装置として独立し
た機能を持たせることによって解決が可能である。

③センタについては、過度の機能集中の限界から機能
分散の方向が模索されつつある。機能分散に関して
は、センタの機能を端末あるいは通信制御処理装置
などに分散してゆく縦型分散と、センタ相互間での
資源の共用を図ってゆく横型分散の 2種類が考えら
れる。
一般に通信制御処理装置の使用方法については図 2

に示すようにいくつものパターンが考えられるが、特
に本体処理装置の FEPとしてではなく RP、RDCとし
て考えたばあい、ネットワークからみてインタフェー
サとしての導入が期待される。すなわち、データ通信
システム構成の変更と拡張、端末装置の多様化等によ

2　ネットワーク・サービスの形成年度等
システム
の種別

電　　話　　型

電　　信　　型

計

48　　　　　　　 49
システ
ム数

システ
ム数回線数 回線数

20

28

48

255

547

802

118
（590）

1,319
　（517）

　39
（139）

157
（327）

1,307
　（229）

2,626
　（327）

（注）（　）内は対前年倍率（％）

表 3　公衆通信回線を使ったシステムとその回線数
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るソフトウェアの修正、変更量をできるだけ少なくす
るため、回線や端末装置の属性を標準的な形式に変換
（仮想化、バーチャル化）するための装置としても用い
られる。

2）ネットワーク・サービスのイメージ
1）で述べた各サブシステムの変遷は、必然的にそれ
らを組み合わせた新しいネットワーク・サービスを生
み出すことになる。しかしながら、それぞれのサブシ

ステムの持つべき機能は必ずしも一意的に決められる
ものではなく、それぞれのシステム形態によって最適
な機能分担はかなり異なったものになると考えられる。
たとえば、図 3において端末制御装置は 8端末まで

収容可能なインテリジェント・アダプタであり、出回
線は高速回線も考えられる。通信処理装置 Aは、パケッ
ト変換機能をもつものである。もし、利用者が自らパ
ケット変換をしたいと望むなら端末制御装置でパケッ
ト化がおこなわれ、通信制御装置 Bに直結される。

情報処理センタ内

通
　
　
　
　信
　
　
　
　網

中央処理装置
・通 信 処 理
・通 信 制 御
・デ ー タ の
　前 処 理
・データ処理
・各 種 変 換
　処　　　理

FEP*

RDC***/RP+
・集 配 合
・手 順 変 換
・データ処理

メッセージ
チャンネル

FEP CPU

TCU++
MSW**

：チャンネル接続
：通 信 接 続
：通 信 端 末

（注）　　＊FEP    FRONT  END  PROCESSOR   
　　　＊＊MSW  MESSAGE  SWITCHER
　　＊＊＊RDC   REMOTE  DATA  CONCENTRATOR
　　　　＋RP      REMOTE  PROCESSOR
　　　＋＋TCU   TERMINAL  CONTROL  UNIT

・伝送制御

　・メッ
セージ
交　換

端末サブシステム
端　末 端末制御

装　　置

端末制御
装　　置

（パケット
　 化機能）

通信処理
装 置 A

通信処理
装 置 B

伝送路網サブシステム

変換装置

情報処理センタ・サブシステム
通信制御
処理装置

通信制御
処理装置

通信制御
処理装置

情報処理
装　　置

( a )

( b )

( c )

( d )

( e )

( LS ) ( TS )

図 2　CCPの各種アプリケーション

図 3　ネットワークサービスのイメージ
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ホスト側でみても、コンピュータが必ずしもパケッ
ト端末と考えずに利用者が自らパケット化するばあい
もあるし、ネットワーク側でパケット化するばあいも
考えられる。図 3（C）の例では、ホストはある種の
JOBを通信制御処理装置にまかせ、そこで磁気テープ
出力もしてもらうというケースも考えられる。
また、端末からみたばあい、端末制御装置で JOBの
1/5を実行し、残りの 4/5を情報処理装置で実行して
もらう。また、通信処理（符号変換等）についても、
1/3を端末制御装置で実行し、2/3を通信処理装置で
実行してもらうことも考えられよう。

1）ネットワーク・サービス形成の方向
アメリカにおける状況を見るに、ネットワーク形成
の方向は 3つの形態に分類される。1つは、TELENET 

（1974年に VAC=Value Added Carrierとして FCCから
認可されている）に代表される付加価値通信網
（VAN=Value Added Network）であり、Carrierから回線
を借用し、コンピュータの機能の一部をネットワーク
に取り込むことによって利用者の処理費用の軽減を図
ろうとするものである。
これとは逆に、コンピュータ・メーカである IBMは

SNA（System Network Architecture）を 1974年に発表
したが、この思想は各ノードの機能を分散化するとと
もに、従来の伝送制御も独立した機能としてノードに
もたせ、回線費用の軽減を図ろうとしているように見
うけられる。このような動きに対抗して、ATTは 1980
年までに端末間の付加価値通信処理サービスを提供す
ると発表している。
このように、VAC、コンピュータ・メーカ、キャリ
アが三つ巴となった展開は、今後必ずニーズとして生
じてくる異種センタ間接続、あるいは網間接続といっ
たものを考えたばあい、将来に問題を残すと考えられ
るので、わが国においては何らかの整合性を持った展
望が必要であると思われる。

2）多様化する需要と標準化すべき技術
多様化と標準化は相反するものである。しかし、デー

タ通信システムを国際レベルの資源共用が可能なコン
ピュータ・ネットワークまで引き上げるためには標準
化が必要である。
端末システムが多様化し、縦割社会で企業別のデー

タ通信システムができ上がっているとしても、これを
横割りのネットワークでの相互接続が必ず必要になろ
う。そのためにはネットワークのあるレベルで端末を
仮想端末化することである。標準化への努力は ISO、
CCITTなどにおいて審議されているが、未解決な点も
残されている。
本年 2月 26日から 3月 4日にかけて開催された

CCITT SGⅦ（データ網）の本会期の最終会議では、パケッ
ト形態端末と網のインタフェースが勧告 X－25として
設定された。この勧告設定に際し、実質的な主導権を握っ
たのはアメリカ TELENET社であった模様である。
しかし、すべての問題が解決されたわけではなく、

電話網との相互接続、回線交換網とパケット交換網と
の相互接続、網の品質、パケット交換網と非パケット
形態端末インタフェースなどの問題点が来会期の課題
として残されている。

センタから端末までの機能再配分を考えるばあい、
中間領域としての伝送路網サブシステムの担うべき機
能については種々論議のあるところではあるが、基本
的にはその中を通過する情報内容を変更しない範囲で
の処理機能、すなわち網制御速度変換、誤り制御、ポー
リング、メッセージ迂回、再迂回、書式制御、編集、
入出力データのチェック、同報通信、代行受信、符号
変換、帯域圧縮などの機能が必要と考えられる。
以下、狭い意味でのネットワーク・サービスとして、

電電公社で開発を進めているデジタル・データ変換網
および通信制御処理方式を中心に、伝送路網サブシス
テムの技術的可能性について述べる。

3　ネットワーク・サービスの展望

4　技術的可能性
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1）回線交換方式とパケット交換方式の選択
ユーザの伝送路網の使用方法によって、回線交換、
パケット交換いずれを用いるかの選択が可能であり、
もっとも効率的な利用をおこない得る。それぞれの変
換方式の特徴は以下のとおりである。

（1）回線交換方式
この方式では、現在の電話変換網のように変換機は
発信データ端末から受信した選択信号によって発・着
両端末間を結ぶ回線を設定し、また終話を検出して回
線を切断するのみである。
すなわち、接続完了後は両端末間でどのようなデー
タ通信がおこなわれようが変換機はまったく関与しな
い。したがって、回線交換方式では電文のフォーマッ
トや通信信号の符号化の方式に制約がなく、比較的通
信時間の長いデータ通信やファクシミリ伝送に適した
接続サービスといえる（図 4参照）。

（2）パケット交換方式
パケット交換は蓄積交換の一種であり、発・着両端
末間を直接結ぶ回線が設定されず、データ情報は蓄積
交換により網内を転送され着信端末に送り届けられる。
まず、データ端末が情報を発信すると、その情報を
変換機が受信し情報を 2,000ビット程度のパケット（小
包）と呼ぶブロックに分割し、パケットごとに宛先や

情報転送に必要な制御情報をつけて共通の伝送路に送
出する。パケットを受信した局では、宛先を見てその
局宛なら交換機のメモリに蓄積しておき、他局宛なら
宛先局への経路上にある局へ向けて同様の共通の伝送
路に送出する。宛先局では分割したパケットが到着す
るつど、宛先のデータ端末に送り届ける。なお、一連
のパケットの到着順序が前後逆になったばあいには正
しい順序に並び変えて送る。
パケット交換では、データ端末からのデータ情報を

直接交換機が受信し、またこれを着信端末に送るため、
端末側からみてデータ通信呼の電文フォーマットや通
信信号の符号化の方法が制約される。しかし反面、サー
ビスの拡張性、経済性および高信頼性があり、通信時
間の短いデータ通信呼に適している（図 5参照）。

2）伝送路網の高度化
（1）接続時間の短縮
接続時間は回線交換で長くて 1 ～ 2秒程度である。

パケット交換では発信端末から選択信号とデータ情報
を同時にまとめて交換機に送り出す（ファースト・セ
レクティング方式と呼ぶ）ことも可能である。

（2）伝送品質の向上
伝送路として雑音や歪みに強い PCM方式を用いてお

①端末装置 ②

③多重変換装置

④集線多重化装置

⑤

⑥

⑦網同期装置

宅内回線
終端装置

デジタル
伝 送 線

データ回線
交　換　機

⑤デジタル伝 送 線⑤
デジタル
伝 送 線

加入者
線　路

他の交
換機へ

加入者線路（4W）

（1.544Mbit/s） （1.544Mbit/s）

回線交換網

（4W） （61K
　bit/s）

宅内設置装置

（注）端末装置には電子計算機もふくむ

DTE DCE

DTE DCE MUX

LC

LS

図 4　回線交換方式のシステム構成
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り、さらに変換機の通話路に電子部品を使用している
ことから交換機の雑音も少ない。これらのことから既
存公衆網に比べて 1桁程度改善され、パケットでは 1
パケットごとに誤り制御がおこなわれるのでさらに伝
送品質は向上する。

（3）通信速度の向上
PCM伝送では 4KHzの音声信号を 1秒間に 8,000回

パルス状に抜き取り、1つのパルスを 8ビットの PCM

コードに変換して伝送する。すなわち、1秒間に 64K

ビットのパルスが送られる。
データ変換網でも PCMのパルスを用いるので、正味

48Kbit/sのデータ通信速度に制御用パルスを加えて
64Kbit/sの速度で伝送している。この網内の伝送速度

宅内回線
終端装置①コンピュータ ②

③

④パケット多重化装置

⑥パケット交換機

加入者線路（4W）

⑤伝送路
（48Kbit/s）キャラクタ

多重化装置①データ端末装置

①データ端末装置

加入者線路（4W）

CPU DCE

DCE

DCE

DTE

DTE CMX

PMX

LS

伝送路（2,400～9,600Kbit/s）
加入者線路
（4W）

伝送路
（48Kbit/s）

他　　の
パケット
交換機へ

パケット交換機

宅内設置装置

（注）伝送路の速度はデータ速度

図 5　パケット交換方式のシステム構成

項　　目 内　　　　　　　　　　　　容

短縮ダイヤ
ル

閉 域 接 続

ダ イ レ ク
ト・コール

センタ一括
払い

ID 送 信

同 報 通 信

代 行 受 信

異種端末間
通信

端末の発呼表示のみであらかじめ登録され
たアドレス先に接続する。

公衆網を専用網的に使用したいユーザのた
めに、グループ内の端末相互間のみの接続
をおこなう。

通信料金をセンタに課金する。

相手番号を特殊番号に短縮して局に登録す
ることにより、短縮番号をダイヤルするだ
けで相手に接続する。

相手端末回線番号を交換機から送出する。

網が電文を蓄積し、その電文を指定された
複数アドレスに送出する。

着信端末話し中時、発信局が代わって電文
を受信しておき、着信端末が空き次第電文
を送出する。

さしむき速度の異なる端末間の通信を可能
とする（パケット交換のみ）

1.　異種トラヒックの共存
　　ベアラレイトごとの設備算出、多元処理技術
2.　通話路系のデジタル化
　　通話路系の電子化、回線試験方法
　　デジタル伝送路
3.　網全体としての同期
　　網同期技術、他のサービスとの関連
4.　各種技術の総体
　　システム全体の品質規定、保守切分け法

回
　
　線
　
　交
　
　換

パ
ケ
ッ
ト
交
換

a.　網全体が多段待合わせ系
　　Store & Forward のためのバッファ量設計
　　異常トラヒック対策の重要性
b.　情報の蓄積と端末手順
　　リンクごとの手順と端末間手順の関係づけ
　　端末回線の保守と試験
c.　網内でのサービス品質
　　情報の乱れ、準正常時の後仕末
d.　回線交換との設備共用形式

表 4　サービス項目

表 5　技術・設備面のDDX網の特徴

http://www.bcm.co.jp/


アーカイブ

63ビジネスコミュニケーション　2015  Vol.52  No.10

アーカイブ

特集 ： 情報通信産業－その10年後の展望

ネットワーク・サービスの展望と技術的可能性

をベアラレイトと呼んでいるが、データ変換網では
3.2Kbit/s、6.4Kbit/s、12.8Kbit/s、48Kbit/sの 4種類
のベアラレイトが考えられている。

（4）経済的なシステム構成
電話 1回線で 48Kbit/sの伝送が可能であること、回
線交換では変復調装置を必要としないこと、パケット
交換では待合わせ系の伝送路の効率的使用が可能なこ
とより、経済的なシステムの構成が可能となる。

（5）多彩なサービス機能
電子交換機と蓄積交換機能の採用により、新しいサー
ビスが可能となる。

3）通信制御処理方式
通信制御処理装置（CCP）の導入により、端末種別
の差異を吸収して新規端末の収容を容易にすることや、
システムの経済化を図ることを狙いとした縦型分散方
式が内外で広く用いられている。
また、DIPS－ 105OSと CCPを用いた DEMOS－ E

ネットワークのように、複数センタ間でサービス負荷
を分散処理する横型分散方式も今後多く導入されるこ
とが予想される。

CCPの開発方向としては、ファミリー化が進みホス
ト処理装置とは独立して回線や端末の属性を標準的な
形式に変換（仮想化）するインタフェーサとして存在
することも考えられる。

（1）通信制御方式
通信制御の基本機能として、
①回線との電気的インタフェース
②回線の接続制御
③文字の組立、分解
④データのバッファリング
⑤誤り制御
⑥伝送制御
⑦符号変換
⑧メッセージ処理
などがあげられる。
通信制御装置はビット、キャラクタ、ブロック、メッ
セージの 4つのバッファ方式に分類される。これらの

各方式は扱うデータの単位の大きさにより分類されて
おり、データの単位が大きくなるほど通信制御装置の
機能が大きくなり、中央処理装置の負荷が少なくなる
といえる。

（2）通信制御処理装置
従来は端末の種類も少なく、データ通信システムの構

成も比較的簡単であったため、単純で繰返しの多い処理
は通信制御装置でおこない、複雑な判断を要する処理を
論理装置側でおこなうのが経済性やシステムの監視の上
から有利とされ、データの伝送制御部分が前者で、デー
タの通信に関する部分が後者で分担している。
しかし、データ通信の利用が拡大し、大規模・高性

能なシステムが必要になってくると、主記憶装置など
の資源の有効利用、論理装置の処理能力の向上、端末
機器にたいする柔軟性の向上などのために、最近では
通信制御処理装置（CCP）が脚光を浴びている。
通信制御処理装置はメッセージ・レベルまでの処理

をおこなうものであり、複数の回線を収容し端末機器
および通信回線の制御や誤り検出・訂正をおこない、
論理装置の処理単位であるメッセージ単位のバッファ
を持っていて、メッセージのチェック、記録等の機能
まで有するものである。このため論理装置とのデータ
転送は、セレクタ・チャネルなど一般の補助記憶装置
と同一の転送装置が使用でき、また誤り制御機能やメッ
セージの処理などを通信制御処理装置がおこなうため、
論理装置の通信制御プログラムにたいする負荷が軽く
なり処理能力が向上すると同時に、通信制御に必要な
プログラム類、回線バッファ等が通信制御処理装置に
移るため、論理装置が必要とするメモリが大幅に削減
されるなどの利点がある。
さらにマイクロ・プログラムの利用により、端末の

仕様の変更や回線構成の変更などにたいして高い融通
性を持たせることができる。
将来のデータ通信においては、アプリケーションの

多彩化、マン・マシン・インタフェースの改善の面か
ら多様な端末が使用され、また各種のシステムがデー
タ通信網により接続されて相互に通信をおこなうこと
が考えられるので、このばあいの多様な機器の結合に
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よる問題の解決に、柔軟性の高い通信制御処理装置が
多用されていくものと思われる。
現在、構想中のパケット交換網には DIPS－ CCPが
パケット端末として収容されることが可能である。

（3）通信制御処理装置の応用
通信制御処理装置はプログラム制御方式であり、機
能の変更・追加が容易で融通性が大きいこと、端末の
増設、回線の高速化、業務の拡大等の拡張性が大きい
ことなどから、次のような応用が可能である。
①エミュレータ
一般の通信制御装置のエミュレーションをおこなっ
て、現行の通信制御プログラムやアプリケーション・
プログラムを変更することなくこれと置き換えること
ができる。ただし、ホスト・プロセサの負荷は軽減さ
れない。
②フロント・エンド・プロセサ（FEP）
ホスト・プロセサがおこなっていた通信制御機能を
分担して前置処理装置として働く。機能としては、伝
送制御、エラー訂正、メッセージ処理の一部が含まれる。
③遠隔データ集配信装置（RDC）
多数の端末からキャラクタ単位のデータを受信し、
これらのキャラクタをメッセージにアセンブルし、そ
してホスト・コンピュータへ入力回線より高速の 1な
いし数回線で伝送する。センタからのメッセージは逆
にキャラクタ単位で端末へ送信する。
④メッセージ交換（MSW）
メッセージ交換機では、通信網のすべての点間のメッ
セージの中央交換所として働く。メッセージ交換に要
求される機能としては、メッセージのルーティング、
キューィング、レコーディング、プライオリティの決
定等であるが、もっともむずかしい点は取り扱うデー
タの無制限性である。
最近では、分散しているコンピュータ間において、1
つのコンピュータ・ネットワークを形成し、その制御
に CCPを使用する形態が出現しているが、このばあい
CCPは一般に FEPとしての機能とMSWの両機能を兼
ね備えている。
⑤端末制御装置（TCU）

同一構内にデータ・エントリーとしての通信端末が
大量かつ集中的に配置されるような形態では、CCPを
これらの集合端末制御装置のような形で動作させ、各
端末の共通制御部のコスト低減を図るとともに、デー
タの簡単な前処理をおこなわせ、処理能力の向上を図っ
ている（図 2参照）。

いまや、電気通信技術と情報処理技術は切り離して
は論じられない段階にきており、特に境界領域におい
ていちじるしい発展が予想される。
技術的な可能性を展望したばあい、すでに述べてき

たように非常に多彩な展開が想定されるが、わが国全
体として整合のとれたネットワークを形成してゆくに
あたっては、コンピュータ・ネットワークにおける具
体的な通信手法、電気通信ネットワークにおけるコン
ピュータ端末へのアクセス手法など、今後解決すべき
多くの問題が残されている。
最近のアメリカにおける動きを見ると、ATTの通信

処理サービスの発表、データ・スピード 40の申請、ま
た TELENETと TYMSHAREの係争にみられる VAN業
者と TSS業者の境界論議など、かなり複雑な様相を呈
してきている。
本稿では、主としてネットワーク・サービスの技術

面での可能性について述べたが、ネットワーク・サー
ビスは本質的に全国的、全世界的な広がりを将来持つ
ことが予想されるものであり、その意味で明確な見通
しを持った展開が必要であると考えている。

おわりに
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商用のコンピュータが生まれて 20数年経過したが、 
コンピュータの普及とハードウェアの進歩はめざまし
く、産業界の生産活動はほとんどコンピュータなしで
は考えられなくなっている。産業界におけるコンピュー
タ工業の役割を図 1に模式的に示した。
産業界では従来、コンピュータを使用して設計した
り工場の制御等をおこなってきたが、半導体技術の発
展に伴い、今や工業界の生産する製品にコンピュータ
技術を応用した製品、たとえばマイクロ・プロセサを
パーツとして内蔵する時代になってきている。ここで
は、産業界におけるコンピュータ技術の位置づけとそ
の及ぼすインパクトについて大まかに述べてみよう。
特に超 LSI、マイクロ・プロセサの技術が産業界に及ぼ
す影響に焦点を合わせてみよう。

　

1）歴史的に見て
工業の近代化の歴史の内で産業革命のもつ意味は重

要であった。図 2に示すように産業革命は蒸気機関の
産業への応用にはじまる「エネルギー」の革命であった。
これは人間の手足の力の拡大に最大の効果があった。
次に通信関係の諸発明により情報の高速な受渡しが可
能になり、産業の近代化への道が開らかれた。一方、
計算処理をうまく機械でおこなうことに関する研究は
古くはパスカルの計算機、チャールズ・バベッジの
Differential Engine、Analytical Engine等の研究があっ
た。実用的には統計情報の整理のためのホレリスの
PCS、弾道計算の機械化のための ENIACが最初のもの
である。Von Neumannの提唱したストアード・プログ
ラム方式は、その後の汎用コンピュータの発展の基礎
となった重要な方式である。この方式を採用した最初
のコンピュータは EDVAC計算機である。わが国では
1956年頃から商用計算機が製造され、需用の急速な伸
びと電子工学技術の急速な発展により、次々と性能を
拡大し現在に至っている。
コンピュータの用途も単純な意味での計算処理の機

械化、データの記憶の機械化にとどまらず計画・予測
面での利用も進んでおり、「人間の知的行動の補助手段」
の位置を獲得しつつある。人間は本来大量の計算、詳
細で正確な記憶は不得意である。これら人間の頭悩を
補助するものとしての情報処理システムは、コンピュー
タの利用面の新時代を開きつつある。現在は「知的産
業革命」の時代と言えるだろう。

産業界におけるコンピュータ技術の
位置づけとそのインパクト

●山本 卓真／富士通株式会社 常務取締役

産業界

情
報
処
理
サ
ー
ビ
ス
業

電子工業

コンピュータ

コンピュータ
工業

パーツとしての
コンピュータ

半導体工業

図 1　産業界におけるコンピュータ工業の役割

はじめに 1　産業界におけるコンピュータ工業の位置づけ
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2）電子工業界のリーダとして
コンピュータの発展を眺めると、コンピュータの部
品が発展初期には、他の工業製品の部品の借り物であっ
たことに気づくであろう。リレー計算機は交換機のリ
レーを用いたし、電子管式計算機はラジオ、無線器で
使用されていた電子管を使用した。トランジスタ式計
算機はやはりラジオ、無線器用に開発されたダイオー
ド、トラジスタを使用した。
しかし、コンピュータの利用の拡大、コンピュータな
しでは考えられない工業製品の存在により、コンピュー
タ用の IC、LSIが半導体技術の中心を占めるに至った。
そして、次世代の計算機をめざして、超 LSIの開発が国
家的計画でおこなわれているのが現在である。
すなわち、SSI（Small Scale Integration）、MSI（Medium 

Scale Integration）、LSI（Large Scale Integration）、超
LSIと新技術になるほど、コンピュータが半導体技術上
で大きな位置を占めてくることになる。
電子工業界においてコンピュータ産業の占める位置
が年々向上していることは電子工業生産額に占める電
子計算機生産額からもわかるであろう。図 3に日本に
おける電子工業生産額の推移と電子計算機生産額を示
す 1）。

昭和 49年には電子工業生産額の約 12%が電子計算
機である。図からわかるように電子工業生産額に占め
る電子計算機の生産額の割合の今後の増加が期待でき
るわけである。

3）産業界へのコンピュータの浸透
現代社会におけるコンピュータ利用の必然性を次の

産　業　革　命

知的産業革命

1600　　　　　　　　　 1700　　　　　　　　　　　1800　　　　　　　　　　　1900

（コンピュータ）

（通　　　　信）

（発　　　　電）

（自 動 車）

（蒸 気 機 関）
ニューコメン
蒸気機関の
改良

　　ワット
蒸気機関の
改良

フルトン
汽船の
製造

スティーブンソン
実用蒸気機関車

オット
内燃機関
の改良

ダイムラー
最初の
自動車

フォード
大量生産者

モールス
有線電信機
モールス符号
の発明

ジーメンス
発電機の
改良

ベル
電話の
発明

マルコーニ
電線電信の
発明

パスカルの
計算機

チャールズ・
バベッジ ホレリス

PCS ブッシュ
アナログ
計算機
の発明

Differential
Engine

Analytical
Engine

ETL
MARK-1

MARK-1
ENIAC
  EDVAC

Mシリーズ、
ACOS,
COSMO,
370 シリーズ
等

図 2　コンピュータ開発の歴史と産業革命
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図 3　日本の電子工業生産額における
電子計算機生産額の割合の推移
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産業界におけるコンピュータ技術の位置づけと
そのインパクト

ように捉えることができよう。
（1）分業と情報量
現代のように高度の分業化が進むと、分業をスムーズ
に進めるための情報量が増加し、情報の流れも広域化し
てくる。そこで、情報を有機的に管理する全国的または
世界的な情報処理システムが必要になってきた。情報の
量および処理内容から見て、情報をコンパクトに記憶し
加工できるコンピュータが不可欠になっている。

（2）組織の巨大化とコンピュータ
組織が大規模になるほど、規模の拡大に伴う危険負
担の増加に対処するため、コンピュータによる科学的
な統計予測や管理情報の収集処理が必要になってきた。

（3）豊かな社会とコンピュータ
現代社会は物質的な豊かさをベースとした個人の価
値観の多様化、教育水準の向上に特徴があろう。多様

化に対処するための市場調査、商品設計、製造および
在庫管理にコンピュータが威力を発揮する。また教育
の高度化により単純労働者の不足が起こるが、単純な
定形的作業の繰返しを得意とするコンピュータにより、
それを相当補うことが可能である。
以上の状況の下で工業界へのコンピュータの浸透は

いちじるしいものがある。
表 1には主要業種の業種別・形別の 1社あたり電子

計算機保有台数を示すが、これは産業界におけるコン
ピュータの浸透の度合を示す尺度の1つである 1）。鉄鋼、
造船、石油等の工業ではコンピュータなしでは製品が
できない時代になっている。また、単なる計算、デー
タの記憶だけでなく、計画・予測面でのコンピュータ
の利用が多くなってきている。さらに工業界ではコン
ピュータを内蔵した製品を世に送り出している。従来、 
ICで組み込んでいた制御論理をマイクロ・プロセサで
置き替え製品に埋め込むのはこの例である。マイクロ・
プロセサを利用するアプローチは、コストの向上、信
頼度の向上が期待できるので将来飛躍的な発展が予想
される。

1）コンピュータにたいする要望項目
コンピュータの将来展望を把握していくには、現在

のコンピュータ使用における問題点に触れておかなく
てはならない。すなわち、使用者からのコンピュータ
にたいする要望項目にたいして、現在のコンピュータ
はどの程度それを満たしているであろうかという点で
ある。使用者からの要望項目を整理すると次のように
なるであろう。
①高性能化
②高信頼度化
③低コスト化
④利用のしやすさ・省力化
⑤多様なソフトウェア・サポート
⑥ソフトウェア作成の工数の減少
⑦互換性

形　別
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そ
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　他

繊 維 工 業

化 学 工 業

石 油 製 品 製 造 業

鉄 鋼 業

電気機械器具製造業

輸送用機械器具製造業

卸 業 ・ 商 社

小 売 業

金 融 業

生命保険業（含代理業・
サービス業）

損害保険業（含代理業・
サービス業）

広 告・調 査・情 報
提供サービス業

情報処理サービス業
ソフトウェア業

電 力 ・ ガ ス 事 業

表 1　業種別・形別の 1社あたり電子計算機保有台数
2　コンピユータ技術の現状と将来展望
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⑧セキュリティ
コンピュータをより低価格で使用できるようにとい
うのは使用者側からの過去から将来にわたっての要請
項目である。LSI技術と多重プロセサ構成等の新アーキ
テクチャの採用によりプロセサ関係の性能／価格比は
大幅に増加しつつある。周辺機器関係ではアクセス・
タイムの短い、ビットあたりの価格の安価な外部記憶
媒体にたいする要望が強い。
これはデータ・ベース指向のシステムの割合が多く
なり、1システムあたりの外部記憶の総容量が増加して
いるからである。近い将来に 10BB（Billion Bytes）か
ら 1,000BBの範囲の容量を満す大容量外部記憶も必要
と要望されている。
入出力装置関係ではシステムの性能の増加に伴って高
速のカード・リーダ、高速のラインプリンタ装置の開発
がおこなわれてきた。パンチ・カードについてはその取
扱いが必ずしも容易でないことからフロッピー・ディス
ク入力装置、OCR、OMRへの移行も始まっている。
ハードウェアの信頼度は LSIの製造技術の進歩によ
るプロセサの信頼度の向上、モジュール／デバイス構
成の冗長度、自動補修・自動再構成等のシステム構成
技術が採用されつつある。それを支えるソフトウェア
も特注のものから汎用化の傾向にある。
コンピュータ利用のしやすさ・省力化に関連して、
入力データを打ち込んだ時点でそのデータの正しさを
チェックする機能を持ったインテリジェント端末、オ
ペレータの記憶媒体（MT、ディスク・パック）の運搬
に伴う時間遅れとミスの混入を除く目的でオンライン
でコンピュータに結合される大容量記憶装置の開発が
進んでいる。
ソフトウェア・サポートの点では機能が強力で性能
の良いデータ・ベース・システム、使用者がコンピュー
タ・ネットワークの物理的な構成を意識しなくても、
ネットワーク中のリソースが十分に利用し得るような
コンピュータ・ネットワークの開発、使用者の計算機
利用途に適合したアプリケーション・プログラムの開
発等が積極的におこなわれている。

OSのプログラム・ステップ数、利用者のアプリケー

ション・プログラムのステップ数とも年々増大しつつ
ある。OSのばあい、図 4に一例を示すように 2倍／ 2
年の割合で規模が大きくなる傾向がある。これらのソ
フトウェア作成の工数を減少し、かつ信頼度のよいソ
フトウェアを開発する技術が強く期待されている。
他の機種への計算機の切換え、アプリケーション・

パッケージの利用を考えるとき、使用計算機の機種ご
との機能の互換性、プログラミング言語の互換性が大
きな問題になっている。たとえば COBOL言語をとっ
てみてもメーカごとにその仕様が若干異なっており、
機種の切換え時にプログラムの書き換え作業が必要に
なってくる。この書き換え作業のため、変換プログラ
ム等を開発したり人手による書き換えをおこなってい
る。そのうえ変換の確認のためのテスト作業が必要で
あり、大きな問題である。
現在のユーザ・プログラムの蓄積の量が大であるこ

とを考えると、アーキテクチャの国際的な互換性によ
りアセンブラ言語レベルのプログラムの互換性を達成
することも重要である。さらにプログラミング言語の
互換性、JCL/コマンド言語の互換性が必要となってき
ている。今後はネットワークのプロトコルの国際的な
標準化により、国際的なコンピュータ・ネットワーク
に備える必要性がある。
セキュリティはコンピュータ・ネットワーク、RJEサー

ビス等、コンピュータのリソースの共同利用と関連し
て重要な課題となっている。コンピュータ内部に存在

規模
（ステップ）

年代（昭和、西暦）

     2M

    1M
 800 K
 600 K
 400 K

 200 K

 100 K
40
’65

41
’66

42
’67

43
’68

44
’69

45
’70

46
’71

47
’72

48
’72

49
’73

50
’74

32MS

1.6MS

800KS

400KS

200KS

図 4　OSの機能の追加による大形化
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しているプログラムまたはデータの盗用を防止する対
策を立てることはプライバシーを守るという点からも
重要である。アメリカではプライバシー法案が 1974
年に成立しており、コンピュータ中に格納してある個
人情報の取扱いが規定されている。わが国では現在は
法律化の検討の段階である。
いずれにせよ、コンピュータを利用しようとする使
用者が正当な使用権を持った使用者であるかの識別
（Identification）とコンピュータの内部におけるプログ
ラムとデータのプロテクションとが重要になる。さら
にハードウェアが故障したばあいでもコンピュータの
内部のデータが破壊されないように OS、DBMS（Data 

Base Management System）を構成することも期待され
ている。
上記の使用者の要望項目が将来どのように解決して
いくか、項目を絞って述べてみよう。

2）高性能化、高信頼度化、低コスト化
コンピュータのアプリケーションの拡大に伴って、
ますます大きなコンピューティング・パワーが必要と
なってきた。このコンピューティング・パワーには、
小形・中形機を多数個使用すれば十分な性質のものと、
1つのジョブの処理量が大で大形機または超大形機を使
用する必要のあるものとがある。後者の例としては、
プラズマ研究におけるプラズマの動きのシミュレー
ションのように高速演算装置と、10MB以上のメイン・
メモリが必要なものがある。さらに流体力学などの問
題にたいしては超高速汎用計算機でも十分でなく、専
用のアレー計算機が必要になってきている。
高信頼度はコンピュータにとって必須であるが、さ
らにコンピュータを内蔵した工業製品が広く世に出回
わるにつれて、コンピュータの信頼度が完成品の信頼
度を左右するという意味でも重要視されている。
現在、超 LSIの開発が国家的な計画でおこなわれつ
つある。表 2に集積度の発展の各段階を示すが、超 LSI

はチップ上に数千個以上の素子を実現するものである。
超 LSIは高性能化、高信頼度化、低コスト化に大きく
貢献し得る技術である。以下にその理由を示そう。

（1）高性能化
超 LSIでは多数個の論理素子が 1チップ内に収容さ

れるので、論理遅延を減少することが可能である。ま
た集積度を上げると素子が小さくなり、浮遊容量が減
り高速化が可能となる。コンピュータのアーキテクチャ
としてはメイン・メモリを共通に使用する多重プロセ
サ方式を利用することになろう。これにより少数種類
の超 LSI化されたプロセサを利用し、幅広い性能範囲
をカバーすることができる。

（2）高信頼度化
超 LSIの内部の論理の冗長設計、多重プロセサ方式

によりプロセサの 1つが故障しても性能を減少した状
態（degraded mode）で運転を続行するような設計、故
障した超 LSIを代替 LSIに切り換える等の技術で高信
頼度が実現し得る。

（3）低コスト化
超 LSIの量産効果と製造技術の進歩による歩留りの

向上によって、コストの減少を実現し得る。
プロセサと同様にメモリも LSI、超 LSI技術の進歩で

集積度が向上しビット・コストを減少し得るので、現
在のコンピュータのメイン・メモリの容量が数百 KB～
10数MBであるのにたいし 1980年代では 1桁から 2
桁上の容量になると予想されている。また半導体メモ
リの他にバブル・メモリ、レーザ・メモリ等の研究も
おこなわれている。

3）利用のしやすさ・省力化
コンピュータをより利用しやすくし、コンピュータ利

用を省力化することは使用者側からの大きな要望である
が、これにたいしては次のような方法をとっている
①専門のプログラマ以外が容易に使用できるコン

名　　称 トランジスタ／チップ

    SSI
    MSI
    LSI
超 LSI

　20～30
数十～数百
数百～数千
数千以上

表 2　集積度の発展
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ピュータ：データ・ベースから必要データを容易に
アクセスするためのデータ・ベース問合わせ言語の
開発、 コンピュータの利用の方法をコンピュータ自身
が教えてくれるようなシステムの研究がおこなわれ
ている。
②インテリジェント端末
③手書き文字入力装置
④ポータブル端末
⑤大容量記憶装置の使用により人手によるオペレー
ションの減少

4）信頼度のよいソフトウェア
信頼度のよいソフトウェアを作成する技術はコン
ピュータの一般使用者にとっても、コンピュータ工業
にとっても、また情報処理サービス業界においても重
要である。現在、エラーの少ないプログラムの作成法、
プログラムのエラーをうまく検出する方法等の研究が
盛んであるが技術的に十分であるとは言いがたく、今
後の発展が期待されている。

5）分散処理システムとコンピュータ・ネットワーク
現在、アメリカでは分散処理システム（Distributed 

Processing System）についての関心が非常に高いと言
われる。しかし、アメリカにおいても分散処理システ
ムの基本技術が固まっているわけではないようである。
分散処理システムに注目する理由は、これが「巨大
システム作成の困難さ」から脱却する有望な手段であ
るからである。前に述べたように OSのプログラム、ア
プリケーション・プログラムの規模が大になっている。
一方、プログラム作成の生産性は図 5に示したよう
にプログラムの規模に従って減少の方向にある。この
図の意味するところは、ソフトウェアの規模がある大
きさを越えるとそのソフトウェアは実質上実現できな
いということである。分散処理システムがこれを救う
有力な手段となるであろう。
分散処理システムの概念図を図 6に示す。すべての
処理要求が大形のコンピュータに集中しそこで処理さ
れる従来の方式との違いは、分散して配置してあるコ

ンピュータはシステム中で特定の処理分担を持ってい
ることである。
たとえば Aコンピュータに接続されている端末 Tiか

らのジョブまたはトランザクションは、コンピュータ
“A”で処理できる部分は“A”で処理し、コンピュータ
“B”でのみ処理可能なものは“B”に処理を依頼すると
いうように処理が実行されていく。
これにより巨大システムを単一の巨大なソフトウェ

アで作り上げるのではなく、機能ごとに分割したソフ
トウェアを作ればよいので「分割して攻める」ことが
できる。この分散処理システムの方向を推し進める理
由づけには、このほか次のようなものがある。
①地域ごとに意味のあるデータは地域ごとに分散して
保存したほうが処理しやすいばあいが多い。

OSの規模

コ
ー
デ
ィ
ン
グ
速
度
／人

コンピュータ
〝A〞

コンピュータ
〝B〞

コンピュータ
〝C〞

Ti
Tl Tm

TkDB

DB DB

DB

Ti

Ti

Ti

…

… …
…データ・ベース

…端末

図 5　OSの規模の増大による生産性の減少

図 6　分散処理システムの概念図

http://www.bcm.co.jp/


アーカイブ

71ビジネスコミュニケーション　2015  Vol.52  No.10

アーカイブ

特集 ： 情報通信産業－その10年後の展望

産業界におけるコンピュータ技術の位置づけと
そのインパクト

②超 LSI化されたコンピュータのコストの減少により、
コンピュータを分散して多数用意することがコスト
的にも正当化される時代になるであろう。
③処理内容を基本にしてコンピュータ分けができるの
で、プロテクションの能力の向上が期待できる。
分散処理システムを実現するうえで必要な技術は次
のようなものになろう。
①巨大なシステムの機能を分割損が小になる条件のも
とで分割する。
②コンピュータからコンピュータへの処理の依頼、処
理結果の受け渡しのインタフェースをきれいなもの
にする必要がある（この努力を推し進めるとインタ
フェースの標準化にも貢献できるであろう）。
③コンピュータ間のデータ通信には現在のコンピュー
タ・ネットワークと基本的に同一の技術が必要となる。
分散処理システムは国家的規模または国際的規模の
データ・ベース・システム、バンキング・システム、
工場群の管理システム等の地域的広がりをもつ大規模
の情報システムを実現する手段となっていくであろう。

1）コンピュータ利用面のインパクト
どのアプリケーション分野でもコンピュータが浸透し
ている状況については前に述べたが、コンピュータの高
速化、高信頼度化、低コスト化、利用のしやすさ、省力
化等を狙うコンピュータ技術の進歩によってコンピュー
タの用途は拡大し、コンピュータ利用者の層も拡大して
いくであろう。さらに注目すべきことは、コンピュータ
の速度が遅いため従来は解けなかった問題がコンピュー
タの高速化で解けるようになることである。

（1）コンピュータ利用者の層の拡大
次に示す要因からより多くの人がコンピュータを利
用するようになり、企業活動にとってコンピュータは
ますます重要になるであろう。
①専門のプログラマ以外が容易に使用できるコン
ピュータの開発
②巨大なデータ・ベース・サービス網

③通信衛星利用の国際的なネットワーク
（2）コンピュータの用途の拡大
コンピュータの新たな用途の例を以下に示そう。

①実験オートメーション・システム：実験のスケジュー
リング、自動計測とデータ解析の自動化を目的とす
るシステム

②パターン認識処理の開発成果を応用した製造ライン：
3）で述べる知的ロボットを利用した製造ライン

（3）高速化により可能になる問題
たとえば、将来のエネルギー源をめざすプラズマ研

究では、プラズマの動きをより正確に把握することが
研究の中心であるが、高速計算機を利用してシミュレー
ションの精度を上げることができるようになる。

2）マイクロ・プロセサによるインパクト
マイクロ・プロセサはよく知られているように 1 ～

数チップの LSIからなるプロセサであり、処理能力は
現在のところミニ・コンピュータより 1ランク低い。
その用途は大別して次の 2通りがある。
①従来論理 ICを用いて実現していた数百ゲート以上の
制御をマイクロ・プロセサに置き換えて使用する。
これにより価格、信頼度の向上を狙うわけである。

②ミニコンより性能の一段下のプロセサとして利用す
る。マイクロ・プロセサの処理機能を用いたインテ
リジェント端末はこのような用途の 1つである。
いずれの用途でもマイクロ・プロセサが工業製品に

「埋め込まれる」時代になったのである。これにより従
来より進んだ最適化制御の可能性と新たな製品の可能
性が出てきたわけである。表 3に日本電子工業振興脇
会の調査 2）に基づきマイクロ・プロセサを用いた開発
中または開発予定の製品の例を示した。マイクロ・プ
ロセサは利用分野の拡大、大量生産による価格の減少、
技術的な進歩による高性能のプロセサの供給というサ
イクルで発展し、工業製品の多くの種類にマイクロ・
プロセサが「埋め込まれ」、高級な制御を実現し工業製
品の質を大きく向上していくであろう。さらに、教育用、
家庭用、ゲーム等のホビー用品などがマイクロ・プロ
セサを用いた新製品として登場してくると予想される。

3　コンピュータ技術の産業界に及ぼすインパクト
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楽観的な見通しばかり述べたのであるが、ここに 1
つ無視できない問題がある。LSI、超 LSIの開発の成果
としてマイクロ・プロセサをはじめとするプロセサの
価格が減少し多量に使用されるにつれ、これらを利用
する技術者の数が相対的に足りなくなるのではないか
ということである。「部品」としての安価なハードウェ
アはあるが、利用技術が追いつかない状態になるので
はないかという心配である。工業界の各分野の技術者
がコンピュータを利用する技術を身につけることや、
ソフトウェアも「部品」として供給できるような体制
の整備が急務となろう。

3）パターン認識と工業用ロボット
工業用のロボットは現在のマテリアル・ハンドリン
グを主体とするロボットからさらに進んで、人間の目、
耳に相当する機能を持った知的ロボットへの可能性を
持っている。知的ロボットは文字認識、図形認識、物
体認識、音声認識等のパターン認識の研究の成果を利
用して作り出されるものであり、電子技術総合研究所
をはじめとするパターン情報処理システムの研究の意
義がここにも見い出される。工業界でのパターン認識
装置の効果は次の 2点であろう。

（1）計測の客観化
パターン認識装置により一定基準に基づく定量計測
が可能になり計測の客観化が図れる。

（2）省力化
従来は機械化が困難であった図形認識、物体認識（た

とえば加工部品の裏表の認識、加工部品の方向の認識、
加工部品の欠陥の検出機能）により省力化が図れる。
　

以上、簡単ではあるが産業界におけるコンピュータ
の位置づけ、コンピュータ技術の将来展望、今後のコ
ンピュータ技術の発展が産業界に与えるインパクトに
ついて述べた。
コンピュータは工業製品の製造・流通等で必須なも

のとして使用されており、かつ 2章、3章で述べたよ
うに今後の発展性が期待できるものである。人間の頭
脳を補助するものとしての情報処理システムが社会に
大きな貢献をするように発展するのを望む次第である。

＜参考文献＞
1）電子工業年鑑、1976 年版、電波新聞社
2）マイクロコンピュータに関する調査報告書（マイクロコンピュータ
の開発および利用状況と将来）－動向調査編、日本電子工業振興協会、
昭和 51年 3月

おわりに

1　シークエンス・コント
　ロール
2　データ伝送制御
3　分析計、分析計データ
　処理
4　インテリジェント・タ
　ーミナル
5　コンピュータ入出力装
　置
6　自動化機械制御
7　プロセス制御用機器
8　測定器
9　DDC

10　ターミナル・コントロ
　 ーラ
11　工業用ロボット
12　テレメータ、テレコン
　 トロール
13　在庫管理機
14　データ・ロガー
15　POS端末
16　公害監視装置
17　ME機器
18　NC制御
19　回線制御装置
20　自動検査装置

表 3　マイクロ・プロセサを用いた開発中
または開発予定の製品の例

http://www.bcm.co.jp/
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