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１．組込み/AI/IoT/Edgeの関係

２．Edge Computing と電気通信事業法

（IoT実験をする際の留意点）
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デジタル機器（システム）

組込み機器（システム）

さまざまな機器（システム）

「組込み」 とは 「開発の作法」 なり

電子・電気機器（システム）

時計の開発作法に見る組込みの位置

コンピュータ
を組込む 3



根木勝彦 経歴

1960年 兵庫県生まれ

1982年 関西大学工学部電子工学科卒業

1982年 日本電気株式会社（NEC）入社
（分社）NECエレクトロニクス株式会社

（合併）ルネサスエレクトロニクス株式会社

2011年 組込みコーディネータとして独立
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現在のテレビ
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組込みの事例： iPadの上で走るおもちゃ

プログレス・テクノロジーズ社のサイトより 7



組込みの本質は存在感を消す事

↑ 彼らの意識の中に コンピュータ（ｉPad Pro） はない
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人工知能は人間を超えるか ディープラーニングの先にあるもの
（松尾 豊 KADOKAWA）より 10



人間が持っている、認識や推論などの能力をコンピュータ
でも可能にするための技術の総称 （ASCII用語辞典）

コンピュータに知的な活動をさせることを目的とする研究と
技術 （知恵蔵）

厳密な定義はないが、記憶や学習といった人間の知的な
活動をコンピュータに肩代わりさせることを目的とした研究
や技術のこと （朝日新聞2015年8月29日夕刊）

人工的にコンピュータ上などで人間と同様の知能を実現さ
せようという試み、或いはそのための一連の基礎技術

（ウィキペディア）

AI（artificial intelligence）とは
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AI（artificial intelligence）の実現方法

AI

機械学習

ディープラーニング

多層のニューラルネットワーク
による機械学習の手法
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みずほ産業調査 Vol.54 より

AIのレベル （１～４）

（根木註： あくまで「弱いAI」の分類）
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IoT

Ubiquitous

M2M
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IoTを狭く定義するのは賢くないよ～

https://iot.ieee.org/images/files/pdf/ieee-usa_comments_to_ntia_on_iot.pdf
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マイコン＋センサーで
温度制御やUIを実現

「組込み機器」

BLEでスマホに接続
「組込み機器」

「ＡＩ」もと表現可能
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「IoT」と表現可能

「AI」してIP網につなぐと「エッジコンピューティング」 ？
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20

グラフ理論

node

edge
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AoT
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All of Things
(AoT)

Things with Embedded 
Computing Technologies

IoT

Things with Edge Computing Technologies
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２００２年のトラ技
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「劇的な量の変化は質の変化を生む」

フロッピーディスク （Mバイト)

DVD （Gバイト)

現代のHDD （Tバイト)
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時間軸 →

性
能

・
機

能
軸

→

潜在ニーズを捉える 概念図（イノベーションのジレンマ）

＜事例＞
データーセンター
画像処理
モーター制御
カーナビ → ADAS
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まとめ （組込み/AI/IoT/エッジの関係）

・ 計算を目的として誕生したコンピュータを組込
んで機能を実現する開発の作法が「組込み」

・ ＡＩには様々なレベルがある
組込みとの関係を理解しておくことが大切

・ そもそも「組込み≒エッジ」コンピューティング

・ 劇的な量の変化による質の変化
→ 潜在ニーズを予見する
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（電気通信事業者の網）

公衆交換電話網

改造や自作

例えば

これはダメですよね
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（電気通信事業者の網）

インターネット網

例えば

ではこれはOKだろうか

自作プログラム



みなさん良くご存じの 「技適」

電波法による「技適」 （工事設計認証）
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今回は電気通信事業法による「技適」の話



我が国における電気通信端末機器の基準認証制度
平成28年10月6日 CEATECでの丸山氏（総務省）のプレゼン資料より

http://www.ciaj.or.jp/ciaj-wp/wp-content/uploads_sec/2016/10/CI-6-2_CEATEC2016.pdf
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こちら



電気通信事業法の第69条と第71条（要約）

・電気通信事業法第69条

利用者は適合表示端末か電気通信事業者の
検査を受けたものでないと繋いではいけない。『ただし

例外あり』

↑ 実装する機能によっては「ラズパイ＋プログラム」

でも合法的に接続できる可能性あり
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・電気通信事業法施行規則第32条の二 （上記の例外）

通話の用に供しない端末設備又は網制御に関
する機能を有しない端末設備を増設し、取り替え、

又は改造するとき。



・電気通信事業法第71条

利用者は網に接続する場合は工事担任者に工事・
監督をさせなければならない。『ただし例外あり』

↑ 適合表示端末ではない「ラズパイ＋プログラム」の接
続には有資格者の確認が必要となる可能性

電気通信事業法の第69条と第71条（要約）
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・工事担任者規則第3条の三 （上記の例外）

適合表示端末を 『別途告示する方式で』 接続する

場合は、工事担任者を要しない。

・昭和６０年郵政省告示第２２４号 （上記の接続方式）
無資格者が適合表示端末を接続できる方式

「プラグジャック方式、アダプタ式ジャック方式、音響結合方式、
電波により接続する接続の方式」



Ｑ13．自宅等で運用中の技術基準に適合したルータ
等の下位にＰＣ等を増設する場合、一般

的には規格に適合した既製品のケーブルが用い

られますが、このケーブルを任意の長さ
に加工して端末機器を接続しようとするときに

は、工事担任者が必要ですか。
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Ａ13．加工したケーブルの接続コネクタが外見上プラ
グジャック方式であったとしても、…（途中省略）…

ケーブルの加工は、工事担任者に行って
もらう又は加工の結果を確認してもらう

ことが望ましいものと考えます。

工事担任者資格制度Ｑ＆Ａ （総務省） より
http://www.soumu.go.jp/main_content/000427814.pdf



このテーマは ホットな話題

総務省
情報通信審議会

でも議論に
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新しい端末機器に対応した技術基準の動向
情報通信審議会・ＩＰネットワーク設備委員会での検討を受けて

「総務省総合通信基盤局電気通信技術システム課 杉野氏の
資料」より

http://www.iptpc.com/seminar2012_01.pdf 37
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根木の予測

IoTの潮流
IP電話へ

オープンソースの
IP-BPX

１１０番や１１９番の
通信障害／輻輳

マスコミ（世論）による
法令や慣習の再認識
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まとめ （Edge Computing と電気通信事業法）

１．IoT端末を製品化する場合は所

管の部門に確認を

２．フィールドでIoT実証実験をする

場合はコンプライアンス対策を

１．電気通信事業者に確認してもらう
２．端末機器の技術基準適合認定を取得する
３．IoTに明るい有資格者に工事・確認をしてもらう



http://www.nkcom.com/ucs/iot のコラムより
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最後に
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ICT（情報通信技術）のイノベーションを通じて
世界中の人々の生活向上に多大な功績のあった６名

2015年（ITU 国際電気通信連合150周年）5月

総務省のWebサイトより

ＩｏＴに関する日本の発信力
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私からみなさまへのメッセージ

．．．ゴールド・ラッシュが始まったときに、誰よりも早く「つる
はしやジーンズが不足する」と予測して成功した人の話が
あります。ポイントは、（１）後でいわれると簡単だがそのと
きに気づくか、（２）気づいても行動が出来るかの二つだと
思います。より難しいのは後者です。

（途中省略）
でも、変化を恐れていては何も始まりません。世界経済の

沈滞ムードを解消するには、まず日本の電子産業の復活
から － それが出来るのは私たちエンジニアだと思います。
組織の枠組みにとらわれず、志を同じくする仲間と協力して
行動を開始しようではありませんか。

（トランジスタ技術2003年6月号 「私の本棚から」エンジニアが元気になる本 根木勝彦
～経営革命の構造ほかの書評の最後の部分より抜粋～）
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← UCサロン（向河原）
NEC在籍中の

２００３年に開設

現在のUCサロン →
（ゲートシティ大崎）

２０１３年より

45



是非UCサロン へご来訪ください

根木勝彦 ０９０－４０９９－５５５８
neki@nkcom.com www.nkcom.com
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ご清聴ありがとうございました
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