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現場マルチネットワークサービスのイメージ図

② ネットワークネットワークのマルチアク
セス制御を実現
　 現状のお客様の現場では、既設の Wi-Fi

等と連携しつつ、LTE、5G といった新
たなネットワを構築、導入したいという
要望があります。当社は、このような複
数のネットワークを統合的に管理・運用
するマルチアクセス技術の開発に着手し
ました。

　 その第一段階として、複数の PLMN-ID
（携帯電話の国際的な識別番号）を認証す
る LTE コアを 2021 年 6 月より販売を
開始します。共通の LTE コアで自営等
BWA と sXGP、それぞれのシステムの
SIM 注 7）を認証することができるため、
これらのネットワークの統合的な管理が
可能となります。これにより、例えば屋
外などの広域エリア（自営等 BWA）から、
屋内エリア（sXGP）においてシームレ
スな移動が可能になります。

　 第二段階として、この LTE コアの開発の
ノウハウを活かし、2022 年 4 月発売予
定のローカル 5G においては、LTE・・
5G に加え、SIM を搭載しないネットワー
ク機器（Wi-Fi 等）も統合的に認証する
ことが可能な 5G コアを導入致します。
5G コアで様々なネットワークの制御を
一元管理することで、複数のネットワー
クを統合的に運用しつつ、通信方式が異
なる端末ごとの QoS 注 8）制御も可能と
なります。またネットワークの管理も一

元化できるので、運用・管理コストを低
減することも可能となります。

③ 当社独自の画像伝送技術
　 当社には、、ビデオカメラなど映像機器

で長年培った画像圧縮など関連要素技術
を多数保有しております。この技術に加
え、HD コムなどのテレビ会議システム
で培った画像伝送技術を活用し、変動が
大きい無線回線でも、低遅延、滑らかな
画像を伝送する技術を導入致します。

　 5G のような超大容量帯域にも追従可能
な無線回線の帯域推定技術で、画像の圧
縮率を無線回線の変動に合わせて調整す
ることで、違和感のない滑らかな映像を
実現します。

④ 電波伝搬シミュレーション技術
　 防災無線や業界向け無線分野に加えて、

通信キャリアの伝搬シミュレーションに
も対応してきた経緯から、精度の高い電
波伝搬シミュレーションの実施が可能で
す。加えて、お客様の環境にて電波伝搬
測定、周囲との干渉調査など、システム

を導入する際に必要な専門知識の伴う作
業支援が可能です。

2. ソフトウェア・アプリケーション
　現場センシングソリューションのような
画像認識やタブレット端末のアプリケー
ションなど、パナソニックの様々なソフト
ウェア・アプリケーション・を提供し、現
場の課題解決をサポートします。例えば、
物流現場で荷分け作業の効率を上げたい場
合に、カメラを通じて作業者の移動距離を
センシングしたり、仕分けする荷物側にプ
ロジェクターで種別を投影するなど、現場
に応じた様々なソリューションを提供して
います。今後はローカル 5G を活かした多
数のカメラセンシングや機器の遠隔操作な
ど、様々な現場の課題解決に資するソフト
ウェア・アプリケーションを創出してまい
ります。

3. エッジデバイス
　当社では、数多く数多くのエッジデバイ
スを自社開発しています。将来 5G との接
続機能を搭載していく予定のエッジデバイ
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●メジロ
早咲きの桜の便りがあちらこちらから届く。河
津桜の知らせが多い。渋谷駅の南口から、国道
246の歩道橋を渡ると渋谷川が現れる。暗渠に
なっていた川が突然地上に現れる。唱歌「春の
小川」に歌われた川だ。ビルの間を明治通りと
平行に流れる。川の側道に河津桜が植えられ、
満開だ。早咲きの桜といえば、我が庭にも寒桜

月刊フルデジタル・イノベーション
2021 年 3 月号（第23 巻 第3号）

発行日 2021 年 3 月 1 日
発行人 塩原 孝夫  Takao Shiobara

編集長 持丸 和夫  Kazuo Mochimaru

発　行 （株）ユニワールド
〒 156-0043
東京都世田谷区松原 2 - 34 - 9
Tel　 03 (5376) 7267
Fax   03 (5376) 7270

が咲く。幹は大きく傾き今にも倒れそうな老木だ
が、毎年花は欠かさない。淡いピンクがかったまさ
に桜色の花だ。そこへ、小鳥が蜜をついばみにやっ
てくる。ヤマガラ、シジュウカラ、時にはエナガも
立ち寄る。メジロがせわしなく飛び回っていた。人
の世もそうなってほしいものである。（maru)

★今号は、コロナ対策の一環として、また健康増進
のために、昨今脚光を浴びている温泉施設を紹介す
る。それは山梨県韮崎の南アルプス山麓にある旭温
泉「旭の湯」。イマ風の至れり尽くせりの温泉施設
とは異なる素朴な造りで、まわりは畑。湯船から立
ち上がると遠目に富士山が眺められる…といった感
じで、周囲を山に囲まれた場所にある訳ではない。
しかしその「旭の湯」は、地下1200 メートルから
湧き出る大地から我々への恵みである「源泉掛け流
し」 のお湯に僅かな金額で入浴できる温泉施設だ。
温泉ツウならご存知かと思うが「、源泉掛け流し」
とは、加水・加温・循環などの人工的な手を加える
事なく、地中から湧き出た温泉をそのまま浴槽に注
いで入浴出来る状態の事を言い、昨今あちこちで見
掛ける単なる「天然温泉」 の表記の施設とは異な
る。さらにこの旭温泉は、近隣の「あさひホーム介
護老人保健施設」の建設の際に見つかった源泉で、

日本国内に数えきれない程ある温泉施設の中で、泉
質の良さベストスリーに選ばれているようだ。

　（T.S）
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●スカイツリーダイヤモンド
ダイヤモンド富士という言葉を聞いたことがあるか
と思います。富士山より西側では、富士山の頂上から
上がる朝日を、東側では頂上に沈む夕日をそう呼ぶ。
スカイツリーダイヤモンドとは、日が登りスカイツ
リーにかかることをそう呼んでいる。我が家からは、
日の出から 12 分後、午前７時10 分頃、しかも１月
１日の、晴れた朝にしか観られない。この現象は、日
の出の位置と上昇角度によるところだ。
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2011 年の夏にスカイツリーが完成し地デジ化が
始まった。翌年から観察しているが、元旦の空に雲
がかかると見ることができない。今年は 2018 年に
続き３年ぶりにきれいなスカイツリーダイヤモン
ドが観られた。
まだまだコロナ禍ではありますが、良き年になるこ
とを祈念します。  　　　　　　　　　　　（maru)
★今号は、コロナ対策の一環として、また健康増進の
ために、昨今脚光を浴びている温泉施設を紹介する。
それは山梨県韮崎の南アルプス山麓にある旭温泉

「旭の湯」。イマ風の至れり尽くせりの温泉施設とは
異なる素朴な造りで、まわりは畑。湯船から立ち上
がると遠目に富士山が眺められる…といった感じ
で、周囲を山に囲まれた場所にある訳ではない。
しかしその「旭の湯」は、地下1200 メートルから湧
き出る大地から我々への恵みである「源泉掛け流
し」 のお湯に僅かな金額で入浴できる温泉施設だ。
温泉ツウならご存知かと思うが、「源泉掛け流し」と
は、加水・加温・循環などの人工的な手を加える事
なく、地中から湧き出た温泉をそのまま浴槽に注い
で入浴出来る状態の事を言い、昨今あちこちで見掛
ける単なる「天然温泉」 の表記の施設とは異なる。
さらにこの旭温泉は、近隣の「あさひホーム介護老
人保健施設」の建設の際に見つかった源泉で、日本

国内に数えきれない程ある温泉施設の中で、泉質の
良さベストスリーに選ばれているようだ。
晴天で富士山が見えた際は、「ここの温泉に来て良か
ったぁ〜」と思える瞬間である。　　　　　　（T.S）
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朋   栄                                                 
http://www.for-a.co.jp/
報映産業 
http://www.hoei.co.jp/
ニッキャビ  
http://www.niccabi.co.jp/
ミックスウェーブ 
http://www.mixwave.co.jp/
モガミ電線 表 3/ 表 4http://www.mogami.com/
ヤマハ 
http://proaudio.yamaha.co.jp/
武蔵エスアイ 
http://www.musashi-si.co.jp/
リアルサウンドラボ・ジャパン                        
http://www.realsoundlab.jp/
リーダー電子                                             　　
http://www.leader.co.jp/
ローデ・シュワルツ・ジャパン                                    http://www.rohde-schwarz.co.jp/ja/

会社名 
掲載頁URL

アイディーエクス 
http://www.idx.tv/
アコースティックエンジニアリング 
http://www.acoustic-eng.co.jp/
アスク 
http://www.ask-corp.co.jp/
アストロデザイン 
http://www.astrodesign.co.jp/
アビッドテクノロジー 
http://www.avid.co.jp
ヴァイテックプロダクションソリューションズ 
http://www.vitecproductionsolutions.jp/
池上通信機   
http://www.ikegami.co.jp/
伊藤忠ケーブルシステム 
www.itochu-cable.co.jp/
インフィニットシステムズ 
http://www.infinite-s.com
ヴィレッジアイランド 
https://www.village-island.com/jp/
エーティコミュニケーションズ                

 P.27/P.31http://www.bizsat.jp/
ATV                

 http://www.atvcorporation.com/
SCA サウンドソリューションズ 
http://ss.sc-a.jp/
エヌジーシー 
http://www.ngc.co.jp/
NKL 
http://www.nkl. jp/
エムアイシー・アソシエイツ 
http://www.micassoc.co.jp/
エレクトリ 
http://www.electori.co.jp
オーディオテクニカ 
http://www.audio-technica.co.jp/
オタリ 
http://www.otari.co.jp/
オタリテック 表2見開http://www.otaritec.co.jp/
カナレ電気                  
http://www.canare.co.jp/
環境スペース 
http://www.soundzone.jp/
キヤノンマーケティングジャパン 
http://canon.jp/
グラスバレー 
http://www.grassvalley.jp/

計測技術研究所 
http://www.keisoku.co.jp/
コムテックス  
http://www.comtecs.co.jp/
コルグ 
http://www.korg.co.jp/
シーイーシー 
http://www.cec-ltd.co.jp/
シンタックスジャパン 
http://www.synthax.jp/
西華産業 
http://www.seika-di.com/
ゼンハイザージャパン 
http://www.sennheiser.co.jp/
ソニービジネスソリューション 
http://www.sony.jp/pro/
ソリッド・ステート・ロジック・ジャパン P.2http://www.solid-state-logic.co.jp/
高橋建設 
http://www.takahashi-kensetsu.co.jp
タックシステム 
http://www.tacsystem.com/
タムラ製作所 
http://www.tamura-ss.co.jp/
ティアック 
http://www.teac.co.jp/
ティーエムエス 
http://www.tmsmedia.co.jp/
TC グループ・ジャパン 　
http://www.tcgroup-japan.com/
ディーエスピージャパン 
http://www.dspj.co.jp
テクノハウス 
http://www.technohouse.co.jp/
東通インターナショナル                                   http://www.totsu-int.co.jp/  
東通産業                                 
http://www.totsu.co.jp/ 
トラスト                                  
http://www.trust.tv/
日本映画テレビ技術協会           
http://www.jma.or.jp/dp
日本エレクトロニクスショー協会 
http://home.jesa.or.jp/
日本テクトロニクス 
http://www.tektronix.co.jp/
日本テックトラスト 
http://www.tech-trust.co.jp/
日本デジタル・プロセシング・システムズ 
http://www.dpsj.co.jp/

●スカイツリーダイヤモンド
ダイヤモンド富士という言葉を聞いたことがあるか
と思います。富士山より西側では、富士山の頂上から
上がる朝日を、東側では頂上に沈む夕日をそう呼ぶ。
スカイツリーダイヤモンドとは、日が登りスカイツ
リーにかかることをそう呼んでいる。我が家からは、
日の出から 12 分後、午前７時10 分頃、しかも１月
１日の、晴れた朝にしか観られない。この現象は、日
の出の位置と上昇角度によるところだ。
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2011 年の夏にスカイツリーが完成し地デジ化が
始まった。翌年から観察しているが、元旦の空に雲
がかかると見ることができない。今年は 2018 年に
続き３年ぶりにきれいなスカイツリーダイヤモン
ドが観られた。
まだまだコロナ禍ではありますが、良き年になるこ
とを祈念します。  　　　　　　　　　　　（maru)
★今号は、コロナ対策の一環として、また健康増進の
ために、昨今脚光を浴びている温泉施設を紹介する。
それは山梨県韮崎の南アルプス山麓にある旭温泉

「旭の湯」。イマ風の至れり尽くせりの温泉施設とは
異なる素朴な造りで、まわりは畑。湯船から立ち上
がると遠目に富士山が眺められる…といった感じ
で、周囲を山に囲まれた場所にある訳ではない。
しかしその「旭の湯」は、地下1200 メートルから湧
き出る大地から我々への恵みである「源泉掛け流
し」 のお湯に僅かな金額で入浴できる温泉施設だ。
温泉ツウならご存知かと思うが、「源泉掛け流し」と
は、加水・加温・循環などの人工的な手を加える事
なく、地中から湧き出た温泉をそのまま浴槽に注い
で入浴出来る状態の事を言い、昨今あちこちで見掛
ける単なる「天然温泉」 の表記の施設とは異なる。
さらにこの旭温泉は、近隣の「あさひホーム介護老
人保健施設」の建設の際に見つかった源泉で、日本

国内に数えきれない程ある温泉施設の中で、泉質の
良さベストスリーに選ばれているようだ。
晴天で富士山が見えた際は、「ここの温泉に来て良か
ったぁ〜」と思える瞬間である。　　　　　　（T.S）


