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庭に100Mビット/秒の高速

アクセス回線がやって来る時

代になった。しかし，ユーザーが帯域を

使い切るとは思えない。必ず余る。だっ

たら，余剰の帯域を，再分配してしまえ

ばいい―――」。

こうした発想を基に，従来の延長線

上にはない新たなネットワーク環境を作

るプロジェクトが始まった。主体はイン

ターネット総合研究所（IRI）の楠正憲

氏らが主催する非営利団体「EMIP

（ Emergent Mobile Internet Plat-

form）」。有線ブロードネットワークス

などが提供する100Mビット/秒のFTTH

を，1 1Mビット/秒の無線L A N

（IEEE802.11b）のアクセス・ポイント

と接続する。このアクセス・ポイントの

傘の下にある，隣接した世帯や付近を

歩行中の第三者に，インターネット・

アクセス環境を提供するプロジェクト

だ。2001年末ころから稼働する。EMIP

では，帯域を分け与えたユーザーが得を

する仕組み作りを行うことで，コミュニ

ティに参加するユーザー数を広げていく

考えだ注1）。

楠氏がこうしたプロジェクトを立ち上

げたのは，既存のモバイル通信環境に

対する強い不満が根底にある。同氏は

「モバイル通信を実現するものとして期

待されている第3世代の移動体通信サー

ビスですら，たったの2Mビット/秒だ。

しかも，いつ実現するのか分からない。

そんなものに期待するより，今そこにあ

る11Mビット/秒の無線LANを利用し

て，モバイル通信環境をつくってしまう

ほうがずっと早い。これって，ある意味

ではユビキタスですよ」と話す。

数珠つなぎネットも出現
EMIPのような通信事業者ではない

人々が構築する草の根的なネットワー

ク。いま，飲食店やホテル，空港などに

急速に広がりつつある（図1）。高速・

格安のブロードバンド・ネットワークと

近距離無線データ通信システムを組み
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図1 カフェで，空港で，ネットに接続
インターネットのWWW閲覧や電子メールの送受信を，多数の人が集まる場所で当たり前のように使える環境が整っていく。まずは空港の搭乗ゲート付近やホテルのロビー，カ
フェなどにおいてサービスが始まる。例えば米国では米Starbucks Coffee Co.が，同社のコーヒー・ショップに無線LAN設備を導入する。国内では，モスフードサービスが，同社
が展開するハンバーガー・ショップ「モスバーガー」の店舗内で，無線LANを使ったインターネット接続サービスの実験を開始している。こうしたサービスは今後，街角やバス
停など，屋外にも広がっていく。図中の機器の写真はメルコやスウェーデンEricsson社などから提供を受けた。（写真，コラージュ：松本毅）

「家
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話機やノート・パソコンが経由点（基地

局）となり，ある人のパケットを順々に

転送していく（図2）。いわば，数珠つな

ぎのネットワークだ。

「一人ひとりのユーザーの端末が基地

局になって，勝手につながる。そうした

ら通信事業者が介在しないネットワー

クが出来上がる」（ATR 第三研究室 室

長の大平孝氏）注3）。特定の事業者に加入

しなくとも，自分が望む相手にパケット

を伝送できるので通信料金は掛からな

い。例えば東京から大阪までパケットを

無料で伝送することも可能だ。「従来型

ネットワークでは，通信事業者が管理

するバックボーン・ネットワークを使

う。いわば新幹線に乗るようなものだ。

注1）EMIPでは，帯域を分け与える行為，およびほか
のだれかの帯域を利用する行為を，通貨のように取引
する仕組みを検討している。例えば，自身が所有して
いる有線回線を，無線LANのアクセス・ポイントを使
って分け与える際には，何らかの所得が生まれるよう
にし，逆にほかのだれかの帯域を利用する際には，何
かを支払う義務を生じさせるものである。「人の帯域
を使いたいだけ使って，自分は提供しないというフリ
ーライダー（ただ乗りする人）が増えると，全体のモ
ラールが低下する。これを防ぐために導入するポリシ
ーである」（EMIPでコミュニティー通貨の仕組み作り
を担当するGETSプロジェクト代表鈴木健氏）。

注2）街角インターネット・サービスも一気に広がる動
きを見せている。中でも米国の動きが急だ。米Starbucks
Coffee Co.が，同社のコーヒー・ショップで無線アクセ
ス・サービスを開始するのはその一例だが，それ以外に
も空港やレストラン，ホテルなどで，無線ネットワークを
利用できる環境が整備されつつある。主なアクセス手
段は無線LANだ。
国内でもモスフードサービスが，同社が展開するハン
バーガー・ショップ「モスバーガー」の店舗内で，無線
LANを使ったインターネット接続サービスの実験を開始
する。また，日本エリクソンとハンドスプリング，丸紅
がBluetoothを使った無線アクセス・サービスを開始す
る予定である。無線アクセス機器を手掛けるルートや
有線ブロードネットワークスなどが設立した「モバイ

ルインターネットサービス（MIS）」も，2001年6月から，
渋谷などで無線インターネット接続実験サービスを開
始した。

注3）アドホック通信の草分けはアマチュア無線やト
ランシーバである。アマチュア無線では，パケット通
信という形で事業者の介在無く通信する形態が一般的
にある。

合わせた，いわゆる「街角インターネッ

ト」は，人の集まる場所（ホットスポッ

ト）から根を生やしていく注2）。

このような草の根ネットワークを構築

するためのアイデアはいくらでもある。

エイ・ティ・アール（ATR）環境適応

通信研究所のアドホック通信プロジェ

クト「WACNet」もその一つ。携帯電

すべては、ユビキタスから始まる。

図2 数珠つなぎネットワークが実現
一人ひとりのユーザーが備える携帯機器を数珠状につないで，ネットワーク接続する環境が整っていく。例えば，電子メールのデータ・パケットを，ほかのだれかの携帯機器を
経由して伝送する。この場合，通信事業者を介さないため，通信料金は発生しない。データ・パケットを伝送する機器は，携帯電話機でも携帯型情報機器でも，ノート・パソコ
ンでもかまわない。（イラスト：シギハラ・サトシ）
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速いがそれなりの料金を取られる。これ

に対しアドホック通信はヒッチハイクで

ある。勝手に走っているトラックに，タ

ダで乗せてもらう。時間はかかるが，お

金は掛からない」（同氏）。

ATRでは，まずは携帯型情報機器

（PDA）やノート・パソコンに，アドホ

ック通信を行うためのソフトウエアや専

用アンテナを実装する。「2年～3年後に

は，携帯機器で実際にアドホック通信

する世界が出現するだろう」（同氏）注4）。

ユビキタスがすべてを変える
このように草の根ネットワークはま

ず，ホットスポットや近くにいる人同士

といった「点」で始まる。そしてそれが

増殖して互いにつながり「面」となる。

さらに既存のネットワークとも接続して

いく。こうして新旧数多のネットワーク

が有機的に結合した巨大なネットワー

クへと成長する。いつでもどこでもつな

ぎっ放しにできる「ユビキタス・ネット

ワーク」はこうして出来上がる（図3）。

そのユビキタス・ネットワークがもた

らす変化は，通信のすべてに及ぶ。通

信事業者，ネットワーク・アーキテクチ

ャ，そしてネットワーク技術…。これま

での「常識」の多くが覆ってしまうかも

しれない注5）。

このうち，ネットワークへの取り組み

を一から見直さざるを得なくなったのが

通信事業者である。これまでのネットワ

ークは通信事業者のものだった。ユーザ

ーへのサービスや通信トラフィックの制

御，そしてそのためのネットワーク構築

に至るまで，すべては自らの手の中にあ

った。

ユビキタス・ネットワークになると，

もはやネットワークの隅々まで通信事業

者が把握することは不可能になる。例

えばホットスポットにある街角インター

ネットは，いつだれがどのくらい利用す

るのか，全く予想できない。これまでの

ネットワークなら，通信事業者はある程

度の通信トラフィックの予測が可能だ

った。この予測に基づいてネットワー

ク・アーキテクチャの設計や，回線敷

設工事を行ってきた。もはやこうした手

法では，通用しないとの意識が通信事

業者にも芽生えている。「もうトラフィ

ック予測には頼れない。ユビキタス時代

には，ユーザーの利用要求に応じて，動

的に帯域が変わるようなネットワーク構

成が必要になる」（NTT未来ねっと研究

所 メディアネットワーキング研究部長

の萩本和男氏）。

IXがなくなる？
ユビキタス・ネットワークは，通信の

世界に存在するさまざまな境界を無く

してしまう。「公衆/自営」，「屋内/屋

外」，「バックボーン/アクセス」といっ

た区分は意味をなさなくなる。こうした

境界の消滅は通信事業者の存在そのも

のを脅かしかねない。例えばインターネ

ット接続事業者（ISP）や，ISP間相互

接続事業者（IX）といった事業形態を，

大きく変えてしまうだろう。

草の根ネットワークが点から面へと成
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図3 新たなネットワークが生まれる
既存のネットワークに覆い被さるように，新たなネッ
トワークが増殖する。それは主として，ユーザーの自
発的な無線接続を核として始まる。無線接続に利用す
る通信方式も，利用可能な選択肢が増えている。こう
した無線接続方式を利用すれば，基地局を介さないア
ドホック通信も実現可能である。（図：本誌）
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HomeRF

Bluetooth
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802.11g

IEEE802.11b

IEEE802.11a

方式 利用周波数
帯

最大データ伝
送速度

IEEE802.11a 5.2GHz帯 54Mビット/秒

IEEE802.11b 2.4GHz帯 11Mビット/秒

IEEE802.11g 2.4GHz帯 36Mビット/秒

HomeRF 2.4GHz帯 10Mビット/秒

Bluetooth 2.4GHz帯 1Mビット/秒

注4）歩行者がすれ違ったり，振り向きざまにデータ
を送受信し合う通信形態も登場する。歩行者が道を歩
いているときに，偶然その脇を通り掛かった歩行者に
対して，何らかのデータを伝えてしまうなどの手法だ。
これを使うと，歩行者がほとんど意識せずに，所望の
データを集めたり，あるいは自身が宣伝したい内容を
ばらまいたりすることができる。また，このすれ違い
通信を利用して，ボトル・メールのようなアプリケー
ションに適用することも可能だ。

注5）総務省は，電気通信事業法を大幅に見直す方針
を固めた。現在，自前の回線を保有して通信サービス
を行うためには，事前審査が必要な認可制を採用して
いるが，これを事前審査が不要の登録制に変更するも
よう。これによって，通信事業に乗り出す企業や個人が
増える可能性が高まる。
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長していく過程で，相互接続点の概念

は自然になくなっていく。至る所で自由

につながるユビキタス・ネットワークで

は，言ってみればすべてのノードが相互

接続点になるからだ。例えば，あるホッ

トスポットに複数の街角インターネッ

ト・サービスが提供されることは十分に

あり得る。このとき各サービスの重なり

合う部分は，ISP間を接続するIX点に相

当するからだ。IX事業を展開するイン

ターネットマルチフィード技術部次長

の外山勝保氏は，「IXという概念が大き

く変わっていくだろう」と指摘する。

主体が事業者からユーザーへ
遠からずやって来るユビキタス・ネッ

トワーク時代には，通信事業者の存在

が希薄になり，ユーザーや情報通信機

器がより主体的となる。このことはネッ

トワーク技術の方向性が大きく変わる

ことを意味する。これまでのネットワー

クの成長を支えてきたのは，主に高

速・大容量化技術だったと言える。ネ

ットワークの成長とは専ら新規ユーザー

の収容やサービス向上のことであり，そ

れは通信事業者がネットワークを速く

太くすることでほとんど実現できた。

しかし，ユビキタス・ネットワークの

成長は一様ではない。それどころかネッ

トワーク自体が時々刻々と変化してい

る。このときに必要となるネットワーク

技術は，高速・大容量化とは一線を画

するものだ。例えば，①だれがつながっ

ていて，どこに何があるのかを把握でき

る技術，②所望のネットワーク性能を

可能な限り提供するための技術，③な

るべく多くのユーザーや情報通信機器

が同時にネットワークを利用するための

技術，などである。

個々のユーザー（あるいはアプリケー

ション）から見れば，例えば所望するデ

ータやコンテンツを瞬時に見つけられる

ようになればいい。そのためには①～③

などの技術を使ってコンテンツを取得す

るときに，ユーザーが遅延などの影響を

感じずに済むようにしたい。いわば「ネ

ットワークは空気のような存在にならな

ければならない」（日立製作所 情報・

通信プラットフォームグループ 事業企

画本部 事業戦略部 部長の高瀬晶彦氏）

ことになる。

QOSは万能ではない
ユーザーや情報通信機器がネットワ

ークに対して主体的に要求するように

なる。これに応えるものとして，サービ

ス品質のQOS（quality of service）が

ある。1990年代前半から研究開発が進

んできた。QOSは，パケットの優先制

御や帯域確保などの手法が提案され，

一部では使われ始めている。それでも従

来の要求はネットワークの高速・大容

量化技術でほとんど応えることができ

た。QOS技術にはなかなか陽が当たら

なかった。

ネットワーク関連分野の技術者の中

には，今後こうしたQOS技術が再び脚

光を浴びるという声も多い。しかし既存

のQOS技術は，小数の通信事業者がネ

ットワーク全体を管理する際には有効

だが，そうした事業者が介在しなくなる

ユビキタス・ネットワーク時代には不十

分との声も多い。

ネットワーク内のコンテンツの配置

や，検索処理手法の変更など，さまざ

まな手法の組み合わせを地道に行う必

要が出てくる。「ユーザーがお金を払っ

てもいいと思うような快適さで，ネット

ワークから所望のデータなどを取り出せ

ればいい。そのためには，既存のQOS

手法であるレイヤ3以下の技術だけでな

く，もっと上位のアプリケーション側か

らの工夫が不可欠」（キールネットワー

クス 代表取締役の櫻井智明氏）。

表1 通信の品質確保はどのレイヤでも実現できる（表：本誌）

アプリケーション・
レイヤ

意味検索
（SIONetなど）

ユーザーの検索要求を，その意味情報に基づいて検索する。意味情報は，ファイルのヘッダ部など
に記述する。

ミドル・レイヤ CDN キャッシュ・サーバの最適配置などにより，ユーザーが望むコンテンツ/データを迅速に配信する。

MPLS 伝送するパケットのヘッダ部にラベル情報を添付することで，ルーティング処理を高速化する手法で
ある。通常のスイッチング処理の場合は，送り先のIPアドレスの検索処理などが必要になるが，
MPLSではそれが不要である。

DiffServ IPパケットの優先制御を，厳密でなく比較的緩く処理する手法。

物理レイヤ 波長分割伝送 光伝送に利用する波長ごとに，サービスの品質をクラス分けする手法。

空間分割伝送 近隣にいるユーザーが，同一の周波数帯を利用しながら，電波干渉なくデータ通信を行う手法。周
波数利用効率を高められる。

CDN：content delivery network MPLS：multiprotocol label switching

すべては、ユビキタスから始まる。
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ユーザーの手元にコンテンツを
QOSだけに頼らず，ユビキタス・ネ

ットワーク時代の多種多様な要求に応

えていくための環境づくりは，既に始ま

っている。例えばユーザーのなるべく近

くにコンテンツ/データを配置して，瞬

時に取得できるシステムを整えればい

い。

ユーザーの近くにコンテンツを配置し

なければならないのはもう一つ理由があ

る。ユビキタス・ネットワークになる

と，ネットワークにおびただしい数のユ

ーザーがつなぎっ放しの状況になる。さ

らにそれらのユーザーが，あらゆる方向

へ動き回る。

このとき，一人ひとりのユーザーの要

求を，ネットワーク内の特定のサーバ機

などで処理しようとすると，破綻を来

す。可能な限り，ネットワークの末端で

処理する必要がある。「ユビキタス・ネ

ットワークになると，ユーザーの要求は

なるべく末端（ローカル）で処理しない

と追いつかなくなる」（キールネットワ

ークスの櫻井氏）。

ストレージ技術を取り込む
ユーザーや情報通信機器からの要求

をなるべく末端で処理するための手法

の開発が，急ピッチで進んでいる（表

1）。中でも，ユーザーとコンテンツの

距離を近づけるための，ネットワークと

ストレージの組み合わせ技術が重要に

なる。「これまでネットワーク技術は，

ストレージ技術とは独立して存在して

いた。これからはネットワークとストレ

ージの組み合わせを必死になって考えな

ければならない」（日立製作所の高瀬氏）。

こうした組み合わせ技術で注目され

ているのが，キャッシュ・サーバの分散

配置である。ネットワーク内のキャッシ

ュ・サーバなどに，ユーザーが望む楽曲

ファイルや動画像ファイルなどを，あら

かじめ記録しておけば，ユーザーの要求

に対して迅速にファイル転送を行うこ

とができる（図4）。
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図5 意味情報で検索をかける
NTT未来ねっと研究所が開発した
「SIONet」の場合，ユーザーの検索要
求を，その意味情報に基づいて検索す
る。意味情報は，ファイルのヘッダ部
にXMLに似た言語で記述する。SIONet
内には，意味情報に基づき経路制御を
行なう「意味情報ルータ」が存在し，
最適経路を選択してデータを送信する。
意味情報は例えば「東京在住者/クラシ
ックに興味のある人/目白通りを通行中
の人/旅行に関するコンテンツ」といっ
たものである。（図：NTT未来ねっと研
究所の資料を基に本誌が作成）情報�
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図4 ユーザーの近くにコンテ
ンツを配置
ユーザーの至近に，コンテンツを
蓄積したキャッシュ・サーバを設
置することで，コンテンツの高速
な配送を可能にする。ユーザーの
嗜好を分析し，アクセス頻度の高
いコンテンツをデータ・センター
から取得し，キャッシュ・サーバ
に蓄積するといった技術も重要に
なる。CDN（content delivery net-
work）とも呼ばれる。（図：本誌）



この手法は，一般にCDN（content

delivery network）と呼ばれる。ユーザ

ーの嗜好を分析し，アクセス頻度の高

いと予想されるコンテンツをデータ・セ

ンターから取得し，キャッシュ・サーバ

に蓄積するといった技術を使う。すでに

米Akamai Technologies，Inc.などの

システムが米国を中心に稼働している。

ユーザーがアクセスした際に，所望の

コンテンツがキャッシュ・サーバに存在

する場合を「ヒット」と呼ぶ。CDNで

は，このヒット率が高いほど，付加価値

の高いサービスを提供できる。「ヒット

率をいかにして高められるか，そのため

のアルゴリズム開発が機器メーカー各社

の最重要研究テーマになっている」

（NECラボラトリーズ ネットワーキン

グ研究所 ネットワーク・アーキテクチ

ャ研究部長の中田登志之氏）。

ネットワーク全体で検索処理
ユビキタス・ネットワークでは，特定

の事業者が介在しないため，ユーザー所

望の情報がネットワーク内のどこに存在

するかを，ネットワーク自体が動的に分

析処理して見つけ出す技術が必要にな

る。従来のように中央に鎮座するサー

バ機などがすべてのユーザーの検索要求

を処理する形ではなく，ネットワーク全

体に散らばったルータのそれぞれが，検

索処理を行うというものである。
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注6）このMPLSのラベル情報を，光の波長を使って実
現する手法も開発されている。例えばNTTが開発した
「フォトニックMPLSルータ」は，光信号を電気信号に
変換することなく経路変換できるため，高速なルーテ
ィング処理が実現できる。「バックボーン・ネットワ
ークの伝送速度はインターネット・トラフィックに追
随して伸びているが，交差点の処理が追いつかなくな
ってきている。この，ノードでのボトルネックは，光
技術の採用で解決するしかない」（NTT未来ねっと研
究所 フォトニックトランスポートネットワーク研究
部　部長の佐藤健一氏）。

すべては、ユビキタスから始まる。

図6 混雑した経路を避けるトラフィック・エンジニアリング
MPLS（multiprotocol label switching）は，伝送するパケットのヘッダ部にラベル情報を添付することで，ルーティ
ング処理を高速化する手法である。通常のスイッチング処理の場合は，送り先のIPアドレスの検索処理などが必要
になるが，MPLSではそれが不要である。さらにMPLSのラベル情報を工夫すれば，パケットを所望の経路で伝送す
ることができる。混雑した経路を避けてデータを伝送するといった，トラフィック・エンジニアリングを実現する
ことが可能である。（図：米Juniper Networks社や日立製作所などの資料を基に本誌が作成）
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図7 光の波長ごとにサー
ビス品質を分ける
光伝送に利用する波長ごと
に，サービスの品質をクラス
分けする手法も検討されてい
る。異なる波長の光信号を束
ねる波長分割多重（WDM）
技術を使えば，こうした異な
る品質のサービス回線を，1
本の光ファイバに多重して伝
送できる。（図：本誌）
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例えばNTT未来ねっと研究所は，ユ

ーザーが所望するファイルの意味情報

に基づいて，ネットワーク内のルータが

最適経路に要求パケットを転送すると

いう技術「SIONet」を開発している

（図5）。今後増えるであろう，ファイル

提供サービスへの適用を想定している。

SIONetでは，ユーザーの検索要求パ

ケットに，意味情報を付加する。例え

ば，「音楽/不動産情報/映画」などにカ

テゴリ分けされた情報である。SIONet

のネットワーク内には，こうした意味情

報を基にパケットの配送先を決定する

「意味情報ルータ」が存在し，それによ



ってパケット最適経路を決定する。つ

まり，ユーザー所望のデータ/ファイル

の存在する所へ，直接的に要求パケッ

トを伝送できる。

SIONetに対して，代表的なピア・ツ

ー・ピア型ファイル提供サービスである

米Napstar Inc.の「Napstar」の場合は，

検索要求は特定のサーバ機が処理する。

こうした場合，多地点から一気に接続

要求が発生したときには，サーバ機の処

理が間に合わなくなってしまう。

また，オープンソース型で開発された

「Gnutella」の場合でも，検索時にブロ

ードキャストを行うため，ネットワーク

への負荷が大きい。いずれにしろ，ファ

イル到着の遅延などが発生し，ユーザー

の要求に応じ切れない可能性があった。

トラフィックの流れを制御
混雑が集中しやすいネットワーク回

線から，そうでない回線へデータ・トラ

フィックの流れを意図的に制御する技

術も成熟化してきた。MPLS（multi-

protocol label switching）と呼ぶパケ

ット制御手法を使うものである。ネット

ワーク全体のトラフィックをよどみなく

進ませることで，ユーザーへのコンテン

ツ伝送の遅延をなくすことができる。

MPLSは，伝送するパケットのヘッダ

部にラベル情報を添付することで，ルー

ティング処理を高速化する手法である。

ネットワーク内のルータは，ヘッダ部の

ラベル情報だけ読み取って，経路制御

する。通常のスイッチング処理の場合

は，送り先のIPアドレスの検索処理な

どが必要になるが，MPLSではそれが不

要である。

このMPLSのラベル情報を使えば，IP

パケットを所望の経路で伝送すること

ができる（図6）。混雑した経路を避け

てデータを伝送するといった，トラフィ
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注7）ユビキタス・ネットワークを構成するアドホッ
ク通信では，局所的に複数台の機器がネットワークを
構成するために，必ずしもサーバ機のように豊富なス
トレージや高速の処理能力を備えた機器が存在すると
は限らない。例えばPDAと携帯型ゲーム機，そして携
帯電話機で局所的にネットワークを組む場合には，ト
ポロジ構成や各機器が備える機能の登録（レジスト
リ），ネットワークの送信権の制御などを，どの機器
が処理するのか，といった問題が発生する。
こうした問題を解決するための技術を，国内のベン
チャー企業であるアンクルが開発中である。アドホッ
ク・ネットワークに参加した各機器が，それぞれ備え
るプロセサ処理能力や，ストレージの記録容量などを
提供し合って，仮想的に共有する。この共有空間に，

図8 空き帯域を有効利用
米SkyStream Networks，Inc.は，帯域
を分割して再利用したり，帯域取引
（Bandwidth Trading）に利用するための
伝送装置などを開発している。普段使
っていない余剰帯域を分配する。（図：
本誌，写真：米SkyStream Networks，
Inc.）帯
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図9 周波数分割から空間分割技術へ
近隣にいるユーザーが，同一の周波数帯を利用しながら，電波干渉なくデータ通信を行う「空間分割伝送」の研究
が進んでいる。なかでも，空間分割伝送に必須となる指向性アンテナ（アダプティブ・アレー・アンテナ）の小型
化が重要な開発課題となっている。指向性アンテナは，任意に放射パターンやヌル点を設定できる。これを使えば，
同一空間内で一度に接続できる機器の台数を飛躍的に高められる。右下の写真は，2.4GHz帯向けアンテナのモック
アップ。（図：エイ・ティ・アール環境適応通信研究所の資料を基に本誌作成，写真：本誌）



ック・エンジニアリングを実現すること

ができる注6）。

光の波長でサービスを分ける
異なるサービス品質のネットワークを

それぞれ物理的に用意しておき，要求

に応じて提供するといった手法もある。

このために，異なる光の波長ごとに，異

なる品質のサービスを充てがうような技

術開発が進んでいる。

光伝送に利用する光信号の波長ごと

に，サービスの品質をクラス分けする手

法である。こうした手法が開発されるよ

うになった背景には，波長分割多重

（WDM：wavelength division multi-

plexing）伝送技術の高速・大容量化に

伴って，光信号を波長単位で制御する

ための分波合波技術などが成熟化して

きたことがある。

例えば，ある波長の光信号は，高品

質なデータ伝送に使うとする。高画質

の動画像データを伝送する場合や，楽

曲データのストリーミングなどに利用す

る。別のある波長は，必要最低限の音

質の音声しか届かず，パケットの優先

権も低いが，利用料金は安いといった

ものである（図7）。

このほか，ユーザーの帯域利用の有

効性を高める手法が注目を集めている。

高速・大容量の光ファイバ伝送路をそ

の時々で見ると，データ通信時に実際

に利用する帯域は非常に少ない。帯域

が余っていることが多い。

この空き帯域を有効活用する手法の

検討が進んでいる。例えば米SkyStream

Networks，Inc.は，こうした帯域を分

割して再利用したり，帯域取引（Band-

width Trading）に利用するための伝送

装置などを開発している（図8）。

周波数利用効率を高める
それぞれが勝手に通信し合うユビキ

タス・ネットワークでは多くの場合，無

線通信技術がそのアクセス回線に利用

される（表2）。しかし無線である以上，

ネットワーク資源は有限である。ユーザ

ー数が増加するなどしてに，周波数が足

りなくなるという問題は常に発生する。

こうした周波数不足の課題を解決で

きる技術が「空間分割伝送」である。

空間分割伝送では，近隣にいるユーザ

ーが，同一の周波数帯を利用しながら，

電波干渉なくデータ通信を行うことが

できる（図9）。空間分割では，指向性

を制御できるアンテナを使うことで，隣

接した領域においても，共通の無線周

波数を利用できる。このため，周波数利

用効率を飛躍的に高められる。

こうしたアンテナの小型化を実現し

ているのが，ATRである。アンテナの

設計と指向性の制御手法を工夫し，直

径がわずか6cmのアンテナを開発して

いる。指向性を制御できるアンテナは，

一般に直径が1m程度必要だった。「6cm

の試作アンテナは，2.4GHz帯を利用す

る。5GHz帯では直径3cm程度になる」

（ATRの大平氏）注7）。
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表2 近距離の無線データ通信技術の進歩（表：本誌，写真：ソニー，TDK，NEC）

周波数帯 2.4GHz 5.2GHz 25GHz 40GHz 60GHz

利用可能な帯域幅 83.5MHz 100MHz 1GHz 1GHz以上 7GHz

想定される無線サービス
の最大データ伝送速度

36Mビット/
秒

100Mビッ
ト/秒

400Mビッ
ト/秒

800Mビッ
ト/秒

2.5Gビット
/秒

利用可能時期 既に可能 既に可能 2002年～ 2003年～ 既に可能

100m
50m

10m

セル半径�

それぞれが備えるファイルやデータ，サービス内容
（液晶パネルの表示能力など）を書き込む。「高性能な
サーバ機などが存在せずとも，トポロジ管理や各ノー
ドの送信権の制御などができる」（同社 代表取締役の
齋藤隆之氏）。無線LAN（IEEE802.11b）やBluetooth
などの物理レイヤの上で動作するミドルウエアとして，
提供する予定だ。

すべては、ユビキタスから始まる。
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