
ブロードバンドネットワーク技術で実現を目指すブ

ロードバンドサービスとしては，「双方向エンド-エン

ド・リアルタイム通信サービス」，「コンテンツ配信サ

ービス」，「ノマディックサービス」，「P2P（Peer to

Peer）サービス」――が主流になると考えられる。今

後のブロードバンドサービスは，映像による双方向コ

ミュニケーション型が主流となり，いつでも，どこで

も，誰（何）とでもユビキタスに利用できるサービス

になると考えられる。

広がる双方向エンド-エンド・リアルタイム通信

音声や高品質映像など様々な情報形態で，「１対１」

型から「N対N」型の通信までを含め，ユーザー間で

双方向のリアルタイム通信を提供するサービスを，双

方向エンド-エンド・リアルタイム通信サービスと呼

ぶ。

インターネットの利用形態は，高いスキルの技術

者・研究者によるメールや「FTP」などのファイル転

送の利用から，一般のパソコンユーザーによるWebを

はじめとするサービスの利用へと進展した。インター

ネットは劇的な成長を遂げ，日常生活になくてはなら

ないツールになった。さらに最近になって，常時接続

をはじめとした通信環境及びFTTH（Fiber To The

Home）やADSL（非対称ディジタル加入者線）など

の高速アクセス技術が普及・進展した。こうしたなか

で従来享受できなかった超高速性，双方向性を最大限

に生かすことにより，任意のユーザー間のダイレクト

な情報流通を本格的に支援する，双方向エンド-エン

ド・リアルタイム通信サービスが拡大しつつある。イ

ンターネットの利用目的をみても，Webなどの情報検

索中心から，コミュケーション中心へと質的変化が始

まっている（図2-C-1）。

このような双方向エンド-エンド・リアルタイム通

信サービスとしては，任意の相手と好きな時にリアル

タイムにコミュニケーションをとることが可能なイン

スタントメッセージ，IP技術を使って低コストで音声

通信サービスを実現できるIP電話，さらには映像と音

声を使った多地点会議やビデオチャットなどが代表例

となる。これらのサービスを連携させたサービスも拡

大しつつある。

こうしたサービスを利用することにより，様々なア
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■ 「RENA」（レゾナント・コミュニケーション・ネットワーク・アーキテクチャー）時代におけるイン

ターネットの利用形態は，これまでのメールやWebなどのサーバー主導の通信から，インスタントメッセ

ージやIP電話，チャットなどのエンド-エンド通信へと拡大し，新たなサービスやコミュニケーション形態

への発展が期待される。一方，セキュリティー，品質などの面でエンド-エンド通信を実現するための新た

な課題も想定される。本稿では，最初にRENA時代に想定されるブロードバンドサービスの動向として，い

くつかの例を紹介する。次に，これらのサービスを実現するために必要となる，RENA時代のブロードバン

ド・ネットワーク・システム・アーキテクチャーを紹介する。構成要素は，ユーザーネットワーク，アク

セスネットワーク，コアネットワーク，サービス／ネットワーク制御プラットフォームである。このアー

キテクチャーの中核技術となるサービス／ネットワーク制御技術と転送系技術に関して，セキュリティー

や品質，信頼性，経済化などの観点から解説する。

双方向エンド-エンド・リアルタイム通信実現へ
セキュリティーやQoS，転送系技術の開発急ぐ

Ｃ．ブロードバンドネットワーク

第２章　新世代ビジョンを支えるネットワーク技術

ブロードバンドサービスの動向
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図2-C-1 インターネットの利

用形態の変遷
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図2-C-2 双方向エンド-エンド・リアルタイム通信サービス
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プリケーションが実現可能となる。その具体例として

は，マスユーザー向けに映像を含めた情報共有・交換

の場を簡単なユーザーインターフェースで提供する

「コミュニティウェア」や，遠隔相談や遠隔教育など

の対面型顧客向けサービスを実現し，顧客満足度向上

や新ビジネスの創出に寄与する「テレサポートサービ

ス」，企業内や企業間の多地点コラボレーションなど

により，業務の効率化やビジネスの活性化に寄与する

「テレワーク」などが挙げられる。

サービスの提供についても様々な形態が想定され

る。コンシューマー向けには公衆網を利用したキャリ

アサービスによる形態が，企業向けとしては主に中小

企業やSOHOを意識したASP（アプリケーション・サ

ービス・プロバイダ）の形態や，企業ごとのシステム

・インテグレーションによる形態などがある。端末ア

プリケーションのエンド-エンド通信をサポートする

双方向エンド-エンド・リアルタイム通信サービスで

は，今後端末とネットワークが連携する形で，次世代

キラーアプリケーションが創造できるものと考えられ

る。（図2-C-2）。

パソコンやSTBをターゲットにコンテンツ配信

コンテンツ配信サービスは，映像などをブロードバ

ンドネットワークを通じて，複数のユーザーに一定の

品質を保証しつつ，セキュアーに配信するものであ

る。

コンテンツの視聴形態は，大きく３種類に分けられ

る。①決められた時間に，あらかじめ決められた選択

肢（番組）から選択して視聴する「番組表型」，②自

分の好きな時に好きなコンテンツを検索して視聴する

「オンデマンド型」，③あらかじめ見たいコンテンツを

検索し，ネットワーク経由で自分の端末にダウンロー

ド（蓄積）し，好きな時間に視聴する「ダウンロード

型」――である。このような視聴形態は，ユーザーの
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図2-C-3 コンテンツ配信サービスの形態
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要望などに応じて選択される（図2-C-3）。

視聴端末としては，従来パソコンで視聴する形態が

中心だったが，今後はセットトップ・ボックス（STB）

に接続されたテレビで視聴する形態も普及すると思わ

れる。両者は操作性，コンテンツ検索性や品質・安定

性の点でそれぞれ特徴があり，ユーザー層や視聴内容

によって使い分けられていくと思われる。さらに，

PDA（携帯型情報端末）などの携帯型端末の普及も

急速に進んでおり，視聴端末の特性や性能に応じたコ

ンテンツ変換（画面サイズや符号化レートなど）が必

要になる。

一方，配信ネットワークにおいては，コンテンツの

視聴形態が番組表型である場合にはマルチキャスト配

信機能が必要であり，オンデマンド型の場合はVOD

（ビデオ・オン・デマンド）サーバー管理制御とユニ

キャスト配信機能が必要となる。また，これらの機能

では視聴ユーザー数が増加しても経済的に配信できる

スケーラビリティー性と高品質で安定的な視聴を実現

するための帯域管理が重要になる（図2-C-4）。

シームレスな通信を提供するノマディックサービス

ノマディックサービスは，端末やユーザーが移動し

てネットワークの接続環境が異なっても，シームレス

な通信を提供するサービスである（図2-C-5）。いつ

でも，どこでも，誰とでも，同じ環境で通信可能なサ

ービスとしては，携帯電話のブロードバンド化（第３

世代移動通信サービス）や，無線LANアクセス・サ

ービスが脚光を浴びている。特に無線LANでは，

「IEEE802.11b」や「AWA」を使ったアクセス・サー

ビスの実験や本格展開が相次いで始まっており，家庭

用ブロードバンドルーターへの無線LAN機能の搭載

も進みつつある。有線の高速アクセス手段としては現

在，光ファイバやADSLによるサービスが本格化して

おり，今後これらの無線・有線の高速アクセス手段を，

場所や環境に応じて自由に使い分けることができるサ

ービスの登場が望まれている。

こうした多様なアクセス網の間をシームレスに移動

し，適材適所でアクセス手段を利用することが可能に

なれば，ユーザーの利便性は格段に向上する。このよ

うなモビリティーの提供に当たっては，アクセス網の

レイヤー２以下の実現技術によらない，IPレベルにお

けるモビリティーの実現が効果的であり，実現プロト

コルとして現在IETF（インターネット・エンジニア

リング・タスクフォース）で検討されている

「Mobile-IP」が最も有力と考えられる。

Mobile-IPを採用することにより，次のような特長

を持つ３種類のサービスの提供が可能となる。①アク

セスメディア間のシームレスな移動サービス，②

「VHE」（Virtual Home Environment）サービス，③

位置管理を利用した様々なアプリケーションサービス
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図2-C-4 配信ネットワーク
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――である。

まず，Mobile-IPが提供するIPモビリティーにより

ユーザーは，固定・移動を問わないシームレスなサー

ビスを利用することが可能となる。また，ホームネッ

トワークで利用しているIPアドレスを持ち歩いて，そ

のまま外部ネットワークでも使うことができるVHE

サービスを実現できる。この場合，ホームネットワー

ク環境下と同じサービス（xSP接続，ローミングサー

ビス，VPNサービスなど）を，外出先で受けること

が可能となる。VHEサービスでは，Mobile-IPの位置

管理を行うホームエージェント（HA）が，xSP接

続・ローミングサービスの場合は公衆網内に，VPN

サービスの場合はイントラネット内に配備される。

HAの導入により，それぞれのユーザーがベースとす

る「ホームネットワーク」という概念を作ることが可

能となり，グローバルローミングや各ホームネットワ

ークを，どこでも利用可能な環境を提供可能になる。

さらにMobile-IPを使うことで，ユーザーの所在場所

が変わった際にその場所に最適なコンテンツ（地域情

報など）を配信する，位置管理を利用した様々なアプ

リケーションサービスが可能となる。

SIONetなど新たなP2Pサービスに期待

端末間あるいはユーザー間で対等な通信環境を提供

するP2Pサービスは，インターネットの新しい利用形

態として注目を集めている。P2Pはピア・ツゥー・ピ

ア（Peer to Peer）の省略形であり，ピアは「仲間，

同等」などを意味するが，端末より個人に重点を置い

た表現としてPerson to Personを指すこともある。端

末間あるいはユーザー間で文字どおり対等な通信を行

う技術で，サーバーが「主」でクライアントが「従」

となる従来のクライアント・サーバー方式と対比して

使われる。クライアント・サーバー方式では，情報を

集中的に制御・管理するサーバーが必要であるが，

P2P方式ではそのようなサーバーが不要となるため，

サーバー設置費や運用コストを低減することができ

る。

P2Pのサービスシステムとしては，「Napster」
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図2-C-5 ノマディックサービスの例
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「Gnutella」などがよく知られているが，これらはい

ずれもファイル交換という単一目的のシステムとなっ

ている。企業内のコラボレーション系ツールとしては，

「Groove」などがよく知られている。遺伝子計算など

の大量の計算を，高価なスーパーコンピュータではな

く，多数のパソコンの能力を使うことにより計算しよ

うという「グリッド・コンピューティング」もP2P技

術の応用であり，活用が進みつつある。

また，ファイル交換だけでなく，個人が主体となっ

て自由で多彩な情報の送受できるサービスや，企業向

けの共同作業支援サービス，さらに分散コンピューテ

ィングなど，様々な目的に利用可能なプラットフォー
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図2-C-7 SIONetの適用事例
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図2-C-6 SIONetの特徴
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配送 
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イベント 

意味情報の設定値 
　○×デパートの半径 
　500m以内を通行中 
　の女性へ 



ムとしては「SIONet」がある（図2-C-6）。SIONetは，

意味情報に基づいて「イベント」を目的地まで配送す

る論理的なネットワークである。専用装置は不要で，

SIONetソフトウエアがインストールされたパソコン

同士でP2Pネットワークが形成される。イベントは，

コンテンツに相当する「データ」とコンテンツの属性

を表す「意味情報」で構成される。意味情報には，情

報を届けたいターゲットの属性情報（地域・趣味・関

心・専門分野など）が設定可能である。この属性情報

は，SIONetに接続された各ユーザーが，あらかじめ

「フィルター」としてSIONetに登録しておく。情報を

届けたいターゲットの条件を意味情報として設定した

イベントをSIONetへ送出すると，SIONetは登録済み

の各フィルターとのマッチングを行い，合致するユー

ザーにだけイベントを送出する。

SIONetをP2P型の分散検索システムとして使う場

合には，検索条件と検索元情報（アドレスなど）を意

味情報に設定することにより，必要な情報を持つユー

ザー（分散して存在するデータベース）にそれぞれ検

索要求を届けることができる。SIONetをはじめ，

P2Pサービスは，RENAネットワークにおけるエンド-

エンド通信をより豊かにするために期待されるサービ

スである（図2-C-7）。

ネットワークアーキテクチャーに関しては，2章-A

に述べられている（図2-A-3参照）。ここでは図2-C-8

に，ブロードバンド・ネットワーク・システム・アー

キテクチャー（機能分担）について示す。このうちサ

ービス／ネットワーク制御プラットフォームについて

以下に述べる。
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サービス／ネットワーク制御技術

図2-C-8 ブロードバンド・ネットワーク・システム・アーキテクチャー（機能分担）
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核となるサービス／ネットワーク制御プラットフォーム

サービス／ネットワーク制御プラットフォームは，

上位レイヤーのアプリケーションと，下位レイヤーの

ユーザー網・端末とアクセス網及びコア網の間に位置

し，下位レイヤーの転送機能を上位アプリケーション

が使いやすい形で提供する役割を担う。サービス制御

プラットフォームは，各サービス共通機能とサービス

固有機能に分かれ，共通機能としては，「セッション

制御機能」，「プレゼンス機能」，「セキュリティー機能」，

「QoS（通信品質）機能」，「認証機能」などが考えら

れる。これらはRENA時代における，エンド-エンド

通信を実現し，ネットワークが端末をアシストするう

えで核の部分となる（図2-C-9）。

共通機能の実現に当たっては，「SIP」（Session

Initiation Protocol）をはじめとしたセッション制御

技術に注目が集まっている。次に，端末をアシストす

るという面からセッション単位のセキュリティー，

QoS技術についてみていく。

セッション単位で実現するエンド-エンドQoS

まず，転送系がもつ優先制御機能とセッション制御

を連携させ，セッション単位のQoSを実現する技術に

ついてみると，一般的にQoS制御は転送系の技術とし

て「Diffserv」による優先制御や「RSVP」による帯

域確保技術などが提案されている。こうしたQoS制御

の際には，転送系装置に対して優先識別情報の付与や

リソース確保の指示が必要である。このようなQoS制

御をセッション単位に動的に行うためには，サービ

ス／ネットワーク制御プラットフォームと転送系の連

携が必須である。リソースの確保は，一般にリソース

全体の管理機能やダイナミックな受け付け判定処理を

全ての転送系装置に実装する必要があり，コスト，ス

ケーラビリティー，サービス展開スピードに課題があ

る。一方diffservをはじめとした優先制御機能につい

ては，転送系装置への実装が一般的になっている。こ

うしたなかで，転送系が優先制御機能を持つことを前

提としたセッション単位のQoS技術としては，以下の

ような「自律分散型QoS方式」と「リソース集中管理

型QoS方式」がある。

自律分散型QoS方式は，優先クラスの空き帯域を，

優先度が１段低いクラスを利用した端末のエンド-エ

ンド間での観測結果に基づいて判定する，ネットワー

ク規模やルーティング方式に依存しない観測値ベース

のQoS制御方式である。具体的には，転送系装置の優

先制御機能を使ってセッションの開始時に，エンドと

なる両端末間で通信品質を測定するための試験パケッ

トを優先度が１段低いクラスを利用して流す。そのパ

ケット廃棄率を観測し，高品質転送の可否判定と接続

の保証の判断をすることにより，セッション単位の

QoSが確保できる。ただし，この際には端末側で優先
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図2-C-9 サービス／ネットワ

ーク制御プラットフ

ォームの位置付け 個別サービス対応制御機能 

本人認証 相手検索 ユーザー保護 

位置登録 相手検索 状態確認 接続確立 通信監視 

ログ管理 通信 検索 
セッション 
制御 

プレゼンス 
管理 

ロケーション 
管理 

アクセス制御 
位置管理 

転送系 

サービス 
アプリ 

ケーション 
対応 

サービス 
／ネット 
ワーク制御 
プラット 
フォーム 

セキュリティー 
制御 

IPトランスポート QoS 
制御 

暗号化 
制御 

課金・決済 



識別情報を付与することにため，端末による不正利用

を回避する仕組みが必要になる。この課題に対しては，

サービス／ネットワーク制御プラットフォームのセッ

ション制御機能においてパケットの優先条件をセッシ

ョン単位に判断し，転送系装置に対して優先識別情報

の正当性を監視する指示を行うことにより，端末から

送信されたパケットがセッションの優先レベルに合致

しているかどうかをチェックする。こうして，端末に

よる不正利用を回避できるようにする（図2-C-10）。

一方，リソース集中管理QoS方式は，ネットワーク

内の全リンクの空きリソースを集中的に管理し，セッ

ション要求ごとに必要なネットワークリソースを割り

当てる厳密なエンド-エンドQoS保証方式になる。端

末での通信品質観測結果に依存せず，セッションごと

の利用帯域を管理し，受け付けたセッションの品質を

保証する厳密な帯域保証システムを使って実現しよう

とする方式である（図2-C-11）。

SIP使うダイナミック・セキュアー・セッション技術

次に，セッション単位のセキュリティー技術につい

てみると，エンド-エンド通信における本人性の保証

と，通信中における改ざん，漏洩防止が課題になる。

RENAネットワークで導入する予定の「ダイナミッ

ク・セキュアー・セッション」技術では，サービス／

ネットワーク制御プラットフォームのSIPサーバーを

核として，これらの解決を行う。本人性の保証におい

ては，発信者・着信者がそれぞれSIPサーバーに対す

る認証を行い，SIPサーバー経由でセッション接続を

行うことで，エンドユーザー間で直接やりとりを行う

ことなく，相互認証が可能となる。これにより，エン

ドユーザー同士が直接相互に認証を行わなくても，相

手を確認することができる。さらに，サービス／ネッ

トワーク制御プラットフォームが仲介することによ

り，匿名通信においても相手の本人性を保証すること

が可能となる。また暗号通信においては，セッション

確立時に，SIPサーバーを介して交換される暗号鍵を
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図2-C-10 セッション単位のQoS（自律分散型QoS方式）
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図2-C-11 セッション単位のQoS（リソース集中管理型型QoS方式）
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図2-C-12 ダイナミック・セ

キュアー・セッシ
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の必要性 
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使って，接続相手に対してダイナミックにセキュアー

トンネル（暗号トンネル）を設定可能にする（図2-

C-12，図2-C-13）。このようにダイナミック・セキュ

アー・セッション技術ではSIPサーバーを利用するこ

とにより，効率的にセッション単位のセキュリティー

を高めることができる。

ブロードバンド・ネットワーク・システム・アーキ

テクチャー（図2-C-8参照）のうち，コアネットワー

クの転送系技術について以下に述べる。

インターネットの普及に従って増加してきた通信ト

ラフィックは，ADSLやケーブルテレビ（CATV）な

どのブロードバンド・アクセス・ユーザーの増加によ

り，最近の１年半で約10倍に増加した。今後より一層

のブロードバンドアクセス回線の普及や，コンテンツ

の充実，ブロードバンドの特徴を生かしたサービスの

高品質化などにより，ユーザーの増加と同時に通信占

有帯域の増加が予想される。トラフィックの増加傾向

はますます強まると間がえられる。こうしたことから

RENAネットワークでは，高品質で多様なブロードバ

ンドサービスを提供し，同時に将来の社会基盤として

の高い信頼性と大幅な容量拡大を，経済的に実現する

必要がある。

RENAネットワークではベストエフォート・サービ

スから専用線クラスの高品質なサービスまで，ユーザ

ーの要求する品質，信頼性を柔軟に提供するため，ネ

ットワークのエンド-エンドでのサービス品質を保証

するQoS制御機能や，ネットワークのトラブルによる

サービスへの影響を最小限に抑えるプロテクションな

どの信頼性機能が重要となる。またトラフィックの急

増に対応するためには，伝送路やノードから構成され

るコアネットワークの大容量化が不可欠であり，これ

を低コストで実現することが強く求められる。実現の

ためにはコアネットワークにおいて，光技術，特に光

波長を利用した大容量の「WDM」（Wavelength

Division Multiplexing）技術や「OXC」（Optical

Cross Connect）技術，またこれらの光技術の大容量

性を生かしながらトラフィックを高効率で転送するマ

ルチレイヤー連携技術を開発して導入を進める必要が

ある。

高い品質と信頼性を実現するMPLS，GMPLSへ発展

転送系の代表的な技術としては，「MPLS」（Multi
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図2-C-13 ダイナミック・セ

キュアー・セッシ

ョン技術（2）

セッションごとにセキュアーチャンネルを実現 
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Protocol Label Switching）技術がある。ネットワー

クのエッジノードにおいて通信情報にラベルを付与

し，ラベル情報に基づいて，設定されたネットワーク

の入口から出口までのパス（LSP：Label Switched

Path）を通して転送処理を行う技術である。現在は

主にインターネット上での秘話性からIP-VPNなどに

利用されている。コアノードではラベル情報により設

定されたパスに沿って，通信パケットを転送する。エ

ッジノードでIPパケットに限らない様々な通信パケッ

トをLSPにマッピングし，ラベルを付与することによ

って，これらの多様な通信を同一のネットワークで扱

うことが可能となる（図2-C-14）。このようなMPLS

ネットワークにおいては，パスであるLSPを制御する

ことにより，以下のようなQoS制御やネットワークの

信頼性向上の実現が可能となる。

①QoS制御技術

多様化するサービスをユーザーの要求する品質や信
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図2-C-14 MPLSネットワーク
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図2-C-15 QoS：複数クラス制御技術
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頼性に応じて，より低コストで提供するために，ネッ

トワークにQoS制御機能を搭載することが必要になる

（図2-C-15）。パケットの優先転送制御やフローの最

低帯域保証制御などのQoS制御機能を搭載すること

で，エンド-エンドで各種サービスに適した通信品質

での転送が可能になる。MPLSネットワークにおいて，

最優先の「EF」クラス，最低帯域保証が可能な「AF」

クラス，ベストエフォート・クラスである「BE」な

どの優先クラスをLSPごとに設定する。入口のノード

において，ポリシング（フローごとの使用帯域による

フィルタリングとパケットごとの転送優先情報を付与

するカラーリング）を行うとともに，ネットワーク内

の全てのノードにおいて，キュー制御によるDiffserv

（EFクラスの確定優先，AFクラス間の読み出し制御）

を行う。これにより各LSPの優先制御と最低帯域の保

証が可能となる。

②高信頼性技術

MPLSネットワークでは，ノードや伝送装置，伝送

路が故障した際に，ユーザーへの影響を少なくし通信

の継続を保証する高信頼性を実現している。従来のIP

ネットワークにおいては，装置故障による経路切り替

えには数秒～数十秒以上を要していた。これに対して

MPLSネットワークでは，LSPを対象にプロテクショ

ンスイッチング技術を適用することが可能となる（図

2-C-16）。LSPのプロテクションとしては，ユーザー

トラフィックの流れるLSPに対して，バックアップ

LSPを確保する。故障検出ノードからの故障通知をバ

ックアップLSPの分岐を持つノードで受信した際に，

即時にトラフィックをバックアップLSP側に切り替え

る。高速に通信経路を確保しサービスを回復させるこ

とができる制御技術である。また，バックアップLSP

側であらかじめ十分な帯域を確保しておくことによ

り，切り替え後もネットワーク内の帯域を確保でき，

継続して転送品質を保証することも可能になる。さら

に，バックアップLSPをネットワーク内で確保するた

めコストとのトレードオフとなるが，サービスの要求

条件により複数の信頼性クラスが設定可能である。

信頼性クラスの実現方法を図2-C-17に示した。低

信頼性クラスは現用のLSPの設定だけであり，この場

合は通信経路上の故障が回復するまでサービスがダウ

ンする。中信頼性クラスは現用のLSPと同時にバック

アップLSPを持ち，LSPの切り替えによりサービスを

迅速に復旧させる。専用線並みの高速のLSP切り替え

が実現できる。さらにアクセス回線の故障に対応する

高信頼性クラスでは，現用／バックアップLSPのほか，

アクセスラインも二重し，アクセスラインの故障の際

には，ユーザールーターで経路切り替えを行うことで

サービス復旧を可能とする。

さらに，MPLSネットワークのLSP制御で実現する
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図2-C-16 信頼性：LSPプロテクションスイッチング

・LSP (Label Swiching Path) の冗長構成をLSPプロテクションスイッチで実現 
・バックアップLSPを現用LSPと同時に設定し，バックアップLSPにおいても通信帯域を確保 
・入側ルーターにおいてバックアップLSPにトラフィックを切り替え 
・効果： 
　　‐高速なサービス回復：バックアップLSPの設定時間が不要 
　　‐転送品質の保証：バックアップLSPでの帯域保障 

LSP プロテクションスイッチング 

入側 

コア コア 

入側 

バックアップLSP

Active LSP

（4）バックアップ 
LSPへの切替 

（3）故障通知 
（2）故障検出 （1）故障発生 

故障が発生すると，failure notificationが入側
ルーターに送出され，入側ルーターにてトラ
フィックをバックアップLSPに切り替える 



技術の例としてマルチキャスト配信の実現が考えられ

る（図2-C-18）。マルチキャスト配信では，ネットワ

ーク内で効率的な分岐パスをリアルタイムに設定する

ことにより，経済的なサービスの提供が可能となる。

このためには通信品質を保証する最適な分岐LSPを設

定・解除することで効率的なマルチキャスト・ツリー

を構成する機能や，通信中にマルチキャストの分岐

LSPを追加・削除する機能などが必要となる。MPLS

マルチキャストに必要なプロトコルについては，現在，

標準化が進められている。

以上のようにMPLSネットワークにおいては，LSP

を制御の対象としてQoS制御，信頼性クラスのサポー

ト，さらに将来的にはマルチキャスト配信などの高度

なアプリケーションの実現も可能となる。このような

MPLSネットワークを構成するコア及びエッジノード

への要求条件を図2-C-19に示す。
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図2-C-17 信頼性：信頼性クラ

スのサポート ◆信頼性レベル＝バックアップLSPの数 
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・現用LSPのみ 
・故障回復までサービスダウン 

・現用LSPとバックアップLSP 
・故障A：プロテクション機能により復旧 
・故障B：故障回復までサービスダウン 

・現用LSP，バックアップLSPとサブゲートLSP 
・故障A：プロテクション機能により復旧 
・故障B：ユーザールーターにおいてサブゲート 
　　　　   LSPに切り替えて復旧 

中信頼性クラス 

高信頼性クラス 
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図2-C-18 ネットワークマルチ

キャストの実現 A　ソース起動 
マルチキャストLSP設定 

B　リーフ起動 
マルチキャストLSP設定 
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またMPLS技術は，光波長やTDM(時分割多重)まで

LSPとして扱う「GMPLS」（Generalized MPLS）へ

と発展している（図2-C-20）。GMPLSでは，パケッ

トに付与するラベルだけでなく，ATMヘッダーや

MACアドレスなどのレイヤー２ヘッダーで構成され

る論理ラベルやTDMのタイムスロット，光波長，光
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図2-C-19 コア・エッジノード

への要求条件
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図2-C-20 GMPLS技術（各種の

ラベルとの階層化）
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ファイバなどの物理ラベルをパスの識別とルーティン

グに使って柔軟な制御・設定を可能とする。これによ

り，システム内での設定可能なパス数を飛躍的に増や

すことができる。またレイヤーの異なるパスの間では

階層化が可能となり，複数のパスを束ねたパス群を単

位とした制御を実現することが期待される。GMPLS

は後述するマルチレイヤー・パススルー技術にもつな

がる，今後のネットワークのキー技術である。

WDMやOXC技術などを活用しトラフィック増加に対応

急増するトラフィックに対応し，ネットワークの大

容量化を実現するには，光波長を利用したWDM技術，

OXC技術を活用し，光の高速性と同時に光波長数に

よる広帯域性を利用した大容量な回線や転送処理を実

現することが必要である。またこれを経済的

に組み合わせることでネットワークコストの大幅な低

減を図らなければならない。

長距離，大容量を実現する伝送技術として単一波長

の40Gb/s伝送技術の実用化が間近である。今後，こ

のような40Gb/sを超える超高速回線を光波長に割り

付けて，波長多重を行うWDM技術の開発が重要とな

る（図2-C-21）。RENAネットワークの構築に向けて

は，高速回線の光波長パスを多重する波長多重送受信

技術，伝送距離の拡大による中継器数の低減が実現で

きるラマン増幅技術，また光波長領域として主に使用

されている「C／Lバンド」に「S／Uバンド」を加え

て波長多重数を大幅に増加させる光増幅技術などによ

り，伝送路の大幅な経済化が期待される。

また，ルーターやスイッチなどのノード技術では，

従来の電気技術ではRENAのコアノードに必要なテラ

（T）ビット超級の大容量スイッチを小型・経済的に

実現することが困難になってきており，光信号を接続

するOXC技術にブレークスルーの期待がかかってい

る。OXC技術は「MEMS」や「PLCスイッチ」とい

った光デバイスの発展とともに大きく進展している技

術であり，光を直接スイッチングすることで速度フリ

ー，プロトコルフリーの接続を実現できる可能性もあ

る。一方では光増幅器や波長変換素子などのデバイス

技術の発展もあり，システム化によるネットワークコ

スト低減に大きな威力を発揮すると期待されている。

転送系のカギになるマルチレイヤー・パススルー技術

ネットワークにWDM技術，OXC技術など光技術を

導入し，大容量化及び経済化を実現しようとしても，

実際には主なトラフィックであるIPパケットなどの転

送をきめ細かく行うことは難しく，現状の光技術だけ
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図2-C-21 長距離大容量伝送WDM技術によるネットワーク経済化
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では経済的なネットワークは構成できないと言わざる

を得ない。高速で大容量な転送を行う光技術のメリッ

トとIPなどのパケット処理を融合させて，実際のトラ

フィック転送を柔軟かつ経済的に実現するシステム化

技術が必要である。マルチレイヤー・パススルー技術

（図2-C-22）では，MACアドレスやVLANタグ，

ATMヘッダー，IPアドレス，QoS識別子などで識別

される各種サービスのフローを，ネットワークの入口

で光及びTDMなどのレイヤー１（L1）パスとMPLS

などのレイヤー２（L2）パスにマッピングするエッ

ジノードと，L1及びL2パスの高速転送を扱うコアノ

ードにより，トラフィックが転送される。大容量のコ

アノードにより高速パスでトラフィックを転送する一

方，ネットワーク入口・出口に配置されるエッジノー

ドにおいて，トラフィックフローの特性を判定し，そ

れぞれのフローに最適なパスを選定し接続することに

よって効率的な転送を実現する。またGMPLSなどの

ルーター機能を大幅に拡張・発展させることにより，

各レイヤーのフローの状態を把握してトラフィック量

の変動に対応し，エッジノードとコアノードが連動し

てL1やL2のパスの設定・解除を行う。さらに処理コ

ストの高い高位レイヤー処理はエッジノードに集約

し，ネットワーク内部ではコアノードによる大容量転

送を行う。以上により，ネットワークリソースの使用

効率の向上とネットワークコストのミニマム化を狙

う。こうしたマルチレイヤー・パススルー技術に代表

されるマルチレイヤー連携技術が，大容量で経済化さ

れたネットワークの構築を可能にすることになるだろ

う。

現在はベストエフォート型中心のインターネットか

ら，RENA時代のインターネットへの変革期に当たる。

今後主流となるサービスは，映像による双方向コミュ

ニケーション型であり，その意味から高速，広帯域，

常時接続，双方向性に優れた光通信サービスがこれか

らの本命になると考えられる。ブロードバンドネット

ワーク技術は，こうしたサービス実現に当たってネッ

トワーク機能の核になるものといえる。特にサービス

制御ネットワーク技術，転送系技術が重要であり，セ

キュリティーやQoS，信頼性などの面からの実用化が

急がれる。実用化にあたっては，端末をアシストする

ネットワーク機能を，端末と相互に連携しながら提供

していくことが重要である。

（●岡田忠信＝ネットワークサービスシステム研究所

所長，伊藤光恭＝同●N推P？主幹研究員）
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図2-C-22 マルチレイヤ・パススルー技術への発展

・フローを極力かつダイナミックに 
　L1（光，TDM），L2パスで種層 
・エンド-エンドQoS制御 

・L1，L2レイヤでパススルー 
・ダイナミックフロー処理プロ 
　トコルの実現 
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