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ービスの代表的な例としては，NTTのワイドLAN  

サービス，メトロイーサ／アーバンイーササービス，  

Bフレッツサービスなどがあります．ワイドLANサ  

ービスは，複数の拠点をシームレスに結び，最大10  

Mbit／sのひとつのEthernet LANを提供するネット  

ワークサービスです．メトロイーサ／アーバンイーサ  

サービスも同様のEthernet LAN型のネットワpク  

サービスであり，より高連な100Mps，1Gbpsのメ  

ニューが提供されていますが，その提供エリアはまだ  

限られています．Bフレッツサービスは，NTTが本  

年8月から開始した本格的なFTTH（FiberTo The  

Home）サービスであり，最大10Mbpsと100Mbps  

のメニューを揃えています．ワイドLANサービスと  

メトロイーサ／アーバンイーササービスがビジネス向  

けのB2Bのネットワークサービスであるのに比べて，  

Bフレッツサービスは一般のお客様が主に契約プロバ  

イダを経由してインターネットにアクセスをするため  

1．アクセス系の光化と多様化  

インターネットに代表される情報流通の世界では，  

より多くの情報を瞬時に流すために，ブロードバンド  

化が始まっています．ブロードバンド化を担う通信基  

盤の本命は，各家庭まで光ファイバを配線する光アク  

セスです．光アクセスの敷設距離は，既に20万km  

を超えており，ますます伸びる勢いです．また，き線  

点と呼ばれる配線点とNTTビルの間において光アク  

セス化が完了している割合（これを光化率といいま  

す）を見てみると，ビジネスエリアでは既に約90％  

に達しています（図1）．住宅エリアにおいても，約  

30％に達しており，NTTでは更なる光化率の推進に  

努めています．このように，究極のアクセスサービス  

である光アクセスは，着々と整いつつあります．   

ブロードバンドサービスに向けたアクセスサービス  

種別を見てみましょう（図2）．まず，光アクセスサ  
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静DSL、光、無線、′＼イブリッド蟄など多様な媒体によるサ間ビスメニュ憮恕撮供  
顔様々な事業形態に柔軟に対応軍髄な骨相ビスノ00ドを蕪現  

図2 多様な方式によるアクセスサービスの展開  

の家庭向け・SoHo向けのB2Cのネットワークサー  

ビスです．   

一方，ブロードバンド向けの無線アクセスサービス  

もあります．NTTR＆DとNTT東日本が本年3月  

～8月まで束京都渋谷区で行ったBiportable（バイポ  

ータブル）実験では，NTTピルから無線基地局まで  

は光ファイパで伝送し，無線基地局から移動端末まで  

はNTTアクセスサービスシステム研究所が開発した  

高速無線技術AWA（AdvanCed Wireless Access）  

を用いて，最大36Mbpsの無線アクセスサービスを  

実現しました．この無線サービスは，移動端末の設定  

を変更することなく，オフィス，タウンエリア，ホー  

ムエリア等様々なスポットの無線基地聞を渡り歩くこ  

とができるノマディックサービスであることが大きな  

特長です．その他，ブロードバンドの無線アクセス方  

式としては，国際的な標準化方式であるFWA  

（Fixed Wireless Access）や無線LAN（IEEE  

801．11b）などが一般的であり，広く利用されていま  

す．このような，アクセスサービスメニューの多様化  

により，利用シーンにあわせて最適なアクセスサービ  

スを選べる時代がすぐそこまで来ています．  

2．21世紀のネットワークサービス：光ソ  

フトサービスとユビキタスサービス  

NTTでは，音声やデータを伝送するだけの単純な  

ネットワークサービスではなく，そのネットワーク上  

に凍土金浦動や経済活動の仕組みを実現するための高付  

加価値なネットワークサービス（これを情報流通サー  

2001年12月号  

”王円知和8伽eAmbi脚¢8”を廉現する21世魔のネットワ榊クサ柵ビス費、  
「光ソフトサービス」及び「ユビキタスサービスjの2つに体系化  

図3 21世紀のネットワークサービス   

ビスと呼びます）の提供を目指しています．そして，  

21世紀に向けた情報流通サービスを，光ソフトサー  

ビスとエビキタスサービスの2つに大きく体系化して，  

研究開発を進めています（図3）．   

光ソフトサービスとは，光の「高速＆広帯域」「双  

方向」「複合メディア融合」といった特長を活かした  

情報流通サービスの総称です．光ソフトサービスは，  

高臨場感あふれる映像コンテンツの配信サービスや，  

双方向テレビ電話等を利用した人と人とのコミュニケ  

ーションや協調作業などを可能とします．一方，エビ  

キタスサービスは，モバイルの特性を活かして街中，  

駅，空港など「どこででも」，あるいは，着席中，歩  

行中，高速移動中など利用状況によらず「いつでも」  

利用できる情報流通サービスの総称です．移動端末は，  

その小型化，軽量化とともに，人が持ち歩いたり，自  

動車に搭載したりするだけではなく，ペットなどの動  

物や宅配便の荷物など，「何にでも」付けることがで  
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きます．例えば，超樽型の移動端末を七配他の荷物に  

付けることによI），荷物が今どこを運搬■I■であるのか  

をリアルタイムに符理するサービスなどがそえられて  

います．  

3．豊かな生活をもたらす光ソフトサービ  

スと通信ネットワーク  

光の特1ミをi．Iかした新しい十l川長流池サービスである  

光ソフトサービスは，私通の／＝11をも一〕と「川1に，豊  

かに変えていきます．この光ソフトサービスのリミ鞍山二  

向けて，N′Ⅰ’いrl「ではまず，／卜後「光化」が特に人きな  

インパクトをり・えると考え11）jLる3つのサービスカテ  

ゴリーついて，研究閻発を進めてい ます．  

lつ11の光コンテンツサービスは，嗅両，ノリニ1■主，洋  

楽とい一ノたデジタルコンテンツの配イJサービスです 

）ヒコンテンツサービスを笑現するための通ぃネットワ  

ーク（情報流通プラットフォームも含む）には，優良  

なコンテンツを配ぃするためのネットワーク抜術，コ  

ンテンツを陳適するための搾作椎保磯抜彿，コンテン  

ツを簡里に瀞‖1三できるようにするための制作支援抜術  

（ツール）が必要です．特に，配いネットワークとし  

ては，蓄樟コンテンツのオンデマンド配イ∴（Ⅴ（）Ⅰ））  

のみでなく，ライブ放送をリアルタイムに遅延なく配  

イJし，かつ，l■り峠に人勢の人々に同封抑」な配仁を・・∫能  

とするコンテンツデリバリーネットワー ク（CDN）  

の尖現が人変に重要です．また，テレビ放送を見なが  

ら，もう一度兄たいシーンや兄忘れ土シーンを人丁・し  

たり，テレビのコマーシャル放送を契機に，さらに．洋  

しい向．冊11摘iを人f・したりすることができる過イi；と放  

送との連携ネットワークの桝究I肛発も進めています．   

2つIlの光コマースサービスは，現実のショッピン  

グを超えるeコマースを′夫現するサービスです．eコ  

マースを広く普及させるためには，通イiiネットワーク  

に安仝・安心の付加価佃をノノーえる，認乱 課令，決済，  

セキエア配送機能がイい車欠です．また，ネットワーク  

トに散れするたくさんの店舗カ、ら，欲しい商ぷ．のカタ  

ログを瞬帖に収集して表ホするネットワーク技術や，  

ネットワークを過してノーii呈とやゃ門家から正接アドバイ  

スが一文けられるアプリケーション技術も必変です．さ  

J〕に，，ミ■捕餉‖lな動画・立体映像（3D）による商ぷカ  

タログや，利川苫の一な思により商ん－－のIfりきを焚えたり  

軌かしたりできるインタラクティブカタログなど，光  

ならではのショッビングを支援するマルチメディアカ  

タログ技術の研究開発も進めています．  

694（22）   

ニーつ11の光コミュニティ・コラボレーションサービ  

スは，■1■J摘云場感あふれる双左刷映像通ぃによる一空聞を  

超えたコミュニティや，遠隔地での効率的な1乱凋作業  

を尖現します．現≠のネットワークにおいても，メー  

ルやチャットとい一〕たコミュニティサービスは八景の  

－tlし、アプリケーションのひとつですが，テレビ局．i．†や，  

多人数マ）映像付き．廿、；J：教圭，リアルタイムの刈‾戦里ゲ  

ームなど，様々な光のアプリケーションによるネット  

ワークコミュニティが形成されることが別行されてい  

ます．これらのコミュニティサービスは，、11初は，ネ  

ットワークトのサーバを川いて尖現されますが，その  

利川肴が脚えていくにつれて，サーバにf川1ガ少ない  

ビアツーヒて（Ⅰ）2Ⅰ））形の通ぃサービスが一般的に  

なると考えJ〕メLます．N′Ⅰ’′11Ⅰそ＆Dが開発した  

SIONetは，ネットワークトを流れる情報のI人け≠にノー§  

づいて情報転送を行うことができるⅠ）2Ⅰ）サービスで  

す．この通ぃネットワークを川し、ると，ある情報を光  

一Jしたい八かJ），それを′受㍍したい八へ情報転送する  

ことができますので，liijじ趣味を持った人々のIH＝こ，  

l′川lな参加仰のコミュニティを簡i勘二構築することが  

＝川巨となります．   

また，地域コミュニティのための通ぃネットワーク  

の構築は，都道府県や刷町村といった各l㍉流体によっ  

ても，盛んに進められています．住艮向けの屯r一小請  

や届誹一．，介業l「りけの屯r・人札や鋼連などの行ユ攻サービ  

スの実現に向けて，過信ネットワークの整備が始まっ  

ています．近い将来には，‘束に居ながらに して電十選  

挙，住艮投票息ども‖J‘能となるでしょう．また，日清  

体では，行政再：舎以外にも，lツⅠ書館などの公共施設や，  

′、；J‥校などの教育機関，保健所などの医療機関も道雄；ネ  

ットワークで結び，IT技術を駆使した便利で一快適な  

地域コミュニティを実現し，さらには，地域産業の活  

性化，防災・環境保讃の促進も11指しています．   

最後に，光時代の通ぃネットワークの発展について，  

まとめます（Lツ14）．まず，VoDやライブ配仁などの  

光コンテンツサービスによって，1対Nのマルチキ  

ャスい甘通ぃネットワークの構築が進むと考えられま  

す．また，これらのサービスが小心となって，光の利  

川苦の拡人と，コンテンツデリバリーネットワーク  

（CDN）の普及も進むことでしょう．次に，利用者が  

咽えるにつれて活発になるのが，光コマースサービス  

です．ここでは，たくさんの店舗からのショッピング  

情報を一度に収集するための，N対1型の過信ネッ  

トワークが重要となってきます．それと同時に，利刑  
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サービス展開とネットワーク  

光コンテンツの展開   

→映像を同時／複軌こ配備   

（♯要や帯域lこよりNWの   

機能配備にハ●リエーション必要）   

光コマースの展開   

→n箇所の情報を同時に   

収集／加エして配信し、   

双方向通信  

（場末～NWの機能分担王手）   

光コミュニテ十コラボレーション  

の展開   

→光加入者線投傭の順次拡大  
に伴う、Clo－Cの双方向  

通信  

Bフレツツ等の  

地域IPNWの   

農開  

tCDNの農開  

－C－tO－Cに   

対応した  

End－tO－End  

通借NWの   

展開  

図4 光時代のネットワーク構築  

図5 諸課題  

者と利用者の間を直接に結ぶ，1対1またはN対N  

型の通信ネットワークが求められるようになり，ネッ  

トワーク上に数多くのコミュニティが形成されていく  

と考えています．このような発展とともに，通信ネッ  

トワークには，一層の品質の向上，速度や容量の拡大，  

IPv6など新しい機能の導入，プラットフォーム機能  

の更なる充実が求められ，決してとどまることなく進  

化を続けていくことでしょう．  

4．通信ネットワークに残された課題  

通信ネットワークの光化がもたらす21世紀の豊か  

な生活シーンについて説明しましたが，通信ネットワ  

ークに残された課題もあります（図5）．1つ目は，プ  

ライバシー対策です．例えば，高臨場感あふれる双方  

2001年12月号  

向映像通信によるリアルなコミュニケーションサービ  

スは，他人に自分の生活を覗かれていると感じさせる  

かも知れません．音声のみの通信，音声と静止画を組  

み合わせた通信，音声と動画像を組み合わせた通信な  

ど，利用者の意思にそってサービスの選択を可能とす  

ることも考えています．また，現状のインターネット  

アクセスでもそうですが，個人の通信情報は，しっか  

りと保護しなければなりません．特に，IPv6の普及  

に伴い使用できるIPアドレスの数がほぼ無限大にな  

ると，個人個人が固定のIPアドレスを使うようにな  

るため，誰がアクセスしたかという通信情報が漏れや  

すくなることも，指摘されています．   

2つ目は，セキュリティ対策です．最近のネットワ  

ークヘの常時接続化に伴い，家庭内のパソコンへの悪  
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意のある攻撃が問題になっています．各家庭において  

も，頑強なファイヤーウォールの構築・設這が必要で  

す．また，パソコンなどの端末のみでなくルータやス  

イッチといったネットワーク機器も，氾濫するコンピ  

ュータウィルスの被害にあっています．通信車業者に  

も，一層のセキュリティ対策が求められています．さ  

らに，eコマースの普及を考えると，認証・公証・決  

済機能などの暗ヒ；一の強化も，大変重要なテーマとなっ  

ています．   

3つ目の課題は，通信ネットワークの品質・信頼性  

確保です．今までの電話サービスのネットワークと異  

なり，ベストエフォート型を基本とするIP通†云‡サー  

ビスのネットワークは，そのトラヒック制御が難しい  

ため，トラヒッタ集中の回避方法が大きな課題です．  

また，映像，音声，データなど，そのサービス種別に  

見合った．1占質制御も求められています．例えば，リア  

ルタイム映像は多少通信ロスが生じたとしても，遅延  

なく伝送することが重要ですし，逆に，一般のデータ  

は遅延が生じたとしてもデータ落ちなどの通信ロスは  

許容されません．それぞれのサービス挿別に過した伝  

送方法を，自動的に判定し制御する通信ネットワーク  

が求められています．   

NTTは，これらの通信ネットワークに課せられた  

課題の解決に努めていくとともに，光による豊かな情  

報流通社会の創造を廿指して研究開発を進めています．  

5．まとめ  

21仲紀の情報流通社会を支える光ソフトサービス  

は，私達一一人一人の生活を，もっと自由に豊かに変え  

ていきます．通信ネットワークに課せられた役目は，  

それを支援していくことであり，NTTも安心・′左  

仝・便利・快適な通信ネットワークの実現に向けて，  

総力を結集して研究開発を進めてし、ます．  
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