
1. まえがき
携帯電話やPHS（Personal Handy－phone System）を含

むいわゆるモバイルフォンは，市場に現れてまだ10数年の

歴史しかないが，90年代中期以降の成長は著しく，100年

以上かけて構築されてきた日本の固定電話網の規模をすで

に超えてしまっている．また，90年代の前半に商用化され

たインターネットは，世界的な発展とともに日本でも大い

に受け入れられ，現在3,000万を超える加入者を得ている．

そして，なんといっても日本市場の特徴は，i－modeをは

じめとしたモバイルフォンを使ったインターネットへのア

クセス（Webアクセス，コンテンツダウンロード，メール

サービスなど）の急激な普及であり，このモバイルインタ

ーネットは，現在7,000万以上の加入者を擁し，ユーザに

完全に受け入れられた．

このようにインターネットというサービス媒体を得て，

モバイル通信に新たな発展がもたらされたが，依然トラフ

ィックの主体は電話サービスであり，さらなる発展のため

には，新たなサービス領域を開拓することが必須である．

すでに日本では，世界に先駆け2001年より第3世代（3G）

移動体通信サービスが開始され，ネットワークの高速性を

活かして通信サービスのマルチメディア化，コンテンツの

大容量化と高品質化が盛んに進められている．
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ドコモは，2004年3月15日に第2回DoCoMo 4G Tech

Forumを行い，“4Gインフラ研究の新たな方向「ユビキタ

ス世界への広がり」”を発表した．

本稿では，その発表内容に基づき，今後の4G研究ビジョ

ンについて述べる．また，サービス発展の観点から「モバ

イルユビキタス」という新たなコンセプトを示し，ネット

ワーキングのユビキタス化がブロードバンド化と合わせて

重要であることも述べる．その構成の具体例として，移動

端末をゲートウェイとしてモバイルネットワークをユビキ

タス世界に拡張する考え方を示し，これを実現する上での

技術的課題について解説する．

4Gインフラ研究の
新たな方向

－ユビキタス世界への広がり－
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今後，次世代，いわゆる第4世代（4G）のモバイルネッ

トワークにおいては，よりリアリティの高い通信を提供す

るため，さらなる高速・広帯域化を目指す一方で，人と人

との通信だけでなく，あらゆるモノやコンピュータがネッ

トワークにつながり，いろいろなシーンで目に見えないコ

ンピュータが人々の生活を支え，新たな喜びや楽しみを提

供するユビキタスサービスが重要となることが予想され

る．本稿では，2004 年 3月 15 日に行われた，第 2回

DoCoMo 4G Tech Forumにおいて，ドコモの発表した

“4Gインフラ研究の新たな方向「ユビキタス世界への広が

り」”を中心に，来るユビキタス社会のインフラとしての

4Gネットワーク構成の考え方や新たな研究課題について

解説する．

2. モバイルサービスとネットワークの
発展方向－超リアリティ通信と
ユビキタスサービス－

モバイルサービスとネットワークの今後の発展のステッ

プは図1のように整理できる．すなわち，セルラネットワ

ークのディジタル化を実現した第2世代（2G）においては，

パケット通信方式とブラウザフォンを用いて，インターネ

ットとのゲートウェイ接続を提供するi－modeサービスが導

入され，従来の音声中心のサービスからデータ，画像を含

むコンテンツを扱う非音声通信へとサービスが拡大した．

このi－modeサービスの成功は，“モバイルインターネット

サービス”として世の中に定着した．次に，3Gにおいて

は，広帯域符号分割多元接続方式（W－CDMA：Wideband

Code Division Multiple Access）技術を使った通信のブロー

ドバンド化が図られ，2Gからのカメラ付携帯の普及も相ま

って，より高品質な動画像を含むAV系のサービスが発展し

つつある．3Gネットワークは「モバイルマルチメディアサ

ービス」を立ち上げたといえるだろう．ネットワークとし

ては，今後，経済性やサービス発展の柔軟性という点で，

インターネットと同様にIP（Internet Protocol）技術を基本

としたAll－IP化が進められる方向にある．

では，将来の4Gではどのようなサービスが現れ，それを

支えるネットワークはどのような構造になるのだろうか．

これまでと同様，ネットワークの世代交代には10年以上の

歳月を要すると仮定してみると，4Gが登場するのは2010

年～2015年のスパンで考えるのが妥当であろう．その時代

には，これまでの音声・映像通信の常識を超えた，より臨

場感のあるリアリティの高いコミュニケーションが人と人

の通信の中核となっているものと期待される．例えば，あ

たかもそばにいるような映像，あるいは遠くにいてもどこ

から話しているのかその方向と遠近が分かるような，立体

的（3D）な音声・映像通信[1]が実用化されているのではな

いだろうか．また，ロボットなどを使って聴覚，視覚だけで

なく触覚や動作を伝え，場の雰囲気や感情の伝達を支援す

る，いわゆる分身通信[1]も新たな通信の形として誕生して

いることが考えられる．これらのサービスは，モバイルネッ
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図1 モバイルサービスとネットワークの発展



トワークに新たな要求条件を提示する．すなわち，次元の高

い情報をリアルタイムで伝達するための広帯域化と触覚な

どの微妙な変化を伝えるための伝達遅延の最小化である．

一方，もう1つのサービスの発展の軸として，4Gの時代

には，無線タグや超小型のコンピューティングデバイスの

発展により，人と人が直接対話する通信サービスから実空

間のあらゆる機器やモノがつながり，情報を交換し，それ

らが直接または間接的に人にサービスを提供する新たなタ

イプのサービスが出てくる可能性が高い．これまでのイン

ターネットのような「仮想空間」上の情報サービスだけで

なく，実空間の情報が仮想空間の情報やサービスと連携あ

るいは融合し，いつでもどこでも，生活において必要とな

るサービスを適切なタイミングで，さまざまなデバイスを

通じてユーザへ提供することになる．このタイプのサービ

スを本稿では「ユビキタスサービス」と総称する．ユビキ

タスサービスを支えるネットワークへの基本的な要求条件

は，遍在するあらゆるデバイスをネットワーキングするた

め，環境に埋め込まれた微小デバイスから情報家電のよう

な高機能な端末まで，多様で膨大な数の端末（ユビキタス

デバイス）に対して接続性（コネクティビティ）を提供す

ることにある．ユビキタスデバイスは，①無線タグやセン

サのように極めて限られた通信能力しか持たない，②デバ

イスが機能する場所や期間が限定される，といった特徴が

あり，それらをつなぐネットワーク構成自体が非定形で一

時的（アドホック）となる場合も考えられる．また，その

デバイスとネットワークの所有，管理も公衆網のように通

信キャリアによる統一的な所有，集中的な管理が成される

とは限らない．こういった条件の下でネットワークの接続

性，情報の到達性（リーチャビリティ）を提供するという

ユビキタスネットワーキングが，低遅延・ブロードバンド

に加え，次世代ネットワークのもう1つの新たな特徴であ

ると考える．

以上のブロードバンド化とユビキタス化という2つの特

徴を持つ次世代ネットワークによる新たなサービスのコン

セプトを「モバイルユビキタス」と呼び，以下にこれを実

現するためのネットワーキング技術を中心に述べる．

3. 新たなモバイルネットワークの構成

通信のユビキタス化を実現する際には，ネットワークに

新たな要求条件が発生する．しかし，要求条件のすべてを

具体化することは，現時点ではまだ未知な事象が多いため

困難である．一方，通信のマルチメディア化，超リアリテ

ィ化をサポートするためには，さらなるネットワークのブ

ロードバンド化が必要である．これは，3Gセルラネットワ

ークのさらなる高速化と経済化という従来からのアプロー

チの延長線上にあるものであり，すでに狭義の4Gアクセス

無線技術の研究開発のために，そのターゲットは明確にさ

れてきた[2]．この能力を持つ4Gモバイルネットワークは，

携帯電話サービスを中心としたキャリアネットワーク発展

の基本であり，モバイルユビキタスの時代にも，ネットワ

ークとサービスのコアとして重要である．4Gモバイルネッ

トワークには，その広帯域性を活かす高度な移動端末（4G

端末）が接続され，人と人の通信のマルチメディア化，超

リアリティ化を実現する．そこで，この4Gモバイルネット

ワークを中核として，キャリアサービスのために次世代ネ

ットワークを構築するという観点から，上記のユビキタス

化も包含する広義の4Gモバイルネットワーク（4G+（プラ

ス）と称する）の構成法を考える．

モバイルユビキタスネットワークの中核となる狭義の4G

ネットワーク，すなわち3Gからのさらなる高速化と広帯域

化を図り，サービスのマルチメディア化や超リアリティ化

に対応するモバイルネットワークの基本的な構成について

述べる．これについては，すでに 3G以降の将来方式

（Systems Beyond 3G）として，世界の研究機関や標準化機

関（国際電気通信連合（ITU：International Telecommu-

nication Union），社団法人電波産業会（ARIB：Association

of Radio Industries and Businesses）など）においても検討

が進められてきており，具体的な広帯域無線アクセス方式

やネットワーク方式も提案され始めている．

・広帯域無線アクセス方式：有望な方式として可変拡散

率直交周波数・符号分割多重（VSF －OFCDM：

Variable Spreading Factor－Orthogonal Frequency and

Code Division Multiplexing）[2]が提案されている．これ

は，孤立セル環境で高速化を図れるOFDM技術と，セ

ルラのマルチセル環境で優れているCDMA技術を組み

合わせ，無線環境に応じて拡散率を変えることにより

多様な環境をサポートできる方式である．屋外セルラ

環境，および屋内孤立セルでの超高速通信で同じエア

インタフェースのまま，パラメータを変更するだけで

効率よく利用できるという特徴を持っている．ドコモ

では本方式により，2003年に屋外の移動環境での実験

で最大100Mbit/s伝送を成功させている[3]．

・ネットワーク方式：3Gのネットワークデザインでは，

回線交換ドメインとパケット交換ドメインは分離した

アーキテクチャとなっている．しかし，今後，インタ

8
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ーネットと連携したデータを中心とした非音声系サー

ビスが主体となり，回線交換系でサポートしてきた音

声サービスもVoIP（Voice over Internet Protocol）など

のIP技術にて提供可能となる．これに伴い，発展の著

しいIPパケット技術を全面的に採用し，ネットワーク

の「All－IP化」を図ることが，その経済化や新サービ

スの迅速な創出のためにも有効であるとの見方が，モ

バイルキャリアやベンダの間で比較的早くから有力と

なってきた．日本においても，2000年頃からAll－IP化

に向けた検討が本格的に開始されており，市場のIP機

器をベースにしたシステム実験[4]による評価や検討が

行われた．固定のインターネット技術との顕著な相違

点は，移動する端末に対してIP到達性を高品質かつ安

定的に保証しなければならない点である．インターネ

ットにおいても端末の可動性を確保するためにモバイ

ルIP技術[5]が開発されているものの，キャリアネット

ワークにおける端末の高速移動に追従する高速なハン

ドオーバには能力が不十分であると指摘されてきた．

また，新無線方式だけでなく3Gや無線LANなどの複

数の無線システムを柔軟に収容し，かつ，それらの間

の端末移動をシームレスに実現することが求められ，

そのためのモビリティ制御技術が必要となる．このよ

うな点を改良，実現し，通信キャリアが求める品質や

安心・安全性を保証するため，All－IP化に向けた新た

な研究[6]が進められている．

ユビキタスネットワークをあらためて定義すると，あら

ゆるモノや機器のネットワーク化により，どこにいても意

識せず，端末，ネットワーク，コンテンツを自在に，スト

レスなく安心して利用できる環境であるということができ

よう．ネットワーク化されるユビキタスデバイスは微小な

環境埋込型から情報家電といった個々の能力の高いものま

で多様である．それらを活用して，環境情報やユーザのパ

ーソナルな情報を取り込み，これまでの通信サービスでは

ない，新たな価値を生むことが期待される．

人が移動しながらブロードバンド通信を行うという，モ

バイルネットワークの従来からの発展の座標面に加えて，

ユビキタスデバイスのネットワーキングによる4G+の世界

では，実世界のトラッキング，センシング，コントロール

機能などにより，新たなサービスの誕生が予想される（図

2）．モバイルとユビキタスの連携により，このようなサー

ビスの発展，拡大を促進するのが「モバイルユビキタス」

のコンセプトである．
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図2 モバイルユビキタスで創造されるサービス



aモバイルユビキタスによる付加価値

①通信対象の広がり

電話に代表される初期の通信は「人と人の会話」の

伝達であった．そこでは，人が通信の主体であり，電

話機が通信の主要機器であった．次に，コンピュータ

の発達によりさまざまな情報が電子化され，サイバー

情報としてコンピュータに蓄積することが可能となっ

た．インターネットの登場により，人は容易にサイバ

ー情報へアクセスできるようになり，人とコンピュー

タが通信の主体となり，サイバー情報を扱うPCやサ

ーバなど，コンピュータ機器が通信の主要機器となり

つつある．

モバイルユビキタス環境では，人と人，人とコンピ

ュータに加え，実際の環境に存在するあらゆるモノが

通信の新たな主役となる．そこで扱われる情報は，セ

ンサなどのユビキタスデバイスを通じて得られる，実

世界の状況に関する情報そのものである．

このようなユビキタス化により，通信対象は実世界

に存在するすべてのモノに広がり，実世界の情報がネ

ットワーク上のサイバー情報と連携して新たな情報空

間が生まれる．

②ネットワークインフラの構造的な広がり

あらゆるところに遍在するユビキタスデバイスは，

その目的に応じて周辺のデバイスと接続され，必要な

情報を集めたり配送したりする．ネットワーキングに

よって生成されたローカルなユビキタスネットワーク

群が図3に示すように，4G無線アクセスを終端する移

動端末の先に接続されることにより，4Gモバイルネッ

トワークはその周辺部を拡張するようにユビキタス世

界へ広がりを持つようになる．

このようにモバイルネットワークとユビキタスネッ

トワークが連携することにより，ネットワークの接続

性，情報の到達性があらゆるモノにまで広がる．ユビ

キタスネットワークの所有，管理の多様性と，そこで

使われるネットワークプロトコルの種別の多様性か

ら，こうして形成されたモバイルユビキタスネットワ

ークは，4G移動端末までのモバイルネットワークと

は，質的にも異なるものであるが，その提供するサー

ビスもエリアも格段に拡大されたものとなる．

③ビジネスの広がり

モバイルとインターネットが連携することにより，

インターネット上のサービスがモバイル端末を介し

て，いつでもどこでもアクセスできるようになり，モ

バイルインターネットビジネスが開花した．

今度は，モバイルとユビキタス環境が協調すること

により，実世界とサイバー世界を連携させた新たなビ
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図3 ネットワークインフラの構造的な広がり



ジネスが生まれる可能性が高い．モノに付随するタグ

やセンサがモバイルネットワークにつながることによ

り，実世界情報を扱う情報プロバイダなどのビジネス

が生まれ，また，モバイル端末が情報家電，ホームネ

ットワークと結びつくことにより相互の利用シーンが

広がり，新たなネットワークビジネスが生まれる可能

性もある．

sモバイルとユビキタス連携の例と効果

図4に，4Gセルラネットワークの端末，または端末機

能を持ったデバイスがユビキタスネットワークの構成要

素となり，モバイルネットワークとユビキタスネットワ

ークが協調する例を示す．ユビキタスネットワークとモ

バイルネットワークの協調によって，大きく3つのメリッ

ト，つまり新たな価値が生まれると考えられる．

①エリアやネットワークの拡大

人々は家庭，オフィス，公共スペース，移動環境と

いうように，さまざまな生活空間を渡り歩いている．

将来は，それぞれの空間にアドホック的に生じるネッ

トワークを利用した，質や密度や信頼性の異なるさま

ざまな情報空間が存在することになるであろう．ユビ

キタスデバイスが相互に通信するアドホックネットワ

ークとモバイルネットワークの接続により双方にメリ

ットが生まれる．

モバイルネットワークの視点からは，アドホックネ

ットワーキングによって，ユビキタスデバイスをホッ

プバイホップにつないでいくことにより，従来セルラ

信号が届かなかった空間まで通信の到達性を広げるこ

とが可能となる．

逆にユビキタスネットワークの視点からは，ユビキ

タスネットワークはキャリアグレード＊1でパワフルな

モバイルネットワークからいろいろサポートを受ける

ことが可能である．インターネット上の情報サーバへ

のグローバル接続や離散した，複数ユビキタスネット

ワーク間の相互接続はその代表例である．さらに，時

空間的に頻繁に変更の生じるユビキタスネットワーク

の構造的脆弱性を迂回ルートを提供して補助したり，

能力が限定的なユビキタスデバイスに処理パワーやメ

モリ機能を一時的に提供（肩代わり）して支援したり
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＊1 キャリアグレード：キャリア通信網に対応し得る信頼性や品質の高
さを表す用語．



することも可能である．

②端末系の機能拡大

単機能のデバイスが，互いに通信を行うことによ

り，それらの機能が複合された仮想的な高機能デバイ

スをいたるところで形成する．それが，モバイルネッ

トワークの端末，つまり移動端末を含めて形成される

ことにより，移動端末の機能拡大と強化にもつながる

ことになる．

例えば，ある部屋にビデオカメラ，マイク，スピー

カ，大型ディスプレイがあれば，これらが移動端末と

互いに通信することによって，テレビ会議室が即座に

実現でき，移動端末単体によるTV会議より臨場感の

ある，快適な会議環境をユーザに提供できる．

このように，人の周囲の入出力デバイスを一時的に

ネットワーク化して仮想端末や仮想オフィス空間を生

成したりすることで，モバイルネットワークへのアク

セス機会を増大させる効果がある．

③実世界情報の利用によるサービスの発展

モノに通信機能が付き，さまざまな情報がやり取り

できることによって，実世界情報などを利用したさま

ざまなサービスが生まれ，発展する．

・第 1の例は，センサや RFID（Radio Frequency

IDentification）によるデータやID情報などをユビキタ

ス環境で測定し，ゲートウェイとなる端末が集約する

センサネットワークサービスである．移動端末は単に

情報を集約するだけではなく，非常に多くの情報の中

から，意味のある情報のみをフィルタリングする高機

能なリーダの機能を持つことが鍵になる．移動端末で

集められたセンサ情報は，モバイルネットワーク内で

関連する情報と結びつけられ，その時々の環境に応じ

た適切なサービスが提供される．

・第2の例は，実世界で生産，流通，消費されるモノの

管理を行うサービスである（オブジェクトマネジメン

ト）．RFIDを用いて単にモノのIDを認識するだけでな

く，その情報をモバイルネットワークを通じてサーバ

にフィードバックすることで，広域にわたるリアルタ

イムなトレースといった高度な管理が可能になる．

・第3の例は，モノそれ自体が近接するモノ同士で情報

を交換し，影響しあうインテリジェントなモノ通信サ

ービスである（インタラクティブオブジェクト通信）．

例えば，緊急事態であると判断したときに，モノがア

ラームを出したり，危険回避制御を行ったり，モバイ

ルネットワークを通じてしかるべきところに緊急事態

を通知したりといったサービスが考えられる．モバイ

ルネットワークはモノとモノとの関係や意味づけをリ

アルタイムで判断する機能を提供する．

このように，ユビキタスネットワークが接続されること

で，モバイルネットワークにおける従来の位置情報サービ

スを超えて，さまざまな実空間情報を利用したユビキタス

サービスが生まれる．

4. モバイルユビキタスの実現方法
ユビキタスサービスは，ある場所，ある時間に密着した

実世界，実環境を扱うことが新しい特質である．そのため

には通信可能な複数のユビキタスデバイスが，特定の場所，

空間におかれていることが必要である．これら複数のユビ

キタスデバイスは赤外線，Bluetooth＊2などの近距離無線通

信を利用してアドホック的に相互にネットワーク化され

る．これをユビキタスローカルネットワーク（ULN：

Ubiquitous Local Network）と定義する．

一方，高機能なモバイルデバイスを接続するモバイルネ

ットワーク（およびインターネット）は場所にとらわれな

い通信と仮想世界を扱うことが得意である．このモバイル

ネットワークは，グローバルなネットワークとして時空間

的に移動性のあるULN間を相互につなぐことにより，ロー

カルな情報をグローバル化し，またインターネット上の仮

想空間へ導くことも容易にできる．よって，モバイルネッ

トワークとULNによる実環境空間が「うまく接続」できれ

ば，従来のインターネットのコンセプトを超えた，実世界

までを包含する新たなユビキタス（グローバル）ネットワ

ークが出現し，「モバイルユビキタス世界」を形成すること

が期待できる．

この接続は，モバイルネットワークの「エッジ（周縁）」

においたゲートウェイによって行うことを提案したい．こ

こで注意したいのは，エッジとは，ネットワークのノード

ではなく，人が常時携帯する移動端末を想定しているとい

うことである．人を中心として，この先にユビキタス世界

が広がるものと考え，移動端末を関門（ゲートウェイ）と

しようという考え方である．図5に，移動端末をユビキタ

スゲートウェイ（UbG：Ubiquitous Gateway）としたモバ

イルユビキタスネットワーク（4G+）の構成について示す．

UbGは，セルラ通信機能とユビキタスネットワーク通信機

能を有している．

ただし，家庭における情報家電などのデバイスへの接続，

制御については，必ずしも移動端末がゲートウェイである
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必要はなく，ゲートウェイ機能はモジュール化してさまざ

まな場所に設定できることも求められる．

5. モバイルユビキタスアーキテクチャ
の課題

モバイルネットワークとULNを結合させるモバイルユビ

キタスアーキテクチャについて，特徴的かつ基本的な課題

を述べる．図6に，構成要素および，それぞれの研究課題

について，整理して示す．

モバイルユビキタスを構成する主要要素は，前述の

ULN，UbGのほかに，伝達層としてのIPバックボーンとネ

ットワーク制御プラットフォーム，サービスサポートプラ

ットフォームを含むモバイルネットワークの3つの部分が

ある．

ユビキタスデバイスで構成されるULNは，以下のような

特徴を有する．

a自己組織化・モビリティ制御

①それぞれのユビキタスデバイスの移動，電源の

ON/OFF，無線状況の変化などによって，デバイス間

のつながり，つまりネットワーク構成が変化する．

②例えばUbGの移動や人の移動によって，それぞれのユ

ビキタスデバイスが移動していなくても，ゲートウェ

イを中心としたULNの構成要素が変化する．

①は，いわゆるアドホックネットワークと共通する特

徴であり，非常に多くのユビキタスデバイスがユビキタ

スローカルネットワークを形成していく中で，構成要素

の変化に対応するための自己組織化が重要な研究課題と

なる．構成の動的変化や，それぞれの無線リンクの状況

に適応的に対応し，ローカルな通信を設定，維持できる

動的ルーティング，マルチホップ無線における効率的な

リソース制御が重要な研究課題となる．

②はUbG配下のネットワーク境界が移動することを意

味しており，これは従来のモバイルネットワークになか

った新たな移動性である．UbGの移動に伴い，ULNの2

重帰属の問題も生じ，ルーティング制御も複雑化する．

単独のアドホック型ネットワーク制御ではなく，モバイ

ルネットワークと協調したホスト移動管理やルート制御

など，従来にない多様なモビリティ制御能力が必要にな

る（図7）．

s通信プロトコル

ULNを構成するデバイスはその通信能力も含め，多種

多様であり，センサのように特定の情報転送のみができ

ればよいケースも多いと思われる．すべてのULNに対

し，高機能なIPを一様に用いることは必ずしも適切でな

い．センサやRFIDのように一方向，小容量なデータ転

送に適切なプロトコルの設計と，モバイルネットワーク

との間でのプロトコル変換が必要となる．

d ID・アドレッシング

これまでモノの認識のため識別IDを規定するための検

討が盛んに行われてきたが，ネットワーキングのために

どのようなIDを使い，ルーティングアドレスをどのよう

に設定するかという点については，まだ，想定すべきネ

ットワーク構造自体が明確になっていないこともあり，
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管理方式も含め課題が多い．つまり，All－IP化されたモ

バイルネットワークでは当然保証されるべきIP到達性

は，ユビキタス空間へ拡張されたULNまでは保証されな

い．多様性を許容しつつ，IPで到達し得ないデバイスに

いかに到達するかが課題である．さらに使い捨てのセン

サのように個々のデバイスにIDやアドレスが付与されな

い弱い関係（Loose Coupling）でつながるULNも存在し

得る．無数にあるULNは，その管理主体がさまざまであ

り，これらを一時的にせよどうつなぐかという問題は，

技術面だけではなく，運用上の問題（ルール）も解決し

なくてはならない．

UbGについては，

①ULN環境で観測された実世界情報の効率的な集約，ま

た逆にULN環境に対する必要な情報の分配

②ULN環境にあるユビキタスデバイスのID／アドレス

管理および，ULNとモバイルネットワーク間の必要な

通信プロトコルの変換

といった機能が必要と考えている．多数のユビキタスデバ

イスを効率的に管理するとともに，必要以上にそれらの情

報をグローバルなネットワークに上げないことによって，

モバイルネットワークの効率性を担保することが，研究課

題である．

また，ユビキタスデバイスとのアクセスインタフェース

やAPI（Application Programming Interface）の規定と標準化

は多様なユビキタスデバイスを対象とするために重要かつ

必須である．移動端末の限定された消費電力や処理能力へ

の整合も配慮し，ネットワーク側との機能分担を決めてい

く必要がある．
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ネットワーク制御については，これを伝達レイヤとは分

離した形で，制御プラットフォームとしてコアとなるモバ

イルネットワーク上に設けることが有効と考えられる．こ

れは制御処理機構を転送機構と分離して集中化することに

よって機能高度化，高信頼化などを容易かつ柔軟に図るこ

とができるためである．ネットワーク全体の品質やセキュ

リティ管理，接続のためのサービス，アドレス解決などが

この制御プラットフォームで行われる．この制御プラット

フォームからの指示は，信号としてUbGを介して必要な

ULNへ届けられる．一方，さまざまなULNのネットワーク

状況（接続状態やルーティング管理）は自律分散管理が基

本となるが，グローバル接続やモバイルネットワークとの

協調動作のために，必要に応じてコアのモバイルネットワ

ークの制御プラットフォームでも管理され，アクションを

促す．ULNは時々刻々と変化し，モバイルネットワークも

拡大していく中で，このようにULNとコアネットワークの

機能シェアリングを弾力的に行うメカニズムを構築するこ

とは，ネットワークを恒常的に維持するために重要な課題

となる．

モバイルユビキタスネットワーキングは，ユビキタスサ

ービスを提供する基盤としての情報流通の仕組みであり，

サービスの提供機構と連携して初めて意味がある．ユビキ

タスサービス自体はさまざまなタイプがあるが，その提供

機構は，①ユーザ・環境情報取得，②情報意味解釈・理解，

③サービス決定・選択，④サービス提供制御，の各要素に

集約される．例えば実世界情報などを用いて環境やヒトを

理解し，それらに応じた最適なサービス選択・情報提供を

行うという一連の処理をリアルタイムに実現しなくてはな

らず，それぞれの要素の実現には多くの研究課題がある

[7]．実空間からいかに有効な情報を抽出するか試行錯誤的

な検証が必要であり，高度な知識処理やプライバシ管理も

求められ広範な技術が要求される領域でもある．この仕組

みをモバイルユビキタスネットワーク上のサービスサポー

トプラットフォームとして形成することで，モバイルユビ

キタスサービス提供環境が実現されるのであり，それに向

けて，今後の研究の加速化が求められる．

6. あとがき
将来のモバイルサービスは，ネットワークの高速・広帯

域化とともにあらゆるモノがつながり，実空間と仮想空間

が連携するユビキタス化を促し，「モバイルユビキタス」の

世界へ発展するという考えを述べた．それを構成する次世

代システムとしては，3Gまでの（セルラ）モバイルネット

ワークのAll－IP化・高速／広帯域化をコアとし，移動端末

をゲートウェイとしてユビキタス環境にネットワークを拡
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図7 新たなモビリティ，ルーティングの課題
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[6] 今井，ほか：“モバイルネットワークAll－IP化特集，”本誌，Vol.
10，No. 4，pp. 6－34，Jan. 2003．

[7] 山崎憲一：“ユビキタスサービスとその技術課題，”OR学会誌，
Apr. 2004．

張する「4G+」モバイルネットワークを解説した．この4G+

ネットワークアーキテクチャにおいては，端末とネットワ

ークとサービス（サポート）プラットフォームの3つがネ

ットワーキングの主要な構成要素であり，これらの各主要

構成要素間をうまく連携させることが重要であると考えて

いる．また，多くのユビキタスデバイスを無線リソースも

含めて効率的に収容，制御できる無線ネットワーク技術も

必須である．現在のインターネットでは，各構成要素が個

別に発展し，それらの連携もまたサービスごとに独立にな

されている．モバイルユビキタスネットワーキングの世界

では，キャリアがこれらをコーディネートし，サービスを

迅速に提供しやすくするための「場」を整えることによっ

て，新たなマーケットを創造できるものと考えている．
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API：Application Programming Interface
ARIB：Association of Radio Industries and Businesses

（社団法人電波産業会）
ATM：Asynchronous Transfer Mode（非同期転送モード）
FOMA：Freedom Of Mobile multimedia Access
IP：Internet Protocol
ITU：International Telecommunication Union（国際電気通信連合）
PAN：Personal Area Network
PDC：Personal Digital Cellular（ディジタル携帯電話方式）
PHS：Personal Handy－phone System
QoS：Quality of Service（サービス品質）
RFID：Radio Frequency IDentification
SCM：Supply Chain Management
UbG：Ubiquitous Gateway（ユビキタスゲートウェイ）
ULN：Ubiquitous Local Network（ユビキタスローカルネットワーク）
VoIP：Voice over Internet Protocol
VSF－OFCDM：Variable Spreading Factor－Orthogonal Frequency and

Code Division Multiplexing
（可変拡散率直交周波数・符号分割多重）

W－CDMA：Wideband Code Division Multiple Access
（広帯域符号分割多元接続方式）

用 語 一 覧


