
“ひかり”時代の端末

端末の機能を大きく分けると，人と

の「インタフェース機能」と，端末固

有の「処理機能」と，「通信機能」に

分かれます．“ひかり”時代の端末で

は，特に光ファイバなどを通信媒体と

し，高速・大容量の通信処理機能や

複数のメディアを自由に使いこなす各

種メディア処理機能・インタフェース

機能を有し，これらの機能を最大限に

活用して多種多様なサービスを実現す

ることが期待されます．例えば，電話

機というコミュニケーション端末は，従

来であれば，3.4 kHzの音声を伝える

だけの機能を持っていました．“ひか

り”時代は，3.4 kHzの音声を伝える

だけでなく，写真，映像，データなど

多種多様なメディアを自由自在に伝送

する機能を備えるとともに，各メディ

アでの多様化（例えば，音声の広帯域

化や多チャネル化，画像の高解像度化

等）に対応することが期待されます．

さらに，人と人のコミュニケーション

だけでなく，サーバとの多様な情報の

やり取りも必要となります．つまり，

大量かつ，多種多様なメディアをネッ

トワークを介して，人と人だけでなく，

サーバとも通信することにより，さま

ざまなサービスを実現するのが“ひか

り”時代の端末といえます．

端末の構成要素

端末の機能はインタフェース機能，

処理機能，通信機能に大別されます

が，実際の端末では，これらの機能を

ハードウェアとソフトウェアにより実現

しています．一般的な端末の構成要素

を図１に示します．

インタフェース機能は，筺体の構

造・機構や，タッチパネル，ハンド

セット，ディスプレイなどの入出力デ

バイスを組み合わせることにより実現

されます．

通信機能は，ソフトウェアで実現す

る方法と，ハードウェアの高速性を利

用して，ネットワークプロセッサで実

現する方法があります．特に，“ひか

り”時代では，映像のような大量でパ

ケット長が長いパケットが流れていて

も，遅延なく処理できる必要があり，

さらに，音声のような固定パケット長

で，ms単位で流れるようなパケットの

処理も取りこぼしなく確実に処理する

必要があります．そのため，高速パ
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図１　一般的な端末の構成要素 

高速・大容量情報の伝送が可能な光ファイバを使って，多種多様なサービ
スをユーザが享受できる“ひかり”時代．その“ひかり”時代の端末構成技
術の研究開発に向けた取り組みについて紹介します．
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ケット処理が可能なネットワークプロ

セッサ技術が重要と考えています．本

技術については，本特集記事『サー

ビス品質を確かな通信で支える端末向

けネットワーク処理技術』にて紹介し

ます．

各種端末の処理機能は，ミドルウェ

アやアプリケーション等のソフトウェア

で実現されますが，特に音声や映像を

使うメディア処理では，コーデック

（符号化器，復号器）技術が重要とな

ります．広帯域音声を使った電話サー

ビスを実現するためには，適切な音声

コーデックを使い，適切なマイク，ス

ピーカで音を相手に伝える必要があり

ます．通常の3.4 kHzのアナログ音声

を凌駕する，“ひかり”時代の新しい

音声端末を構成するための技術を本

特集記事『リアルな声による豊かなコ

ミュニケーションを実現する音声端末

技術』にて紹介します．

また，音声だけでなく，映像を介し

たコミュニケーションでも，映像コー

デックが重要となってきます．映像

コーデックもテレビ電話のようなリア

ルタイムの双方向通信から，サーバか

らの映像配信など多種多様な形態が

考えられ，利用形態においてコーデッ

クの特性を適合させる必要があります．

テレビ電話のような双方向通信では，

快適なコミュニケーションを実現する

うえで，低遅延かつ高画質が期待さ

れ，IPTVなどの各種映像配信では，

配信コストの低減と高画質が期待され

ます．本特集記事『映像配信サービ

スの配信コスト削減を実現する

「H.264ソフトウェアエンコードエンジ

ン」』にて映像配信系の映像コーデッ

ク技術について紹介します．

多種多様なメディア処理を実現する

ためには，コーデック以外に，SIP等

の呼処理，メディアハンドリングを行

うDLNA（Digital Living Network

Alliance）などの各種ミドルウェアの

ほか，これらコーデックやミドルウェア

を端末どうしがお互いどのように利用

するかの規定が重要となってきます．

端末がお互いに通信する際の端末ど

うしの規定を「テレサービス規定」と

言っています．つまり，網機能と連携

する部分（ベアラーサービス）と，網

機能を装備した端末どうしが相互に

接続するための機能（テレサービス）

とが端末には必要となってきます．

ISDNでは，主なテレサービスとして，

電話，FAX，テレビ電話，テレックス

通信などが規定されましたが，“ひか

り”時代では，従来のISDNと同じよ

うな，電話，FAXのようなサービスだ

けでなく，種々のメディアを自由に切

り替えることを可能とするサービスも

期待されます．“ひかり”時代の端末と

して，音声・映像コミュニケーション

をしながら，写真や映像など各種デー

タ通信を可能とした「ビジュアルソフト

フォン」について本特集記事『ビジュ

アルソフトフォンによる新たなコミュニ

ケーションの提供』にて紹介します．

このようにハードウェアからミドル

ウェアまでの各種端末構成要素の技術

開発が豊富なサービスを実現するうえ

で重要となってきます．

“ひかり”時代の宅内環境

“ひかり”時代には，家庭内の各種

端末はどのように置かれて，つながっ

てくるのでしょうか．アナログ・ISDN

時代は，電話線・ISDNケーブルを家

庭まで引き，電話を接続していました．

“ひかり”時代では，光ファイバを家庭

まで引き，家庭内の入口となるゲート

ウェイ，さらにゲートウェイに各種端

末がぶら下がるかたちになってくると想

定されます．宅内環境での端末接続例

を図２に示します．“ひかり”時代で

は，複数の端末がつながるだけでなく，

音声に加えて複数のメディア（映像，

音声，データ等）がIP通信で流れる

ようになってきました．また，既存IP

の技術を活用できるため，配線も有

線イーサネットケーブルから，種々の

無線技術（IEEE 802.11a，b，g，n

等），さらには，電力線通信，同軸線

通信など多種多様な通信技術を利用

することが可能になってきました．

ユーザの選択肢が広がり，ユーザの

家庭内の事情に合わせた配線が可能

になるに従い，家庭内の保守が難しく

なってきているという問題が顕在化し

つつあります．従来のISDNやアナロ

グ電話機では配線はシンプルでしたが，

“ひかり”時代には家庭の各部屋に置



かれたさまざまな種類の端末がさまざ

まな配線形態で接続されることが多々

あります．従来のオフィス系のLAN管

理であれば，SNMP（Simple Net-

work Management Protocol） な

どのマネジメントプロトコル等が管理

用にありますが，家庭内機器では，

SNMPのような標準的マネジメントプ

ロトコルがないため，家庭内にどのよ

うな機器がつながっていて，機器がど

のような状態になっているかの把握が

難しくなります．UPnP（Universal

Plug and Play），DLNA等のプロト

コルでどのような機器がネットワーク

に存在するかはある程度分かるように

はなっているものの，プロトコルに対応

した機器は限られており，得られる情

報も限定されています．そのため，こ

れらの機器間で流れているパケットか

ら，どのような機器がつながっている

か，IPレベルで正常に動作しているの

か，あるいは障害が生じているかなど，

機器情報を簡易に把握可能な保守支

援ツールの開発（1）などを行い，家庭内

機器に起こる問題の把握と早期対応が

できる技術開発も進めています．一般

に，保守には高度な専門知識が要求さ

れ，保守者の確保が難しいという問題

がありますが，本技術はルールベース

の対話型診断機能，ネットワークに接

続された機器を分かりやすく一覧表示

する機能など，それほど作業に熟練し

ていない保守者を想定した支援機能を

備えており，保守の簡便化を実現して

います．

今後の展開

“ひかり”時代に向けての各種端末

構成要素と，各端末が置かれる宅内環

境に対する研究開発の現状と取り組み

を簡単に紹介しました．今後も我々

は，“ひかり”時代の端末普及を目指

して各種サービス・端末構成技術の研

究開発を進めていきます．
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“ひかり”時代の端末普及に向け，端末
の戦略的プロデュース活動から研究開発・
自主開発まで幅広く活動を進めていきます．
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図２　宅内環境における端末接続例 


