
は じ め に

モバイルマルチメディア通信
（MoMuC）研究専門委員会が時限研
究専門委員会として発足してから
ちょうど 年が経過した．モバイ
ルマルチメディアはこの 年で急
激に世の中に浸透し，ライフスタイ
ル革命をもたらしてきたが，当時は
まだ，電子メールなどインターネッ
トサービスのれい明期であり，移動
環境で本格的なマルチメディア通信
を行うという考えは非常に先進的で
あった．
MoMuC 研究専門委員会発足
周年の節目にあたり， 年総合
大会において，歴代委員長をはじめ
とし，設立当初よりMoMuC研究を
リードしてきた６名のパネリストを
迎えたパネル討論を開催し，この激
動の 年間，社会／技術の動向を
どのように予見してモバイルマルチ
メディア通信の研究を推進してきた
のかを振り返るとともに，これから
のモバイルマルチメディアの向かう
べき方向を討論した（ ）（ ）．
本稿では，パネリストの視点や討

論の模様をまとめ，これからのモバ
イルマルチメディアに向けた提言と
する．

各パネリストのモバイル
マルチメディアの展望

MoMuC 研専の経緯や，今後のマ
ルチメディアの展望について， 名
のパネリストにより講演が行われ
た．

（１）「ブロードバンドネットワー
クコンバージェンスにおける展
望と課題」

富永英義（早稲田大学）

MoMuC の概念は， 年ごろ
に「 年４月１日の夢」という
コラムを執筆したときに思いついた
ものである．それは，「モバイル」，
「マルチメディア」，「通信」という，
これまで互いに独立であったものを
統合して新たな技術やサービス機能
を実現しようとしたものである．例
えば，「モバイルとマルチメディア」

は，たまごっちとヘッドホンステレ
オの機能にMPEGを組み合わせた，
現在の iPod を予感するものであり，
「モバイルと通信」は携帯電話網に
おける IP 網の実現，及びモビリティ
機能の実現などを意識していた．
これらの機能や事業形態の融合

（コンバージェンス， convergence）
が進んでいく方向のキーワードとし
て，「ディジタルコンバージェンス」，
「パーソナリゼーション」，「ユビキ
タスコンピューティング」を考えて
いる． NGN（Next Generation Net
work）のようなネットワークの融
合， FMC（Fixed Mobile Converg
ence）の One Phone（用語）のような端
末の融合などに代表されるように，

（ ）ネットワークコンバージェンス
（ ）ターミナルコンバージェンス
（ ）コンテンツコンバージェンス
（ ）サービス・テクノロジーコン

バージェンス
（ ）ビジネスコンバージェンス

などが起きてくる．また，情報価値
の多様化に伴い，ユーザの個性／感
性を追求し，ユーザセントリックブ
ロードバンドサービスを実現してい
くことが重要であろう．
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（２）「デジタル無線通信システム
の展望」

赤岩芳彦（九州大学）

携帯電話は自動車電話から発展し
た．開発当初は，自動車電話が小形
化しポケットサイズになったところ
で，ユーザの利用シーンを描くこと
ができなかった．開発当時のライフ
スタイルからしてみれば，今日のよ
うに人前でどこでも会話をするとは
想像できなったことであり，携帯電
話の登場により，ライフスタイル変
革が起こった．
IMT の開発段階において

も， Mbit s の伝送速度の用途を描
けず，屋外での FWA（Fixed Wire
less Access）のようなADSLの代替
としての利用を，私個人として提案
したこともある．しかし，現実には，
今日のメディアの複合化により，
Mbit s の伝送速度は十分とはいえ

ず，更なる高速化が必要とされてい
る．
LTE（Long Term Evolution，

世代）（用語）では Mbit s，第 世代
では Gbit s へと更に発展していく
予定である．アクセス方式の経緯を
振り返ると，アナログの FDMA 方
式からディジタルの TDMA CDMA

へと進んできた． LTE では FDMA

を改良した OFDMA となり，時代
が発展的に戻ってきた．これらの進
展を支えたものは， LSI／半導体技
術の進化である．ただし，このよう
な進展が今後とも同様に期待できる
かは疑問が残る．
また，携帯電話のビジネスモデル

についても，定額制の導入など，従
量制音声通信収入に依存したビジネ
ス構造を変革する時期にきている．
音声に代わるキラーサービスの開
拓，及び必要となる高速伝送を確実
に保証しながら実現するため，例え
ば，マイクロセルシステムを安価に
構成する技術が求められる．

（３）「ライフスタイルのパラダイ
ム変革とモバイルマルチメディ
アの役割と課題」

服部 武（上智大学）

地域国際構造は，日本を足場とし
国際展開をするインタナショナルか
ら，日本も諸外国も関係なく国際展
開するグローバルへとシフトしつつ
ある．特に，ヨーロッパはグローバ
ルへの流れがあり，例えば，通貨統
一， GSMなど国をまたがる領域で
コンセプトを確立し，コンセプトド
リブンで進んでいる．一方，個人と
しては，没個性であったが，これか
らは個性の追求が強まる時代に突入

している．この全く対立するコンセ
プト中で，今後は物事を考えていく
必要がある．
また，通信は利便性を追求するこ
とで，発展を成し遂げた．特に，携
帯電話の登場は，位置の束縛から解
放したものであり，利便性を向上さ
せた．近年， P P の分野では映像
系が盛んだが，いずれはモバイルに
も浸透していき，移動環境で快適な
環境を構築するアメニティを追求す
る方向に進んでいくと考えられる．
システムとしては，機能に分類し
たレイヤごとに最適化を行っている
が，それでは全体的最適解を見いだ
すことができない．無線通信は，電
波という有限な資源をいかに効率良
く利用するのかが鍵であり，クロス
レイヤ（用語）やマルチユーザを意識し
たスケジューリング技術，時間周波
数リソース配分技術，伝送路状況に
適応したアルゴリズムの研究開発な
どが重要である．

（４）「オープン化と競争政策」
小牧省三（大阪大学）

年ごろより，ビジネスモデ
ルや政策とMoMuCとのかかわりを
考え始め，経済学など人文科学の重
要性を感じている．通信の国際的競
争力を高めるために，競争基盤を作
り出すことが必要であり，有線系事
業については，市場支配力／不可欠
設備／相互接続料金を基準に，
NGNや FTTH の競争環境が議論さ
れている．
移動通信においても，オープン化
というキーワードを背景に， MNP

（Mobile Number Por tability） や
MVNO （Mobile Vir tual Network
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■ 用 語 解 説

One Phone 宅内では固定回線経
由の通信端末として，その他の場所で
は移動端末として，固定回線と携帯電
話回線の両方を利用する融合端末．
LTE（Long Term Evolution） 第

３世代携帯電話を拡張した方式の一つ
であり，最大データ伝送速度 Mbit s
を実現する移動通信方式．第 世代
とも呼ばれる．
クロスレイヤ 無線制御層，ネッ

トワーク制御層，アプリケーション制
御層など，複数のレイヤにまたがる相
互連携．
QoE（Quality of Experience） エ
ンドツーエンドを意識した，ユーザか
ら見た主観的なサービス品質の指標．
社会規範基準 ユニバーサルサー

ビス基準やセキュリティ基準など，社
会的責務の観点から，厚生経済効用の
最適化を図るための基準．

■



Operator）， SIMロック解除などが
議論され始めている．通信事業者の
視点だけでは，ネットワーク中心的
な All IP ネットワーク議論に陥り
がちであるが，MoMuCでは，どこ
で IP 網をオープンにしてもサービ
スが可能な Full IP Service の観点で
議論を行うことが重要であり，これ
によって初めてユーザ中心的なサー
ビスが実現する．
技術的には，個人効用の最大化と

厚生経済効用の最大化の整合を取る
ことが必要であり， QoE（Quality
of Exper ience）（用語）や社会規範基準
（SoLA：Social Level Adaptation）（用語）

を扱うエージェントが有効となる．
MoMuC は境界領域の中で一つの
技術領域を確立してきたが，情報通
信学の観点からは，工学だけでなく，
経済学，社会学をはじめとする研究
分野が無限に広がっている．競争政
策／オープン化の観点や個人情報保
護などの法制度の観点などからアプ
リケーションやサービスをとらえる
など，技術境界領域を拡大するよう
取り組んでいくことを期待する．

（５）「モバイルNW 技術の展望」
薮崎正実（NTT ドコモ）

MoMuC 研専設立当時，移動通信
の研究は物理レイヤが中心であった
が，あえてサービス／ネットワーク
／端末の研究の重要性を提案し，研
究会のスコープを定めた．また，
MoMuC という語感の斬新性にも
こだわりを持って活動を始めた．
移動網は当初，回線交換（STM）

に併設する形でパケット網を構築し
たものを， 年に ATMで統合
し， 年には，データ通信容量

の増大に伴い，再び IP 系システム
を分離している．更に 年ごろ
には，これを All IP により再度統
合する予定となっており，分離と統
合を繰り返す歴史となっている．今
後は Post IP（光）伝達網によりネッ
トワークは再び分離していくかもし
れない．
一方，モビリティについては，当

初，事業者単体のサービスであった
ものが，国内ローミングや国際ロー
ミングが可能となってきた．今後は
固定網も含めた広範なモビリティで
あるシームレスグローバルモビリ
ティへと発展していく．更に， IMS

を基盤として，サービス制御もグ
ローバル化／シームレス化していく
方向にある．

（６）「マルチメディア処理技術の
展望」

亀山 渉（早稲田大学）

この 年間の技術年表を改めて
書いてみたところ，MoMuC設立時
の 年ごろにはMPEG 規格が
世の中で普及し始めていたり，
年ごろは既に民生用 HDカムコーダ
が登場していたりと，思っていたよ
りずっと早期に技術開発が行われて
いる． CPU 速度の向上とも相まっ
て， HDカムコーダが携帯電話にも
搭載されるような時代もすぐそこま
でやってきている．
サービスについても，例えば

mixi や MySpace は，携帯電話から
のアクセスを可能にしてから劇的に
アカウント数が増加しており，モバ
イルは今やサービス成功の鍵を握
る．
同様に，インターネット向け広告

市場は，日本で既に雑誌の広告市場
を上回っており，その他のメディア
広告が軒並み縮小する中，急成長し
ている．その中でも携帯電話向け広
告市場の伸びは著しく，検索連動型
広告などが今後急速に拡大していく
と思われる．
今後は，コンテキストや QoE を

考慮したアプリケーション適応や
ネットワーク協調，ユーザが容易に
開発できるようなオープンインタ
フェースの提供など，ユーザ視点で
の技術開発により，「モバイル」が
透明化していくことになるだろう．

モバイルマルチメディア
の展望についての討論

パネル討論の主な話題として，「こ
れからの通信事業のあり方」と「今
後の IP のあり方」があった．

（１） これからの通信事業のあり方
これからは，グローバルな競
争と協調が必要である．日本独
自の規格にせずにグローバルで
プロダクトを売り込むべきであ
り，そのためには各種インタ
フェースをオープン化していく
べきである．
移動通信事業は，垂直統合
サービスを提供しているので閉
鎖的というイメージがある．例
えば，第３世代移動通信でシス
テムが他の諸外国と共通化した
が， SIM カードには制約があ
り，ユーザの利便性が向上して
いない．日本の通信産業を守り
つつ，世界と競争していくため
に，オープン化をうまく利用す
るべきである．
オープン化に関しては，オー
プン化する場所が一番大切であ
る．例えば， MPEG はうまく
インタフェースをオープン化し
たため，同じ土俵で競争ができ
た．同じようなことも通信に導
入していく必要がある．
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（２） 今後の IP のあり方
モバイルへの適用を考えた場

合，伝送路誤りの影響や QoS

保証の観点などから，すべてを
IP のレイヤだけで処理するこ
とには無理があり，その意味で
旧来の IP の考え方は破たんし
ているといえる．無線部（レイ
ヤ ，レイヤ ）と IP（レイヤ
），更にはアプリケーションま
で含めたクロスレイヤで最適化
する必要がある．
通信で最も大切なことは個人

認証である．従来の固定電話で
は，電話番号が個人認証の役割
を持っていた．そのため， IP

の世界において，従来の固定電
話のような個人認証と情報の信
頼性を取り戻すことが必要であ
り，インターネット上に機器の
認証機能を確立する必要があ
る．
モバイルのネットワークとイ

ンターネットのネットワークで
は宗教に近い考え方の相違があ
る．インターネットのルーチン
グは位置依存であり，位置情報
の保護には不向き．インター
ネットはエンドツーエンドの思

想が根底にあるが，最近はネッ
トワークのエッジをエンドと見
なすようにもなっている．セ
キュリティ，QoS，モビリティ
の側面で，ステューピッドネッ
トワークからインテリジェント
ネットワークの考え方へイン
ターネット自身も変わってきて
いる．

ま と め

今回のパネル討論を通して，
MoMuCの研究分野は境界領域であ
ることに特徴があり，技術的な先進
性だけではなく，ビジネスや事業構
造の変革をうまくとらえることによ
り成長してきたことを改めて認識し
た．
オープン化という観点でサービス

を見直したときに，既存の通信産業
の視点からは見えなかった様々な研
究課題が浮かび上がってくるという
指摘や，既存の IP ネットワークの
概念を超えたサービスを生み出すた
めの研究開発を推進してきた経緯な
どは，今後のモバイルマルチメディ
ア研究に大きな示唆を与えるもので
あった．

真のユーザ視点でのサービスを実
現するという観点から，モバイルマ
ルチメディア通信自身も，固定概念
にとらわれず，社会的／経済的側面
の考えを取り入れつつ，成長してい
くべきである．
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