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*1UNIXは.X/OpenCompanyLimitedが独占的にライセンスしている米国ならびに他の国における登禄商標である｡

*2Windowsは,米国およぴその他の国における米国MicrosoftCorp_の登濠掛票である｡

*3Linuxは,LinusToⅣa旧Sの米国およびその他の国における登裔商標あるいは商標である｡

ユピキタスソリューションを支える構成要素

日立グループは.本格的なユビキタス情報社会の実現に向けて.身近な実生活の場であるユビキタススポットごとに必要となるソリューションを提案し,関連するシステムを提供して

いる｡各ソリューションは,映像メディア系,端末基盤系.およぴl宮部基盤系の各種キーコンポーネントと,それらの接続手段であるネットワークで構成する｡また､要求に応じてカスタ

マイズするサービスにも対応する｡

主に企業主体で始まったIT化は,家庭内のディジタ

ル化を経て,実生活の場にまで広がってきた｡定額か

つ低額のインターネットのブロードバンド接続サービス

が急速に普及しており,リッチコンテンツ(臨場感あふ

れる高画質動画像)を中心とした各種サービスやソリ

ューションを統一的に利用できる本格的なユビキタス

情報社会が実現しようとしている｡

情報･通信事業の方向性を示すビジョン｢情報ライ

フラインはH汀ACHl+に基づき,日立グループは,ビジ

ネスや生活の場で求められる各種ユビキタスソリュー

欝
はじめに

電話線や光ケーブルを用いたDSL(DigitalSubscriber

ションを提案し,関連するシステムを提供している｡そ

のキーコンポーネントとして,映像メディア系,端末基

盤系,および情報基盤系のユビキタス機器を準備し

ており,また,ユーザーからの注文に合わせてカスタマ

イズするサービスも行っている｡

日立グループは,将来の本格的なユビキタス情報

社会に向けた大きな夢を描くとともに,社会生活の場

である生活圏のユビキタス情報社会化に積極的に取

り組んでいる｡

Line)の急速な普及により,インターネットの大容量ブロードバ

ンド化と接続料金の低価格･定額化が進み,家庭でも情報端

末をインターネットに常時接続できる環境が整ってきた｡サー

チエンジンと呼ばれる検索ソフトウェアを活用することで,世界
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中のホームページから自分の知りたい情報を,接続料金を包も

にすることなく探し出すことができる｡

また,ノートパソコンやPDA(PersonalDigitalAssistant),

携帯電話などに代表されるハードウェアの小型･軽量,高機

能･高性能化や,カフェ,ホテル,ファストフード店などでの無

線LAN〔IEEE(Institute of Electricaland Electronics

Engineers)802.11b規格を用いた無線ネットワーク〕によるイン

ターネット接続サービスの拡大により,いつでも,どこでも必要

な情報を人手できる環境も整いつつある｡日立グループは,

このような社会を｢エビキタス情報社会+と呼んでいる｡エビキ

タス(Ubiquitous)とは,｢同時にいたるところに存在する+と

いう意味である｡

ここでは,エビキクス情報社会で利用者が直接触れる,ユ

ビキタス端末を中心とした｢ユビキクスアクセス+に視点を置い

たソリューションについて述べる｡

2情報ライフラインを支えるユピキタスアクセス

エビキタス情報社会では,情報は電気やガス,水道と同様

に,生活に欠かせか-ライフラインとなる｡電気の例で考える

と,発電所,変電所,送電線などが基盤となり,冷蔵庫,電

気炊飯器,照明器具などの機器に電気を供給して機能する｡

これらの機器が使用され始めたころには代替手段もあった

が,現在は,これらの機器がなくては生活が成り立たか､｡

同様に,情報の場合にもサーバやストレージ,ネットワークな

どが基盤となり,携帯電話,PDAなどの端末を用いて必要な

情報に,いつでも,どこからでもアクセスできるようになってきた｡

｢エビキクスアクセス+の実現である｡また,これらの情報基盤

やユビキタス端末を用いて,次々に新しい付加価値を持った

サービス,ソリューションが提案,提供されている｡こズ1らの情

報基盤,機器に基づく機能やサービスは,ビジネスの場だけ

でなく日常生活でも欠かせなくなってきている｡日立グループ

は,これらの情報基盤,エビキタス端末,新しい付加価値を

与えるアプリケーション,サービス,およびソリューションを含め

て｢情報ライフライン+と呼んでいる｡

3
ユピキタス情報社会へのアプローチ

IT化の初期段階では企業が中心となっていた(図1参照)｡

本社などのバックオフィスにメインフレームやミニコンピュータを

導入し,次いで,営業活動などを行うフロントオフィスにもパソ

コンが導入された｡パソコンは価格低下とともに急速に家庭に

も普及し,ディジタル信号処理技術や半導体才支術の継続的

な進歩により,放送受信機,記録装置に代表されるように家

庭内のディジタル化が加速された｡また,同時期にインターネ
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ソトも普及し,電子メールや静止画を中心とした,比較的容量

の′トさいコンテンツへのアクセスが広く行われるようになった｡

そしてここ数年間に,わが国のブロードバンドネットワークは

急速に普及してきた｡最新のITU(InternationalTelecom_

municationUnion:国際電気通信連合)の調査では,わが国

は,韓国と_撮んで,安さ･速さの点で世界一･となっている｡それ

に伴い,情報機器のインターネットへの常時接続も可能となり,

各種コンテンツのやり取りが円滑に行われるようになってきた｡

今後,リッチコンテンツと呼ばれる臨場感あふれる高画質動画

像を取り扱うためには,FTTH(Fibertothe Home)の普及

など,ネットワークのいっそうの高速化が必要である1)｡

また,放送系もディジタル化に合わせてブロードバンド化が

進んでいる二〉｡CS(CommunicationSatellite)ディジタル放送,

ディジタルCATV(Cable Television),BS(Broadcast

Satellite)ディジタル放送がすでに開始されており,高画質･

高音質のハイビジョンが放送されている｡さらに,2003年12月

からは東京･人阪･名古屋の3大都市圏で地上ディジタル放送

が開始され,2006年末までに全国の主要都市で放送開始が

予定されている｡ディジタル放送の魅力の一つはテレビ放送

だけでなく多様なデータ放送にも対応できることである｡特に,

地上ディジタル放送は,自動車やバス,電車などの移動体上

でも受信でき,携帯端末に向けた動画やデータのサービスも

人きな魅力になるものと期待されている｡

エビキタス情報社会では,ネットワークを介して,個人情報

やクレジットカード情報,有料コンテンツ情報などのさまざまな

情報が交換される｡そのため,セキュリティ保護技術の確立

や著作権保護税別の整備により,情報所有･提供者と視聴

者双方にとって利益が得られるビジネスモデルが,エビキクス

情報社会の発展を支えると言える｡また,企業･政府･利用者

ユビキタス情善臣社会
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する｡
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が協力し,サイバーテロや災害に強い通信網を確保すること

も重要である｡R立グループは,情報の交換を安全に,安心

して行えるように,暗号や認証技術の研究開発にも精力的に

取り組んでいる二～'｡

感
生活圏ごとのユピキタスソリューション

4.1ユビキクスソリューションを支えるコンポーネント

本格的なユビキクス情報社会を実現していくためには,生

活圏ごとにその仕組みを作っていく必要があると考える｡日立

グループは,エビキタス情報社会を形成する生活圏の単位を

｢エビキタススポット+と呼び,生活圏ごとに求められるユビキタ

スソリューションを準備し,提供している(図2参照)｡

その中核となる機器群は,(1)PDP(Plasma Display

Panel),プロジェクションディスプレイ,液晶プロジュクタなどの

ディスプレイ装置,HDD(HardDiscDrive)や光ディスクを用

いたレコーダ,ビデオカメラ,モニタカメラなどの｢映像メディア

系機器+,(2)ATM(Automated Teller Machine),窓口

端末などの｢端末基盤系機器+,および(3)パソコン,サーバ,

ライブラリ装置などの｢情報基盤系機器+から成り,ユーザー

の注文に応じてカスタマイズするサービスも提供している(67

ページの図参照)｡これらの機器を各種ネットワークでつなぐこ

とで,ユビキタスアクセス基盤を構築する′1'｡

4.2 ユビキクススポット向けシステムとソリューション

エビキタススポットに向けた,ネットワークを介して映像や情

企業内情報システム

り〈ックオフィス

パソコ

･フロントオフィス

ブロードバンドネットワーク

･ワイヤレスホームネットワーク

災支援連絡

報を提供するシステムの代表的な構成を図3に示す｡暗号化

通信を使い,端末と管理拠点との間でVPN(Virtual

Private Network)を構成することにより,インターネットを用

いてもセキュリティを確保することができる｡

フロント支援ソリューションの例として,PDAなどのモバイル

端末からインターネットあるいは社内ネットワークを通して本社

のデータベースに直接アクセスすることにより,店舗内,出張

先など,その場で顧客に必要な情報を提供することができる

(図3参照)｡

コミュニティタウンの実現に向けた例として,東急不動産株

式会社が街づくりを進めている千乗県の｢あすみが丘エリア+

に｢ライフサポートシステム+が導人されている｡これは,住居

に無線IJAN対応のタッチパネル端末を装備し,地元のNPO

(Non-Profit Organization)法人が地域情報サイトを道営し

て住民の団体や街の店から地域情報,イベント情報などを提

供するものであり,地域コミュニティに暮らす人々の生活をいっ

そう豊かなものにする｡日立グループは,このプロジェクトで,

エビキタス端末の機能強化を図るとともに,地域のコミュニティ

を支える情報システムを提供している5)｡

これらに必要なサービスやソリューションは,図3に示す情

報基盤をベースにすることで,ユビキタススポットの発展に応

じて追加,拡張することが可能である｡

日立グループは,このように,一般的に大企業に比べてIT

化が立ち遅れていた身近な生活圏の単位であるエビキタスス

ポットごとに適切なソリューションを提供することにより,豊かで

快適なエビキタス情報社会を,現実的な視点で段階的に実

現していく｡
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図2ユピキタススポットとユビキタスソリューション

日立グループは,本格的なユビキタス情報社会の実現に向けて,まず身近な実生活の場であるユピキクススポソトごとにサービスとソリューションを提案し,関連するシステムを提供

していく｡
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方
おわりに

ここでは,日立グループの情報･通信部門の事業ビジョン

｢情報ライフラインはHITACHI+を実現するエビキタスアクセ

スシステムについて述べた｡

エビキクス情報社会では,情報は個人生活にも企業生活

にも不可欠になる｡R立グループは,いつでも,どこでも,だ

れでも安心して自由に情報サービスが利用できる,豊かで快

適かつ安全な社会の創造に貢献することを目指し,人きな夢

を描きながらも身近な実生活の充実を図っていく｡そのため

に,将来予測と柔軟な対応で技術開発に努め,端末からソ

リューションまでの幅広い提案をしていく考えである｡

尾鷲仁朋

表

図3ユビキタススポット向

けシステムの構成例

本社などの管理拠点とユビキタ

ススポソトでVPNを構成することに

より.安心･安全に情報交換がで

きる｡

注:略語説明

AP(AccessPoint)
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