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 IT(情報技術)，イン

定着しました。これら

信や電話から始まった

通信ネットワークを理

識が大切です。 
 情報通信ネットワー

め形が違います。この

 
 

 

 

情報通信ネットワークの概要 

ターネット，携帯電話，ブロードバンド，などのキーワードが社会に

のキーワードは現在の情報通信ネットワークを象徴していますが，電

情報通信ネットワークには 100 年以上の歴史があります。現在の情報

解するためには，長い時間をかけて発展してきた技術と利用経験の知

クにはいろいろな顔があります。したがって，人によってその受け止

章では，情報通信ネットワークの全体像を説明します。 

17



 

1.1 情報通信ネットワークの特徴 

 私たちは職場でも家庭でも，毎日のように情報ネットワークを利用しています。一口に情

報ネットワークといっても，その種類はいろいろあります。「情報通信ネットワークとは何

か」という質問に対する答えは，人によって違うでしょう。 
 電子メールを利用する情報交換ネットワーク，知りたい情報を手に入れるためにインター

ネットを利用する情報収集ネットワーク，航空機や鉄道の座席を予約するネットワークなど

は，利用目的がかなりはっきりしているアプリケーション指向のネットワークです。 
 アプリケーション指向ネットワークを実現するためには，その基盤になる情報を運ぶネッ

トワークが必要です。 
 情報通信ネットワークは，アプリケーション機能を含む広い意味のネットワークと，その

基盤である情報伝達機能を実行する狭い意味のネットワークに大別できます(図 1.1.1)。 
 

情報流通基盤

情報処理・情報提供・情報交換機能

リンク

情
報
伝
達
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

（通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
）

情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
クノード

ノード

ノード

ノード 情報流通基盤

情報処理・情報提供・情報交換機能

リンク

情
報
伝
達
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

（通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
）

情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
クノード

ノード

ノード

ノード

 

図 1.1.1 情報通信ネットワークの構成 

 
 この図では，情報伝達ネットワークを通信ネットワークとしました。これらの2種類のネッ

トワークは，判然と区別できないことがあります。例えば，通信事業者が構築して運用して

いる公衆電話網はどちらのネットワークかということを考えてみます。電話網の本来の機能

である，通話による情報交換を行うときの電話網は，電話というアプリケーションを実現す

るネットワークです。一方，インターネットを利用して電子メールを送受信するときのアク
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セス回線として電話網を利用するときは，電話網は電子メールのデータを運ぶ情報伝達ネッ

トワークとみなすことができます。 
 情報通信ネットワークには，機能面と構造面のそれぞれについていろいろな種類がありま

す。したがって，それらが複雑に絡み合っている状態を体系的に整理する必要があります。 
 情報通信ネットワークは，人や物を運ぶ物流ネットワークによく似ています。物流ネット

ワークの基盤は，道路，鉄道，航空機などの運搬手段のネットワークです。そして，物流基

盤ネットワークを利用するアプリケーション・ネットワークとして，宅配便やパッケージツ

アーなどがあります。物流ネットワークは目に見える部分が多いので，直感的に理解しやす

いといえますが，情報通信ネットワークはほとんど目に見えないので，分かりにくいかもし

れません。情報通信ネットワークと物流ネットワークはかなり性格が違うので，必ずしも明

確に対比できませんが，物流ネットワークと対比して考えると，情報通信ネットワークを理

解するのに役立つことがよくあります。 
 
 

◇◇ ユビキタス・ネットワーク ◇◇ 

 NHK ラジオ第一放送の「当世キーワード」

という短い番組で，ユビキタス・ネットワー

クという言葉の解説をしていました。この言

葉はネットワーク技術の専門家の間では数年

前から使われていて，いつでも，どこにいて

も情報通信サービスを利用できる，遍在的

ネットワークという意味です。放送では，ユ

ビキタス・ネットワークによって，ユーザー

は，パソコン，携帯情報端末，携帯電話など

の端末機器を使って，いつでも，どこからで

も必要な情報にアクセスできるという説明を

していました。 

 ここまでは良いのですが，さらに，ユビキ

タス・ネットワークを実現するのにはブロー

ドバンド・ネットワークが必要だという主旨

の説明が続きました。ユビキタスとブロード

バンド(高速・広帯域)は直接的には関係があ

りません。現在のインターネットは，完全で

はないけれどもほぼユビキタスなネットワー

クと見なせます。しかし，インターネットに

アクセスするために大部分のユーザーが使っ

ている通信回線はナローバンド(狭帯域)です。 

 言葉の意味は時代とともに変わりますから，

ユビキタス・ネットワークとブロードバン

ド・ネットワークを結び付けたことに目くじ

らを立てる必要はありませんが，この放送の

解説は，何かひっかかる内容でした。 

 1980 年代にブロードバンド・ネットワーク

の研究開発が始まり，今では，いろいろな形

のブロードバンド・ネットワークが実現して

います。ブロードバンド化したユビキタス・

ネットワークによって，これまでには無かっ

た新しい情報システムを実現できる可能性は

大いにあります。既成概念にとらわれずに，

新しい可能性を夢見ることで，ユビキタス・

ネットワークとブロードバンド・ネットワー

クが固く結び付くことを期待しましょう。 
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1.2 情報流通基盤の通信ネットワーク 

 情報流通ネットワークの名称 

 伝統的な電話中心の事業からの変身に取り組んでいる老舗の電気通信事業者が，数年前か

ら，情報流通事業への脱皮を強調しています。ただし，このことは必ずしも新しい発想では

ありません。マルチメディア情報流通，通信と放送の融合，といったことは 1980 年代から

盛んに議論されてきたことです。これらのことが現実味を帯びてきたのは，1980 年代ある

いはそれ以前には将来の夢だったことが，技術進歩のおかげで経済的に実現できるように

なってきたためです。ところで，情報流通事業と伝統的な電気通信事業の違いは何かという

と，電気通信事業の中心が情報転送ネットワークの提供だったのに対して，情報流通事業で

は，アプリケーション指向のネットワーク・サービスから，さらに情報コンテンツの提供ま

で手がけることを目指していることです。 
 情報流通事業のメニューを増やして，魅力的なサービスを経済的に提供するためには，高

性能で利用面の柔軟性が大きく，しかも信頼性が高い情報流通基盤となる情報伝達ネット

ワークが必要です。 
 情報流通基盤ネットワークを表す標準的な名前がないので，本書では「通信ネットワーク」

と呼ぶことにします。このほかに「電気通信網」や「データ伝送網」という言葉が比較的よ

く使われています。英語には「トランスポート・ネットワーク」という言葉があります。 
 電気通信サービスの分類に，ベアラサービスとテレサービスがあります。ベアラサービス

は，アプリケーション機能に関係なく，音声や画像あるいは文字で表現される情報を単なる

データとして運ぶサービスです。テレサービスは，電話やファクシミリなどの具体的な情報

交換機能を提供するサービスです。本書の通信ネットワークは，主としてベアラサービスを

実行するものです。 
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 通信ネットワークの現状 

 1990 年代にインターネットの商用サービスが始まり，爆発的に発達しました。そして，

単位時間当たりのビット数で計った情報流通量，つまり通信ネットワークのトラフィック量

は，データ通信系トラフィックが電話系トラフィックを上回るようになりました。しかし，

このために新しい通信ネットワークが構築されたのではなく，既存のネットワークの設備の

利用方法が多様化したのです。データ通信系トラフィックと電話系トラフィックはかなり性

質が違いますから，電話サービスのために最適化されていた既存の通信ネットワークは，そ

のままではデータ通信系トラフィックに効果的に使えるわけではありません。現在の通信

ネットワークでは，電話中心の時代に構築された設備や技術が多く使われていて，その上に

新しい設備や技術が追加されています。ただし，このことは新しい通信ネットワーク時代に

移行する過渡的な状態とみなすことができます。 
 通信ネットワークの動向を端的に表すキーワードがブロードバンドです。ブロードバンド

の本来の意味は「広帯域」ですが，ディジタル通信が主流になった現在では「高速」という

のが適切です。ブロードバンド通信ネットワークの実現方法は，1980 年代後期から 1990 年

代にかけて，B-ISDN の名称で ITU-T(国際電気通信連合電気通信標準化部門)を中心として

精力的に研究されました。その成果が ATM(非同期転送モード)ネットワークあるいはセルリ

レーです。このほかにも，光ファイバー・アクセスネットワーク，ADSL(非対称ディジタル

加入者線)，高速無線アクセスなどの技術が実用化されて，急速な普及が進んでいます。 
 

 情報流通の範囲 

 通信ネットワークは，それを利用する情報流通の範囲によって，グローバルネットワーク，

地域ネットワーク，ローカルネットワーク，ホームネットワークなどと，いくつかのレベル

に分けることができます。例えば，公衆電話網やインターネットは世界をカバーするグロー

バルネットワークですが，企業内ネットワークの情報流通範囲は，1 つの企業内あるいは企

業グループに制限されることがあります。 
 1 つの通信ネットワークがカバーできる地理的な広がり，つまりサービスエリアは，物理

的，論理的，あるいは経済的条件によって制限されます。ただし，比較的狭い範囲をカバー

するように設計された通信ネットワークであっても，他の通信ネットワークと相互接続する

ことによって，情報流通の範囲を広げることができます。 
 各種の通信ネットワークのサービス可能範囲の制限は絶対的ではありません。1 つの通信

ネットワークのサービス可能範囲は，技術進歩やコストダウンによって拡大します。例えば，
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開発初期の LAN(ローカル・エリア・ネットワーク，構内情報網)は，情報流通の範囲を数

km の比較的狭い範囲に限定することによって，高速データ伝送を実現した通信ネットワー

クですが，その後サービス可能範囲が数十 km に広がり，LAN の技術を使った MAN(メト

ロポリタン・エリア・ネットワーク，都市域網)が実現されました。 
 通信ネットワークを設計するときには，設計条件の 1 つとして，これを利用する情報流通

の範囲を明確に示す必要があります。示された条件あるいは要件を実現する方法には，いく

つかの選択肢があります。適切な選択を行うためには，いろいろな通信ネットワーク技術の

制約条件と，制約が生じる理由を正しく理解することが大切です。 
 

 通信ネットワークの構成 

 通信ネットワークの一般的構成は，図 1.2.1 のように，アクセスネットワークと中継ネッ

トワークの階層構成になっています。中継ネットワークをコアネットワークともいいます。 
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図 1.2.1 通信ネットワークの構成 

 
 アクセスネットワークは，ユーザー端末を収容するネットワークです。アクセスネット

ワークの中心にはアクセスポイントがあります。公衆電話網のアクセスポイントは市内交換

局であり，携帯電話網のアクセスポイントは無線基地局です。アクセスポイントとユーザー

をつなぐ通信回線を，アクセスリンクあるいは接続回線と呼びます。公衆電話網サービスで

は，アクセスリンクを加入者線と呼んでいます。 
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 1 つのアクセスネットワークのサービスエリアは，アクセスリンクの性能によって制限さ

れます。例えば，固定電話網の場合は市内電話ケーブルの性能により，携帯電話網の場合は

無線電波の伝搬特性により，それぞれにアクセスポイントを中心としたアクセスリンクの最

大長が制限されます。LAN をアクセス網として利用する場合も，1 つの LAN のサービスエ

リアが制限されます。 
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 異なるアクセスネットワークに接続されているユーザー端末の間で通信を行うためには，

それぞれのアクセスネットワークをつなぐ中継ネットワークが必要になります。中継ネット

ワークは，中継ノードと中継リンクで構成されます。アクセスポイントと中継ノードをつな

ぐリンクも中継リンクです。 
 

 ユーザー・網インタフェース 

 いろいろな種類の電気通信サービスあるいは情報流通サービスがありますが，大部分の

ユーザーは，アクセスネットワークや中継ネットワークがどのようなしくみになっているの

かを知りません。通信ネットワークの内部はユーザーにとってはブラックボックスであり，

各種の電気通信サービスの特徴をユーザーが区別できるところは，アクセスリンクにユー

ザーの端末機器をつなぐユーザー・網インタフェース(UNI)だけなのです。 
 各種の通信ネットワークあるいは通信サービスを特徴づける機能や利用条件は，UNI に集

約されています。UNI が変わらなければ，サービスを実現する技術が変化しても，そのこと

はユーザーには分からないのです。一方，通信サービスを提供する設備の大部分が既存のも

のであっても，UNI が違えば新しいサービスになるのです。 
 例えば，公衆電話網は 1960 年代から 1990 年代にかけて，アナログ方式からディジタル

方式にリフォームされましたが，大部分のユーザーはそのことを知りません。なぜならば，

公衆電話網の UNI がアナログ方式のまま変わらなかったからです。一方，1980 年代に実用

化された ISDN は，UNI がディジタル方式になった点が公衆電話網とは大きく異なります

が，ISDN の中継網は既存の電話交換網とパケット交換網なのです。アクセスポイントであ

る市内電話交換機に ISDN の UNI 機能を追加することによって，ISDN は実現されたので

す。 
 通信サービスを理解することは，UNI の特徴を把握することといえます。UNI の規定内

容には，アナログ回線の場合の伝送周波数帯域，ディジタル回線の場合のデータ伝送速度，

使用するプロトコルなどがあります。 
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 情報通信ネットワークの機能レベル 

 情報通信ネットワークは，アプリケーション指向のネットワークと，情報流通基盤となる

通信ネットワークの 2 つのレベルに大別できることを説明しました。電気通信事業者が提供

している電気通信サービスには両方のレベルがありますが，企業情報ネットワークの重要な

構成要素の 1 つとしてとして使われている，いわゆる通信回線は通信ネットワークです。 
 情報通信ネットワークにはいろいろな種類がありますが，それぞれは機能レベルによって

分類できます。表 1.2.1 は，OSI 参照モデルのプロトコル階層に対応して各種情報通信ネッ

トワークを整理したものです。OSI 参照モデルは，プロトコルを物理層から応用層までの 7
階層に分類したもので，ネットワークアーキテクチャの国際的な規範です(図 1.2.2)。 
 

表 1.2.1 ネットワークの機能レベル 

OSI 参照モデル ネットワークの種類 

応用層 電子メール，WWW，IP 電話，コンテンツ配信，など 

プレゼンテーション層  

セション層  

トランスポート層  

ネットワーク層 パケット交換，ISDN(パケット)，インターネット，IP-VPN 

データリンク層 フレームリレー，セルリレー，LAN，MAN 

物理層 専用線，電話交換網，ISDN(回線交換)，ADM リング 

 
 この表の，物理層，データリンク層，あるいはネットワーク層で動作するネットワークが

通信ネットワークです。ネットワークの種類欄に示したのは，各種通信サービスの名称です。

それぞれの通信サービスの利用条件を規定する UNI の内容は，通信サービスの種類によっ

て異なります。 
 トランスポート層，セション層，およびプレゼンテーション層のプロトコルで特徴づけら

れる情報通信ネットワークはないので，空欄になっています。 
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ルーティング制御，フロー制御，など

伝送制御手順，媒体アクセス制御，など

DTE/DCEインタフェース，データ伝送方式，など
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伝送媒体（ケーブル，無線回線，など）

上位層

下位層

Ｏ
Ｓ
Ｉ
の
範
囲

アプリケーションプロトコル
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データリンク層

物理層
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プレゼンテーション層

セション層

アプリケーション機能（データ処理，データベース，など）

伝送媒体（ケーブル，無線回線，など）

上位層

下位層

 

図 1.2.2 OSI 参照モデル 

 
 企業情報ネットワークを設計するときに，どの通信サービスを選べばよいかという問題が

起こります。このときに，UNI の伝送速度と利用料金だけを単純に比較しているケースが多

く見受けられますが，UNI の規定レベルつまり機能レベルが異なる通信サービスを単純に比

較することは危険です。選択の判断を誤ると，アプリケーション機能や規模あるいは性能の

拡張が必要になったときに苦労することになりかねません。 
 

 情報流通に不可欠なネットワークアドレス 

 通信ネットワークの基本的な仕事は，送信点から受信点に情報を運ぶことです。このため

には，送信点と受信点のそれぞれを特定するアドレスが必要です。送信点にある情報通信機

器を送信端末，受信点にある情報通信機器を受信端末と呼びます。 
 郵便物や小包を輸送する物流システムでは，宛先アドレスが不可欠です。送信元アドレス

が明記されていなくても，宛先アドレスが明記されていれば，郵便物や小包は宛先に届けら

れます。 
 一方，通信ネットワークでは，原則として，送信元アドレスと宛先アドレスの両方を付け

けます。通信ネットワークの動作モードには，コネクション型(CO型)通信とコネクションレ
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ス型(CL 型)通信があります。CO 型通信では，通信の開始を要求する発信端末と，通信相手

の着信端末の間をつなぎます。このために，両方の端末のアドレスが必要です。CL 型通信

では，郵便のように宛先アドレスが明示されていれば，送信元アドレスがなくてもよいので

すが，メッセージあるいはデータを伝送する途中でエラーが発生したときに，そのことを送

信元に知らせてエラー回復処理をしたり，トラフィックが確実かつスムーズに流れるように

制御するために，両方の端末のアドレスが必要になります。 
 情報通信ネットワークあるいは通信ネットワークのアドレスには，電話番号や電子メール

アドレス，あるいはホームページアドレスのように，ユーザーが直接入力するアドレスのほ

かに，LAN の MAC(媒体アクセス制御)アドレスや IP(インターネット・プロトコル)アドレ

スなどのように，ネットワーク構成機器が機械的に扱うアドレスがあります(表 1.2.2)。 
 

表 1.2.2 ネットワークアドレス 

OSI 参照モデル アドレスの例 

応用層 

 電子メールアドレス 

 ホームページアドレス 

 電話番号 

 パケット交換接続番号 

ネットワーク層 
 IP アドレス 

*論理チャネルグループ番号/論理チャネル番号(LCGN/LCN) 

データリンク層 

 媒体アクセス制御(MAC)アドレス 

*論理チャネルコネクション識別子(DLCI) 

*仮想パス識別子/仮想チャネル識別子(VPI/VCI) 

                                                         *印は，コネクション識別子 

 
 この表で＊印を付けたコネクション識別子は，CO 型通信ネットワークで通信端末間に設

定したコネクションの番号です。コネクションを設定するときには端末を識別するアドレス

が必要ですが，コネクションを設定した後は，コネクション識別子を実際のアドレスデータ

の代わりに使います。 
 1 つの通信を実行するときには複数種類のアドレスが関わりを持つので，異なる種類のア

ドレスの間で対応をつける，アドレスマッピングが必要です。 
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1.7 通信ネットワークのコスト 
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1.3 通信ネットワークの属性 

 アナログ回線とディジタル回線 

 通信ネットワークには多くの種類がありますが，それぞれはいくつかの属性の組み合わせ

で特徴づけられます。それぞれの特徴はUNIに集約されていることをすでに説明しました。 
 UNI には，アナログインタフェースとディジタルインタフェースがあります。アナログ

UNI を備えた通信回線をアナログ回線，ディジタル UNI を備えた通信回線をディジタル回

線と呼びます。 
 アナログ回線は，音声信号のような複雑な形の信号波形を，できるだけ忠実に伝送するよ

うに設計されています。アナログインタフェースは，基本特性が伝送できる周波数範囲で規

定されます。 
 ディジタル回線は，ビット列で表されるディジタルデータを，できるだけ忠実に伝送する

ように設計されています。ディジタルインタフェースは，基本特性が「ビット/秒」を単位

とするデータ伝送速度で規定されます。 
 ディジタル回線のデータ伝送速度は急速に大きくなっています。そこで，k ビット/秒や

M ビット/秒のように，k，M などの記号を使います。k(キロ)は千，M(メガ)は百万，G(ギ
ガ)は十億，T(テラ)は兆を表します。 
 

 単向通信と 2重通信 

 2 つの端末の間で行う通信の方法には，単向通信と 2 重通信があります(図 1.3.1)。 
 単向通信は，送信端末から受信端末に向けて 1 方向だけに情報を送る方式です。これに対

して，2 重通信は 1 つの端末が送信と受信の両方を行う双方向通信です。2 重通信には，半

2 重通信と全 2 重通信があります。半 2 重通信は 1 つの端末が送信と受信を交互に行う方式

であり，全 2 重通信は 1 つの端末が送信と受信を同時に行う方式です。 
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図 1.3.1 単向通信と 2重通信 

 
 

 2 線式伝送と 4線式伝送 

 2 台の端末の間で通信を行うときには，一方の端末の送信器と他方の端末の受信器を通信

回線でつなぎます。このときの通信回線の使い方には，2線式伝送と4線式伝送があります(図
1.3.2)。 
 

送信器

送信器受信器

受信器
通信回線

通信回線

(a) 2線式伝送

(b) 4線式伝送

送信器

送信器受信器

受信器

ハイブリッド
回路

ハイブリッド
回路

送信器

送信器受信器

受信器
通信回線

通信回線

(a) 2線式伝送

(b) 4線式伝送

送信器

送信器受信器

受信器

ハイブリッド
回路

ハイブリッド
回路

 

図 1.3.2 2 線式伝送と 4線式伝送 
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1.7 通信ネットワークのコスト 

 2 線式伝送では，2 本のメタリックケーブルを心線とする 1 対のケーブルを使います。2
線式全 2 重通信では，同じ通信ケーブルの上で双方向同時伝送を行うのです。ハイブリッド

回路は送信器出力が同じ端末の受信器に直接入るのを防ぐもので，送信器の出力信号を通信

回線に送り，通信回線から入ってきた受信信号を受信器に送ります。 
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 4 線式伝送では 2 対のケーブルを使うので，心線数の合計が 4 本になります。この場合は，

それぞれのケーブル対上の伝送方向は互いに反対方向になります。 
 このほかに，多数の心線対を使って，高速データ伝送を行うこともあります。 
 同軸ケーブルを使うときは，1 本の同軸ケーブルが 1 対のメタリックケーブルに相当しま

す。そして，光ファイバーケーブルの場合は，光ファイバー1 本が 1 対のメタリックケーブ

ルに相当します。光ファイバー伝送は基本的には 1 方向伝送なので，全 2 重通信を行うとき

は 2 本の光ファイバーを対にして使うのが一般的ですが，異なる波長の光信号を使って，1
本の光ファイバーで全 2 重通信を行うこともできます。 
 

 コネクション型通信とコネクションレス型通信 

 通信の形態には，コネクション型(CO 型)通信とコネクションレス型(CL 型)通信がありま

す(表 1.3.1)。 
 

表 1.3.1 CO 型通信と CL 型通信 

 CO 型通信 CL 型通信 

基本動作 

通信を始める前にコネクションを

設定する。 

設定したコネクションを使って

データを送る。 

宛先アドレスを付けたデータを通

信ネットワークに直接送る。 

通信の形態 電話型通信 郵便型通信 

特徴 

通信の信頼性が高い。 

コネクションの設定と解放の制御

が必要。 

データ紛失の確率が比較的大。 

通信制御が簡単。 

例 
電話網，フレームリレー， 

セルリレー 

IP ネットワーク，LAN 
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 CO 型通信では，通信を始める前に，送信端末と受信端末の間にコネクションと呼ぶ接続

関係を設定します。代表的な CO 型通信が，ダイヤル信号で着信者を指定して呼び出す電話

です。パケット交換，フレームリレー，セルリレーはいずれも CO 型通信です。 
 CO 型通信サービスの利用方法には，通信を行うたびにコネクションを設定する方法と，

特定の端末あるいはアプリケーションシステムの間のコネクションを設定したままにして

おく方法があります。前者を SVC(相手選択接続)と呼び，後者を PVC(相手固定接続)と呼び

ます。PVC は専用線と同様な固定接続回線として，広域企業内ネットワークなどで広く利用

されています。 
 CL 型通信では，送信端末は宛先アドレスを明示したパケットで情報を運びます。これは

郵便システムによく似ています。代表的な CL 型通信が，インターネットやイントラネット

で使われている IP による通信と，LAN の MAC(媒体アクセス制御)プロトコルによる通信で

す。 
 

 ポイント・ツー・ポイント通信とマルチポイント通信 

 通信ネットワークの利用形態には，送信元と宛先の関係が，1 対 1，1 対多数(1 対 N)，お

よび多数対多数(N 対 N あるいは M 対 N)，のそれぞれケースがあります(図 1.3.3)。 
 

(a) 1対1(ポイント・ツー・ポイント)

(b) 1対N（ポイント・ツー・マルチポイント）

(c)  N対NまたはM対N　
　　 (マルチポイント・ツー・マルチポイント)

(a) 1対1(ポイント・ツー・ポイント)

(b) 1対N（ポイント・ツー・マルチポイント）

(c)  N対NまたはM対N　
　　 (マルチポイント・ツー・マルチポイント)

 

図 1.3.3 通信の形態 
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1.7 通信ネットワークのコスト 

 1 対 1 通信は，ポイント・ツー・ポイント通信と呼ばれる基本的な通信形態です。ポイン

ト・ツー・ポイント通信は，ユーザー端末間の通信だけではなく，コンピュータ間の通信や

ユーザー端末とサーバーの間の通信でも行われています。 
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 インターネットを利用する通信形態として，ピア・ツー・ピア通信が重視されるようになっ

てきました。ピア・ツー・ピア通信は，サーバーを中継しないで，ユーザー端末間でデータ

伝送を行う形態の通信を指すのが一般的です。つまり，ピア・ツー・ピア通信はユーザー端

末間のポイント・ツー・ポイント通信なのです。電子メールに代表される，インターネット

を利用するユーザー間の情報交換では，サーバーを経由するのが一般的なので，電話の世界

では当たり前のピア・ツー・ピア通信が，インターネットを利用する新しい情報交換形態と

して取り上げられたといえます。 
 1 対 N 通信は，1 つの送信元から多数(N)の宛先に同じデータを送る通信形態で，ポイン

ト・ツー・マルチポイント通信，あるいは単にマルチポイント通信といいます。 
 マルチポイント通信に似た用語として，ブロードキャスト通信や同報通信があります。マ

ルチポイント通信は，指定した複数の宛先に対して情報を送るのに対して，ブロードキャス

ト通信は，宛先を指定しないで不特定多数の相手に情報を送ります。送られてきた情報を受

け取るか否かは，受信端末の判断にまかせられます。 
 N 対 N 通信は多数の端末ユーザーが同時に参加する通信で，代表的なものに多地点テレ

ビ会議があります。 
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