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１．はじめに
情報通信技術の急激な進展は，産業経済活動や社会生活のあらゆる側面に多大な変
化をもたらしてきている。情報流通の費用と時間が大幅に低減することによって，個
人の負担しうるコストで，音声のみならず映像情報をも，地球上の何処とでもやり取
りできる時代が始まっている。さらに，ブロードバンドネットワーク，携帯電話を基
盤とした情報通信技術の利活用が浸透しつつあり，現在はまさに，「時間・距離・知
識偏在の壁」を世界規模で越える大変革期にあると言える。
このような状況で，インターネットの柔軟性・拡張性と，固定電話網の信頼性・安定
性を併せ持つ社会的基盤である次世代ネットワーク（以下，ＮＧＮ： Next Generation
Network）の導入が世界各国で進められている。日本では，日本電信電話（以下，ＮＴＴ）
が 2004 年 11 月に，中期経営戦略１）の中核としてＮＧＮ構築計画を発表した。この計
画では，2010 年を目途に固定電話加入者数約 6,000 万のうち，半数の 3,000 万ユーザを
ＮＧＮと光アクセスネットワークへシフトすることを目指している。本計画に基づき，
2006 年 12 月からＮＧＮのフィールドトライアルを実施し，2008 年３月からは首都圏及
び大阪市の一部エリアで商用サービスを開始している。
品質確保・安定性と柔軟性の両立を実現したＮＧＮの特徴を生かすことにより，ビ
ジネス分野だけでなく，自治体や医療などさまざまな分野で，視覚・聴覚メディアを
中心とした多様なサービスの実現が検討されている。
このネットワークの潜在能力を生かすために，さらなる展開が期待される。そこで，
本稿では，その展開の一つとして，五感（視覚，聴覚，触覚，嗅覚，味覚）情報通信２）
への発展を提案する。すなわち，安全・安心で健康な質の高い社会の実現，利便性の
追求だけでなく，年齢層，行動能力の個人差にもっと配慮した技術，システム，製品
の開発を目指すこと，五感情報メディアを人間生活，社会へ適用していくことである。
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ＮＧＮにおいて五感情報メディアを活用するための課題について，具体例で考察しつ
つ提案していきたい。
第２章でＮＧＮの概要とオープンインタフェースを説明し，第３章では五感情報通信
を概観する。第４章で触覚，及び嗅覚メディアに関する具体的事例を示す。最後に，第
５章で，ＮＧＮにおいて五感情報メディアを活用するための事業連携・協業を提案する。

２．ＮＧＮ
２．
１

ＮＧＮの概要

日常生活において，電話でコミュニケーションしているよりも，インターネットに
アクセスして Web や電子メールを利用している時間が長くなっている。ブロードバン
ドの進展とともに，映画やスポーツ，ドラマなどの動画像を手軽に楽しむ人も増えて
おり，ブログやＳＮＳ（Social Networking Service）などの双方向のコミュニケーショ
ンも活発になっている。生活やビジネスにおいて，インターネットが不可欠なものと
なり，社会インフラとしての役割が求められているなかで，より快適に安心して使え
るネットワークの必要性が高まっていると言える。
インターネットは，自己責任や自己管理，コミュニティ主体のネットワークとして
発展してきている。自由度が高くいろいろなことができるが，通信品質は保証されて
おらず，セキュリティに対する不安も高まっている。
一方，固定電話網は安定して通信できる信頼性を有しているが，通信速度が限られ
ており，高度な通信サービスを提供できていない。また，企業の基幹業務を担う専用
線サービスやＩＰ−ＶＰＮ（Virtual Private Network）なら，一定の通信品質や安全性は
確保できるものの，接続機器や外部からのアクセスは制限せざるを得ないというのが
現状である。
ＮＧＮは，固定電話やインターネットアクセスなど，別々になっている通信網をＩＰ
ベースのネットワークに統合して提供しようとするものであり，信頼性と利便性，品
質確保・安全性と自由度を両立させつつ，情報通信の可能性を広げていくことを目指
している３）。
ＮＧＮの技術は，以下の４ポイントに要約することができる。
１）オープンなインタフェース：
さまざまな通信機能を利用して多彩なアプリケーションが創造できるよう，ネッ
トワークのインタフェース仕様を公開している。
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２）品質確保「ＱｏＳ（Quality of Service）
」：
４つの品質クラスを提供し，アプリケーションに応じて適切なクラスの選択を
可能としている。
３）セキュリティ：
回線ごとに割り当てた発信者ＩＤのチェックを行い，なりすましなどを防止し
ている。また，異常なトラヒックをブロックする機能なども備えている。
４）信頼性：
通信回線や通信装置の冗長化などを行ったり，特定エリアに通信が集中した際
のトラヒックコントロールや，重要通信の確保を可能としている。

表１．シーンごとにＮＧＮで実現可能なサービス例
シーン

ビ
ジ
ネ
ス

社
会

ＮＧＮで実現可能なサービス例

シーン

多地点マルチ Web 会議システム
ＨＤ双方向コミュニケーション
Ｗｅｂ連携アプリケーションサービス
次世代テレワーク
ひかり認証
ＨＤ映像配信サポートデバイス
ＳＩＰアダプテーション搭載ゲートウェイ
地域医療システム／電子カルテ
災害情報ポータル／安心サービス
災害時安否情報共有サービス
緊急地震速報サービス

家

庭

生

ＮＧＮで実現可能なサービス例

高品位フレッツフォン
高品質ＩＰ電話
多目的ＡＶ家電連携端末
ハイビジョン映像配信サービス
地上デジタル放送ＩＰ再送信

ＰＣ向け高画質映像配信サービス
高品位オーディオ通信サービス

活

表２．ＮＧＮの活用分野
分

野

Ｎ ＧＮ の 活 用 例

企業基幹系

情報共有強化、映像コミュニケーション

電子政府
コミュニティ活性化

遠隔医療・電子カルテ、地域教育ネットワーク
自治体ネットワーク

リアルタイム処理
物流

リアルタイム生産管理、ＲＦＩＤを利用した物流管理
食品トレーサビリティ

高品位コンテンツ流通

ＰＵＳＨ型情報配信、地上デジタル放送ＩＰ再送信
メディアコンテンツ変換

課金・認証・決済・
セキュリティ

個人認証サービス、決済・課金システム、監視カメラ
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ビジネス，社会，家庭，生活などのシーンごとに，ＮＧＮで実現可能なサービス例
を表１に示す。これらのサービスは，ＮＴＴが設置しているＮＧＮのフィールドトライ
アル・ショールーム４）において展示されているものから引用した。また，企業基幹系，
電子政府・コミュニティ活性化，リアルタイム処理・物流，高品位コンテンツ流通，
課金・認証・決済・セキュリティなどの分野におけるＮＧＮの活用例を表２に示す。
表１，表２からわかるように，音声，画像，動画など，いわゆる視覚，聴覚メディ
アが主になっている。すなわち，高音質な電話サービス（ＩＰ電話，テレビ電話など）
，
高画質・高精細な映像配信サービスを主要とし，ＱｏＳ・セキュリティ・信頼性のＮＧＮ
における４つの技術ポイントのうち３つを利用している。
次に，各国主要通信事業者による次世代ネットワーク構築計画の状況を簡単に述べ
る。欧米では，英ＢＴが，2006 年から基幹通信ネットワークのＩＰ化，すなわち既存
（メタル）の電話交換ネットワークからＩＰベースの次世代ネットワークへの移行を開
始している。2008 年までに半分を移行し，2010 年までに完了予定としている。
米ＡＴ＆Ｔ社は，2004 年 10 月に Project Lightspeed 計画を発表した。この計画では，
22 の個別ネットワークをＩＰベースの１システムへ統合することとし，アクセス伝送
路の光化により 1,800 万世帯をカバーする予定となっている。仏ＦＴ社は，2006 年か
ら 2008 年事業計画においてＩＰ化を言及してきている。2006 年アクセスネットワーク
レベルでの統合を行っている。アクセス伝送路の光化計画として，2006 年６月〜 2007
年２月にかけ 14,000 世帯対象にトライアルを実施し，2009 年本格サービスを開始する
予定である。独ＤＴ社は，2012 年を目標に加入電話ネットワークをＩＰ化する予定で
ある。2007 年末までに 50 都市 290 万世帯のアクセス伝送路光化を行っている。
アジアでは，中国通信社が，2005 年 9 月から順次，固定電話 47 万ユーザに対してＩＰ
ベースのサービスを開始している。韓国ＫＴ社は，2006 年〜 2007 年に市外ネットワー
クをＩＰ化している。そして，2008 年〜 2010 年で市内ネットワークをＩＰ化する予定
となっている。また，2010 年までに全国のアクセス伝送ネットワークを光化する目標
としている。
以上から，日本は，基幹通信ネットワークのＩＰ化及びアクセス伝送ネットワーク
光化の実現に向けて，世界に先駆けて計画を推進していると言える。ＮＧＮの価値を
高めていくためには，オープンなインタフェースを利用した新たな用途を創造し，産
業創出を目指すべきと考える。次章以降で五感情報メディアの活用について考察して
いく。
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２．
２

ＮＧＮが提供するオープンなインタフェース

日本の通信ネットワークの開放は過去にも行われてきている。まず，1985 年の電気
通信事業法施行などで幕開けとなった「通信自由化」により，電話端末販売が自由化
（売り切り制度を導入）された。それによって，家電メーカが参入し，家電量販店といっ
た一般店舗において，コードレス電話，留守番電話や家庭用ファクシミリ，さまざまな
機能を持った端末機器が安価になって市場に出回ってきた。そして，1995 年のネット
ワークのオープン化により，新規参入通信事業者とのネットワーク相互接続も行われ
た。競争の促進により通信市場が活性化したため，料金の低減と多様なサービス提供
という成果が利用者に還元されていると評価できる。
ＮＧＮでは，３つのインタフェース（図１）を規定し，その仕様が公開されている。
ＵＮＩ（User − Network Interface）：
ユーザ端末と接続するためのインタフェースである。ホームゲートウェイ（ＨＧＷ）
などを介して，ＩＰ放送，ＶｏＤ（Voice on Demand），電話・ＴＶ電話，ＩＳＰ
（Internet Service Provider）アクセス，企業内網などが利用可能となる。
ＮＮＩ（Network-Network Interface）：
他社が提供する次世代ネットワークやＩＳＰ網・電話網など既存のネットワークと接
続するためのインタフェースである。
ＳＮＩ（Application Server-Network Interface）：
音声，映像，データ，放送，そのユ他各種のサービスを提供するアプリケーション
サーバと接続するためのインタフェースである。
これらのインタフェースは，今後登場するであろう多彩なアプリケーションに対応
できる，さまざまな通信機能を提供することになる。例えば，高音質なＩＰ電話やテ
レビ電話などの音声・映像通信を双方向に提供するための「インタラクティブ通信機
能」やＶｏＤなどの映像配信などで利用される片方向の音声・映像通信のための「ユ
ニキャスト通信機能」，ＩＰ放送のような同報型の片方向の音声・映像通信のための
「マルチキャスト通信機能」
，従来のインターネット接続などを実現する「インターネッ
ト接続機能」
，高品質で保守性を向上させた新たなイーササービスを実現する「次世代
イーサ通信機能」などである。これらのさまざまな通信機能やインタフェースを最大
限に活用することで，多彩な通信サービスの登場が期待される。
上記３つのインタフェースのうち，ＳＮＩはＮＧＮによって初めてオープン化される
インタフェースであり，画期的な試みということができる。新しいビジネス展開にとっ
て重要なインタフェースとなる。
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ＳＮＩにおいて，以下の機能がネットワーク側に配備されることになっている。
帯域制御機能：
提供するサービスに見合った通信品質に必要な帯域を確保する機能である。ＩＰ電
話やストリーミング再生サービスなど，リアルタイムな送受信の品質を確保する。
回線識別機能：
エンドユーザが利用している回線を，発信者ＩＤといった回線識別情報によって識
別し，アクセスを特定する機能である。この回線識別情報は，エンドユーザ側では
書き換えることができなくなるため，ＩＰアドレスに比べはるかに信頼性が高まる。
セキュリティ機能：
なりすましや不正アクセス防止などのセキュアな環境を提供する。
例えば，通信事業者とは異なるアイデアや資源，ノウハウを有するＳＮＩ事業者が，
コンテンツ配信サービスを行う場合，ＮＧＮがもつ快適な配信に必要な環境を利用で
きる。それによって，エンドユーザは，魅力的で独自性のあるサービスを利用できる
ことになる。
現状のＳＮＩは，通信事業者が提案する機能配備に基づくインタフェースとなってい
る。そのため，その機能配備の妥当性を検証する必要がある。さらに，相互接続のル
ール，接続料金，接続性の認定方法などに関して検討を進めていく必要がある。

図１．ＮＧＮが提供するオープンなインタフェース
I P 放送サーバ

NNI

VoD サーバ

SNI

他
ＮＧＮ
ＩＳＰ
事業者網

ＮＧＮ

イーササービス
事業者網

UNI
ホ ー ム ゲ ー ト ウ ェイ（ＨＧＷ ）等
ホームゲートウェ
ホームゲートウェイ

I P 放送

VoD

電話・
ＴＶ電話
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３．五感情報メディア
３．
１ 五感情報メディアに対するニーズ
近未来のデジタルメディアに関するニーズを把握するために，本稿では，ＮＴＴグ
ループ企業内で主にシステムインテグレーションを担当するＮＴＴコミュニケーショ
ンズ社が行ったアンケートの調査結果５）を引用する。この調査は，代理店の経営者・
マネージャ・担当者から，下記の３つの質問に対する回答を得ている。

表３．近未来のデジタルメディアに対するニーズの調査結果
質

問

回

答

方向性

１）立体映像（36％），２）超高音質（21％），３）高精細映像（20％），
４）嗅覚情報（ ９％），５）味覚情報（９％），６）触覚情報（５％）

売れるコンテンツ

１）観光情報（30％），２）リラクゼーションサービス
（14％），３）図鑑・
百科事典，美術全集（13％），４）ドラマ・映画（13％），５）スポーツ観
（９％），７）対戦ゲーム
（７％），８）ファッショ
戦（10％），６）アダルト
ン情報（５％），９）住宅・不動産情報（５％），10）写真集（４％），11）
（２％）
，13）アニメ
（１％）
遠隔教育（２％），12）飲食品・フードサービス

期待する効能
・効用

（24％）
，３）
１）高臨場感，仮想体験（30％），２）心の健康，リラックス
アクション，ＳＦ映像の迫力増（14％），４）教育・学習効果向上（10
％），５）脳の活性化，認知予防（９％），６）五感の能力向上，リハ
ビリ
（７％），７）体の健康維持・増進，ダイエット効果
（６％）

これらの調査結果からは，次世代ネットワークでの現時点での活用のメインになっ
ている視覚，聴覚メディア以外のメディアに対する期待を示している。そして，売れ
るコンテンツとして幅広いビジネスへの応用も期待していることが窺える。また，視
覚，聴覚メディアでは不可能な様々な効能・効用も考えられていることがわかる。

３．
２

五感情報メディアの特徴

（１）視覚，聴覚メディア
デジタル技術の進展によって，動画や音の符号化，伝達，蓄積，加工，再生，再現
などの一連の処理が可能になり，動画や音を含むマルチメディア通信は，高品質で臨
場感ある伝達を可能にしつつある。視覚，聴覚メディアでは，サービスの融合，すな
わち，放送と通信の連携・融合，固定電話端末と携帯電話端末の融合，ＰＣ，ＴＶ，
携帯電話等の端末の融合など，サービスや事業の垣根が崩れ，あらゆる面で融合が進
行しつつあるといえる。ＮＧＮは，このようなサービスや事業の融合を促進させていく
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ことになると考えられる。
動画や音の違和感のないコミュニケーションには品質（ＱｏＳ）制御の研究は残され
た課題となっている。そのため，ＮＧＮで提供する４つの技術ポイントのうち品質確
保は，視覚，聴覚メディアにとっても重要となる。
聴覚メディアに関しては，人のコミュニケーションとしての音声以外の音を表現し
伝えることも期待したい。音には，
「非電気的な音」
，
「自然に伝わってくる音」６）もあ
る。
「季節と結びついた音」として，寒い音，雪を踏む音，氷が割れる音，暑い音，蝉
の声，風鈴のような涼しい音が考えられる。
「情感と結びついた音」では，楽しい音と
して例えば祭りのお囃子，寂しい音として例えば風の音，哀しい音などがあり得る。
（２）触覚メディア
触覚と呼ばれている感覚は，主として運動に関連する力覚と，手触りに関連する触
圧覚とに分類される。本稿では，力覚を触覚として扱い，この力覚に対する情報提示
を行う装置を触覚インタフェース装置と呼ぶ。視覚・聴覚メディアに加えて，触覚メ
ディアを用いることによって，利用者は，３次元仮想空間内のＣＧオブジェクトの形
状，硬さ，重さなどを感じることができるので，オブジェクトに対する理解が一層深
まることになる。また，遠隔地に点在する複数の利用者の間では，臨場感のある仮想
空間が構築され，協調作業の効率改善が期待できる。
触覚メディアが，音声や映像の視覚，聴覚メディアと大きく異なる点は，入力と出
力が同一のデバイスで，ほぼ同時に発生することである。また，更新レートが高く，
柔らかい物体で数 10Hz から数 100Hz，硬い物体や精密なモデルを再現するには数
100Hz から数 kHz を必要とする。そのため，ネットワーク遅延の影響を受けやすい。
触覚メディアの許容遅延時間は 30ms から 60ms であることが明らかにされている。ま
た，ネットワーク遅延によって触覚メディアの出力が遅れると，利用者に呈示される
反力が不自然になると報告されている。
（３）嗅覚メディア
匂いの記録・再生をすべての匂いを対象に行う場合には，色の三原色のように原臭
が必要となる。原臭説が提唱されたこともあるが，十分に確立されていない。そのた
め，匂いの範囲を限定し，その範囲内の匂いの記録・再生を行うことから検討が進め
られている。
嗅覚メディアとして，特に，香りに着目してその特徴を述べる。香りは，食料，天
敵，仲間，交配相手を認識する基本的な感覚である。ヒト遺伝子３万個のうち，視覚
３個，味覚５個，嗅覚 500 個と言われている。嗅覚情報は脳内の「記憶・感情」を司
る海馬・扁桃に直結しており，香りは「情景・情感」とともに心の奥に長期間記憶さ
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れる。視覚・聴覚と比べ，
「好き嫌い」の情動と強く結びつくものである。香り分子は
40 万種類，ヒトの香り分子受容体は 350 種類である。
（バラは数十種，コーヒーは百種
の香り分子から成るとのことである。
）
（４）味覚メディア
生理学では味物質が示す化学的な味の種類を甘，酸，塩，苦，旨に分類し，これを
５基本味と定義している。辛味，えぐ味，渋味も広義の味に含めている。これらの味
覚に関して，人体での情報処理，すなわち，舌から味細胞，味細胞から味神経，味神
経から脳へのシグナル伝達を解析し，そのプロセスでの情報処理を解明することが進
められている。
通信では，味覚メディアは未開拓の分野となっている。味覚を遠く離れた地点間で
通信するためには，i）送り側で味覚に関する化学反応をセンス・分析し，ii）分析に
基づいて符号化して伝達し，iii）受け側で符号化情報から送り側で発生したものと同
じ化学反応を生成させる必要がある。現在の技術では，極めて難しい状況にある。

３．
３

五感情報通信を構成する技術

五感情報通信とは，視覚，聴覚，触覚，嗅覚，味覚といった人間の五感に代表され
る，人間の感覚全体を情報通信の対象にするものである。離れた場所にいる相手方の
状況を忠実に再現し臨場感を伝達することによって，自然なコミュニケーションを実現
し，遠隔地の他人と感覚体験を共有することができるようになる。従来の音声や画像
に加え，触感や味，匂いなどの感覚を相手との間で交換・共有することが可能となり，
遠隔地間においても対面と差異のない，より自然で現実感のあるコミュニケーション
が可能となるのである。
五感情報通信を構成する技術を，以下の３つに分類７）する。
（1）入力（センシング・分析）技術：五感データを獲得し，分析する技術
（2）符号化，伝送技術：分析に基づき符号化（ビット列で表現）し伝送する技術。
符号化の方法を標準化したり，伝送効率を高めるために情報量を圧縮する技術
も必要になる。
（3）出力（再生）技術：受信側で符号化情報から送信側で発生したものと同じもの
を物理的または化学的方法で再生させる技術
さらに，以上を支援する感覚の原理解明も重要となる。
嗅覚，味覚といった化学反応を伴う通信（センシング・分析，符号化・伝送，再生）
は，例えば，有毒な物質や気体をはるか遠隔地からも検知し得る可能性を持っており，
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社会不安を引き起こしている事件や事故の未然防止にも役立ちうると思われる。
上記３つの技術に着目した事業の連携・協業が考えられる。次章で，触覚及び嗅覚
メディアの事例を参考に五感情報メディアを活用した事業の連携・協業について考察
を行う。

４．触覚及び嗅覚メディアを活用する事例
４．
１

触覚メディアを活用する事例

触覚メディアを活用する場合，触覚インタフェース装置が重要となっている。その
ため，まずは，触覚インタフェース装置について説明する。触覚インタフェース装置
は，元々手術のシミュレーションや遠隔操作などを行うために研究レベルで開発が行
われてきた。しかし，最近では，簡易な触覚提示機能を備えた装置の販売もされてい
る。今後，触覚は音声，ビデオに次ぐ新たなメディア，また今までのマウスでの２
次元入力装置に変わる新しいユーザインターフェースになると予想される。現在，さ
まざまな触覚インタフェース装置が開発されている。触覚インタフェース装置は，提
示する触覚によって点型，面型，テクスチャ型と大きくわけて３種類に分割できる。
点型は，コンピュータ内のオブジェクトに対し指で突いたときの硬さや反力などを得
ることができる。また，面型は手の平全体に物の凹凸感や硬度を再現し，テクスチャ
型は指先に物体の表面の微細な様子を再現する。
以下に，調査した代表的な装置を述べる。
（１）PHANToM
ＭＩＴ（マサチューセッツ工科大学）で開発された現在最も普及している触覚フィー
ドバックデバイス８）である。PHANToM は，点型の触覚フィードバックデバイスであ
り，位置の入力と反力の出力が同時に行われる。PHANToM を用いて仮想物体と３の
接触による反力を計算するためには，位置情報をもとに仮想物体との接触を検出し，
接触点で生成される反力を計算する必要がある。
PHANToM には複数の種類があり，種類によって力覚提示可能な範囲が異なる。最
も廉価なエントリーモデルとして PHANToM Omni が，続いて PHANToM DESKTOP，
PHANToM Premium などがある。
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（２）SPIDAR
東京工業大学で開発された，蜘蛛のような構造の点型触覚フィードバックデバイス９）
である。立方体のフレームの四隅から，それぞれ糸が中央にある指先キャップに繋が
っており，ユーザは親指から薬指までの各指先にキャップをはめ込んで操作する。実
画像と仮想画像を合成してユーザに提示することによって，複合現実感を得ることが
できる。
（３）グローブ型力覚呈示装置
点型の触覚フィードバックデバイスであり，指先に仮想物体からの反力を呈示する
グローブ部，指先に繋がれているワイヤをけん引するけん引装置，けん引装置のモー
タを制御するモータ制御回路から構成される。これによって，仮想物体を指で把持し，
物体の形状や硬さを指先で感じることが可能である。
（４）FEELEX
面型の触覚フィードバックデバイスである。スクリーンの下に力センサー付きの直
動アクチュエータ（上下の運動を行う装置）が 36 個，縦横６列ずつ配置されていて，
アクチュエータの上下運動によりスクリーンを変形させる。これにより，ユーザは手
の平全体に物体表面の凹凸を感じとることができる。
（５）Texture

Display

東京都立科学技術大学で開発された，テクスチャ型の触覚フィードバックデバイス
であり，物体の表面の様子を再現するために用いられる。このデバイスでは，50 本の
振動ピンを人差指の指腹面にあて，対象物体の表面をなぞったときの感覚を生成して
いる。FEELEX とは異なり，物体の硬度などは表現できないが，微細な表面の様子を
示すことが可能である。
触覚メディアを活用するアプリケーションとして，筆者が提案してきた触る分散仮
想博物館 10，11，12）のイメージを図２に示す。インターネットに接続されたサーバに展示
オブジェクトに関する情報を配置している。各展示オブジェクトの情報ファイルは，
触覚，視覚，解説情報を含み，必要に応じてサーバからクライアントに送信される。
オブジェクトとして，移動不可で形状等を感触することが可能なモードと，移動させ
ることが可能で，かつ重さを知覚することが可能なモードの２種類を実現している。
各オブジェクトは，クライアントからの操作により，視点移動及び視点の拡大・縮小
が行われる。
観覧者は，クライアントに接続された触覚インタフェース装置を介して，展示オブ
ジェクトの形状，硬さ，重さなどを感じることができるようになっている。説明員と
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してのアバタ（化身）は，ガイダンスサービスにおいて説明する際には，音声，ビデオ，
コンピュータデータを用いるだけでなく，身振り手振りで表現している。
ＱｏＳを保証しないインターネットを前提としているため，ＱｏＳ制御方法の検討も
行っているが，次世代ネットワークでも，この解決方法を適用できると考える。
博物館・美術館の学芸員・研究者等の展示計画者に対して，説明及び意見聴取を実
施し，また，観覧者に対してアンケート調査を行っている。展示計画者に対する調査
では，触る仮想分散博物館は，展示の多様性のためだけでなく，利用者に対して正確
かつ的確な知識を与えることが可能な手段として，期待が大きく，臨場感の向上，遠
隔地の博物館との連携でコスト（出張費など）の削減が図れる可能性があることを明
らかにしている。また，触覚インタフェース装置の特徴を生かした多様なコンテンツ
作成を行うことが重要であることも示している。観覧者に対する調査では，触る分散
仮想博物館に対する需要も高く，また，インターネットを介した博物館内外での様々
な利用場面を想定したシステム構築が望まれていることが分っている。
触覚メディアのその他の応用例として，筆者は，触覚メディアを双方向で利用する
遠隔描画教育システム 13，14，15），そして触覚メディアを片方向で利用する遠隔習字指導
システム 16）の提案も行っている。また，遠隔手術シミュレーション，遠隔設計，ネッ
トワーク型ゲームなどへの応用も検討されている。
いずれの触覚メディアの応用例でも，今後普及していくためには，安価でかつ，人
間の触覚を忠実に再現できる触覚インタフェース装置の開発が望まれる。

図２．触る分散仮想博物館のイメージ
サーバ上の複数の三次元仮想ＣＧ展示品（触覚情報を設定）
オブジェクト 1

オブジェクト 2

サーバ

オブジェクト M

ＤＢ

オブジェクト１の情報ファイル
オブジェクト2 の情報ファイル
オブジェクトＭ の情報ファイル
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ィ
ア

アバタ
（説明員）
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た触覚情報ファイル
ｂ） オブジェクトの色、模様等の視覚
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ｃ） オブジェクトの解説情報ファイル等
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映
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４．
２

嗅覚メディアを活用する事例

嗅覚メディアを活用する事例として，
「香り」通信を考察する。まず，従来「香り」
のＩＴ化が難しかった理由を以下に簡単に要約する。
１）香りの世界には，視覚メディアにおける色の「三原色」相当のものがない。
２）すべての香りを出すには「香りの分子」が数十万種類必要である。
３）香りの感じ方（好き嫌い）は個人差が大きい。
４）香りの強弱を調節する技術が確立されていなかった。
５）日常生活における香りの活用法が一般化されていない。
これらの諸課題を解決できる装置として，パソコンで制御する香り発生装置が登場
したことにより，
「香り」通信が実現できる見通しがたったのである。
この香り発生装置は，ミラプロ社製「アロマジュール」17）である。この装置は，パ
ソコンにＵＳＢで接続して香りの発生を制御することができる。そして，６種類の香料
を 0.1 ％単位でブレンド可能としている。香料容器のフタを電磁弁で開閉し香りの強弱
を制御する。
（弁の最速開閉速度は 0.05 秒＝１秒間に 20 回）ファンや熱を使わずに香
気をブレンドする揮発混合方式である。香りの情報をインターネットで通信・制御可
能となったのである。また，アロマセラピーの香料ブレンド技法を手軽に再現できる
ようにもなった。
「香り通信」の基本原理を簡単に説明する。
１）一定のテーマに沿った複数の香料を香り発生装置にセットする。
２）セットした香料を使った香りレシピを検索・ダウンロードする。
３）香りレシピファイルを専用ソフトで開き再生する。
４）ＵＳＢ接続で香り発生装置の個々の香り放出量を制御する。
香り通信制御方法としては，①放送型（時刻指定型）と②オンディマンド型（リクエス
ト型）が考えられる。
その他，「香り」を対象として実証実験が実施されたものとして，以下のものがあ
る。
ホテルにおいて「香りのおもてなし」を行うサービスである。このサービスでは，宿
泊客からのリクエストに応じて，香り専門家がデザインした香りレシピを選定してその
香りを提供する。フロント係が香り配信装置にて香りを確認後，制御ソフトで配信ス
ケジュールを設定し，各部屋のＬＡＮ−ＢＯＸへ香りレシピを配信する。ＬＡＮ−ＢＯＸ
からレシピにもとづき香りを自動で発生させるものである。
映画館においては，
「アロマ・プレミアシート」として香りの演出効果を提供する
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サービスである。ブレンドした香りを特定のシーンにおいて，座席下の香り発生装置
から提供するものである。
香りの効果に着目した新しいソリューションとして，売り場演出の販売促進プロ
モーションツール，すなわちデジタルサイネージ（電子看板）18）がある。遠隔操作で
コンテンツを提供するデジタルサイネージと，感性に訴える香りとの相乗効果により，
スーパーマーケットなどの購買地点での商品の興味喚起率の向上やホテルやショー
ルームでのリラクゼーションや集中力の向上など，身体への効能を利用した空間演出
を期待するものである。
香りをデジタルコンテンツ，さらには音・光と連動させる技術として，以下のもの
が考えられる。
・楽曲再生時に楽曲の曲調に合わせて芳香を発生させる技術
・肉声から心理状態を鑑定しアロマセラピーする技術
・ユーザがなりたい状態，創りたい雰囲気に最適な音・香り・光をコーディネート
して提供する技術
いずれの事例でも，香りを片方向で伝達するものとなっている。香りの状況を確
認・監視することが必要であり，双方向性機能を持つ装置の開発が望まれる。

５．結論と今後の研究課題
３章で述べたように，次世代ネットワークでは，ネットワークのオープン化がさら
に進化し，さまざまな企業，自治体によって幅広いアプリケーション，サービスを提
供可能なインタフェースが提供されている。現在検討が進められている視覚・聴覚メ
ディアを中心としたものから，さらに，触覚，嗅覚，味覚メディアを含めた五感情報
メディアを活用していくことを提案した。考察した具体例を踏まえて，五感情報メ
ディアを使った事業連携・協業として，以下の５パターン（図３）を提案する。
（1）事業主体が提供する五感情報メディアを使ったアプリケーションを社内システ
ムとしての導入するパターン
（2）五感情報メディアに関する入出力インタフェース装置などの端末機器を共同開
発するパターン
（3）五感情報メディアを利活用するソフトウェアを共同開発するパターン
（4）五感情報メディアを扱ったコンテンツを共同開発するパターン
（5）五感情報メディアを扱った事業主体として共同運営するパターン
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いずれのパターンでも，異業種他社とのアライアンスで市場開発，事業創造が期待
されるのである。これらのパターンを成功させるためには，ＮＧＮとの相互接続するた
めのルールを規定し，適正なコスト負担による相互接続料金が設定されることが重要
となる。パートナー企業間において，Win−Win の関係を構築し，利用者へ魅力的な
料金でアプリケーション・コンテンツの提供が望まれるのである。今後は，これらの
取り組みを目指すフォーラムに参加し，産業経済への貢献を検証していきたい。

図３．

次世代ネットワークを使った五感情報メディアの事業連携・協業
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