このコーナーでは読者の皆さんの
インターネットに関する疑問や質
問にお答えします。
「？」
と感じたこ
いまさら聞けない

とはどのようなことでも構いません
ので、下記のメールアドレスまでご
質問ください。なお、ご質問への
メールでの回答はできませんので
ご了承ください。
○ご質問はこちらまで

いまだから聞きたい

im-faq@impress.co.jp

ブックマークレットってなんですか？
今月のポイント

GE-PON と今までの光ファイバーの違いは？

ブックマークレットという単語をたまに見ますが、ブラウザーのブックマークと何か関係があるのですか？
（東京都

土屋さん）

べてのイメージを隠す」
「ページの背景色

ル」

を変える」など、数十種類ものブックマー

ンでのアフィリエイトを支援するツールで、

というものがあります。アマゾ

クレットがずらりと並んでいます。

このブックマークレットからアマゾンで扱

ブックマークレットとは、一言でいうと

インストールは簡単で、ブックマークレ

っている商品を検索できます。また、アマ

「便利なブックマーク
（お気に入り）
」のこ

ットのリンクをお気に入りに加えるだけで

ゾンの商品紹介ページを見ているときに

とです。通常ブラウザーのブックマークに

す。インターネットエクスプローラならばツ

実行すると、製品を紹介するためのアソ

はURLが記録されていて、クリックすると

ールバーの「リンク」メニューにブックマー

シエイトIDが含まれたHTMLコードを自動

ウェブサイトにアクセスできます。しかし、

クレットのリンクをドラッグ＆ドロップする

生成してくれます。

ブック マーク に は U R L だけ で なく、

のが簡単です。

JavaScriptで作った簡単なプログラムを

試しに「DIVにclassが定義されている

書き込めます。このようなブックマークの

ものだけを表示」
を使ってみましょう。ブラ

（伊藤直也）

http://bookmarklet.daa.jp/
http://naoya.dyndns.org/amazlet/

ウザーに表示しているページのHTMLソ

ことをブックマークレットと呼びます。
ブックマークレットは、クリックするとウ

ースからdivタグのclass属性を読み出し

ェブサイトに移動するのではなく、指定さ

て、ページにdivタグの範囲とclassを赤

れた JavaScriptを実行するものなので、

字で表示してくれます。スタイルシートで

そのときブラウザーで見ていたサイトの見

ページをデザインするときに便利です。

た目
（フォントや行間など）
を変えたり、検

サーバーに設置したプログラムと連携

索窓を開いたりといった、便利な機能を

して動作する高機能なブックマークレット

もったツールとして使うことができます。

の 代 表 例 として は 、
「 a m a z l e t ツー

「DIVにclassが定義されているものだけを表示」
の実行例。divタ
グで定義した範囲が、ブラウザー上ではどこに相当するのかを、目
で見て把握できる。ブログのデザインを変えるときなどにも便利だ。

インターネット上ではさまざまなブックマ
ークレットが公開されています。ブックマー
クレット の 配 布 サイトとして 有 名 な
「JavaScript::Bookmarklet」

を訪れ

てみましょう。
「リンク先をハイライト」
「す
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ブックマークから起動する便利なツール
中身はJavaScriptで書かれたプログラム
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Yahoo! BB光が採用したGE-PONは、今までの光ファイバーサービスと何が違うのですか？
（埼玉県

三原さん）

ギガビットの光ファイバー回線を32人で共有
ただしユーザーの利用速度は最大で100Mbps
また、Bフレッツや Yahoo! BB光は、

10月からYahoo! BBはFTTHサービス

155Mbpsの伝送能力を持っているのです

（光ファイバーを使ったインターネット接続

が、局内の通信設備の関係で実際のサー

このように 1 本の回線を複数ユーザーで

ビスでは100Mbpsとなっています。

共有することから一般的に「共有型」
と呼

サービス）
「Yahoo! BB光」を開始しまし
た。このサービスが注目を浴びたのは ギ

GE-PONに話を戻すと、Yahoo! BB光

ばれます。この方式は通信事業者にとっ

ガビットを複数ユーザーで共有する とい

はNTTから光ファイバーを借りてサービス

てはユーザーあたりの提供コストを下げら

う特徴のためでした。

を提供しているため、光ファイバーを最大

れますが、通信速度は同じ回線を共有す
るユーザーの影響を受けてしまいます。

これまで の F T T H は 回 線 の 全 域 で

32ユーザーで共有する形態はBフレッツ

100Mbpsが上限でした。しかし、Yahoo!

と変わりません。ただし、借りるのはあく

一方、東京電力の「TEPCOひかり」や

BB光 では GE-PON（ Gigabit Ethernet-

までも回線部分だけで、NTT局内やユー

有線ブロードネットワークスの「BROAD-

Passive Optical Network）
という技術を

ザー宅内に設置する機器は自社で用意し

GATE01」は、最寄りの通信設備とユーザ

採用することで、ギガビット＝1Gbps級の

たものです。Yahoo! BB光では、PON方

ー宅を1本の光ファイバーで接続する
「専

サービスを実現しました。

式で敷設されたNTTの光ファイバー回線

有型」を採用しています。この方式のメリ

の両端に独自のギガビット級の機器を使

ットは、少なくとも専有部分に関しては他

光ファイバー回線の途中に光スプリッタ

うことでギガビットをサービスしました。こ

の加入者の影響を受けることなく通信で

ーと呼ばれる光線の分岐装置を入れて、1

のPONタイプの光ファイバー回線をもち

きる点です。上位回線の状況なども影響

本の光ファイバーを複数に分割して加入

いてギガビット通信を実現する方法がGE-

するので、どちらが快適とは一概には決め

者宅に引き込む方式です。この光スプリ

PONなのです。

られませんが、一般的には専有型の方が

PON（Passive Optical Network）
とは、

ッターは電気的な回路を必要としないた

ただし、同サービスが現在採用している

シンプルなネットワーク構成のためトラブ

め、安価に光ファイバーの複数ユーザー

宅内機器は最高で100Mbps対応のもの

ルが少なく、仮に起きても迅速な対処が

による共有を実現できます。NTTが提供

のため、個々の加入者の帯域は最大で

可能だと言われてます。

するBフレッツのファミリー系メニューで

100Mbpsとなってしまいます。それでも回

なお、NTTも Yahoo! BBへの対抗措

もこのPONを採用していて、まずNTT局

線の共有者数が同じならば、Bフレッツよ

置としてギガビット級のPONを使った新し

内で4本に分岐し、ユーザー宅の近くでさ

りも共有部分がギガビットであるYahoo!

いBフレッツのメニューを2005年1月から

らに8本に分岐しています。このBフレッ

BB光の方が、通信速度は低下しにくいと

開始することを公表しています。

ツで採用されているPON技術は理論値で

いうメリットがあります。

（山崎潤一郎）

主要なFTTHサービスの概要

Yahoo! BB 光

ソフトバンクBB

100Mbps

回線の
最大共有数
32

Bフレッツ「ニューファミリータイプ」

NTT東日本

PON

100Mbps

100Mbps

32

Bフレッツ「ファミリー100」

NTT西日本

PON

100Mbps

100Mbps

32

約3Mbps

TEPCOひかり

東京電力

専有

100Mbps

100Mbps

1

100Mbps

BROAD-GATE01

有線ブロードネットワークス

専有

100Mbps

100Mbps

1

100Mbps

サービス名称
共有型

専有型

提供事業者

回線接続方式
GE-PON

加入者回線
部分の速度
1Gbps

サービス速度

1ユーザーあたりの
帯域＊1
約31Mbps
約3Mbps

＊1）単純に加入者回線速度を最大共有数で割った数字で、実効速度を表すものではありません

インターネットマガジン／株式会社インプレスR&D
©1994-2007 Impress R&D
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