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特集 次世代の情報通信ネットワークの基盤技術に関連した
活動を展開するＮＴＴネットワーク基盤技術研究所

いては、技術共通化や仮想化、移動・
固定ネットワークのベストミックス
の実現などで、マルチサービスに適
用できるコンバージェンスネットワ
ークの実現を目指しています。ネッ
トワークの適用範囲拡大については、
エネルギーや交通などの、これまで
ネットワークがあまり使われてこな
かった領域への展開なども含みます。

―将来ネットワークの実現に向けた
R&Dの方向性を教えてください。

髙木　R&Dの方向性としては、①移
動・固定ベストミックスとネットワ
ークのシンプル化、②仮想化による
ネットワーク機能・開発スキームの
変革、③柔軟な機能選択が可能なマ
ルチグレードネットワーク、④サー
ビス事業者とのオープンイノベーシ
ョン、⑤選ばれ続ける価値あるネッ
トワーク基盤の実現、の５つを現在
打ち出しています（図２）。
①においては、特に「移動・固定

でネットワークを選択する構造への
変化が進んでいます。将来ネットワ
ークをサービス事業者に選択しても
らえる競争力のあるネットワークに
するには、経済性や機能性、安定性や
安全性といった要件を満たす必要が
あります。当研究所では、これらの
要件を「Simple」「Smart」「Sustainable」
の3つの軸に分類して、実現のための
技術課題を抽出する作業を進めてき
ました。
抽出した技術課題の解決に向けて

は「コンバージェンス（収斂）」の
考え方を中核にアプローチしていま

す。このコン
バージェンス
アプローチ
は、ネットワ
ーク自体と、
その適用範囲
拡大の両者に
ついて推進し
ています（図
1）。ネットワ
ーク自体につ

　

̶NTTネットワーク基盤技術研究所
の主な取組み内容についてお聞かせく
ださい。

髙木　当研究所では現在、2020年
頃の「将来ネットワーク」の実現に
向けた基盤技術の研究開発に主に取
り組んでいます。OTT（Over The 

Top）事業者などのサービス事業者の
存在感が増していることで、従来の
ネットワーク主導でサービススペッ
クを決める構造から、サービス主導
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図1　コンバージェンス思想に基づくアプローチ
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ベストミックス」に力を入れていま
す。これは、固定ネットワークと移
動ネットワークの良いところを適材
適所で組み合わせることで、ネット
ワークを経済化したり、ユーザ体感
品質（QoE）の向上を実現したりす
ることです。

NTTグループは、全国のエリアカ
バー率が9割を超える光アクセス網
を持っています。これだけの財産を
持つ通信事業者は世界でも稀です。
今後モバイル通信の高密度化が進む
と、基地局間でさまざまな連携制御
や協調制御をする必要がでてきま
す。それには低遅延で大容量の回線
が不可欠です。NTTグループが持つ
光の財産を活用することで、モバイ
ル通信を経済的に効率化できます。
また、場所や時間に応じて適切な

アクセス手段を選択することも「ベ
ストミックス」に含みます。広域性
や移動性に優れる無線通信と、コス
ト当たりの通信密度が高い光通信を
上手に使い分けられるようにするこ
とで、最少のコストで最大のQoEを
提供できるようになります。
②の仮想化技術の適用において検

討しているのは、ネットワーク機能
を汎用サーバ上のソフトウェアで提
供 可 能 に す るNFV（Network 

Function Virtualization）と、ネット
ワークの制御機能と転送機能を分離
してソフトウェアで集中制御できる
ようにするSDN（Software Defined 

Networking）の2つの技術です。
将来ネットワークでは、ネットワ

ークの構成や設定を今よりも柔軟に
変更できることが求められます。

NFVやSDNを活用することで、ネ
ットワークのフレキシビリティを経
済的に実現できると期待していま
す。また、汎用サーバでネットワー
クを構成できるようになれば、装置
ベンダー主導の世界からキャリア主
導の世界への転換というゲームチェ
ンジの可能性も生まれます。
仮想化技術の適用については検討

を始めたばかりの段階で、まだ具体
的な方向性は打ち出せていません。
今年1年ぐらいで、通信事業者とし
て何をやるか、何が出来るのかを見
極めていくつもりです。
③のマルチグレードネットワーク

とは、利用者のニーズに合わせた帯
域や機能を提供できるネットワーク
のことです。今後は、多数のセンサを
ネットワークに接続するM2M

（Machine-to-Machine）のような利用
方法も増えてきます。そうした利用
方法に経済的に対応できるようにす
るには、「速く・高機能に」という従
来の方向だけでなく、「低コスト・低
機能」を追及する方向での検討も必

要になっています。
④の取組み例としては、各種ネッ

トワーク機能をAPI経由でサービス
事業者に提供できるようにする検討
を進めています。
⑤では、機械学習のような異分野

の知見を適用した「ネットワーク科
学」の確立や応用に取り組んでいま
す。これにより、プロアクティブ（予
見的な）オペレーションなどの実現
を目指しています。
―今後の研究開発に当たっての心構
えをお聞かせください。

髙木　2020年までに社会や技術の
状況は大きく変わると予想されま
す。そうした変化に対応するには、
NTTグループのネットワークを大き
く変える必要があります。当研究所
の役割は、グループの先陣を切って
新しいネットワーク像を提案するこ
とです。仕事の進め方や物の考え方
を含め、我々自身が変化しながら積
極的に取組みを進めるつもりです。
―本日は有り難うございました。

（聞き手・構成：末安泰三）

移動・固定など、従来個別に構築されてきたNW間の技術共通化・ベストミックスに加え、統合コントロールに
よる中継トランスポートやアクセス基盤の集中制御・管理により、サービス事業者・お客様・他キャリアが求める
サービスを柔軟かつ即時に提供可能なNWを目指す。
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図2　将来ネットワーク実現に向けたR&Dの方向性
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