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IOWN構想を実現する革新技術と事業へ貢献する先端技術に取り組む
NTTアクセスサービスシステム研究所

2 未来ビジョン実現に向けた技術

アクセスネットワークにおける将来ビジョンの
策定とその実現に向けた取り組み
NTT アクセスサービスシステム研究所（以下、AS 研）では、新技術領域の開拓や新たな価値の創出等の活動を進めると
共に、その活動を通してアクセスネットワーク技術の将来ビジョンの検討および、研究開発の方向性の策定を行っている。
以下では、将来ビジョンの検討状況と、その実現に向けた 3 つの技術を紹介する。

̶アクセスサービスシステムプロ

る事業的側面

ジェクトのミッション

取り組みを進めるアクセスサービス

AS 研では、線路・土木・伝送・

システムプロジェクトの城戸プロジェク

無線・オペレーションなど、アクセ

トマネージャは、「これらの活動を通し

ス分野の様々な研究開発に取り組ん

て、AS 研全体の研究分野を横通しし

でいる。その中でアクセスサービス

たアクセス NW の将来像と、その実

システムプロジェクトでは、アクセ

現 に 向 けて AS 研 が 取り組 む べ き

スネットワーク（以下、NW）の更

R&D 全体の実行計画の策定を行って

なる成長・進化のために、以下の 2

います。 特に、IOWN 構想を意識し

つの側面から研究開発活動を行って

たビジョン策定や、新領域の探索・開

いる。

拓につながるコアテーマの確立、各

① これまで確立されていない新技

研究分野のコーディネートに、意識的

術 領 域 を 開 拓 し、 ア ク セ ス NW

に取り組んでいます。」と語っている。

を活用したサービス関連技術創出

プロジェクトマネージャ
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まま光で伝送可能とするプロトコル

に貢献する研究的側面
② 様々な研究を技術領域を限定せ

̶IOWN 構想を実現するアクセス

フリー光伝送、ループ構成等による

NW の将来ビジョン

光アクセスの高信頼化、ユーザが利

ず活用し、掘り起こした課題の解

AS 研では、将来のアクセス NW に

用している無線 NW を意識せず高

決や価値の創出の具現化に貢献す

おいて必要な複数の技術の研究開発

品質な通信を可能とする無線制御技

を進めている
（図
１）。
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IOWN 構想を実現する将来アクセスネットワーク

術（CradioTM）に取り組んでいます。
また、リソース配置の柔軟化およ

「 我 々 は NW

び運用の効率化を目指し、NW を利

機能の高度化に

用するサービス事業者が NW 設備

向けて、膨大な

／リソースを必要な機能・必要な区

トラヒックを低

間だけ利用可能とする光・無線イン

遅延で伝送する

フラの共用化、それを一元管理し

ための光技術・

NW 機能の変更に追従可能な自己進

無線技術の高速

化型ゼロタッチオペレーション、マ

大容量化、どん

ルチレイヤリソース管理の研究開発

な信号でもその

を進めています。

ビジネスコミュニケーション
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加えて非通信領域への応用にも取

アクセス手段の変化をユーザやアプ

で、リアルタイム性が必要なコミュニ

り組んでおり、ファイバや無線によ

リケーションから認識させないシー

ケーションを遠隔においても集合形式

り周辺の環境情報を取得するモニタ

ムレスな切替制御によりサービスの

と同じ感覚で実現します。」（城戸氏）

リング技術の研究開発も推進してい

連続性を担保する方式の確立を進め

現在 AS 研では、ナチュラルなテ

ます。
」
（城戸氏）

ており、これら 2 つの技術により接

レビ会議を経済的に実現するための

続先最適化を実現します。
」
（城戸氏）

超 低 遅 延 の 画 面 合 成 技 術 お よ び、

以下では、このような研究開発分
野のうち、光アクセス NW と無線

ユーザフレンドリな動的接続技術の

NW の連携や将来のアクセス NW

̶超低遅延の映像ネットワークコ

を活用した新たなサービス創出とい

ミュニケーション技術
合奏・合唱・漫才のようなリアル

う観点で、AS 研が取り組む 3 つの

タイム性が必要な双方向コミュニ

研究を紹介する。

二つの研究開発に取り組んでいる。
̶IoT データのスマートキュレー
ション技術

ケーションは、インターネット Web

近年、IoT センサを活用したサー

̶ユーザ体感品質向上に向けた多

会議システムを介すると遅延が大き

ビスの普及が進んでいる。設置され

基地局・多端末の接続先最適化技術

すぎるため、遠隔で実施することは

るセンサの数が膨大になると、設置

現在でも単一の端末がモバイルに

困難である。このような課題を解決

場所や設定間違い等によるデータの

加え Wi-Fi や Bluetooth など複数の

するためには、遅延を抑えることが

「汚れ」が問題となる場合がある。
「設

アクセス手段に対応しており、 ユー

でき、ナチュラルで手軽な遠隔リア

置場所を誤った温度センサの情報を

ザ自身の手で選択して利用できるよう

ルタイムセッションを可能にする新

もとに適切でない部屋の空調制御を

になっているが、今後は利用可能な

たな多地点コミュニケーション基盤

してしまうような場合が考えられ、

アクセス手段がさらに増加していくと

が必要となる。そのために、
APN（All-

誤ったセンサの特定や是正作業にも

考えられる。AS 研では、そのような

Photonics Network）による光技術を

膨大な稼働がかかります。そのため、

状況においても「ユーザが通信を意

使い、動的に複数の遠隔拠点を NW

多数の IoT センサおよびそれらに付

識しない」「サービスに品質が括り付

で結び、画像圧縮による遅延を抑え

随する NW 機器の構築・運用をな

く」「つながり続ける」といったナチュ

る映像コミュニケーション基盤技術

るべく人手を介さず行えるようにし

ラルな通信を実現する、接続先最適

の研究開発を進めている（図２）。

て、データの信頼性向上を低コスト

化技術の研究開発を進めてきた。

「 例えば、 カメラ・モニタなどの

で可能にする仕組みの確立を目指し

「ユーザの利用アプリケーション

HDMI（High-Definition Multimedia

を考慮し、一括集中制御により端末

Interface）や USB（Universal Serial

このような仕組みを実現するた

毎に最適となるアクセス NW を選択

Bus）を直接光 NW に接続し、高画

め、AS 研では、IoT センサに付随

することで、NW の全体最適化を実

質な非圧縮または低圧縮映像を合成

する主センシングデータ以外の情報

現します。加えて、NW の切替時に

しつつ多地点に相互に配信すること

（機種、設置場所、接続状況など。

ています。」（城戸氏）
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遠隔合奏が実現できる

集合した場合と
同じ感覚

超低遅延の映像ネットワークコミュニケーション技術

ビジネスコミュニケーション

る低レイヤメタデータ収集技術と、
収集されたメタデータを元に端末設

身近な機器を
そのまま接続

遠隔合奏が実現できない

領域を活用してメタデータを収集す
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定を自動的に行う端末自動設定技術
の検討に取り組んでいる。
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