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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

4 無線アクセス技術の展開

ユーザーフレンドリーな技術と価値を目指し、
ナチュラルな無線アクセス環境をプロアクティブに提供
NTT アクセスサービスシステム研究所（以下、AS 研）は、無線 LAN をはじめとしたさまざまな無線アクセス技術につ
いて研究開発を進めてきた。以下では、IOWN 時代のアクセスネットワークを支える無線センシング / 品質予測 / 協調
技術、インテリジェント空間形成技術と、電波伝搬技術 / 標準化を活用した無線方式拡張技術について述べる。
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さらに、無線などを用いた環境セ
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端末もいじれる

どの多様なデバイスによって実世界
の写像をつくり、通信用途としてだ
けでなく、非通信領域を含めた新た
な社会インフラとして付加価値を創
出する（図３）。
̶電波伝搬技術／標準化を活用した
無線方式拡張技術
IOWN 時代のアクセスネットワー
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を実現。
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から
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抜本的な方式改革

多様な中継手段

・非再生中継
・全二重通信

効率的な大容量化
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を行うことが極めて重要となる。

めの活動を行っている。加えて、新
たな周波数帯において、標準化技術
を 拡 張 す る こ と で ユ ー ザ の QoE
（Quality of Experience）を飛躍的に
拡大する無線アクセス基盤技術を創

・反射板
・メタマテリアル
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出するための研究開発にも取り組ん
でいる※ 1。
多元的な無線状態の可視化
周波数・方式

無線等を活用した実世界の状態の把握

・高精度位置推定
・伝搬変動を用いた無線センシング
・映像情報と無線品質の関係性解明

場所

時間
・多元的に無線システムの品質
と潜在的なマージンを見える化

②環境センシング・可視化技術によって、電波やカメラなどの多様なデバイス
によって実世界を写像をつくり、非通信領域を含めた新たな社会インフラと
して付加価値を創出

図３

インテリジェント空間形成技術と環境センシング
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＊１：2020年6月、AS研は国立競技場などの
大規模スタジアムにおける5.2GHz帯屋外設
置を含めた5GHz帯大容量無線LANシステ
ムの実現、5.2GHz帯無線LANシステムの屋
外利用に関する国際電気通信連合の無線通
信部門（ITU-R）での無線通信規則改定への
貢献、無線LANの周波数活用を最適化する高
効率無線LAN設計技術の確立など、電波の有
効利用に向けた功績が評価され「第31回電
波功績賞（総務大臣表彰）
」を受賞している。
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