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IOWN に向けた光＋ソフトウェアによる革新的な研究開発に取り組む
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IOWN が掲げるオール光ネットワーク上で、ICT ユーザ体験の飛躍的な向上をめざし柔軟かつダイナミックな制御を行う
機能別専用ネットワーク（FDN）の研究開発を推進しています。本稿では、FDN を実現するための転送機能に関する技
術開発の取り組みについてご紹介します。
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ランスポート機能）を部品化します。

一つのサービスとし、タイムリなサー

必要最小限の機能の部品化及び
ラインナップ

・組上げ技術
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ザ認証、ルーティング、等のネットワー
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論理ネットワークを制御することによ
り、 快 適なネットワーク環 境をユー
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異常トラヒックの可視化
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