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3 情報ネットワーク総合研究所

IOWN 構想の実現に向けた
情報ネットワーク総合研究所の取り組み
情報ネットワーク総合研究所では、①競争力のあるネットワーク基盤技術の研究開発、②ネットワーク運用の高度化・スマート化、
③次世代エネルギーと環境適応を可能にする革新的技術の創出の 3 つの取り組みに注力している。NTT グループの環境エネルギ
ービジョンである環境負荷ゼロの実現に向けて、革新的な環境エネルギー技術の創出を目的とした宇宙環境エネルギー研究所を
2020 年 7 月に新設した。

を目的とした宇宙環境エネルギー研

はじめに

究所を 2020 年 7 月に新設した。こ
うした背景を踏まえ、情報ネット

IOWN 構想の 3 つの柱である APN

ワーク総合研究所では、①競争力の

（All-Photonics Network）
、
CF（Cognitive

あるネットワーク基盤技術の研究開

Foundation ）、DTC（Digital Twin

発、②ネットワーク運用の高度化・

Computing）のうち、情報ネットワー

スマート化、③次世代エネルギーと

ク総合研究所には APN と CF への貢

環境適応を可能にする革新的技術の

献が期待されている。また、NTT グ

創出の 3 つの取り組みに注力してい

ループの環境エネルギービジョンで

る（図 1）
。本稿では、3 つの取り組

ある環境負荷ゼロの実現に向けて、

み方針に沿う形で最近の研究開発事

革新的な環境エネルギー技術の創出

例をご紹介する。
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フルメッシュ面の小容量パスをコアフ

おいて、NTT が保有する受信タイミ

ルメッシュ面の大容量パスに光のま

ング・周波数誤差が異なる複数信号

ま載 せ 替える光 通 信 の 中 継 ハード

を 干 渉 補 償 し て 分 離 す る 技 術 と、

１番目の取り組みは、高速・大容

ウェアである Photonic Exchange

JAXA が保有する低軌道衛星システ

量化、接続性の高度化、低コスト化

やアクセス面からの信号を光のまま

ム設計に関わる知見を組み合わせる

など、さまざまなネットワーク基盤

折り返したりローカルフルメッシュ面

ことで、低軌道衛星−地上局間にお

技術の研究開発である。これらの基

へ載せ替える Photonic Gateway の

ける世界初の低軌道衛星 MIMO 技

盤技術は、従来のネットワークイン

研究開発にも取り組んでいる。これ

術を確立し、地球観測データ等大容

フラの限界を打破する、APN の基

により、ネットワーク上での電気変換

量データの超高速伝送の実現に一歩

本 機 能 を 提 供 す る（ 図 2）。 ま た、

を極力抑え、エンド・ツー・エンドで

前進した。今後、2022 年度には本

基盤技術を確立していく中で、標準

光のまま転送することが可能になり、

技術を搭載した小型実証衛星を打上

化団体やオープンソースコミュニ

大容量化と低遅延化を実現する。

げ、実衛星による技術実証実験に取

競争力のあるネットワーク基盤
技術の研究開発

ティの活動にも取り組んでいる。

（2）低軌道衛星 MIMO による宇宙

これら技術の一例を以下にご紹介

通信の活用

する。

り組んでいきたい。
（3）波長割当の最適化によるネット

地上と宇宙をシームレスに繋ぐ超

ワーク設計・制御

高速大容量でセキュアな無線アクセ

膨大な数の光パスの要求に対し

よる大容量化・低遅延化

スネットワークの実現を目指して研

て、波長資源を有効に使うための光

エンド・ツー・エンドで光通信によ

究開発している。衛星通信では電波

波長の最適設計制御を目指してい

る高速・高品質のデータ転送を行う

伝播環境が地上通信と大きく異な

る。ネットワーク利用の需要予測を

ためのトランスポート基盤として、光

り、伝播距離が長く遅延量が大きく

踏まえ、需要を見越した波長割当の

フルメッシュネットワークの実現を目

なるため、携帯電話や無線 LAN 等

ルールを決めることにより、光パス

指している。光フルメッシュネットワー

で実用化されてきた MIMO
（Multiple-

を効率的に収容する。また、波長割

クは、スケーラビリティ確保のために

Input and Multiple-Output）技術をそ

当に際し、さまざまな最適化手法を

コアフルメッシュ面とローカルフル

のまま適用して大容量化することが

組み合わせることによって、より効

メッシュ面から構成される。ローカル

困難だった。JAXA との共同研究に

率的な波長管理を実現する。

（1）光フルメッシュネットワークに

機能別専用ネットワーク機能
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● エンド・ツー・エンドAPNアーキテクチャ
● 光波長のトータル設計制御管理技術
● 無線品質推定・制御技術

ネットワークトランスポート構成機能
概要

端末

● 協調型インフラ基盤技術
● 光分散コンピューティングネットワーク

ネットワーク設計・制御機能
概要

低軌道衛星

• 光ネットワークインフラ上で産業毎の多様な
ネットワーク・サービス要望に応える基盤機能

• エンド・ツー・エンドで光通信を行うためのコアネットワーク、
有線アクセス ネットワークを実現する機能、Beyond 5G
に資する無線アクセ スネットワークを実現する機能

● 大容量・長距離伝送技術
● 低軌道衛星MIMO技術
● 光高多重化技術
● トポロジ可変光アクセス網構成技術
● 無線ネットワーク構成技術(大容量化・空間拡張 ほか)

APN を構成する基本機能と取組み技術
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（4）機能別専用ネットワークによる
多様な要望への迅速な対応
光ネットワークインフラ上で産業
ごとの多様なネットワーク・サービ

の 3 次元位置情報を効率的に取得す

ネットワーク運用の高度化・
スマート化

る MMS（Mobile Mapping System）
を開発した。電柱・支柱、ケーブル、

２番目の取り組みは、サービスの

支線といった設備の劣化度合いを高

ス要望にこたえる基盤機能として、

多様化に対して極力人手をかけずに

精度で把握できるシステムであり、点

ネットワークリソースやコンピュー

迅速に対応していくためのネット

検業務の高度化を推進していく。

ティングリソースなどの ICT リソー

ワークの自動運用やユーザ満足度向

スを最適に組み合わせ、さまざまな

上、および社会インフラの保全・災

の災害復旧への応用

サービス要件を満たす専用環境を提

害 復 旧 に 向 け た 研 究 開 発 で あ る。

従前より研究開発してきた多様な

供する機能別専用ネットワークの提

NTT グループの DX を推進すると

ネットワークを一元的に管理可能とす

供 を 目 指 し て 研 究 開 発 し て い る。

ともに、CF によるリソースを全体

るネットワ ー クリソ ー ス 管 理 技 術

サービス毎に波長単位で光パスを割

最適化するネットワーク運用の高度

「N O I M（N e t w o r k O p e r a t i o n

り当て、ネットワークに接続された

化・スマート化に貢献していく。

各種デバイスからリアルタイムデー
タを収集・処理し、最適なコネクショ
ンを選択・制御していく。

（3）ネットワークリソース管理技術

Injected Model）」を用いて、
ネットワー
ク災害復旧支援技術を開発した。 損

これらを支える基盤技術の一例を

傷した物理設備（ビルやケーブル）を

以下にご紹介する。

入力として、そこから波及して発生す

（1）AI を活用したネットワークの
異常検知

る通信サービスの影響を迅速に把握

データセンタのネットワークで先行

ICT システムが多様化・複雑さを

できる。また、気象や道路情報なども

していたオープン化 やディスアグリ

増している中、運用中の設備・機器

活用して、膨大な被災設備の中から

ゲーションの潮流をテレコムネットワー

を止めないことが非常に重要であり、

優先的に復旧すべき設備の判断を支

クにも適用して技術革新を促進して

大量のログから異常の前兆を早期に

援する技術開発に取り組んでいる。

いる。この取り組みにより、ネットワー

発見することが求められている。 装

（4）無線ネットワークを意識させな

クオペレーションの自由度を拡大する

置アラームが発生しないような場合で

いマルチ無線プロアクティブ制御

とともに、 装置の経済性を実現して

あっても、オートエンコーダを用いて、

無線アクセスにおいては、無線の

いく。Telefónica 社との共同実験に

ネットワーク故障の前兆を捉えて異常

周波数帯が高い周波数に拡大してお

おいて、NTT 主導のオープンソース

検 知を可 能 にする技 術 「DeAnoS

り、さまざまな無線規格を状況に応

である MSF（Multi Service Fabric） （Deep Anomaly Surveillance）」を

じて使い分ける必要がある。利用状

および Beluganos を提供して、パ

確 立し、 当 該 技 術を組 み 込 んだソ

況に合わせたエリア実現や複数の無

ケット転送と光伝送が統合されたオー

リューションを提供している。

線連携などによって、無線ネット

（5）ネットワーク装置のオープン化

プンかつ汎用的なネットワーク構築を

（2）アクセス系設備の予測保全への

ワークを意識させない通信環境を実

実証した。本成果をホワイトペーパー

転換

現する「マルチ無線プロアクティブ

としてまとめ、TIP（Telecom Infra

アクセス系電気通信設備の維持管

制御技術（Cradio TM）」に取り組ん

理効率化のために、マンホール鉄蓋

でいる。特に、近年無線通信への適

などを対象として、劣化メカニズム解

用が活発に研究されている機械学習

これら IOWN の基盤技術を活用し

明の研究開発を進めている。 劣化メ

を活用して、無線品質の変化をプロ

たユースケースとして、スマート農

カニズムが解明できれば定期点検を行

アクティブに予測する研究開発を

業の実現に向けた、無人ロボットト

う必要がなくなり、いつどの部位の補

行っている。

ラクターの自動運転（遠隔制御）な

修を行えば良いのかのタイミングが分

（5）ネットワークの新たな付加価値

どの実証実験を北海道大学および岩

かるため、劣化予測による予測保全

となる QoE エンゲージメント評

見沢市と連携しながら行っている。

ができるようになる。また、車両で走

価・最適化

行しながら道路周辺の架空構造物等

最終的にサービスを享受するのは

Project）で公開している。
（6）IOWN のユースケース実証
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ユーザであり、そのユーザの利用継

ネルギー機構と ITER 計画に関する

光合成」技術の研究開発に取り組ん

続指標に基づくオペレーションにより、

包括連携協定を締結した。NTT 側に

でいく。

ネットワークやサービスのコスト削減、

は核融合の研究ノウハウはほとんど

（2）環境に適応するための研究開発

価値向上を目指す 「ユーザエンゲー

ないが、IOWN 構想で実現しようと

企業が持続的な発展を遂げるため

ジメント・オペレーション」 に取り組

している超大容量、超低遅延な通信

に、ESG 経営が重要視されている。

んでいる。従来の QoE（Quality of

ネットワークと、サイバー空間上で

環境・社会の影響を測る評価指標・

Experience）からパーソナライズさ

超高精度な未来予測を行い、現実世

評価方法の開発や、指標化された環

れたユーザ状 態を把 握することで、

界へ反映させる DTC などによって、

境・社会影響と企業価値（収益、株

サービサーとの連携につながる指標

核融合の制御に必要な膨大なデータ

価等）との関係性をモデル化し、科

の研究開発を行っている。これによ

の流通および核融合炉のオペレー

学的根拠に基づいた ESG 経営戦略

り、IOWN 時代にユーザが意識する

ションの最適化に貢献していく。

の策定を可能にする未来予測のシミュ

ことなくナチュラルに各種通信サービ

また、再生可能エネルギーを始め

スを利用し続けてもらえる環境を提供

としたエネルギーの地産地消を目指

また、地球上のあらゆる場所の

するオペレーションを実現する。

して、次世代マイクログリッド基盤

IoT デバイスから人工衛星を経由し

の構築を目標に掲げ、通信ビルを中

てデータを収集し、高度な被災予測

心に交直流混在型のマイクログリッ

を実現するとともに、予測データか

ド構成について研究している。特に、

ら極端気象を制御・活用（誘雷、雷

3 番目の取り組みは、核融合発電

直流送配電では交流とは異なり、電

充電など）して環境に適応していく

や宇宙太陽光発電など化石燃料に依

圧がゼロになるときがないため、短

ことを目指している。さらに、宇宙

存しない次世代エネルギーの実現お

絡事故や地絡事故の発生時に事故電

利用を促進する観点から、宇宙環境

よび極端気象やパンデミック等への

流が流れ続けてしまい火災に発展す

における強力な宇宙線や電磁波など

プロアクティブ対応の強化に資する

る危険性がある。そこで、直流送配

過酷な環境から電子機器や人体を守

技術の研究開発である。これらは主

電における事故電流遮断方法につい

る技術について、関連する研究機関

に宇宙環境エネルギー研究所で行っ

て研究し、太陽光発電設備・蓄電池

との共同研究など外部の方々とのコ

ている（図 3）
。

が導入された千葉市内の NTT ビル

ラボレーションも活発に進めていく。

次世代エネルギーと環境適応を
可能にする革新的技術の創出

から近傍施設に直流で電力供給を行

（1）環境負荷ゼロに向けた研究開発
クリーンかつ無尽蔵なエネルギー

う実証実験を行っている。

源として期待される核融合発電の実

その他にも、大気中の二酸化炭素

用化に向けて、ITER 国際核融合エ

を燃料や工業原料に変換する「人工

次世代エネルギー
活用技術

気候変動・エネルギー対策

プロアクティブな
対応で未来を変革

・ 核融合炉の最適オペレーション
・ DTCによる
リアルタイムシミュレーション
・ 宇宙太陽光発電

仮想エネルギー
流通基盤技術

気候変動・エネルギー対策

・ 交直連携型の次世代マイクログリッド
・ 需要予測/追従制御技術
・ 仮想発電制御/供給技術

サステナブルシステム
技術
・ CO2変換／応用技術
（化学的／生物学的手法）
・ 環境負荷低減／応用技術
原料

CO2

地産地消
モデル

ESG経営
リスクマネジメント技術

地球環境の再生
・
持続可能かつ包摂的
な社会の実現

循環型社会への貢献

プロアクティブ
環境適応技術

気候変動・エネルギー対策

研究所の研究開発の
取り組み方針と具体
的な研究開発の一例
を紹介した。今後も
スマートで豊かな社
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・ 地球詳細データ収集技術
・ 気象制御技術
（気象制御、誘雷・雷充電）
・ 電磁バリア技術
（宇宙線、EMP）
・オンデマンドレーザー給電技術

地球環境の保全

地球環境の保全

会と新たな事業領域
の創出に向けて革新
的なネットワーク基
盤の実現および環境
負荷ゼロを目指して

有機物等
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おわりに
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自然由来の
光/電磁波エネルギー

レーション技術を研究開発している。

宇宙環境エネルギー研究所の取組み技術

2021 Vol.58 No.1

研究開発に取り組ん
でいきたい。
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