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IOWN構想やSmartWorldの実現を支える革新的な基盤技術に取り組む
NTTネットワーク基盤技術研究所

2 ネットワーク戦略／ネットワークアーキテクチャ／ネットワーク革新技術共創

IOWN の実現に向けたアーキテクチャ検討の
取り組み
コグニティブファウンデーション NW プロジェクトでは、
移動固定融合アーキテクチャをはじめとした全体戦略の推進や、
IOWN 全体アーキテクチャの具現化に取り組んでいる。具体的には、IOWN 全体アーキテクチャの早期実現をめざして、
オール・フォトニクス・ネットワーク（APN）の実証実験環境を構築し、同環境を用いて End-to-End の光パス制御や、
ネットワークのリソース設計／制御の技術実証を行っている。また、ネットワークとコンピューティング基盤を融合させ
た高度な社会インフラ基盤を実現するために、スマート農業やコネクテッドカーをターゲットとした協調型インフラ基盤
技術の研究開発に取り組んでいる。本稿では、その取り組みついてご紹介する。

全体戦略推進の取り組み
ネットワーク戦略 SE グループは、

引している。本検討
を通じて、「DX/ デ
ジタル流通時代の
様々な ICT 基盤サー

ネットワーク系研究開発の価値を最

ビスのインフラ・オ

大化するために大きく３つの取り組

ブ・インフラ」
「オー

みを実施している。１つめは昨年度

ル光を活かした仮

構築した研究所横断プロジェクト体

想・リアル空間の境

制等を活用した中長期の研究開発方

界や物理制約を克

針・戦略を策定する取り組みである。

服 可 能 な ICT サ ー

２つめは事業会社の経営課題や環境

ビス実現」に向けた研究開発方針・

プトータルでサービス提供価値の向

変化を踏まえた事業課題を抽出し、

構成技術を明確化した。現在は、そ

上に寄与することをめざしている。

その課題に対する提案等、事業会社

の「IOWN アーキテクチャ」と、共

また、事業会社連携の取り組みで

との連携を推進する取り組みであ

通サービスプラットフォームとなる

は、事業・関連市場動向の分析結果

る。３つめは標準化及び分散型ネッ

「データセントリックコンピュー

および、事業会社との意見交換から

トワークにおける効率的なデータ転

ティング基盤サ−ビス」「光ダイレ

抽出した要望や課題に対する研究所

送等の構成技術に関する取り組みで

クト対応多地点接続サービス」「エ

技術を事業会社に提案し、新たな

ある。

クストリーム NaaS」を組み合わせ

サービスの迅速な市場提供や DX 化

中長期の研究開発方針・戦略を策

ることによる技術の高付加価値化や

への貢献を進めることに注力してい

定する取り組みとして、2024 年の

これらの技術を活用した出口戦略

る。この活動により、我々が窓口と

仕様確定、2030 年の商用導入をめ

（オファリングモデル）の検討を進

なった成果提供・技術支援の案件数

ざ し た「IOWN 構 想 」
（2019 年 5

めている。さらに、
「移動通信」と「固

は前年比で増加しており、今後も引

月発表）の具現化を検討している。

定通信」の融合による顧客満足度が

き続き、NTT グループの競争力強

私たちのグループではオール・フォ

高いサービスやスマートな社会の実

化の活動を進めていく。

トニクス・ネットワーク（APN）を

現に向けた「移動固定融合アーキテ

また、標準化の取り組み及び、分

軸とした基盤としての『IOWN アー

クチャ」の検討を牽引している。こ

散型ネットワーク研究も実施している。

キテクチャ』に関する技術検討を牽

れらの取り組みにより NTT グルー

標準化の取り組みとしては、ITU-T や
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ETSI 等業界標準化団体にも参画し、

用いて、APN コントロー

海外を含めた動向を把握するともに、

ラから APN 光伝送装置

将来ネットワークの対処方針に対する

を制御して光パスを設定

意見の取り纏め・方向づけを実施し、

し、遠隔地点間の大容量

テレコム業界・通信機器メーカーと協

データ超高速転送や高精

調し、研究開発成果の国際標準化に

細映像非圧縮伝送をユー

画像解析

寄与している。さらに、分散型ネット

スケースシナリオとし

分散
コンピューティング

ワーク研究としては、センサーネット

た、APN コンセプトの実

遠隔
モーション制御

ワーク・ブロックチェーンを活用した効

証実験を実施した
（図 1）
。

率的なデータ転送の実現に向けた研

APN を 実 現 す る 要 素

究を実施している。

技術として、光パス網の
設計技術の研究開発に取

IOWN オール・フォトニクス・
ネットワークの実現に向けた
研究開発の取り組み
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E2E ネットワークのリソース設計／制御技術実証

り組んでいる。伝送容量の拡大、高

ワークでは、超低遅延 / 広帯域と

多重化ノード技術の導入が進む中

いったコンピューティングリソース

で、伝送設備の最適配備、お客様拠

とトランスポートリソースそれぞれ

ネットワークアーキテクチャ技術

点やデータセンタ間を結ぶ光パスに

への要求条件が厳しいサービスの普

SE グループでは、「DX/ デジタル

対して最適なルートや波長を割り当

及が予測される。

流通時代の様々な ICT 基盤サービ

てるネットワーク設計技術が重要と

これらの課題を解決するため、超

スのインフラ・オブ・インフラ」を

なってきている。大量の光パスを収

低遅延 / 広帯域のような超高性能な

めざし、IOWN を支える光の基盤

容するために必要となる波長数や設

ネットワークシステムを比較的簡単

ネットワークである APN の実現に

備のコストを抑えつつ、物理的な距

かつ短時間でシステム設計／構築可

向けた研究開発に取り組んでいる。

離や信頼性等の多様なお客様要件に

能にすることをめざし、E2E のネッ

APN は、任意プロトコルに対応し

応じた最適な光パスを提供するため

トワーク統合管理を実現するリソー

た大容量の End to End（E2E）光パ

のネットワーク設計方式の研究開発

ス設計／制御技術の研究開発に取り

スをユーザ要求に応じてダイナミッ

を進めている。これらの研究開発に

組んでいる。現在、NTT グループ

クに提供することをめざしている。

より、APN を基盤とする将来の通信

の事業会社と協力してプライベート

このコンセプトの実証に向け、研究

ネットワーク上でフレキシブルな

5G の実証実験環境を構築し、製造

所で試作した APN 光伝送装置およ

ICT サービスの実現をめざす。

業適用を含めた複数ユースケースに

び APN コントローラで構成される

従来のネットワークシステム構築

APN の実証ネットワークを実験室内

では、構成するネットワークリソー

に構築した。本実証ネットワークを

ス（ハードウエア、ソフトウエア等）
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Monitoring Center

おいて、本技術の有効性の評価を進
めている（図 2）。
ま た、 モ バ イ ル 通 信 に お い て、

に関する十分

5G や Wi-Fi 等の様々なアクセス網

な技術的スキ

間をまたがって移動しても、通信へ

ルや構築経験

の 影 響 を 最 小 限 に お さ え る E2E

が必要とさ

オーバーレイネットワーク技術の研

れ、技術者や

究開発にも取り組んでいる。本技術

システム運用

は、異なるアクセス網間をまたがっ

者の育成を含

て移動しても、アプリケーションが

めた課題が存

同一の IP アドレスで通信を継続で

在する。将来

きるモビリティ機能と、ネットワー

の通信ネット

クを切り替える際に Make-before-
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break を適用することで、通信への

視 聴 者の属 性に応じた映 像 編 成の

リシティの実現に向けた研究、技術

影響を最小限に抑えることを特徴と

パーソナライズ管理制御を実現する

開発に取り組んできた。以下、2020

し、方式の検討及び実装を進めた。

編成中継コントローラで構成され、さ

年１１月に北海道岩見沢市にて実証

本技術を用いて、北海道大学・岩

らに、非圧縮映像素材伝送技術との

した内容【１】を中心に、協調型イン

見沢市等との農業 ICT の共同実験

接続を行い、映像伝送からエンコー

フラ基盤技術によって実現される効

（詳細は後述）において、トラクタの

ド、配信までワンストップでの提供を

果効用について紹介する。

移 動に伴って、 キャリア 5G と地 域

実現する全体アーキテクチャの策定

BWA という二つのアクセス網間で通

およびその具現化をめざす。

信経路を切り替えても、トラクタから
リアルタイムで送信している映像が乱
れず、スムーズに切り替えられること
を確認した。さらに、コネクテッドカー

（１）農機レベル３自動走行におけ
る課題
農業業界での注目度が高い課題の

協調型インフラ基盤技術の
スマート農業への適用に関する
取り組み

一つに、「レベル 3 農機自動走行の
実現」が挙げられる。レベル 3 農
機自動走行とは、遠隔監視下での無
人状態での農機の自動走行を指す。

等の大量デバイス収容を想定したス

少子化、高齢化が進行する日本で

ケーラビリティ向上に向けて、網内に

はさまざまな問題が顕在化しつつあ

自動車と同様に農機においても走

設置した集約ルータにデバイスを収

る。特に一次産業における労働力不

行・操作の自動化レベルが定められ

容することで、データベース分散と経

足の問題は深刻であり、高度なＩＣ

ており、現時点では、レベル 2 と

路数削減を実現するアーキテクチャを

Ｔ技術を活用することで、地域に特

呼ばれる、使用者の有視界監視下で

考案し権利化を実施するとともに、機

有の課題を解決するだけではなく、

の無人状態での自動走行が可能な農

能確認のための PoC 実装を進めた。

地方創生に資する新たな社会インフ

機が市販されている。レベル 2 では、

ラの開発が期待されている。例えば、

使用者が同一圃場内で別の農機に搭

トワークにおいて、ネットワーク経

農業においては、就農人口の減少と

乗して操縦しながら、または農機に

由で提供するライブ型の映像サービ

担い手不足による労働力の低下が進

搭乗せず圃場周囲等から、直接の目

スが増加すると予想される。特に、

行しており、ロボット農機等を活用

視、または無線ＬＡＮなどローカル

4K・8K・VR・Volumetric video 等の

して、農作業を可能な限り自動化す

の通信ネットワークを介して農機と

データサイズが大きいコンテンツの

ることにより、飛躍的に農家当たり

直接接続するタブレット端末等を用

ライブストリーミングやテレビ放送

の生産性を向上し、直面する人手不

いて、対象農機の監視と、危険発生

と同時にネットワーク経由で視聴で

足を解消することが期待されている。

時の停止等の緊急操作を行う。なお、

きるサービスの普及が予想される。

ネットワーク革新技術共創グルー

市販の自動走行対応農機では、非常

そこで、そのような次世代のライブ

プでは、これらの社会問題に対応す

時の操作を使用者任せにするのでは

型映像サービスを高品質に提供する

るために、
「オール光を活かした仮想・

なく、測距センサなどを備え農機自

次世代ライブ映像ストリーミング技

リアル空間の境界や物理制約を克服

身が自律的に危険を検知し停止を行

術の研究開発に取り組んでいる。

可能な ICT サービス実現」をめざし

う機能も有している。

APN を基盤とする将来の通信ネッ

次世代ライブ映像ストリーミング技

た社会インフラとしてのネットワー

これに対し、レベル 3 では、無線

術は、コンテンツ事業者が提示する

ク技術とコンピューティング技術の

ＬＡＮなどローカルの通信ネット

配信要件に基づいて所望するストリー

融合に取り組んでいる。これまで北

ワークを介して行っていた監視と制

ミングネットワークの提供や映像制御

海道大学、岩見沢市、NTT、NTT 東

御を遠隔地から実施する必要がある

を実現する。具体的には、ネットワー

日本、NTT ドコモの間で産官学連携

ため、5G/LTE などの通信ネットワー

クリソースの管理制御や最適化、リ

協定を締結し、最先端の農業ロボッ

クを用いて監視映像や制御情報を遠

ソース状況の可視化を実現するスト

ト技術と情報通信技術の活用による

隔地と農機の間で伝送する必要があ

リーミング 管 理 制 御 機 構、 および、

世界トップレベルのスマート農業お

る点がレベル 2 との違いである。圃

ライブソース / エリアの 管 理 制 御、

よびサステイナブルなスマートアグ

場内の農作業時だけではなく、格納
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庫や圃場間を結ぶ道路の走行を含め

全体構成（図３）とシナリオ

て実現可能とすることに加えて、遠

毎の動作概要（図４）
を示す。

隔のオペレーションセンタ等で多数

ま ず、（A）IOWN を 実

の農機に対する遠隔監視制御を可能

現する技術の一つとなる

とすることで、農機を用いた農作業

協調型インフラ基盤技術

全体の更なる省力化が期待される。

（E2E オーバーレイネット

一方で遠隔のオペレーションセン

品質予測に基づき未然に切替

ワーク技術、マルチ無線品
）

5G/LTE

パケットロスが発生しなかった
ことを実験で確認

BWA

タから監視・制御を行う上では、ト

質予測技術（Cradio ）

ラクタからの映像を広帯域で転送す

を 用 い て、 複 数 の ネ ッ ト

ることに加え、緊急時にはオペレー

ワークを跨って農機が自動走行する

を効率化している。これらの機能に

タがカメラ映像を元に緊急停止の操

中で、通信品質の変動を AI が予測

より監視者の負担軽減につながる効

作を行う必要があり、ネットワーク

して通信品質が劣化する前に適切な

率的な遠隔監視を実現し、その有効

を含めたシステム全体として低遅延

ネットワークに自動で切り替えるこ

性を確認した。さらに、（C）ネッ

でかつ安定的に遠隔監視を実現する

とで、遠隔監視を中断させること無

トワーク協調デバイス制御技術を用

ことが技術的な課題となっている。

く、安定的な自動走行の遠隔監視・

いて、ネットワークの品質変化に応

（２）協調型インフラ基盤技術を活

制御を実現した。岩見沢市の農道で

じた農機の制御指示を実現し、監視

用した農機自動走行のフィールド

実際に農機を自動走行させ、同技術

映像が伝送できないレベルにネット

実証

を用いて通信を中断させず自動での

ワーク品質が劣化した際に、自動で

協調型インフラ基盤技術は、複数

ネットワーク切り替えに成功した実

トラクタを安全に停止させるなど、

証結果を図５に示す。

その有効性を確認した。
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の要素技術を協調的に動作させること
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図５

▲ネットワーク切り替えポイント

複数ネットワークを跨る農機自動走行の実証結果

でネットワークに社会インフラとして必

また、（B）監視拠点で映像をパ

要な付加価値を提供することをめざし

ケットレベルで低遅延に複製するこ

協調型インフラ基盤技術による農

ている。 岩見沢市で実証した内容の

とでネットワーク負荷を低減しなが

機レベル３の自動走行の高度化を支

ら、遠隔監視と画

援するシステムへの適用例とその実

像解析などの複数

証について紹介した。本技術は、ネッ

の用途でのリアル

トワークとコンピューティング基盤の

タイム映像の同時

融合により、 社会インフラ基盤の高

利用を可能とする

度化をめざすものであり、自動運転

データストリーム

バスやタクシーといった人が搭乗する

アシスト技術、ま

システムから、ドローンや AGV によ

た、深層学習では、

る自動搬送システム等の遠隔監視用

サーバ収容率を高

システムへの応用が可能と考える。
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鳴動

（３）まとめと今後の展望

めるために、複数

今後も協調型インフラ基盤技術の

の映像ストリーム

研究開発を通じて、これまで以上に

を効率的に処理す

農業等の社会インフラの高度化が進

るストリームマー

むことで、地方の労働力不足の問題

ジ 機 能 や CPU や

の解決に寄与し、新たな地域産業の

GPU な ど 様 々 な

発展に貢献することをめざしていく。

リソースを最適化
する推論処理基盤
技術により、処理

【1】https://www.ntt.co.jp/news2020/2011/
201116b.html
【2】https://www.rd.ntt/iown/0004.html
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