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本年の 7月 1日に組織が変更さ
れ「NTT IOWN総合イノベーショ
ンセンタ」（IIC）が設立された。今
までは、３つの総合研究所から構成
されていたが、これに IICが加わり、
その配下に３つのイノベーションセ
ンタがあるという構図である。３つ
のイノベーションセンタとは、
NIC、SIC、および DICである。

IOWN構想や 6Gの実現に向け
て、研究開発体制を強化するねらい
であり、IOWN総合イノベーション
センタ長には、塚野英博氏（NTT 

AT社顧問、元富士通株式会社）が
就任した。IOWN構想は、NTTが
2019年5月に発表した構想であり、
光電融合技術などを用いて革新的な
NW（ネットワーク）や情報処理基
盤を 2030年に実現することをめざ
している。

IICが IOWNの商用化をめざすと
言っていることからも分かるよう
に、持株研究所の技術を事業会社の
ビジネス・サービスに繋げていく機
能を発揮したいと思っており、事業
会社との対話が必要と考えている。

まず、社会課題についてであるが、
デジタル化による①ネットワーク上
のデータ量増加、② IT機器による
エネルギー消費の指数関数的な増加
だけでなく、③サービス提供主体・
形態の多様化、④日本の労働人口の
急速な減少、⑤サプライチェーンの
変化など、われわれをとりまく環境
は大きく変化している。特に、②に
示すようにエネルギー消費量の増加
については ICT分野に携わるもの
としては困った状況にある。
新センタのミッションについて
は、IIC（塚野センタ長）の紹介記事
の中の図 1に示したとおりである。

NICのミッションは、「移動固定
融合を支える革新的な NW／アクセ
スシステムの実現と、NWのソフト
ウェア化の研究開発」を行うことで
ある。また、「既存 NWの競争力維
持と IOWNへのマイグレーション」
を図ることもミッションといえる。

NICの今年度の R&D重点施策に

ついて述べる。
①IOWNの早期可視化に向けた技
術開発を推進することである。
まず、IOWN構想では本格商用開
始は 2030年目途としているが、
NICとして、プレ IOWNとしても、
できるだけ早期に可視化をめざした
いと考えている。IOWN Global 

Forumにおいては、2024年に仕様
策定をめざしているが（段階的に）、
2025年には大阪万国博覧会もあ
り、このような世界的なイベントの
タイミング等を活用し、社会に訴求
したいと考えている。
そのためには、2点あって、a)ホ
ワイトボックス技術などを活用した
オープンでディスアグリゲーテッド
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なNWシステム開発を行うことであ
る。サイバーフィジカルな世界に向
けてはデータ処理量が圧倒的に増加
することが想定される。性能や消費
電力面からも汎用 CPUの限界も言わ
れており、FPGAや光電融合技術な
どの多様かつ先進的なデバイス技術
が革新的な NWには不可欠であり、
NTTも光電融合デバイスの研究開発
を進めている。さらにこれら先端半
導体を思うように使いこなしていく
ことには大変な難しさがある。
vRAN、vGW、Switch制御など、NW

処理はソフトウェア化が進展・拡大
しており、さまざまな NW処理を、
革新的光デバイスで効果的に処理可
能とする技術に取り組む必要がある。
もう 1点は、b) NWリソース最適
調和・NW運用技術（コグニティブ・
ファウンデーション）の高度化であ
る。無線リソースは従来の 4G／
LTEはもちろん、衛星通信、Wi-Fi、
WiMAX、IoT 向 け の LPWA (Low 

Power Wide Area)、そして 5G、Local 

5Gなど、非常に複雑である。コグニ
ティブ・ファウンデーション（CF）は、
あらゆる ICTリソースを全体最適に

調和させて、必要な情報をNW内に
流通させる機能を担っており、コア
NWとアクセスNWを含めて、ユー
ザーが意識することなく、ナチュラ
ルな使用感でいつも適切なNWが利
用できる技術へ取り組む。
②無線＆有線の連携／融合に向けた
NWソフトウェア技術開発を推進
することである。
5Gから６Gに向けては、光・無

線の技術境界を超えて、無線と有線、
通信と情報処理が融合した NWイ
ンフラに進化していくと想定してい
る。先述の CFとも連携し、移動・
固定といった NW種別にかかわら
ず、高度に NWの処理・運用を行
う技術へ取り組んでいきたい。
③既存NWの競争力を維持する技術
開発をする。
NTTの光伝送 NWは、お客様サー

ビ ス の ニ ー ズ に 応 え る た め、
100Gbpsから 400Gbpsへの拡張が
進められている。また、2025年に
は PSTNが IP網にマイグレーショ
ンされる予定である。これまで培っ
てきた通信 NWを維持しながら新
たな NWに発展させていくことは

インフラの大切な役割である。通信
NWを維持しサービスの提供を継続
するためには膨大な設備の維持と運
用が必要であり、これらの維持運用
を高度化し新たな NWへ発展させ
る技術へ取り組んでいく。

NICの組織は、８つのプロジェク
トと企画担当から構成されている
（図 1）。NIC発足においては、NW

総研のネットワークサービスシステ
ム研究所とアクセスサービスシステ
ム研究所から研究者を集結してお
り、ロケも武蔵野、筑波、横須賀と
マルチロケとなっている。
それぞれのプロジェクトでやって
いる研究テーマは、「NW開発戦略
プロジェクト」では、IOWN時代に
向けたNW系研究開発のプロデュー
ス活動、新たな価値創出に向けた研
究開発企画、および外部パートナと
の技術実証を推進している。２つ目
の「トランスポートシステムプロ
ジェクト」では、APN（オールフォ
トニクス NW）トランスポートシス

ネットワークオペレーションプロジェクト
CognitiveFoundation高度化を含むNWオペレーション技術高度化の研究開発

トランスポートシステムプロジェクト
APNトランスポートシステムの開発、トランスポートシステムの制御高度化／
ディスアグリの実現、リンクシステムの維持高度化

ネットワーク制御ソフトウェアプロジェクト
IOWN構想を支える革新的NW系サーバソフトウェアアーキテクチャ研究開発

転送サービス基盤プロジェクト
移動固定融合も見据え、ネットワークに新たな付加価値を創出するGW／エッジ制御
技術の研究開発、既存エッジ装置維持

ネットワーク開発戦略プロジェクト
IOWN時代に向けたﾈｯﾄﾜｰｸ系研究開発のﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ活動、新たな価値創出に向けた
研究開発企画、および外部パートナとの技術実証の推進

アクセスインフラプロジェクト
アクセスインフラにおけるR&D創出技術の早期アウトプットと既存設備・サービス
技術の持続的発展に向けた研究開発

アクセスネットワークプロジェクト
光・無線アクセスにおけるR&D創出技術の早期アウトプットと既存設備・サービス
技術の持続的発展に向けた研究開発

コミュニケーションサービスプロジェクト
音声通信を含むセッション制御系サービスの持続的発展に向けた研究開発と技術継承

ネットワークイノベーションセンタのプロジェクト構成

ネットワークイノベーションセンタの主な取り組み
(1)IOWNの早期可視化に向けた技術開発
(2)無線＆有線の連携/融合に向けたネットワークソフトウェア技術開発
(3)既存ネットワークの競争力を維持する技術開発

図１　ネットワークイノベーションセンタの主な取り組みと組織構成

研究開発プロジェクト構成と
研究テーマについて
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テムの開発、トランスポートシステ
ムの制御高度化／ディスアグリゲー
テッドの実現、リンクシステムの維
持高度化を行っている。
「転送サービス基盤プロジェクト」
では、移動固定融合も見据え、NW

に新たな付加価値を創出する GW

／エッジ制御技術の研究開発、既存
エッジ装置維持を推進している。
「NW制御ソフトウェアプロジェク
ト」では、IOWN構想を支える革新
的 NW系サーバソフトウェアアー
キテクチャ研究開発を行っている。
「コミュニケーションサービスプ
ロジェクト」では、音声通信を含む
セッション制御系サービスの持続的
発展に向けた研究開発と、技術継承
を行っている。「NWオペレーショ
ンプロジェクト」では、CF 高度化
を含む NWオペレーション技術高
度化の研究開発を担当している。
「アクセスインフラプロジェクト」
では、アクセスインフラにおける
R&D創出技術の早期アウトプットと
既存設備・サービス技術の持続的発
展に向けた研究開発を推進する。「ア
クセスネットワークプロジェクト」
では、光・無線アクセスにおける
R&D創出技術の早期アウトプットと
既存設備・サービス技術の持続的発
展に向けた研究開発を推進する。

IOWN時代の 2030年において
は、旧来の移動と固定 NW は、
IOWNの APN（オールフォトニク
ス NW）のインフラの上に、融合し
て１つの基盤になると想定され、そ
こにおいては、通信とコンピュー
ティングの垣根も取り払われ、ネッ
トワーク資源とコンピューティング
資源が地理的には超分散しながら融
合した世界となると想定している。

NICとしては、IOWN/6Gの世界
の実現に向け、ＮＷ総研やＳＶ総研
と連携しながら、一方で 5GやNGN

からのマイグレーションも考えなが
ら、商用開発に取り組んでいく。

IICでは、技術商用化を中心に取り
組んでいるが、CF によるナチュラル
でユーザーフレンドリーなNWの提
供も目指している。利用者の状況に
合わせたプロアクティブな通信エリ
ア形成の実現や複数の無線アクセス
の連携技術などにより、無線品質を
制御し、無線NWを意識しない通信
環境の実現に取り組む。特に、その
無線制御技術群を Cradio®と呼んで
研究開発を加速させている（図２）。

以下では、NICの最近の取り組み
事例として、①仮想 GW技術の商用
化、② TIP（テレコム・インフラ・プ
ロジェクト）CANDI、③電力効率向上
を目指すパワーアウェア動的配置制御
技術の取り組みについて紹介する。
① 仮想GW技術の商用化
本技術は、モバイルアクセス・光

アクセスをシームレスに収容し、
API技術や認証技術と組み合わせて
セキュアかつ低遅延で近傍のエッジ
クラウドサービス（MEC：Multi-

access Edge Computing）の提供を
可能とする技術であり、現在、NTT

ドコモから提供されている、ドコモ
オープンイノベーションクラウド
「クラウドダイレクト」サービスの
技術要素として活用されている。
岡崎センタ長は、以下のとおり話
している。「ソフト開発では、従来
のウォーターフォール開発が主流
で、要件を決めて、外部設計、詳細
設計、プログラムを書く、試験して
問題なければ確定させるというス
テップでしたが、これでは時間がか
かるため、アジャイル開発という新
しい手法を使いました。クラウド分
野では広く使われ始めていますが、
NW関連でこれほどの規模で使用し
たのは、はじめてではないでしょう
か。」
② TIP/CANDI Project（図３）

NTTとしては、ベンダロックインを
回避し、NW機器類をオープン・柔
軟な環境で作ろうということで、汎用
のホワイトボックス技術を活用し、低コ
ストかつ柔軟なネットワークインフラ構
築運用技術開発に取り組んでいる。

Cradio®
無線ネットワーク
品質予測・推定技術

無線センシング・
可視化技術

無線ネットワーク
動的設計・制御技術

さまざまな端末

さまざまなアプリケーション・システム

把握

予測 制御

さまざまな環境

さまざまなユースケース

…
さまざまな無線ネットワーク

自営/公衆
ライセンス/アンラインセス 協調

時
々
刻
々
と
変
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図２　Cradio®のコンセプト

移動・固定融合を支える
革新的なNWとは？

最近のトピックスについて
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TIPというオープンなコミュニ
ティがあり（Facebookが中心となり
2016年に活動開始）、オープン化、
ディスアグリゲーションという潮流
をテレコムNWに適用する。そこで
はホワイトボックス系の技術を推進
して、この分野のハードウェア・ソ
フトウェアやオペレーションに革新
をもたらすことを目標としている。
2021年度も、多くのキャリア・
ベンダの協力のもと、オープンな
PoCを成功裡に実施し、特に今回は、
COVID-19の影響もあり、全世界か
らフルリモートでの PoCを完遂し
た（図３）。
③ パワーアウェア動的配置制御

IOWNの超強力・汎用ホワイトボッ

事業を行う事業会社の双方と密に連
携を取りながら、研究開発を進める。
「NICとアクセスサービスシステム
研究所は、所外系の設備、電柱、ケー
ブル、無線技術、光技術など、多
方面に活動しているが、技術開発を
一貫して進められるように、よく話し
合って進めています。事業会社への
タイムリーな成果の提供を心がけた
いと思っています。」（岡崎センタ長）

今後の抱負であるが、やはり、
NICとしては技術の商用化を担う立
場として、グローバルな技術・市場
トレンドという外の目線と、長期視
点で技術を考え、コア研究及び市場・
事業会社とコミュニケーションをと
りながら技術開発に取り組むことが
大事であると思う。
岡崎センタ長は、語る。「若手研
究者へのアドバイスですが、所員向け
のキックオフ・全体会を定期的に行っ
ています。会社の状況、研究所全体
のおかれている状況やイノベーション
センタの取り組む方向性、新規メンバ
紹介などが主なテーマです。『チャレ
ンジと継続性』が大事と言っています。
研究所なので、失敗を恐れずにチャ
レンジすることが大事で、また自分
のアイデアを外部の研究会などいろ
いろな場で発信することが大事です。
それにより叱咤激励も含めいろいろ
なフィードバックを得られます。
一方で、継続性も大事です。技術
は一朝一夕にできるものではなく、
我々研究者・技術者として、将来の
社会問題を解決し世界をリードでき
る技術を確立すべく、やり続けるこ
とが大事です。」

クスの世界をめざし、NICではその
技術・能力のネットワーク分野への
適用を目指した研究開発に着手して
おり、特にエネルギー問題への貢献
の観点から、ディスアグリゲーテッド
コンピューティングにおいて電力効率
向上を目指したソフトウェアの動的配
置制御技術に取り組んでいる。まだ
研究スタートしたところであるが、
vRAN領域への適用などを目指して
取り組んでいるところである。（図４）

NICとしては、実用化を指向する
組織であり、コア研究開発を担うアク
セスサービスシステム研究所、および
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図３　TIP/CANDI プロジェクトでの 2021PoC実施構成

アクセスシステムの研究開発は
どのように進めるか？

今後の抱負と若手研究者への
アドバイス

図４　パワーアウェア動的配置制御技術


