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IOWN構想及び環境エネルギービ
ジョンに資する研究開発として、情
報ネットワーク総合研究所では、情
報ネットワーク社会基盤の発展に貢
献する技術の研究開発を推進してい
る。具体的には、地球上のみならず
宇宙も含めて持続可能で豊かな社会
を創るための、①あらゆるものを「つ
なぐ」ネットワークを支える技術、
②地球と「つながる」社会を支える
技術の研究開発に取り組んでいる
（図1）。①に向けた取り組みとして、
競争力のあるネットワーク基盤技術
の創出、及び、ネットワーク運用の

高度化・スマート化技術の創出、②
に向けた取り組みとして、次世代エ
ネルギー技術と環境適応を可能にす
る革新的技術の創出を進めている。
本稿では２つの取組方針に沿う形
で最近の研究開発事例を紹介する。

様々なサービスを柔軟に提供する
ネットワークを支える技術として、
光トランスポート技術、無線アクセ
ス技術、カスタマイズ制御技術につ
いて取り組んでいる（図 2）。これ
らの技術の一例を以下に紹介する。
 （1）Photonic EX、Photonic GW

IOWNの構成要素の１つである

オールフォトニクスネットワーク
（APN） は、様々な通信プロトコル
に対して大容量のエンド・ツー・エ
ンド光パスをユーザの要求に応じて
ダイナミックに提供するために、多
重やスイッチングといった電気処理
を極小化した光フルメッシュネット
ワークの構成となる。このフルメッ
シュネットワークはローカルフル
メッシュ面と、複数のローカルフル
メッシュ面をつなぎ合わせるコアフ
ルメッシュ面から構成される。
ローカルフルメッシュ面とコアフ
ルメッシュ面の接点に光スイッチ機
能を有する Photonic EXが設置され
る。コアフルメッシュ面ではトラヒッ
クは大容量となるため、ペタビット
級のファイバ容量を有する伝送シス

情報ネットワーク総合研究所では、あらゆるものに「寄り添い」「しなやかな」情報ネットワークの実現に貢献していく
ために、「品質・信頼性の向上」、「柔軟性・サービス性の向上」及び「持続可能性の向上」の観点から、将来の社会基盤
を支える研究開発を進めている。本稿では取り組まれている研究開発の中で、最近の事例を紹介する。
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図１　情報ネットワーク総合研究所の取組方針
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テムの実現を見据え、伝送波長帯（バ
ンド）を拡張するマルチバンド光伝
送技術が必要となる。具体的には、
従来の単一バンド（Cまたは Lバン
ド）のみならず、Sバンド等これま
で未使用であったバンドを活用し、
複数バンドで波長多重伝送すること
で大容量化を図る。また、マルチバ
ンド伝送対応の光クロスコネクト技
術として、バンド間光波長変換器を
活用し、光パスの使用バンドを切り
替えられる新規光クロスコネクト
アーキテクチャの検討も進めている。

Photonic GWはローカルフルメッ
シュ面に設置され、APNを実現する
光直結集線機能やアドドロップ機能
を有する光ノードと、ユーザ装置に
対する光経路の自動設定機能を有す
るコントローラで構成されている。
光ノードは具体的には、①波長制御・
監視、②通過・停止、③集線・分配、
④折り返し、⑤取り出し・挿入の 5
つの機能を果たすことで、電気処理
を極力用いない低遅延の集線を可能
する。さらに、インチャネル制御技
術 で あ る AMCC（Auxiliary 

Management and Control Channel）を

用いることにより、主信号の通信プ
ロトコルや光変調方式に依存しない
波長の監視制御が可能となるととも
に、制御の汎用化、共通化を実現する。
（2）光パス収容設計技術

 APNのネットワークでは、膨大
な光パスを管理し、物理的な距離や
信頼性等の多様なお客様要件に応じ
て最適なルートや波長を割り当てる
ことが必要となる。伝送容量の拡大、
高多重化ノード技術の導入が進む中
で、波長数や設備のコストを抑えつ
つ最適なネットワークを構成するた
めのネットワーク設計方式の研究開
発を進めている。これにより、APN 

を基盤とする将来の通信ネットワー
ク上でフレキシブルな ICT サービ
スを実現していく。
（3）空間分割多重光ファイバ

APNにおけるトラヒック量は膨
大となるため、光ファイバの伝送容
量の拡大が必要となる。このため、
光パスの容量拡大や波長多重に加え
てマルチコアファイバによるコア多
重とマルチモードファイバによる
モード多重、さらにはこれらの組み
合わせによる高密度化が重要とな

る。将来の光線路設備の実現に向け
た革新技術として、既存光ファイバ
の限界を克服する SDM（Space 

Division Multiplexing）光ファイバ・
伝送技術に取り組んでいる。既存光
ファイバの伝送容量を拡大する
SDM光ファイバ技術の研究開発を
先導し、光ファイバ伝送のさらなる
長距離化・大容量化の実現をめざす。
（4）多段ループ型配線、光路切替ノード
新たな光アクセスネットワークト
ポロジとして、ループ配線をベース
とし信頼性・柔軟性・拡張性の向上
を目指す多段ループ型アクセス網構
成法、遠隔光路切替ノード技術を検
討している。光アクセス網構成法は、
複数のループ配線を多段型につなげ
た構成が特徴で、既存の光アクセス
網にオーバーレイすることで、従来
の FTTHサービスに影響を与える
ことなく本網構成を展開し、既存網
との共存を図ることで、NW設備を
有効に活用できる。さらに、本網構
成の運用効率化に向けた心線切替機
能の遠隔制御技術についても研究開
発を進めており、必要な時に必要な
量の心線を遠隔で必要な方面に振り
向けることにより、柔軟なネット
ワークトポロジ制御を実現する。
（5）アナログRoF
無線の大容量化に向け、ミリ波な
どの高周波数帯の電波を利用した無
線システムが検討されている。高周
波数帯を用いることで、広い通信帯
域幅を確保できるため、大容量な通
信を実現できる一方で、周波数が高
くなるほど伝搬損失が大きくなるこ
とから、カバレッジエリアが小さく
なってしまうという課題がある。そ
の分、基地局を高密度に設置する必
要がある。そこで、アナログ RoF
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図２　ネットワークを支える技術
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（Radio over Fiver）技術によって、
無線基地局の機能を信号処理部のあ
る集約局とアンテナ部のある張出局
に分離するシステム構成をとるとと
もに、遠隔ビームフォーミング技術
によって、張出局を極力シンプルに
構成するための研究開発に取り組ん
でいる。無線基地局の機能分離と張
出局の簡易化によって、効率的なエ
リア展開を実現する。
（6）インテリジェント空間形成技術
5Gサービスや 6Gに向けて開拓が
進められている高い周波数帯の電波
は直進性が高く、遮蔽物により基地
局のアンテナが見通せない場所での
通信エリア化が課題となる。その解
決に電波の反射の活用が期待されて
おり、ユーザの移動に合わせて動的
に反射方向を制御する反射制御技術
に関する研究開発に取り組んでいる。
具体的には、基地局からの電波に対
しメタマテリアル技術による特性可
変のリフレクタが適切にその反射方
向を制御することで、移動する受信
機での受信品質を広範囲に改善でき
ることを実証実験にて確認している。
（7）宇宙RAN、宇宙センシング

NTTの「IOWN構想実現に資する
光・無線NW技術」と JAXAの「宇
宙機のシステム構築技術」との掛け
合わせにより、「地上と宇宙をシーム
レスにつなぐ超高速大容量でセキュ
アな光・無線通信インフラの実現」
に向けて JAXAとの共同研究に取り
組んでいる。その中で、低軌道衛星 -

地上間通信の大容量化、超広域衛星
IoTプラットフォームの実現に向け
た 2つの要素技術について、小型実
証衛星への搭載性を勘案し、スケー
ルモデルを用いて衛星軌道上での技
術実証に向け研究開発を進めている。

2022年度の小型実証衛星打上げ、
2023年度にかけての技術実証実験
を計画しており、全世界あらゆる場
所でのセンシング実現に貢献する。
（8）プロアクティブ制御技術
ユーザに無線 NWを意識させな
いナチュラルな通信環境の提供をめ
ざし、マルチ無線プロアクティブ制
御技術 Cradio®の研究開発を進めて
いる。①無線センシング等による周
辺環境の状態把握や無線状態の収
集・可視化を行う、無線センシング・
可視化技術、②刻々と変化する無線
通信品質の予測・推定を行う無線
NW品質予測・推定技術、③環境や
要件に応じた物理位置設計、無線パ
ラメータの最適値導出、NWのパラ
メータやリソース等の動的制御を行
う無線 NW動的設計・制御技術の
3つの技術をリアルタイムに連動さ
せることで、時々刻々と変化する
ユーザ要求と電波状況に追従し、
ユーザに無線 NWを意識させない
通信環境を提供し続けることを目指
しており、農機自動走行など実用化
に向けトライアルも進めている。
（9）コンピューティング連携／デバ
イス連携技術
光から無線にいたるまで多様なア

クセス方式が検討されている。これ
らを総合的に管理して、エンド・
ツー・エンドで品質を維持し続ける
仕組みが重要となる。その際、ネッ
トワーク基盤を活用しつつ、コン
ピューティング基盤やデバイスと連
携させることで従来のインターネッ
トやクラウドでは実現できない高度
なサービスを提供する協調型インフ
ラ基盤の研究を進めている。自動走
行農機の遠隔監視制御、高度コネク
テッドカー、スマートシティ等の分
野での①情報処理、②ネットワーク、
③デバイスの 3つのドメイン間で
の協調制御を用いることで、エンド・
ツー・エンドでサービス要件を満足
し、ミッションクリティカルなサー
ビスを支える基盤をめざしている。

地球環境の再生と持続可能かつ包
摂的な社会の実現に向け、核融合や
宇宙発電など次世代エネルギー技術
やレジリエントな環境適応を可能に
する技術の創出をめざすとともに、
環境負荷ゼロへ貢献する技術の研究
開発を進めている。これらの取組の
一例を紹介する。
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（1）次世代エネルギー技術
核融合を用いた発電技術につい
て、世界最大の核融合実験炉を建設
中の ITER機構（国際核融合研究機
構、以下「ITER」）、および ITER国
内機関である国立研究開発法人量子
科学技術研究開発機構）と連携して
検討を進めている。ITERの核融合
炉の成功を IOWNでサポートすべ
く、実験炉から出てくる莫大な量の
センサデータを IOWNの超低遅延
な高速大容量ネットワークでオペ
レーションセンタおよび世界各国の
研究施設まで伝送するとともに、そ
れを活用してデジタルツインコン
ピューティングで未来予測を行い、
核融合炉の最適オペレーションと安
定動作実現への貢献をめざす。
宇宙太陽光発電は、3万 6000km

上空の静止軌道衛星で太陽光から得
たエネルギーを 24時間 365日絶え
間なく地上に無線で送るという壮大な
研究である。無線送電の仕組みには
幾つかの方法があるが、特にレーザー
光で無線送電する技術に注力してい
る。短距離での送電を早期に実現し、
ドローンや停電地域あるいは離島への
無線送電などへの適用を進めていく
ほか、マイクロ波を使った短距離送電
を目指し検討を進めている。
（2）エネルギーネットワーク技術

NTTグループが得意とする屋内
での直流給電技術を屋外に発展さ
せ、NTTビルと周辺地域の需要家
を直流でつなぎ、効率良く電力を融
通するとともに災害時に電力を安定
的に供給する高レジリエントな自律
分散協調型のエネルギーネットワー
クの実現をめざす。また、サイバー
空間上でエネルギーの需要と発電・
蓄電情報を統合的にシミュレート

り、地球環境と人間社会の未来を変
革することをめざす。例えば、未来
予測結果から企業価値や企業のWell-

beingの評価を行うことで、企業価
値の向上に資するアクションにつな
げる予報や、その先の未来シナリオ
提示などについて研究している。
（5）プロアクティブ環境適応技術
地球環境の未来を予測した結果を
受けて先回りして環境に適応する技
術の研究を行っている。その１つは、
雷制御・雷充電技術である。具体的
には、落雷エリアを高精度に予測し、
ドローンを活用してドローンに雷を
誘導する雷制御技術と、雷エネル
ギーを蓄える雷充電技術について研
究しており、将来的には雷エネル
ギーのみで自律動作し、雷が落ちる
前にエネルギーを吸収する浮遊型雷
エネルギー吸収システムの実現をめ
ざしている。さらに、宇宙の気象問
題とも考えられる宇宙線対策につい
ても取り組んでいる。宇宙線によっ
て半導体が誤動作するソフトエラー
の評価技術を拡大させ、宇宙線や電
磁パルスの影響を機器・人体がダイ
レクトに受ける宇宙空間において、
これらの影響を予測するとともにプ
ロアクティブに防護する電磁バリア
技術について研究している。

本稿では、情報ネットワーク総合
研究所の研究開発の取り組みと具体
的な研究開発の一例を紹介した。今
後も従来技術の限界を超え、社会を
支えていく革新的な情報通信技術及
び環境エネルギー技術の研究開発を、
国内外の研究者やビジネスパート
ナーとも連携しながら推進していく。

し、最適解を実フィールドに戻して
制御することで需給調和を実現する
技術や、複数地域間での通信トラ
ヒックや計算処理などの情報処理を
空間的・時間的に再配置することで、
気象で発電量が左右される再生可能
エネルギーを効率的に利用する技術
の実現をめざしている。
（3）サステナブルシステム技術
大気中や水中の CO2を削減する
ための CO2変換技術に取り組んで
いる。具体的には、ゲノム編集技術
を樹木や藻類へ応用し、個体の CO2

固定量増加や急速成長によってCO2

変換能力を最大化する研究に取り組
んでいる。また、2021年 11月より、
リージョナルフィッシュ社と共同
で、CO2固定量を増加させた藻類
を餌として魚介類に食べさせ、体内
（骨や貝殻）への CO2固定量を増加
させることで、食物連鎖における炭
素循環量を相乗的に増加させ、海洋
中の CO2を削減する技術の研究を
開始している。また、人間活動のエ
ネルギー由来の CO2排出量やより
も実際に排出される CO2の割合が
最も大きい土壌の中の窒素・炭素循
環を活性化させることで、CO2の
排出量を抑えるとともに吸収量を増
加させる研究にも着手している。
（4）ESG経営科学技術
社会環境の未来予測・未来変革を

キーワードに ESG経営のリスクマネ
ジメントに関する ESG経営科学技術
に取り組んでいる。具体的には、様々
な環境・社会に関するデータを分析
するとともに各種社会、経済、環境
活動のモデル化と、デジタルツイン
コンピューティングを駆使した社会
環境の未来予測を行い、先回りした
プロアクティブなアクションによ
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