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アクセスネットワークシステムに関する
技術開発の取り組み
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しています。本稿では、アクセスネットワークに関わる無線・光・オペ
レーションの各分野における主な開発技術を紹介する。

マルチ無線プロアクティブ制御
技術 Cradio
マルチ無線プロアクティブ制御技術
Cradio は、無線通信環境に関する把
握・予測・制御の３技術を連動させる
ことで、様々な無線ネットワークの利
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カル 5G 市場の立上がりに合わせた
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災害対策用衛星通信端末局技術
衛星通信は広域性と耐災害性に優
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おける臨時回線として衛星通信を活用
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よる被害の大規模化・広域化が進ん

測技術

（2）Cradio伝搬推定・置局設計技術
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でおり、衛星通信は被災地の復旧に
向け電話回線の確保や Web171、無
線 LAN による IP 接続環境の提供な
ど初動対策として重要である。
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Cradio無線状態把握・品質予測技術
品質劣化を予測し事前措置により 端末
高品質・安定な通信を実現

Cradio協調技術
機能群の連動、様々なシス
テムとの自動連携の実現
外部システム

ローカル5G、公衆5G、無線LANなど
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開発中の Cradio 技術

衛星通信システムは被災地などに
設置する端末局、通信衛星、および
地上インフラと接続する基地局から
構成される。そのため基地局自体の
被災や故障等によりシステムが機能
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所が特定できない課
題があった。
現場主導で業務の
実態把握・分析支援

光映像伝送ネットワーク

をコンセプトとする

不全になることも想定される。そこ

場合によっては視聴が困難となる。そ

「操作プロセス分類型業務デザイン

で被災地での初動の迅速化、および

こで、V-OLT に対しては光信号の分

支援技術」では、業務モデル導出機

耐災害性の向上を目指し、図２に示

散補償を行うアクセス伝送区間用の

能とメインフロー抽出機能により、

す次期端末局を検討している。
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上記課題を解決している。

次期端末局は初動の迅速化に向

Fiber）の搭載や映像光アンプの安定

業務モデル導出機能では、ユーザ

け、①アンテナの簡易組立（可搬性

化を、V-ONU に対しては光信号のパ

操作と GUI 部品で構成される「操作

向上）機構を有する。また基地局から

ワーが低くても従来と同等品質の映像

イベント」を新たに定義・取得可能とし、

の制御信号を参照し、Ku 帯静止衛星

信号を出力できる高感度型の試作開

その共起性によって操作手順のゆらぎ

利用に必要なアンテナの指向方向誤

発を行った。
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ピングすることで、実行性のあるプロ
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通信回線を確保する②端末・端末間

れ ま で V-ONU に 用 い ら れ て い た

上記で導出した分析結果をゲノム解析

直接通信技術を検討する。直接通信

PIN-PD と比べて低い受光パワーで

で用いられるシーケンスアライメント技

時は基地局からの制御信号を参照せ

も動作するため、これまで以上に長

術を応用することで、作業グループ内

ず、隣接する複数衛星のビーコン信号

距離を伝送できる可能性があり、実

の操作イベントを整列させ、共通して

を参照し、相対位置から所望衛星にア

際に試作装置を用いた検証では従来

出現する頻度の高い操作イベントをつ

ンテナの指向方向を自動調整する。

と比べて 10km 程度の長距離化が可

なげることで改善効果が最も期待され

現行端末局の更改に向け、①、②を

能であることを確認した。

るメインフローの特定を可能としている

有する試作装置開発を進めている。

また、メインフロー抽出機能では、

一方で、APD は PIN-PD よりも受

（図 4）。さらに抽出したメインフロー

光パワーを抑えなければならない点

の繰返し操作を RPA シナリオとして生

映像 NW のアクセス長延化技術

や、DCF を入れることで距離が短い

成可能であるため、業務プロセスの

区間では分散補償量が過剰になるこ

自動化も容易に実現可能である。

フレッツ・テレビでは、専用の光映
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現在、本技術は商用化開発を完了
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分けを行う必要がある（図３）。

入・一般市場へのビジネス展開を推

を経由して受信器 (V-ONU) で受信・
出力している。アクセス伝送区間では、
通信光信号と映像光信号の波長多重
によって、1 心の光ファイバで両方の
信号を伝送している。

操作プロセス分類型
業務デザイン支援技術
近年、複数の業務システムの活用・
連携により、業務プロセスが複雑化し

光信号は伝送距離が長くなるほど

ている。従来、このような業務プロセ
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