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2030年の IOWNが目指すネット
ワーク（NW）においては、マルチ
デバイス・マルチアクセス・マルチ
キャリアなどの複雑な条件下におい
て、安全かつ迅速に NWサービスを
提供する必要がある。例えば、移動
固定融合サービスでは、無線と有線
の異なる特性をもつ NWを統合的
に、NW全体として性能要件を満た
すように提供する必要がある。また、
非地上系 NWのように多様かつリ
ソース制約がある IoTデバイスが移
動しつつ、デバイス間で相互作用し
ながらNWを構築するサービスも考
えられる [1]。このように今後、品質
が異なるNWを統合的に提供する際
の検証や、安心・安全を保証するた
めの事前検証等のコストが膨大にな

り、タイムリーな
NWサービスの提
供が困難になる可
能性がある。
更 に、 今 後 の

NWインフラの一つ
の方向性として、
ディスアグリゲーショ
ン化がある [2]。ディ
スアグリゲーション
化とは、従来、1
台の NW装置の中
に各種機能が固定
的に組み込まれてい
た構成を、機能単
位・デバイス単位に
分解して、要件に合わせて柔軟に機
能を組み上げる考え方である。これに
より、NWインフラに対して市場にあ
る有力な汎用部品や最先端技術を部
分的に適用でき、競争力のある通信

サービスを早期
に提供できる。
しかし、ディスア
グリゲーション化
が進むと、NW

内の部品が増加
する傾向になる
ため、商用サー

ビスの前には多くの NW部品の組み
合わせ検証が必要になる。 

このため、今後のNWインフラは、
大量かつ様々なデバイスに対して安
心・安全を保証するための事前検証
や、NWインフラのディスアグリゲー
ション化に向けた大量の NW部品か
ら最適な組み合わせを導き出すため
の組み合わせ検証が課題となる。 

NTTネットワークイノベーションセン

ネットワーク開発戦略プロジェクトでは、移動固定融合を含むネットワーク系全体の開発戦略策定を推進しています。本
稿では、IOWN実現に向けて、大量かつ様々なデバイスに対して安心・安全を保証するための事前検証や、ネットワー
クインフラのディスアグリゲーション化を支える最適な組み合わせ検証を可能とするネットワークデジタルレプリカの取
り組みについて紹介する。
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図１　ネットワークデジタルレプリカのコンセプト
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タでは、このイノベーションの加速と
抜本的な検証効率化実現に向けて、
NWデジタルレプリカ（NW Digital 

Replica（NDR））の研究を進めてい
る。図１にNDRのコンセプトを示す。
NDRは検証の効率化・高度化を狙い、
デジタル空間上にNWのコピーを作
成して、デバイスからNW装置までデ
ジタル上で検証し、かつ運用中の最
適な設定をデジタル上で算出すること
でNW全体の最適制御を行う。この
実現には、実 NWからの超大量デー
タの収集、超大量データに対する前
処理・モデル化、作成モデルと外部
情報を活用した予測・評価、予測・
評価結果を踏まえたあるべきNWデー
タの生成と制御、実 NWとNDRの
リアルタイムな連動性の確保がポイン
トとなる。これらを実現することで、
サービス要件に合わせて必要なNDR

同士を連動させて、商用設備に触れ
ることなく実世界に適用した際の有効
性をデジタル上で評価可能となる。 

NDRでは、技術の難易度、コスト
面の難しさを考慮すると段階的な以
下の３つのステージが想定される。
（1）現行NWの保守・運用効率化：
実際のNW設備を直接操作すること
なく、サンドボックス的にNDRを
使って保守・操作可能とすることで、
現行NWのオペレーションの習熟が
可能となる。また、NDR自体を保
守することで、現実のNW機器に対
してその設定内容をフィードバック
し、自動的に設定が反映されるなど、
保守・運用が効率化される。
（2）現行NWの拡張／設計／構築変
更：外部環境の変化とネットワーク

ン部は、時間発展に伴うNW内の各
ノードのモビリティや外部環境を考
慮した電波伝搬等の物理層処理の解
析を行う物理環境解析部と、NW内
の各ノード間の各種プロトコル処理
を解析するプロトコル解析部により
構成される。NWシミュレーション
部において、物理環境解析部とプロ
トコル解析部が連携し相補的に動作
する。これにより多様な外部環境に
おいて、環境変化やNW内のノード
モビリティ及び、様々なプロトコル
を考慮したNWの振る舞いや性能が
評価できる。また、NDRコントロー
ラは、NWシミュレーション部の評
価結果や外部情報をもとに、理想的
な NW構成に向けて NW内のノー
ドの最適配置や最適経路を算出す
る。この NDRコントローラと NW

シミュレーション部が連携すること
で、外部環境変化やNWノードモビ
リティに対して継続的に最適設定を
導き出すことができる。

制御によるシス
テム変化を模擬
可 能 と す る
NDRを利用す
ることで、環境
の変化やNW構
成変更がNWサ
ービスにどのよ
うな影響をもた
らすのか事前に
評価した上で、
NWを設計・構築できるようになる。
（3）新コンセプト評価：実世界で存
在しない装置について、NDRを利用
することで、迅速な開発やNWシステ
ムのイノベーションの加速が期待でき
る。例えば、大量かつ計算能力が貧弱
なIoTデバイス等で構成するアドホッ
クNWを配備する際に、NDRを用い
てIoTデバイスの最適配置や最適経
路を一括で計算・制御可能となる。
このように、これまでにない NW

機能や未導入の製品・システムをサ
イバー空間上の NDRに組み込むこ
とで、実際に実機を準備することな
く、その導入効果の検証ができる。 

現在、市中シミュレータ [3-4]を活
用して、NDRの構築を進めている。
図２にその構成を示す。NDRでは、
ある条件下でのNWのふるまいや性
能を評価するNWシミュレーション
部と、NW内のノードモビリティや
外部環境基づいて NWをモデル化、
NW内の各ノードの最適配置や最適
経路を求める NDRコントローラに
より構成される。この NDRコント
ローラを構成するアルゴリズムが
キー技術となる。NWシミュレーショ
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図 2　ネットワークデジタルレプリカの構成
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