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報告書概要 

社会的背景とニーズ	

	 スマートデバイスの低価格化や企業の BYOD（Bring	Your	Own	Device）により、スマート

フォンやタブレット端末の普及が加速している。スマートグリッドや ITS 等が整備された

スマートシティでは、センサネットワークが社会インフラとして重要な役割を担うことと

なる。スマートデバイス、センサ、マシーン等、あらゆるものがネットワークに繋がり、

多種多様で膨大なデータがネットワークを介してクラウド上で処理され、いつでもどこで

も必要な情報がクラウドサービスとして提供され始めている。	

	 ウエアラブルデバイスを身に着ければ、自分の健康状態や身の回りの環境が可視化、ス

マート化される日常が当たり前になる日は、もうそこまで近づいてきている。情報通信技

術（ICT：Information	and	Communication	Technology）の進化は、Quality	of	Life（QoL）

を高めるサービスイノベーションや新たな産業創出など、社会に大きなインパクトを与え

るとともに、安全・安心、医療費やエネルギー消費の削減、少子高齢化による生産性低下

等の社会的課題を解決し、持続的発展可能な「しなやかな社会」の実現につながるとの共

通認識が広がっている。	

	 上述した ICT の実現には、音声、メール、動画、Web 等の既存マルチメディア情報と多種

多様で膨大なセンサデータとを収容でき、多様な無線インタフェースに対応できることが

重要な要件となる。さらに、東日本大震災を契機に、ICT に対しては、「Resilience」、「Green」、

「Smart」、「Secure」の要件が、社会的要請として強く求められている。	

	

提案するプロジェクトのねらい	

	 従来の ICT では、光ネットワーク（固定系）と無線ネットワーク（移動系）がそれぞれ

独立して構築されているため、上記の要件を柔軟かつ経済的に実現できないことが大きな

課題である。そこで、図１に示すように、光や無線によるアクセスを意識することなく、

あらゆるネットワーク資源を柔軟に活用できる次世代アクセスネットワーク「New	RAN

（Radio	Access	Network）」により、上記の課題を解決する研究開発プロジェクトを提案す

る。提案プロジェクトで創出される ICT は、持続的発展可能な「しなやかな社会」を構築

するための基盤となるものである。	
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図１	 提案するプロジェクトのねらい	

	

無線信号を光に重畳して伝送する技術として、従来、アナログ Radio	over	Fiber	（RoF）

があるが、光ファイバ伝送で生じるフェージングや歪等による無線信号の劣化がその適用

範囲を大きく限定している。この欠点を克服したデジタル RoF が、無線アクセスのリモー

ト収容に広く用いられている。しかしながら、デジタル RoF では、無線信号をデジタルサ

ンプリングして光ファイバ伝送するため、無線信号速度の 16 倍以上の光伝送帯域が要求さ

れる。10	Gbps程度の通信速度が想定される5G等の無線アクセスでは、光伝送帯域が100Gbps

以上となり、経済性が求められるアクセスネットワークでは現実的ではない。従って、デ

ジタル RoF は無線アクセスのブロードバンド化に対して本質的に拡張性がある技術とは言

えない。	

	 ネットワークの仮想化技術（本編	3.1 および 4.4.2 参照）や重層化された各種セルのユ

ーザ割り当て制御技術（本編	4.4.1 参照）は、ネットワーク資源の柔軟な活用に繋がる技

術である。前者は、現在、技術フォーラムや標準化機関で、コアネットワークや基地局機

能の一部（ブロードバンド処理部）の仮想化が検討されているが、光と無線を含めたアク

セスネットワーク全体の仮想化についてはスコープになく未検討である。後者は、5G 当初

導入技術として検討されているが、災害時や緊急時に、アドホックネットワーク等、外部

のネットワークリソースを仮想化して柔軟に活用する点については考慮されておらず未検

討である。	

	

New	RAN へのロードマップ	

図２に、LTE-A、及び 5G 当初導入から、New	RAN へのロードマップを示す。図中には、上

述した従来技術の限界も示してある。提案プロジェクトでは、光信号とマイクロ波・ミリ
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波・テラヘルツ波までの無線信号とを自在に変換できるキャリア周波数変換技術を研究開

発して、伝送媒体に依存しない通信技術（フルコヒーレント通信方式）を確立することで、

デジタル RoF の限界を克服し、セルサイズやキャリア周波数に依存しない無線アクセス方

式を実現すると同時に、物理層までも仮想化し、光や無線を意識しないアクセスネットワ

ークを実現する。また、重層化された各種セル制御（マルチレイヤ制御）や仮想化された

外部のネットワーク資源をセキュアにネットワークに同化する技術を研究開発することで、

あらゆるネットワーク資源を柔軟に活用できるアクセスネットワークを実現する。これら

２つの技術により、コアネットワークも含め、ネットワーク全体を完全仮想化できるため、

平時、災害、緊急時にも、ネットワーク資源をアプリケーションやサービスにオンデマン

ドで割り当てられる、全体最適なセキュアでリジリエントなアクセスネットワークが実現

できる。研究開発の詳細については、本編３．４節に記述する。	

図２	 New	RAN へのロードマップ	

	

社会や産業へのインパクト	

	 提案プロジェクトでは、ネットワーク技術とデバイス技術を連携開発し、高付加価値で

国際競争力のある部品・材料産業の創出に繋げることで、光・電子産業の国際競争力の復

活と強化に貢献できるものと考える。創出された ICT は、クラウド・ビッグデータが中心

の情報社会の先にある知識を基盤とした高度機能化社会へと社会を変革する原動力であり、

情報通信産業はもとより、あらゆる産業に大きなインパクトを与え、その国際競争力を向

上するものである。提案プロジェクトでは、産官学が連携したオールジャパンでの取り組

みが重要であり、この取り組みへの国からの強力なサポートと推進が必要と考える。 
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第１章 総論 
 
１．１節 検討会の趣旨 

 
	 情報通信技術（ICT：Information and Communication Technology）は、クラウド・ビ
ッグデータ社会の先にある知識を基盤とした高度機能化社会へと産業社会を変革する原動力で

あり、スマートコミュニティからなる持続的発展可能な「しなやかな社会」を創造する基盤で

ある。本検討会では、「人と人」、「人とサービス」、「物と物」とをつなぐために、その原動

力が重要度を増す次世代のアクセスネットワークの要件を社会的背景やニーズを考慮しな

がら検討し、その要件を実現する上での技術課題を抽出した。 
無線アクセスと光アクセスの通信速度に差がなくなりつつあること、スマートフォンや

タブレット等の急速な普及により無線アクセスが主流となること、無線アクセス技術それ

自身でのブロードバンド化や周波数利用効率向上には限界が見え始めていること等を考慮

すると、次世代アクセスネットワークのあるべき姿の検討には、光と無線の枠組みを超え

た議論が重要となる。さらに、東日本大震災での教訓を活かし、耐災害性の強化も十二分

に検討する必要がある。そこで、光アクセスネットワーク、無線アクセスネットワーク、

光および無線デバイスにおける産官学の専門家で検討会を構成し、幅広い議論を行うこと

とした。 
 
１．２節 検討会の実施概要 

 
	 図１－１に、本検討会の構成を示す。親会では、検討会の統括、ビジョンと全体議論を

行い、親会の下に、ネットワーク・通信方式関連の検討を行うワーキンググループ１（WG1）、
とデバイス関連の検討を行うワーキンググループ２（WG2）を設置した。親会の議論をも
とに、各WGで、それをブレークダウンして詳細な議論を進めた。 

図１－１ 検討会の構成 
 

検討会（親会）

全体議論、統括、
ビジョン

WG1

ネットワーク、通信方式

WG2

デバイス
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	 表１－１と表１－２に、検討会メンバの一覧と検討会の開催日時等をそれぞれ示す。 
 

表１－１ 検討会メンバ一覧 
所属 氏名 部署名/職名 備考 

NICT 
	  

寳迫 厳 未来 ICT研究所	 所長  
宮崎 哲弥 光ネットワーク研究所	 所長  

東北大学 
	  
	  
	  
	  

中沢 正隆 電気通信研究所	 教授 本検討会 
主査 

安達 文幸 工学研究科	 通信工学専攻	 教授 本検討会 
副主査 

桑野 博喜 
（代理：今

野 理洋） 

工学研究科	 ナノメカニクス専攻	 教授  

尾辻 泰一 電気通信研究所	 教授  
岩月 勝美 電気通信研究機構	 特任教授  

早稲田大学 松島 裕一 研究戦略センター 教授 本検討会 
副主査 

大阪大学 永妻 忠夫 基礎工学研究科	 システム創成専攻 教授  
大阪工業 
大学 

塚本 勝俊 情報科学部	 情報ネットワーク学科	 教授  

京都工芸 
繊維大学 

門 勇一 大学院工芸科学研究科電子システム工学部門 
教授 

 

KDDI 
研究所 
	  
	  

西村 公佐 アクセスネットワーク部門 研究マネージャー  
小西 聡 無線通信方式グループ グループリーダ  
田中 啓仁 光アクセスネットワークグループ グループリ

ーダ 
 

NTTドコモ 
	  

奥村 幸彦 先進技術研究所 グループリーダ WG1 
副主査 

浅井 孝浩 先進技術研究所 主幹研究員  
沖電気工業 
	  
	  
	  
	  

上條 健 理事 研究開発センタ長  
関 昇平 研究開発センタ ネットワーク・端末技術研究開

発部 部長 
 

鹿嶋 正幸 研究開発センタ ネットワーク・端末技術研究開
発部 チームマネージャー 

 

玉井 秀明 研究開発センタ ネットワーク・端末技術研究開
発部 チームマネージャー 
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伊藤 正紀 研究開発センタ ネットワーク・端末技術研究開
発部 チームマネージャー 

 

富士通 助川 聖 FTN)NTT事業部長  
島田 裕一 FTN)NTT事業部 プロジェクト部長  
滝澤 基行 FTN)NTT事業部  
原 年史 NTT第一ビジネス統括部 NTT営業部  
青木 泰彦 ネットワークシステム研究所 フォト二クス研

究部 主任研究員 
 

関 宏之 ネットワークシステム研究所 ワイヤレス信号
処理研究部 主管研究員 

 

大石 泰之 ネットワークシステム研究所 主席研究員  
日本電気	  
	  
	  
	  
	  

濱辺孝二郎 クラウドシステム研究所 所長代理  
佐伯 直人 コンバージドネットワーク事業部 シニアエキ

スパート 
 

加藤 友章 グリーンプラットフォーム研究所 主任研究員  
金子 博昭 NTTシステム事業部 部長  
西 耕二 NTTシステム事業部 課長  

三菱電機 
	  
	  
	  
	  
	  
	  

中川 潤一 コミュニケーションネットワーク製作所 部長 WG2主査 
向井 宏明 情報技術総合研究所 グループマネージャー  
平野 幸男 情報技術総合研究所 専任  
武 啓二郎 情報技術総合研究所 グループマネージャー  
福井 範行 情報技術総合研究所 専任  
有賀 博 情報技術総合研究所 グループマネージャー  
安藤 俊行 情報技術総合研究所 グループマネージャー  

NTT 
	  
	  
	  
	  

吉本 直人 NTT アクセスサービスシステム研究所 光アク
セスシステム PJ プロジェクトマネージャー 
（現：千歳科学技術大学） 

WG1主査、
事務局 

寺田 純 NTT アクセスサービスシステム研究所 光アク
セスシステム PJ グループリーダ 

事務局 

可児 淳一 NTT アクセスサービスシステム研究所 光アク
セスシステム PJ 主幹研究員 

事務局 

谷口 友宏 NTT アクセスサービスシステム研究所 光アク
セスシステム PJ 主任研究員 

事務局 

中川 匡夫 NTT 未来ねっと研究所 ワイヤレスシステムイ
ノベーション研究部 グループリーダ 
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表１－２ 検討会の開催日時等 
開催回 開催日 場所 

第１回 2013年 12月 16日 東北大学東京分室 

第２回 2014年 1月 27日 
早稲田大学グリーン・コンピューティング・システム 
研究機構 

第３回 2014年 2月 17日 
早稲田大学グリーン・コンピューティング・システム 
研究機構 

第４回 2014年 3月 27日 
早稲田大学グリーン・コンピューティング・システム 
研究機構 
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第２章 将来の ICT への期待と課題 
 
２．１節 ネットワークの進化がもたらすサービスイノベーション 

 
	 スマートデバイスの低価格化や企業の BYOD（Bring Your Own Device）により、スマ
ートフォンやタブレット端末の普及が加速している。スマートグリッドや ITS 等が整備さ
れたスマートシティでは、センサネットワークが社会インフラとして重要な役割を担うこ

ととなる。スマートデバイス等のアプライアンス、センサ、マシンなど、あらゆるものが

ネットワークに繋がり、多種多様で膨大なデータがネットワークを介してクラウド上で処

理され、いつでもどこでも必要な情報がクラウドサービスとして提供され始めている。 
	 ウエアラブルデバイスを身に着ければ、自分の健康状態や身の回りの環境が可視化、ス

マート化される日常が当たり前になる日は、もうそこまで近づいてきている。ICT の進化
は、Quality of Life（QoL）を高めるサービスイノベーションや新たな産業の創出など、社
会に大きなインパクトを与えるとともに、安全・安心、医療費やエネルギー消費の削減、

少子高齢化による生産性低下等の社会的課題を解決し、持続的発展可能な「しなやかな社

会」の実現につながるとの共通認識が広がっている。 
	 ネットワーク技術とコンピュータ技術とが相互に影響し、ICT として進化、発展するこ
とで、QoLの向上をもたらすサービスイノベーションにつながることを図２－１に示す。 
ネットワーク技術については、2000年以降、インターネット・プロトコル（IP）やイー

サネットをベースとしたネットワークが、コンピュータのダウンサイズと低価格化により、

急速に社会に浸透していった。これまで、電話網を中心にネットワークを構築してきた通

信事業者がインターネット接続サービスを提供することで、メール、Web、動画等のサービ
スが普及した。現在、ブロードバンド環境を利用した、音楽や映画の配信、ソーシャルネ

ットワークサービス、オンラインショピング、電子商取引など、ユーザにとって利便性の

高いサービス産業が数多く生み出されている。 
	 コンピュータ技術については、大幅なダウンサイジングと低価格化により、一般家庭に

まで、高性能・高機能なコンピュータが普及した。ブロードバンド環境が整い、あらゆる

コンピュータがネットワークにつながると、コンピュータ資源を所有することから利活用

することへとパラダイムが転換し、ネットワーク上のサーバに蓄積されたアプリケーショ

ンやデータをネットワークを介して利用するクラウドサービスが普及している。今後、セ

ンサネットワークから収集された様々なデータがサーバに蓄積され、それがいわゆる Big 
dataとして、ビジネスやサービスに本格的に活用される時代が到来する。 
コミュニケーションの観点から見ると、2000年前後から、概ね５年強で、携帯電話の方

式が進化し、モバイルコミュニケーションの飛躍的発展につながっている。Fiber To The 
Home（FTTH）の普及も進み、ブロードバンドアクセスが多様化している。ICTの進化に
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より、スマートフォンやタブレット PC等のアプライアンス、センサ、マシンなど、あらゆ
るものがネットワークに繋がり、すべてのデータがクラウド上で処理されることで、身の

回りの環境等が可視化、スマート化され、QoL の向上に資するサービスが創出されると期
待される。 
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図２－１ ネットワークの進化がもたらすサービスイノベーション 

 
２．２節 ICT による価値創造 

 
エレクトロニクスや光エレクトロニクスの高性能化と低コスト化により、コストベース

で、アプライアンス、ネットワーク、サーバの性能が飛躍的に向上している。これまでは、

性能や価格の制約で実現できなかった「ICT を活用したアプリケーションやサービス」に
より、新たな価値が創造される時代が到来する。この様子を図２－２に示す。 
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図２－２ ICTによる価値創造 



 
 

12 

以下に示すような情報通信市場の最近のトピックからも、そのような動向を見て取れる。 
l 音声通話、チャット、メール、テレビ電話は、楽天、Facebook、Line等のひとつのア

プリケーションになり、市場価値が低下。 
l FirefoxによるHTML5ベースのスマートフォンやGoogleのモジュール式携帯端末等、

端末の低価格化。 
l IIJの SIM、イオン等のMVNOによる通信費や端末の低価格化。 
l iPhone と連携する車載システム「CarPlay」やスマートフォン連携システムの登場に

よる車の ICT化が進展。 
l Googleがロボット関係企業 8社を買収、ネットワークに繋がったロボットの実現が進

む。 
 

	 図２－３に、情報通信に関連する機器の物価指数の推移を示す（出典： 平成 21年版 情
報通信白書）。図２－２中のグラフに示した、アプライアンスに関してのコスト／性能の低

下傾向があらわれている。 
	 図２－４は、情報通信産業のレイヤ別市場規模の推移である（出典： 平成 21年版 情報
通信白書）。この図から、ネットワークやアプライアンスの市場規模は横ばいであるのに対

し、コンテンツ・アプリケーションレイヤの市場が成長していることが分かる。図２－２

中のグラフに示したように、サービスやアプリケーションによる価値／コストの上昇傾向

があらわれている。 
図２－５には、アプリケーション・サービス（ソリューション）の市場成長を示す例と

して、ワイヤレス M2Mソリューション市場規模の推移予測を示す（出典： 情報サービス
産業白書 2014（日経 BP 社））。クラウドサービスに対して、センサネットワーク等による
「物と物」とがネットワークに繋がることにより生み出されるサービスの市場が、今後、

大きく伸びることを予測しており、あらゆるデータがクラウド上で処理されて、身の回り

の環境等が可視化、スマート化し、QoL向上に資するサービス創出が期待される。 
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図２－３ 情報通信に関連する機器の物価指数の推移 
（出典： 平成 21年版 情報通信白書） 

図２－４ 情報通信産業のレイヤ別市場規模の推移 
（出典： 平成 21年版 情報通信白書） 
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図２－５ ワイヤレスM2Mソリューション市場規模の推移予測 
（出典： 情報サービス産業白書 2014（日経 BP社）） 

 
２．３節 ICT への要件 

 
ユーザ、産業、社会、通信事業者の観点から、それぞれ ICT に求められる要件を図２－

６に示す。東日本大震災を契機に、ICTには、「Resilience」、「Green」、「Smart」、「Secure」
の要件が、社会的要請として強く求められている。 
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図２－６ ICTへの要件 
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２．３．１項 異なるネットワーク要件への対応 

 
上述した ICTの実現には、既存サービスである音声、メール、Webや動画等のマルチメ

ディア情報はもとより、今後、ニーズが高まると予想される多様で膨大なセンサデータを

取り扱うためのネットワーク要件が重要となる。つまり、図２－７に示すような、

「Broadband mobile network」と「Ubiquitous realtime data-handling network」とを同
時に実現できるリジリエントなネットワークアーキテクチャが必要となる。マルチメディ

ア情報を利用するネットワーク環境では、モビリティとブロードバンドが要件となる（図

２－７(a)）。一方、センサーデータを利用するネットワーク環境では、センサネットワーク
からの多様なデータを収集・分析し、必要な時に、適切な人と場所に、データあるいは情

報を届けることが要件となる（図２－７(b)）。 
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(a)                                        (b) 
図２－７ 異なるネットワーク要件への対応 

(a)マルチメディア情報にアクセスできるネットワーク環境（4G、5G）、
(b)センサネットワークからの多様なデータを収集・分析し、必要な時に、
適切な人と場所に、データあるいは情報を届けるネットワーク環境 

 
２．３．２項 多様な無線インタフェースへの対応 

 
	 多様な無線インタフェースに柔軟に対応できることも重要な要件となる。図２－８に、

低速から超高速まで、幅広い通信速度を有する様々な無線インタフェースを示す。これら

のインタフェースを有する無線アクセスに対して、平時はもとより、災害時、緊急時でも

柔軟に対処できるリジリエンスを高めたネットワークが求められる。 
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図２－８ 多様な無線インタフェースへの対応 
 
２．４節 ICT への期待と課題 

 
上述の内容を踏まえ、将来の ICTへの期待と課題を以下にまとめる。 
 

1. ICT を核にして、異分野を融合し、日本の社会課題を解決するサービスイノベーショ
ンの実現。 

2. 人に優しいインタフェースを有するユニバーサル端末と柔軟に多様な無線インタフェ
ースのユーザへの提供の実現。 

3. 既存サービスであるマルチメディア情報と多様で膨大なセンサデータの効率的、経済
的な収容と耐災害性の実現。 

4. 無線データトラヒックの増大に対処するためのビジネスモデルの実現。 
 
	 図２－９に、次世代ネットワークによって実現される「しなやかな社会」のイメージを

示す。持続的発展可能な「しなやかな社会」を実現するには、平時、災害時、緊急時にも

情報とエネルギーを ICT により効率的に流通させる必要がある。そのためには、センサネ
ットワークやモバイルネットワーク等、様々な無線ネットワークとそれを収容する光ネッ

トワークとが、真に融合したリジリエントでセキュアな経済的アクセスネットワークの創

出が極めて重要となる。 
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図２－９ 「しなやかな社会」を実現する次世代アクセスネットワーク 
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第３章 次世代アクセスネットワークの構築に向けたプロジェクトの提案 
 
３．１節 次世代アクセスネットワークのあるべき姿 

 
前章で述べたように、ICTを基盤にして、QoLを高めるアプリケーション・サービス等、

サービスイノベーションによる価値創造が求められている。図３－１に示すように、次世

代アクセスネットワークは、センサ、ロボット、モバイル端末等の多種多様なデバイスか

ら、平時、災害時、緊急時でも、オンデマンドでセキュアに、アプリケーションやサービ

スにアクセスできる環境を提供することが求められる。 
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図３－１ 次世代アクセスネットワークのあるべき姿 
 
	 一方、コアネットワークでは、クラウドコンピューティングの普及により、トラフィッ

ク需要への柔軟な対応を可能とするネットワーク仮想化の技術開発・標準化が進んでいる。

図３－２は、仮想化技術である、ソフトウェア・ディファインド・ネットワーク（SDN: 
Software Defined Network）とネットワーク機能仮想化（NFV: Network Function 
Virtualization）について説明したものである。 

SDN は、パケットのルーティングを司るスイッチを SDN コントローラから集中制御す
るための技術である（図３－２(a)）。Open Networking Foundation (ONF)において、
OpenFlowプロトコルが標準化されているほか、ITU-Tスタディグループ 13においても標
準化が検討されている。NFVは、ネットワークを構成するサーバ、ストレージ、スイッチ、
ルータなどの機器を汎用のハードウエアとして実現するため、従来、個別のハードウェア

として提供されていた各ネットワーク機器機能をソフトウェアで提供する技術である（図
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３－２(b)）。NFVは、ETSI NFV Industry Specification Group (ISG)において標準化が進
められている。 

SDNはデータセンタ内のネットワークとして実装が進んでおり、現在、コアネットワー
クへの適用に関する研究開発が進んでいる。NFVは LTEのコア装置である evolved Packet 
Core (EPC)をソフトウェアアプライアンス化したバーチャル EPC、ユーザ宅内のブロード
バンドルータ等の Customer Premises Equipment (CPE)の機能をネットワーク側にソフ
トウェアとして配備するバーチャル CPE などの検討が行われている。なお、NFV の技術
動向については、４．４．２項で詳述する。 
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(a)                                    (b) 

図３－２ コアネットワークの関連技術動向	  (a) SDN、(b) NFV 
 
	 コアネットワークの仮想化に関する研究プロジェクトとして、VNODE プロジェクトが
ある。VNODEプロジェクトは、独立行政法人情報通信研究機構（NICT）委託研究「新世
代ネットワークを支えるネットワーク仮想化基盤技術の研究開発」(平成 23年～平成 26年)
に含まれるプロジェクトであり、これまでのネットワークでは実現できなかった新サービ

スをユーザに柔軟に提供する仕組みをネットワークのプログラマビリティとして実装する

ものである。これにより、ユーザのネットワーク構築の自由度向上、Over The Topが提供
不可能なサービスの実現、ネットワーク事業者の故障復旧等のネットワーク運用の簡易化

などを実現できる。 
図３－３に VNODEプロジェクトの概要を示す（島野勝弘氏「SDN、NFVの研究開発動

向とフレキシブル NW 実現に向けた取り組み」（第 27回 光通信システムシンポジウム ）
講演資料より引用）。各ノードは、必要な機能をソフトウェアによって実現できる仮想化ノ

ードから構成されている。仮想化ノードにより、プログラマブル高機能ネットワークを構
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築することで、オンデマンドで所望のネットワークをスライスとして提供できる。図中に

例示したように、インタークラウド網、映像配信網、ホーム ICT サービス網など、特徴や
要件の異なるネットワークを仮想化ネットワークとして提供できる。 
 

 

図３－３ VNODEプロジェクト 
島野勝弘氏「SDN、NFVの研究開発動向とフレキシブル NW 実現に向けた取り組み」 

（第 27回 光通信システムシンポジウム ）講演資料より引用 

 
また、最新の研究プロジェクトとして、O3プロジェクトが開始されている。O3プロジェ

クトは、総務省委託研究「ネットワーク仮想化基盤技術の研究開発」(平成 25年)、 「ネッ
トワーク仮想化統合技術の研究開発」(平成 25年～平成 27年)に含まれるプロジェクトであ
り、Organic（有機的）、Optimum（最適化）、Open（オープン性）をターゲットとしてい
る。図３－４に示すように、O3 プロジェクトは、ネットワークにオブジェクト指向の概念

を導入し、 ネットワーク管理制御プラットフォーム技術、ネットワーク設計・構築・運用
管理ソフトウェア技術、仮想化対応ネットワーク装置技術を対象とした研究開発を推進す

るものである。 
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図３－４ O3プロジェクト 
 
３．２節 提案するプロジェクトのねらいとスコープ 

 
	 これまでの ICT では、光ネットワーク（固定系）と無線ネットワーク（移動系）がそれ
ぞれ独立して発展、構築されてきたため、前章で述べた次世代アクセスネットワークとし

て求められる要件に対して、柔軟かつ経済的に対応することが困難である。そこで、図３

－５に示すように、光や無線の伝送媒体に依存化しない通信技術（フルコヒーレント通信）

とネットワークの制御技術に関する研究開発プロジェクトを提案する。本プロジェクトを

早期に立ちあげ、産官学のオールジャパン体制で推進することが重要と考える。本プロジ

ェクトでは、センサネットワークやモバイルネットワーク等、様々な無線ネットワークと

それを収容する光ネットワークを物理層まで仮想化した次世代アクセスネットワークを創

出することで、上記の困難を克服することをねらっている。これにより、コアネットワー

クも含めて、ネットワーク全体を完全に仮想化できるため、平時、災害、緊急時にも、あ

らゆるデバイスから、オンデマンドでネットワーク資源をアプリケーション・サービスに

割り当てる全体最適なセキュアでリジリエントなアクセスネットワークが実現できる。 
 

オーケストレーション／ＯＳＳ・ＢＳＳ

ネットーワーク設計・構築・運用管理ソフトウェア技術

構築ソフトウェア

運用管理ソフトウェア

設計ソフトウェア

ネットワーク管理制御プラットフォーム技術

仮想化対応ネットワーク装置技術

オーバレイ
システム

パケット・光
システム 無線システム

Network
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図３－５ 提案プロジェクトのねらい 

 
	 図３－６は、移動体通信技術の進展と本プロジェクトのスコープとを示したものである。

本プロジェクトでは、2020年頃の導入が想定される 5Gの当初導入技術（New RAT等）の
動向と需要とを勘案し、その技術の発展形である New RANに必要な基礎研究を 2015年か
ら開始し、2025年頃の実用化を目指す。New RANの研究開発では、光と無線の融合に適
した標準化の仕組みづくりも並行して行い、標準化による研究成果のグローバル展開も推

進する。 
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図３－６ 提案プロジェクトのスコープ 
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３．３節 New RAN へのロードマップ 

 
	 図３－７に、現状の RANから、提案プロジェクトのスコープである New RANへのロー
ドマップを示す。現在、国際会議や海外プロジェクトにおいて議論されている RANは、マ
クロセルにスモールセルをオーバーレイ配置し、ブロードバンド化を実現するとともに、

マクロセルで呼制御やモビリティ制御（C-plane）を、スモールセルではデータ伝送(U-plane)
を実現する C-plane と U-plane の分離が検討されている。スモールセルには、3.5GHz 帯
等の低 SHF帯の利用が想定されている[3-1, 3-2]。 
	 スモールセル間でのスループット低下を防ぐために、セル間協調送受信（CoMP: 
Coordinated Multi-Point transmission/reception）技術が重要となる[3-3]。高度な CoMP
を効率的に実現するとともに、スモールセルのアンテナ部の小型化を図るために、複数の

スモールセルのベースバンド処理を一ヶ所で集中的に行う Centralized RAN（C-RAN）ア
ーキテクチャを適用することが検討されている。 
	 さらに、U-planeにおいては、6 GHz以上の高 SHF帯や EHF帯を利用した新しい無線
アクセス技術（New RAT: New Radio Access Technology）によって、スポットセルをオー
バーレイし、一層のブロードバンド化を実現するとともに、ユーザの移動状況や利用サー

ビスに応じて柔軟なセル割り当て（適切な U-plane の割り当て）を実現することも検討さ
れている[3-1, 3-2]。Wi-Fi も取り込み、さらに U-plane を重層化することも検討されてい
る。スポットセルや Wi-Fi に対しては、アンテナ部においてベースバンド処理を行う
Distributed RAN（D-RAN）のアーキテクチャを適用することが想定されている。 
本検討会のスコープである 2025～2030 年の New RAN の周波数帯には、ミリ波からテ

ラヘルツ波までを含む、幅広い周波数領域を対象とし、かつ、センサネットワークの取り

込みをも想定している。センサネットワークは、アプリケーションに応じて様々な形態が

予想される。このような様々な無線アクセスに対して、伝送媒体に依存せず、アプリケー

ションに応じて、オンデマンドでアクセスできる環境を提供するには、物理層までも仮想

化することが重要となる。アクセスネットワークを仮想化することは、障害に対するネッ

トワークの機能と性能の低下の回避や障害からの迅速な復旧を容易に実現することにもつ

ながり、東日本大震災後の課題であるリジリエンスの向上に対する極めて有効なアプロー

チとなる。 
New RANでは、リジリエンスを高めるため、重層的に配備された様々な無線アクセスを、

マルチレイヤネットワークとして運用することで、冗長性を確保し、耐災害性の強化を実

現する。また、災害や緊急時に逼迫したネットワークリソースに対しては、可搬型 ICT リ
ソース[3-4]、アドホックネットワークやプライベート Wi-Fi 等、外部の仮想化されたネッ
トワークリソースを、セキュリティを担保して、仮想化されたネットワークに同化させる

ことで、迅速な復旧を実現する。 
図３－８は、リジリエンスの向上について示したものである。赤破線は現状技術を前提
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とした場合の災害時のネットワークの機能と性能の時間的変化を示している。災害による

機能と性能の低下を最小限に抑えるには、堅牢性（Robustness）と冗長性（Redundancy）
が、災害からの迅速な復旧には、豊富な資源（Resourcefulness）と迅速性（Rapidity）が、
それぞれ必要（4R）であり、４R が実現された場合、青線で示された機能と性能が実現さ
れ、ネットワークのリジリエンスを高めることができる。上述した New RANでは、4Rを
マルチレイヤネットワークと外部のネットワークリソースで実現し、リジリエンスを向上

している。 

図３－７ New RANへのロードマップ 

図３－８ リジリエンスを実現する 4R 
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３．４節 研究開発のロードマップ 

 
３．４．１項 研究開発のロードマップ 

 
	 New RANの実現に向けた研究開発のロードマップを図３－９に示す。New RANの実

現には、「New RAN制御方式」、「媒体無依存化通信方式」、「媒体無依存化デバイス技術」
の３つの主要技術課題に取り組む必要がある。上述したように、媒体無依存化デバイス技

術の基礎検討には時間を要するため、New RAN全体の実証実験は、2020年以降に実施す
る予定である。New RAN の制御方式については、「Resilience」、「Green」、「Smart」、
「Secure」の要件をネットワーク機能として実現できることから、5Gの当初導入技術の拡
張機能として、例えば、2020年の東京オリンピックに、他の研究開発課題に先行して、デ
モンストレーションを実施することを想定している。 
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図３－９ 研究開発のロードマップ 

 
 
３．４．２項 New RAN 制御方式 

 
図３－１０に示すように、New RANの制御方式については、リソースのオンデマンド割

り当てや機能配備のためのアーキテクチャなどを検討する。具体的には、C-plane と
U-planeの分離や U-planeの重層化に対応する 5G当初導入技術（New RAT等）の制御方
式をベースに、これを拡張し、センサネットワーク等を含む様々な無線アクセスに対応す

るとともに、仮想化された外部のネットワークリソースをネットワークリソースにセキュ
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アに同化する技術に関して検討を行う。 
マルチレイヤ制御として、3Gや 4Gのネットワーク、センサネットワーク、テラヘルツ

超高速無線ネットワーク等を重層的なネットワークとして制御することで、「Resilience」
と「Green」が実現される。ネットワークリソース制御及びメディア制御することで、物理
層までを仮想化し、「オンデマンド（Smart）」、「Green」が実現される。ネットワークリソ
ースを同化することで、災害時に喪失または緊急時に逼迫したネットワークリソースを外

部の仮想化されたネットワークリソースでセキュアに補充し、「Resilience」と「Secure」
が実現される。 
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図３－１０ New RAN制御方式 

 
３．４．３項 媒体無依存化通信方式（フルコヒーレント通信方式） 

 
媒体無依存化通信方式（フルコヒーレント通信方式）は、物理層まで仮想化し、コアネ

ットワークを含め、ネットワークを完全に仮想化できる技術である。媒体無依存化通信方

式では、図３－１１に示すように、光あるいは無線を区別することなく、ベースバンド信

号を伝送できる方式を検討する。 
	 具体的には、伝送系設計技術として、光及び無線区間で、コヒーレンスと信号対雑音比

を確保する設計法を実現する。波長ルーティングとして、無線のトラヒック状況に応じて、

ネットワークリソース機能から、オンデマンドに光帯域割り当てを実現する。光配線法と

して、多様なサービス、無線インタフェース、ユーザ利用状況に応じて、柔軟に最適アク

セスを提供できるネットワークトポロジーを実現する。 
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図３－１１ 媒体無依存化通信方式（フルコヒーレント通信方式） 
 
３．４．４項 媒体無依存化デバイス技術 

 
	 媒体無依存化通信方式を実現するには、キャリア周波数が 5 桁も異なる光信号と無線信
号を区別することなく取り扱う必要がある。そのため、超広帯域な周波数変換デバイス技

術が求められる。具体的には、基地局（BS）からの制御信号により、テラヘルツ波、サブ
ミリ波、マイクロ波までの幅広いキャリア周波数に対して、所望のキャリア周波数へ変換

でき、光及び無線区間で十分なコヒーレンスと信号対雑音比を確保できる高効率で歪が極

めて小さい超広帯域ミキサの研究開発を行う。さらに、小型経済化、低消費電力化のため、

種々の光デバイスと電子回路を集積化する技術も重要となる。 
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図３－１２	 媒体無依存化デバイス技術 
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３．５節 提案プロジェクトが社会や産業へ与えるインパクト 

	  
エレクトロニクスやフォトニクスが創り出した光半導体産業により、ICT は大発展をし

て、今日の情報社会を創造した。提案プロジェクトで創出される ICTは、クラウド・ビッグ
データが中心の情報社会の先にある知識を基盤とした高度機能化社会へと産業社会を変革する

原動力となる。図３−１３に、提案プロジェクトが社会や産業へ与えるインパクトを示す。 
提案プロジェクトで研究開発する媒体無依存化技術は、まずは、シリコンフォトニクス

などのデバイスプラットフォームとして実現し、パッケージ等の標準化による低コスト化

を図る。その後、新材料等による光無線融合デバイスとして実現することで、高付加価値

で国際競争力のある新たな部品・材料産業の創出に繋げ、光・電子産業の国際競争力の復

活と強化に貢献できると考える。デバイス技術とネットワーク技術を連携開発することで

実現される次世代アクセスネットワークは、センサ、ロボット、モバイル端末等の多様な

デバイスから、平時、災害時、緊急時でも、オンデマンドでセキュアに、アプリケーショ

ンやサービスにアクセスできる環境を提供できる ICT であり、情報通信産業に大きなイン
パクトを与えるものと考える。 
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図３－１３	 提案プロジェクトが社会や産業へ与えるインパクト 
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第４章 現状技術と技術動向 
 
４．１節 アクセスネットワークにおける通信速度の進展 

 
コアネットワークとアクセスネットワークの通信速度の進展を図４－１に示す。 
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図４－１ 通信速度の進展 
 

モバイルネットワークは、1979年に商用開始したいわゆる 1G（First Generation）と呼
ばれるセルラーシステムから 2G、3Gと進化し、今日では 3.9G（LTE）システムが商用化
されている。2000年代後半に登場した LTEは、4Gへの進化を見据えた技術であり、オー
ル IPネットワークアーキテクチャを採用している。LTEは進化を続け、LTE Release 10
では、複数のキャリアを束ね、広帯域化する技術や、MIMOの高度化によって、最大 1Gbps
以上の伝送速度が可能となっている。 LTE Release 10 とそれ以降のリリース
（LTE-Advanced）である 4Gの高速化には限界があり、高周波数帯での小セル化やMIMO
の高度化などの検討が進められている。 

IEEE802委員会の 802.11ワーキンググループで標準規格化された無線 LANでは、主な
周波数に無線局免許の不要なバンドである IMS（Industrial, Scientific and Medical）バン
ドが用いられる。現時点で最新の規格である 802.11acは、広帯域化のために帯域幅の広い
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5GHz帯のみをターゲットとし、2014年策定された。帯域幅は、最大 160MHzまで拡張さ
れ、256QAMを採用したことにより、最大 2.6Gbpsの通信速度を実現している。周波数利
用効率向上のために、802.11n では、同時に 1 ユーザを空間多重する Single-User MIMO
から、同時に複数ユーザを空間多重するMulti-User MIMO（MU-MIMO）が採用されてい
る。また、802.11acと並行して、近距離高速無線通信用の 802.11adについても標準化され、
高周波数帯を広帯域で利用することで10m程度の近距離であるが最大7Gbpsを実現できる。 

FTTH を実現する光アクセスシステムでは、Point-to-Multi-Point の Passive Optical 
Network（PON）と呼ばれるアーキテクチャを採用している。PONでは、受動素子である
光スプリッタ（分岐数：32 程度）にて、センタ局装置一台で分岐数分の複数ユーザを収容
することを特徴としている。最初の PON 方式は、1997 年の導入された STM-PON
（Synchronous Transfer Mode-PON）で、最大 10Mbpsの速度が提供された。その後、ITU-T
にて 2001年に勧告化された ATMベースの B-PON（Broadband PON）にて 156Mbpsの
速度が、B-PON を機能拡張した GPON（Gigabit-capable PON）、IEEE802.3 にて 2004
年に標準化された Ethernet を用いた EPON（Ethernet PON）により、ギガビット級の
PONが商用化され、日本国内の FTTHシステムの普及に大きく貢献した。 

IEEE802.3では 10Gbpsクラスの 10G-EPONが、ITU-TではWDM技術と組み合わせ
て 80Gbps以上の速度を実現する NG-PON2（Next-Generation PON）が規格化され、高
速化に向けた標準化が進められている。（PON 方式の標準化動向については４．３．１項

で説明する。） 
	 アクセスネットワークでは、有線（光）、無線ともに通信速度が急速に増加しているが、

無線の速度増加率が有線を大きく上回っていることが特徴である。この増加率で通信速度

が増加すると、2025～2030年には、無線と有線の通信速度が同等になることが予想される。
コアネットワークでは、光ファイバ伝送技術としてデジタルコヒーレントが実用化され、

無線信号と同様のコヒーレント変復調方式を光信号にも適用できるようになったため、光

信号と無線信号の差異はキャリア周波数の違いだけとなった。即ち、光と無線を同じ「波」

として扱えれば、前章で述べたように、物理層まで含めたネットワークの仮想化が実現で

き、社会にインパクトを与える ICT技術を創出できる。 
 

４．２節 無線アクセス技術 

 
本節では、無線アクセス技術の動向について述べる。また、5Gに関する海外プロジェク

トの状況についても述べる。 
 
４．２．１項 将来無線アクセスの発展の方向 

 
将来無線アクセスの能力向上にあたっては、多様な要求条件を満たすために、より進化
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した無線アクセス技術やMIMOアンテナ技術の採用による周波数利用効率向上、より高い
周波数帯の採用による周波数帯域幅の拡張、及びより多くの基地局配置による高密度ネッ

トワーク対応といった複数のアプローチを併用する必要がある。また、既存無線アクセス

から将来無線アクセスへの発展においては、図４－２に示す 2つの発展の方向がある。1つ
目は、LTE の継続的発展の方向であり、現在 3GPP において標準化が進められている
Release 12仕様及び改良仕様となる Release 13以降も引き続き LTEにおけるバックワー
ド・コンパチビリティを維持しながら発展する方向である。2 つ目は、LTE とのコンパチ
バリティを必ずしも維持しない新しい無線インタフェース規格に基づく無線アクセス技術

（New RAT）を採用することで、大きなゲイン獲得（高伝送レート化、低遅延化等）を図
る発展の方向であり、使用する無線周波数帯は、WRC15以降の国際的な周波数割り当てを
考慮したものとなることが想定される。 
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図４－２ 将来無線アクセスの発展の方向 

 
 
４．２．２項 5G に関する欧州プロジェクトの動向 

 
欧州のフレームワークプログラム FP7で、2020年頃の 5Gモバイル&ワイヤレスを目指

して METIS (Mobile and wireless communications Enablers for Twenty-twenty 
Information Society)プロジェクトが設立された。本プロジェクトは 2012年 11月に活動が
開始され、2015 年 4 月までの期間（30 カ月）において、欧州のベンダや大学等による 29
団体の参加組織により、技術検討が進められている。METISプロジェクトでは図４－３に
示されるように、既存方式のユーザデータレートの 10～100倍となる最大 10 Gbpsをター
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ゲットとして、低遅延や超多端末接続などもターゲットとして検討を進めている。より具

体的には、表４－１に示される利用シナリオと実現に向けた課題に基づき、技術的検討が

進められている。 
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図４－３ 5Gモバイルに関する欧州プロジェクトの動向 

（http://docbox.etsi.org/Workshop/2013/201311_FUTUREMOBILESUMMIT/04_MET

IS_OSSEIRAN.pdfより） 

 
表４－１	 検討シナリオと技術課題のマッピング 

Scenario Challenge 

Amazingly fast Very high data rate 

Great service in a crowd Very dense crowds of users 

Ubiquitous things communicating Very low energy, cost, and a massive 

number of devices 

Best experience follows you Mobility 

Super real-time and reliable connections Very low latency 

 

４．３節 光アクセス技術 

 
本節では、光アクセス技術の標準化動向について述べる。さらに、光無線融合アクセス
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に関する海外プロジェクトについても述べる。 
 
４．３．１項 光アクセスシステムの標準化動向 

 
	 図４－４に、光アクセスシステムの標準化動向を示す。光アクセスシステムの標準化

は、IEEEおよび ITU-Tにおいて行われている。また、技術フォーラム Full Service Access 
Network Initiative (FSAN)は、これまでに、B-PON、G-PON、XG-PON、NG-PON2の
提案と仕様策定を行い、その結果を ITU-Tに提案している。 
	 1996年に、主要なテレコムオペレータにより FSANが設立され、一般ユーザに展開可

能な経済的な光アクセスシステムとして、Passive Optical Network (PON)の共通仕様化の
検討が開始された。その結果、2001年に、ITU-T標準の B-PON（Broadband PON, G.983
シリーズ）が完成した。B-PONの総帯域（伝送速度）は、上り 155～622 Mbps、下り 622 
Mbps であり、ATM をベースとしたフレーム構成を採用している。2004 年には、次世代
PONタスクグループ（NG-PON TG）を設置し、この中で、2007年前後から、NG-PON1
として、10G 級の PON の仕様検討を開始した。この結果、ITU-T において、2010 年に
XG-PON（G.987シリーズ）が標準化されている。 
	 IEEE は、イーサネットの仕様を策定してきた 802.3 ワーキンググループにおいて、

2001年に、Ethernet First Mile (EFM)という名称のタスクフォースを設立し、 イーサネ
ットフレームを転送する光アクセスシステムの検討を開始した。その結果、2004年に、上
り下りともに 1.25 Gbpsの伝送速度を有するイーサネット PONシステム（1G-EPON）が
IEEE Std. 802.3ahとして完成した。ITU-Tでも、2004年に、上り 1.25 Gbps、下り 2.5 Gbps
の伝送速度を有する G-PON（G.984シリーズ）を標準化し、イーサネットを含む多様なク
ライアント信号のカプセル化が可能な GEM（G-PON Encapsulation Method）を規定して
いる。2006年には、10G-PHYタスクグループを設立し、10G-EPONの検討を開始、2009
年に IEEE Std. 802.3avとして、10G-EPONの標準化を行っている。この後、2010年に
は、IEEE 1904.1ワーキングループが設立され、1G-EPONおよび 10G-EPONのサービス
レベルでの相互接続性を確保するための仕様（SIEPON: Service Interoperability of 
EPON）に関する検討が開始された。SIEPONは、2013年に完成している。	  
	 IEEE 1G-EPON、10G-EPON、および、ITU-T B-PON、G-PON、XG-PONは、すべ

て、ユーザ間の多重アクセス方式に時分割多重アクセス方式（TDMA: Time Division 
Multiplexing）を採用しているが、2012年前後から、FSANで、TDMAに波長多重（WDM）
を組み合わせた NG-PON2 の仕様検討が開始された。NG-PON2 では、2.5～10 Gbps の
TDMA チャネルを 4～ 8 波長多重した TWDM（Time and Wavelength Division 
Multiplexing）を基本仕様とし、さらに、各 ONUが波長ペアを占有する PtP WDM（Point 
to Point WDM）をオプション仕様として、検討が進められている。G.989シリーズとして、
2015年前半に標準化される見込みである。 
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図４－４ 光アクセスシステムの標準化動向 

 
４．３．２項 光アクセスシステムの光デバイス動向 

 
図４－５に光ネットワークの伝送速度の進化と光デバイスの動向を示す。アクセスネッ

トワークの伝送速度は約 5年遅れで、コア・メトロネットワークに追従している。 
コア・メトロネットワークでは大容量化を実現する技術として波長多重（WDM）技術、

多値化技術が導入され、現在では 100Gbpsの信号伝送が主流になりつつある。400Gbps伝
送を実現するために、16QAM 技術の導入が有力視されており、将来の 1Tbps 信号伝送に
はナイキストWDM技術の適用が検討されている。 
コア・メトロネットワークの光源としては、柔軟な WDM を実現するために、送信波長

を自在に変化できる 波長可変光源（ITLA）が必要である。また、100Gbps 以上では、波
長多重に加えて多値化技術が導入され、光源の狭線幅化の要求が高まっている。将来の

1Tbps 級伝送の実現には、波長間隔をさらに狭くする必要があり、波長のゆらぎを高精度
に制御した高精度 ITLAが必要となる。変調器については、変調特性の良好な LN (LiNbO3) 
変調器が優位性を確保してきたが、今後は、小型化や、光源との集積化が可能な化合物変

調器や安価なシリコン変調器がキーデバイスの一つになると考えられる。波長合分波器は

PLC (Planar Lightwave Circuit)や空間フィルタが主流であるが、小型化・高密度化の観点
から化合物やシリコンの合分波器に置き換わっていくと考えられる。  
	 アクセスネットワークにおいては、コア・メトロネットワークほどの伝送速度を必要と

しないが、コストに対する要求が厳しく、パワースプリッタにより分岐した光ファイバ網

	

������ ����� ���� ����

��������
��

�����

�����	�
��������

	

	������	�

	



 
 

35 

を使用し、時分割多重アクセス（TDMA）技術によりポイント・トゥ・マルチポイント通
信を行う PON技術が適用されてきた。今後、大容量化が進むにつれコア・メトロネットワ
ークと同様にWDM技術が導入され、2030年頃には波長数 100波、波長間隔 25GHz以下
の Super DWDM-PON の登場が予想される。WDM-PON においては、保守・運用の観点
から、送信波長だけでなく受信波長も自在に変化できる波長無依存 ONU（カラーレス
ONU）が必要となる。 
	 アクセスネットワークに用いられる光源としては、DFB-LDや EMLが主流である。EML
では 25Gbps の伝送速度が実現されており、DFB-LD でも、直接変調で 25Gbps の伝送速
度が達成されつつある。受光素子である PDについては、25Gbpsの伝送速度が実現されて
おり、導波路型 PDでは 40Gbpsで良好な特性が得られている。近年、化合物やシリコン変
調器、合分波器の研究により、それらの特性が大きく改善され、今後、LDや PDとの集積
化が進むと考えられる。Super DWDM-PONでは 100波以上の光信号が 25GHz以下の間
隔で配置されるため、100波の DFB LDと化合物合分波器をモノリシック集積したデバイ
スや DFB LDとシリコン合分波をハイブリット集積したデバイスが登場すると考えられ、
集積化技術が注目されている。 

図４－５ 光ネットワークの伝送速度の進化と光デバイス動向 

 

 

４．３．３項 光無線融合アクセスに関する欧州及び米国のプロジェクトの動向 

 
光無線融合アクセスに関する欧州プロジェクトの動向として、図４－６(a)と(b)に、それ

ぞれ、 ACCORDANCE (A Converged Copper-Optical-Radio OFDMA-based Access 
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多値化・ 多重化に対応
し た集積化技術が進展
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2025
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化合物/シリ コン合分波器
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Network with high Capacity and flexibility)と COMBO (Convergence of fixed Mobile 
BrOadband access/aggregation networks)の概要を示す。ともに、欧州のフレームワーク
プログラム 7（FP7）のプロジェクトである。 

ACCORDANCEは、直交周波数分割多重アクセス（OFDMA）技術を光／無線／メタル
線の区間に共通的に用いることにより、これらのネットワークのコンバージェンスを目指

した取り組みであり、2009年にプロジェクトが開始された。コンバージェンスに向けたア
ーキテクチャと経済的な伝送方式を主なスコープとしている。アテネ大学、ドイツテレコ

ム、アルカテルルーセント（ドイツ）、テレフォニカらが参画している。 
COMBOは、2013年に開始したプロジェクトで、レガシーシステムを含む Fixed Mobile 

Convergence (FMC)を目標としている。Next-Generation Point of Presence (NG-POP)を
キーワードとして検討が進められる予定である。オレンジ（フランステレコムグループ）、

テレフォニカ、ドイツテレコム、NTT ドコモ欧州研究所、エリクソン、アルカテルルーセ
ントらが参画している。 
米国において、NSF（National Science Foundation）からの資金的支援のもと、ジョー

ジア工科大学とペンシルバニア州立大学との連携で設立された研究開発センタ COWA
（Center of Optical Wireless Application）の概要を図４－６(c)に示す。光無線融合に関し
て、通信方式、ネットワーキング技術、イメージング、リモートセンシング等をスコープ

に研究開発に取り組んでいる。産業界からは、エアバス、ボーイング、コーニング等が参

画している。 
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(a)                                    (b) 

(c) 

図４－６ 光無線融合アクセスに関する欧州及び米国のプロジェクトの動向 
(a) ACCORDANCE、(b) COMBO、(c) COWA 
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Center Director, from the
Pennsylvania State University, and Dr.
G-K Chang (right), the Center Co-
Director of the Georgia Institute of
Technology.

Latest&News&from&COWA

The next COWA meeting is scheduled for May 21 to 23, 2014 at Penn State University.
COWA at CES in Las Vegas!
COWA in the News: Optical wireless may be the answer to dropped calls, and more...
communicating by light could help ease worsening spectrum crunch by David Pacchioli.
Go to more News items!
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Current&Industry&Members

   

   

 

 

About&the&NSF

The National
Science Foundation
(NSF) is the
leading
government agency
that sponsors research in multi-
disciplinary science and
engineering fields. NSF's
Directorate of Engineering
(Industrial Innovation and
Partnerships) and Directorate of
Computer & Information Science
& Engineering collaborates on
establishing Industry/University
Cooperative Research Centers in
new technology areas.

Through various phases of
funding, I/UCRCs, NSF
facilitates a forum for academia
and industry to join their forces
together in investigating
fundamental fields in science and
engineering. The I/UCRC on
Optical Wireless Applications has
been endowed with an NSF grant
to promote promising optical
wireless research through an
exchange of future visions
between universities and
industries, which is imperative for
its establishment.

Video Link to the 
NSF I/UCRC Program
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４．４節 ネットワークオペレーション/アーキテクチャ 

 
本節では、ネットワークオペレーション/アーキテクチャの技術動向として、マルチドメ

イン無線制御と ETSIで検討されているネットワーク機能の仮想化について述べる。 
 
４．４．１項 マルチドメイン無線制御 

 
将来無線アクセスシステムにおけるセル構成として、エリアを構成するセル（マクロセ

ル＝カバレッジセル）と、容量を向上させるセル（小セル＝キャパシティセル）の 2 種類
でエリアを構成することが検討されている。キャパシティセルでは、高周波数帯対応小セ

ルや Wi-Fi スポット等の従来セルラとは異なるスポットセルも加味したセル群が検討され
ている。本セル構成において C-plane はカバレッジセルのみで提供され、U-plane は移動
状況や、ユーザの求めるサービスに応じて、キャパシティセルもしくはカバレッジセルに

て提供される。カバレッジセルとキャパシティセルへの無線リソース割り当ては、各セル

の無線的な特性と、制御に必要なユーザ状況の推定方法に大きく依存する。ここでは、高

周波数帯、および Small cells の周波数帯がマクロセルで用いられている周波数帯（2GHz
や 800MHz等）より高く、エリア半径はより小さいという前提での割り当てポリシー例を
図４－７(a)に示す。同図に示される割当てポリシーにより接続先を制御することで、小セ
ル＝キャパシティセルへの積極割り当てによる制御信号量増大等のデメリットを回避でき

る。更に、図４－７(a)に加えてネットワークのリソース割り当て状況のフィードバックも
加味した割当て制御の例を図４－７(b)に示す。移動機からの接続要求（もしくは、接続中
セルより高無線品質のセルが見つかった場合）において、移動状況と必要サービスを鑑み

てカバレッジセルとキャパシティセルへの割り当てを行い、どのキャパシティセルに接続

するかについては、図４－７(a)のポリシー案にて割当て先を選択する。ユーザの移動状況
の推定精度、サービスの特定方法、ネットワークリソース状況のフィードバック精度によ

って制御効率は変化するが、システム全体としての効率向上が期待できる。 
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(a) ポリシー適用例 

(b) 無線制御の一例 

図４－７ マルチドメイン無線制御 
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４．４．２項 ネットワーク機能仮想化（NFV）に関する技術動向 

 
（１）	NFVの目的とコンセプト 
 
多様な専用装置を組み合わせることによって実現されていたネットワークサービスを、

汎用のサーバ・ストレージ・ネットワーク機器、仮想化技術・クラウドコンピューティン

グ技術、および、サーバ上で動作するソフトウェアを組み合わせることによって実現しよ

うとする Network Functions Virtualization (NFV)に関する検討が、 European 
Telecommunications Standards Institute (ETSI)において、通信オペレータを中心に行わ
れている（図４－８）。NFVの実用化により、通信オペレータは、設備コストの低減による
CAPEXの低減、クラウドコンピューティング領域で適用されている自動化技術の導入によ
る OPEX 低減、新規ネットワークサービスの迅速な開始、サービスに対する投資利益率の
改善等が期待できる。 

BRAS

Firewall

PE Router

Load Balancer

WAN 
Accelerator

Session Border 
Controller

IDS/IPS

P/S-GW

Web Application 
Firewall

Carrier Grade 
NAT

DPI

CSCF

Classical Network Appliance Approach

Standard High Volume 
Ethernet Switches

Standard High Volume Storage

Standard High Volume Servers

Orchestrated, 
automatic & 
remote install

Virtual Network Functions
(Virtual Appliances)

V V V V V

NFV Approach

 
図４－８ Network Functions Virtualization (NFV) 

 
NFV において、ネットワークサービスを提供する場合、論理計算・論理ネットワーク資

源の割り当てを受ける。具体的には、論理計算資源は、仮想マシンであり、論理ネットワ

ークは、仮想ネットワーク技術により実現された論理リンクである。ネットワーク機能は

ソフトウェアとして実装されており、割り当てられた論理計算資源上で動作する。仮想マ

シン間の接続は、論理リンクによって確立される。単一のネットワークサービスを構成す

るために、任意数の論理計算・論理ネットワーク資源を組み合わせることができる（図４

－９）。 
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図４－９ NFVにおけるネットワークサービスの実現 
 
（２）	C-RANの仮想化 
 

ETSI NFVが 2013年 10月に NFVの適用例をまとめた文書[4-1]では、ユースケース#6
として無線基地局の仮想化を挙げている。従来、無線基地局は独自のプラットフォーム上

で実装され、開発・導入や運用のライフサイクルが長くなっていたが、一部の機能を汎用

IT サーバ上で実現することで、省資源化・省電力化、運用・管理の容易化、開発期間の短
縮を図ることができる。 
従来の RANは、最大負荷時に対応できるリソースを基地局毎に配置する設計となってい

るため、通常運用時の基地局のリソース使用率は低い。これに対し、図４－１０のように、

基地局を Baseband Unit (BBU)と Remote Radio Head (RRH)に機能分離し、多数のセル
に対して BBU を集中的に配備した Centralized-RAN(C-RAN)のアーキテクチャを採用す
れば、異なるセル間で、リソース共有・動的リソース割当を行い、より効率的なリソース

利用を実現することができる。従来型アーキテクチャの無線基地局においても RAN仮想化
による恩恵は得られる。しかし、C-RANアーキテクチャで論理計算資源をハードウエアか
ら分離することによって、より仮想化の意義が発揮されるようになる。よって、RANの仮
想化はほとんどの場合 C-RANアーキテクチャとの組み合わせで論じられる。 
このような基地局の仮想化をおこなうにあたっての技術課題としては、1) 無線の信号処

理のリアルタイム性の確保、2) Software Defined Radio (SDR)による複数の無線規格への
対応、3) 信号処理資源の動的な割り当て、4) 仮想化された BBU pool間の相互接続、5) 物
理層のアクセラレータと汎用サーバのインタフェースの仮想化または API の定義、および
6) 隣接する基地局間のハンドオーバ性能の確保、が挙げられている。 
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図４－１０ 集中 BBU Poolを用いた LTE RANアーキテクチャの進化 
 

ETSI NFVでは、10以上の PoC(Proof of Concept)チームが結成され、ネットワーク機能
仮想化の実証に向けて活動を進めている。RAN 仮想化について、PoC チーム「C-RAN 
virtualization with dedicated hardware accelerator」が結成された[4-2]。C-RAN (Cloud 
RAN)の評価を目的としており、基地局の仮想化のフィジビリティ評価、ソフトウェアベー
スの基地局の性能評価を進めている。この PoC試作を通じて、RAN仮想化のエコシステム
の成熟の加速を図る。 
本 PoCチームには、オペレータの China Mobile、通信装置ベンダーの Alcatel-Lucent、

OS・ハイパーバイザーベンダのWind River Systems、半導体ベンダーの Intelの 4者が参
加している。Mobile World Congress 2014(2014/2/24～28@スペイン バルセロナ)にてデモ
が実施された。最終報告書は 2014/7/31までに ETSI NFV ISGに提出される予定である。 

PoCシステムの概要は次の通りである。C-RANの実現と、TD-LTEだけでなく GSMの
仮想化を汎用プラットフォーム上に実装する。このため、基本的にはモデムサーバとコン

トロールサーバと呼ぶ二種類のサーバを用いる。モデムサーバは主に TD-LTE の L1 の一
部と L2プロトコルを仮想マシン上で実現する。無線信号処理の厳しいリアルタイム要求を
満たすため、高速フーリエ変換や高速逆フーリエ変換、チャネルコーディングのような部

分的な物理層の処理に専用ハードウェアアクセラレータを用いる。一方、TD-LTEの L3と
GSMプロトコルはコントロールサーバに実装する（図４－１１）。 



 
 

43 

 
図 ４－１１ 仮想化 C-RAN PoCのネットワーク構成 

 
PoC システムの性能を評価するため、二つのシナリオが用意されている。ひとつ目のシ

ナリオは、同一プラットフォーム上での複数の RAT(Radio Access Technology)の動作の実
証である。特に、GSM と TD-LTE を仮想マシンで実現し、同時運用を実証する。2 台の
GSM端末で音声サービスを実証しながら、2台の商用 TD-LTE端末で TV電話の実証を行
う（図４－１２）。２つ目ののシナリオは、サービスの中断が起こらない LTEの L3のライ
ブマイグレーションの実証である。 
	 上述したように、現状の仮想化の対象は基地局の論理層の処理であり、基地局の計算リ

ソースの共有による CAPEX低減、OPEX低減（省電力化など）をスコープとしている。 
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図４－１２ デモシナリオ 1の構成 
 
 
４．５節 次世代アクセスネットワークに必要なデバイス技術 

 
本節では、次世代アクセスネットワークの構築に向けて必要となるデバイス技術の動向

をまとめるとともに、技術課題や今後の方向性について述べる。具体的には、媒体無依存

化技術として重要となる超広帯域周波数変換デバイスとして、単一走行キャリアフォトダ

イオード（UTC-PD）およびグラフェン・ミキサについてその技術動向、課題、方向性につ
いて述べる。さらに、実用化の鍵となる集積化技術についても述べる。 
 
４．５．１項 デバイス技術 

 
伝送媒体に依存しない通信方式を経済的かつ低消費電力に実現するには、光信号と無線

信号をそれぞれベースバンド帯で変復調する信号処理を省略できる、超広帯域なキャリア

周波数変換デバイスが必要になる。具体的なデバイスとしては、以下のようなものが考え

られる。 
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・光無線周波数変換ミキサ 
・光無線多値度変換器 
・光フィルタ 

 
さらに、種々の光デバイスおよび電子回路を集積化することで、小型経済化を実現する

ことが重要となる。図４－１３に、上述したデバイスとその実現アプローチを示す。 

 

図４－１３ New RANに必要なデバイス技術と実現アプローチ 
 
光信号に比べて、無線信号には高い周波数安定度が求められるため、光信号の周波数を

安定化し、複数のチャネルに対応するための周波数可変機能を備えたデバイス（光信号周

波数安定化・可変デバイス）も必要となる。具体的なデバイスとして、以下のようなもの

が考えられる。 
・光位相同期ループ（光 PLL） 
・光コム 
・狭線幅レーザ光源 

 
代表的な無線通信システムに要求される周波数安定度を表４－２に示す。1550nm帯の光
源において要求される周波数安定度は、1×10-9～1×10-12程度である。 
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表４－２	 無線通信システムの周波数安定度 

規格 周波数帯 チャネル幅 周波数安定度 

（無線周波数

帯） 

周波数安定度 

（光周波数帯） 

IEEE 802.11ac 

（無線 LAN） 

5.17～5.71GHz 20～80MHz ±20ppm 

(=±114kHz) 

±5.9×10-9 

IEEE 802.11ad 

（無線 LAN） 

57～66GHz 2.16GHz ±20ppm 

(=±1.32MHz) 

±6.8×10-9 

LTE 

（移動通信） 

1.5～2.1GHz 帯

等 

1.4～20MHz ±0.1ppm 

(=±210Hz) 

±1.1×10-12 

 

４．５．２項 UTC-PD 

 
無線と光を相互に変換するためのデバイスとして、光から無線への橋渡しには、通常、

フォトダイオードやフォトコンダクタ―が用いられる。いずれのデバイスも光によって半

導体中に生成された電子・正孔ペアの動作が、動作帯域の他、飽和出力電流、変換効率と

いった基本性能を決める。 
UTC-PD とは、Uni-Traveling-Carrier Photodiode を略したもので、単一走行キャリア

フォトダイオードと呼ばれているものである。このフォトダイオードは、現存するフォト

ダイオードとして、上記の３つの性能を最も高いレベルで満足するものとして位置づけら

れ、これまでに様々な改良型が提案されている[4-3]。図４－１４(a) に示した層構造は改良
型 UTC-PDの一例で、光を吸収する p型半導体（正孔が多数キャリア）層と真性(アンドー
プ)半導体層、高電界を印加して電子輸送を加速する半導体層（光を吸収しない）の 3 つの
層が、光によって生成されたキャリアの動作に寄与する。 
同図(b)は、これまでに報告されているフォトダイオードの出力と周波数との関係をプロ

としたものである。UTC-PD は従来の典型的なフォトダイオードである pin-PD の 2 桁、
フォトコンダクタの 1桁を超える出力が得られていることが分かる。10µWのラインは、近
接、近距離無線に十分な出力レベルである。 
同図(c)は、典型的な 300GHz帯の UTC-PD からの出力特性である。100µW オーダーが

得られているが、光電流として 10mA 程度必要である。これ以上は、発熱の影響で出力が
飽和する前に素子が破壊するため、最近の研究では、放熱（ヒートシンク）性の良い基板

にウエハボンディングなどの技術を用いて、出力を上げることが検討されている。また、
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入射光に対する光電流への変換係数（受光感度 A/W）を上げることも重要であり、現状で
は、光導波路とフォトダイオードを集積化した構造のものが最も効率が高い[4-4]。また、
最終的には、電波としていかに効率的に空間に放射させるかがポイントであり、同図(d)に
示すような平面アンテナとの集積技術が鍵となる。 

UTC-PD を含めた今後の光―無線変換デバイスの研究開発において重点化すべき課題は
以下のとおりである。 
 
１） 高出力化に向けたフォトダイオードの発熱対策のための集積、実装技術 
２） 高出力化に向けたフォトダイオードアレー化技術[4-5] 
３） フォトダイオードとアンテナとの集積技術（アンテナアレーも含む）[4-6] 
４） 高変換効率化に向けた光導波回路との集積技術 
５） フォトダイオードと RFアンプやミキサデバイスとの集積化技術 
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４．５．３項 グラフェン・ミキサ 

 
次世代アクセスネットワークでは、複数の異なる波長の光信号が多重化された波長多重

（WDM: Wave Division Multiplex）信号から、任意の１つの波長成分の信号を取り出し、
テラへルツ周波数帯に周波数変換する機能が重要となる。これを実現するには、WDM信号
から任意の１つの波長をフィルタリングして１つの波長を取り出した後に、その光信号を

テラヘルツ帯に周波数変換する方法と、WDM信号をテラへルツ無線周波数帯に周波数変換
し、テラへルツ周波数帯に変換された周波数多重信号から任意の１つの周波数をフィルタ

リングする方法とがある。前者は、機能的には上述した UTC-PDのフォトミキシング機能
によって実現できるが、UTC-PD の周波数応答限界によって、テラへルツ周波数帯での実
現は困難を伴う。一方、後者では、テラへルツ信号に対する周波数可変フィルタ機能の実

現が重要となるが、THz 領域で動作するフィルタデバイスは実現されていない。そこで、
このテラヘルツ領域で動作する信号処理デバイスとして、グラフェンを適用した各種デバ

イスの検討が進められている。 
炭素原子が六員環構造をなす単層シートであるグラフェンは、線形分散かつバンドギャ

ップレスという特異なバンド構造を有し、電子・正孔の質量喪失、巨大キャリア移動度、

半整数量子ホール効果などの特異な電子物性を発現する[4-7]。A. Geimらと P. Kimらのグ
ループによって 2004 年にグラフェンの単離に成功[4-10~4-14]して以来、電界効果型トラ
ンジスタ(Field Effect Transistor: FET)のチャネル材料への導入を中心とした電子デバイ
スや光電子融合デバイスなどの夢の材料として一気に研究が活発化している[4-9, 4-10]．特
に、電子デバイスとしてトランジスタへの応用を想定すると、速度性能の観点からグラフ

ェンは極めて魅力的な材料であるが、開発に際してはギャップレスなバンド構造に起因す

るスイッチング動作の困難さ、熱的・化学的・機械的に安定なキャリアドーピング技術の

欠如、キャリアドーピング欠如に伴う高いオーミック接合抵抗、さらには、グラフェンと

反応性が低くかつ良好な界面を形成できるゲート絶縁膜堆積技術（ゲートスタック技術と

呼ばれる）など、解決すべき課題は多い。課題山積にも関わらず、最近ではいくつかのブ

レークスルー技術が開拓され、高速トランジスタ応用への研究は加速の一途を辿っている。

グラフェンの高速・高周波性能に着目した RF応用として、グラフェンチャネル FETによ
るミリ波帯ミキサが開発されている[4-11]．FETの高周波性能がミキサ性能に直接反映され
るため、今後のグラフェンチャネル FETの高周波性能改善に期待がかかる。 
グラフェンのギャップレスなバンド構造は、赤外線はもとよりテラヘルツ波に対しても

バンド間遷移によるフォトン吸収を可能とする。グラフェンをフォトミキサのような光・

電子相互作用による機能デバイスとして動作させる場合、その量子効率は光学吸収率に律

速され、原子一層分の厚みしかないグラフェンにおいては約 2.3%と極めて低い。しかしな
がら、工学的製法によって得られる非バーナル(non-Bernal)な（グラファイトとは異なる）
積層様式による多層化グラフェンにおいては、積層数分だけの吸収係数の向上が実現でき
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る。あるいは、光速に比して２桁程度遅く、いわゆる“遅波”の性質を有するプラズモン

（二次元電子集団の集団粗励起に伴う電荷疎密波の振動量子）を介在させることによって、

量子効率は桁違いに改善でき、デバイスとしての工学的応用が現実的となり得る。 
半導体による光検出素子の基本構造としてよく知られる p-i-n接合構造をバンドギャップ

レスなグラフェンに適用する場合、バンド間トンネリングによる不要電流損を抑制するこ

とが重要であり、接合のスロープを十分に緩慢にすることが重要である。それを可能とす

る構造として、一般的な電界効果トランジスタ（FET）構造を基本として、独立した２つ
のゲートをそれぞれソース電極、ドレイン電極に接近（あるいはオーバーラップ）して設

置し、両ゲート間隔を十分に取る構造が有効である（図４−１５） [4-12]。一方のゲート電
極には正バイアス、他方には負バイアスを印加し、その直下のチャネル内におのおの電子、

正孔を静電誘導すれば、中間領域には真性領域が形成される。ドレイン－ソース間に負バ

イアスを印加することで、一般的に p-i-nフォトダイオードと等価なフォトン検出機構が得
られる[4-13]。 

2次元電子系へのグラフェン導入効果は、プラズモン共鳴に対しても極めて有効に機能す
る [4-14]。従来、シリコンの低い電子輸送特性では、100 nm級のゲート長において優位な
プラズモン共鳴を得ることが難しく、電子輸送特性に優れる化合物半導体を用いらざるを

得なかった。しかし、グラフェンチャネルが実現できれば、2 次元プラズモン共鳴は InP
系材料よりも数十倍高い共鳴強度を実現しうると予測される。プラズモン共鳴を利用した

三端子電界効果トランジスタ（FET）型デバイスは、プラズモンが有する流体力学的非線
形応答により、電磁波の放射や整流検波、あるいは周波数変換などの信号処理機能を実現

できる（図４−１６）。 
グラフェンの光波・THz 波に対する上述した応答特性より、光通信波長帯の二光波混合

信号から THz-LO信号を生成し、かつ、THz入力信号と生成した THz-LO信号から IF信
号を生成する THzミキサ機能をグラフェンチャネル FET（G-FET）単一素子によって実現
できる（図４－１７(a)）。言いかえれば、光電子融合処理による THz ダブルミキシング処
理が実現できる。図４−１４に示したエミッタ(a)，検出器(b)は、デュアルゲート FET構造
を基本とし、いずれの構成においても、ゲート電極の一方もしくは両方に RF信号（例えば
LO信号）を重畳入力すれば、RF直接変調機能付 THzエミッタ、ならびに光・RFミキサ
として機能する。また、光波・テラヘルツ波検出器において、光波入力を光ミキシング光

とすることにより、差周波成分に相当するビート信号成分を出力させる光･THz波ミキサと
して機能する。 
このグラフェンチャネル FET（G-FET）を用いた光ミキシング機能の原理検証実験が報

告されている[4-15]。使用した G-FETは DLC（ダイアモンドライクカーボン）をゲート絶
縁膜とするチャネル長 6µm、電流遮断周波数 fT～4 GHzの単一ゲート型素子である。報告
によれば、LO信号生成用には差周波数を 112.5 GHzに設定した光通信波長帯 CWレーザ
二波混合光を G-FET基板裏面より照射し、サブ THz信号には 125 GHz搬送波を 1 GHz
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で振幅変調した信号を G-FETのゲート電極に印加している。fT～4 GHzの高周波特性に乏
しい G-FETにもかかわらず 112.5 GHzのフォトミキシング、ならびに、125 GHz帯入力
に対する 12.5 GHz IF出力のミキシングが実現されている（図４－１７(b)）。本結果より、
G-FET 真性チャネル領域ではグラフェン本来の優れた電子輸送特性が得られていること、
グラフェン固有の課題である極めて高いオーミック抵抗、アクセス抵抗によって、真性領

域の優れた電子輸送特性・高周波応答性能が大きく阻害されていることが確認できる。今

後、G-FET高周波特性の改善によって、真の THz波ダブルミキシングの実現が期待される。 
グラフェン・ミキサの高性能化においては、グラフェン自体の高品質化、上述したトラ

ンジスタデバイス・プロセス技術の向上とともに、革新的な性能向上を果たす新しい動作

原理の導入とそれを可能とする新しいデバイス構造の開拓が求められている。トンネルバ

リアをグラフェンで挟んだグラフェン二重層キャパシタ構造をコアシェルとして、両側に

ゲートスタック構造を付加したグラフェンヘテロ接合構造が高効率なフォトミキサ・光検

出・変調・レーザ機能を果たすプラットフォームとして提案されている（図４−１７(c)参照）
[4-16~4-19]。グラフェン二重層キャパシタに直流バイアスを印加すると、バイアス印加で
静電的に電子もしくは正孔がドープされた n 型グラフェンと p 型グラフェンがフェルミ準
位のシフト（バンドオフセット）を伴ってトンネルバリアを挟んで対峙する。この状況下

でゲートバイアスを印加することで、バンドオフセット量を制御できる。感応したいテラ

へルツフォトンエネルギーにバンドオフセット量を合致させると、テラへルツフォトンの

吸収によって両グラフェンの間で共鳴的に量子力学的トンネル効果が現れ、グラフェン二

重層キャパシタにトンネル電流が流れる。一方、各々のグラフェン内では、キャリア濃度

とグラフェンのサイズで定まる特定周波数でプラズモン共鳴が生じる。このプラズモン共

鳴周波数と共鳴トンネルをアシストするテラへルツフォトンの周波数とを整合させること

によってテラへルツ電磁波に対する巨大吸収が得られる。さらには、プラズモン自体の非

線形な特性によって、テラへルツ電磁波に対する整流作用が得られ、吸収したテラへルツ

電磁波の電力に比例した直流光起電力がグラフェンキャパシタに出力される。すなわち検

波信号が出力されることになる。もしもテラへルツ電磁波に”0”, “1”のようなデータがコー
ディングされていれば、プラズモンの高速応答性能ゆえに、光起電力としてベースバンド

信号にデータ信号が変換できる。これは、テラへルツ帯のミキサのみならず、チューナブ

ルなテラへルツフィルター機能さらにはフィルタリングした特定波長のテラへルツ搬送波

にコーディングされたデータを選択的にベースバンドにダウンコンバートする、いわゆ

る”Drop”機能を実現できることを意味している。今後の研究開発に期待がかかる。 
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図４－１５ デュアルゲート FET 構造によるグラフェン p-i-n 型光検出器。バンドギ
ャップレスなグラフェンは光波もテラヘルツ波も等しく吸収できるので、テラヘルツ検出

器としてもフォトミキサとしても機能する。 

  

 (a)  (b) 

図４－１６	 	 デュアルゲート型グラフェンチャネル FETのテラヘルツ帯機能デバイス応
用例。(a)プラズモン不安定性を利用したテラヘルツ電磁波放射素子（エミッター）、(b)プラ
ズモン光整流作用を利用したテラヘルツ電磁波検出素子。いずれも同一素子構造ながらバ

イアス印加条件によって複数の機能を選択的に実現できる。 
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(a) 

(b)                                   (c) 

(d) 
図４－１７ グラフェン・ミキサ	 (a) テラヘルツ帯 RF信号をフォトミキシング

LO（ 光波）

RF（ミリ波，
THz波） IF

光波 f1 光波 f2

グラフェンによる
超高速ミキサ技術

G-FETによるミリ波ミキサ
試作例とベンチマーク

O. Habibpour et al., IEEE T-MTT 61, 841(2013).
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-チューナブルTHz-Add/Drop

V. Ryzhii et al., submitted.
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で生成したテラヘルツ帯 LO信号と混合（ミキシング）し、IF信号として周波数変換・出
力する。右図は 125 GHz搬送波に振幅変調データ信号が重畳された RF入力をフォトミキ
シングで自己生成した 112.5 GHz LO信号で 12.5 GHz帯に IF信号として変換・出力する
際の動作ブロック図。(b) グラフェンチャネル FETによるミリ波ミキサの開発例とベンチ
マーク[4-15]。(c) G-FETによる(b)図のダブルミキシング実験例 [9]。G-FETのカットオフ
周波数（4.8 GHz）よりもはるかに高い周波数帯での動作実証例であり、G-FET周波数特
性改善による変換利得向上が期待される。(d) グラフェン二重層キャパシタコアシェルとゲ
ートスタックからなるグラフェンヘテロ接合構造体とそのフォトンアシスト共鳴トンネル

効果ならびにグラフェンプラズモン共鳴効果の二重共鳴現象によるテラヘルツ検出感度の

劇的改善効果[4-17]。 
 
 
４．５．４項 集積化技術 

 
	 光デバイスに求められる機能（発光、変調、増幅、受光）の集積化技術は、通信機器の

小型・経済化を実現する技術として重要である。本項では、光デバイスの集積化技術につ

いて、技術動向と次世代アクセスネットワークに適用する場合の課題、および今後の方向

性について述べる。 
	 図４－１８に示すように集積化技術は、化合物半導体材料によるモノリシック型、シリ

コン材料によるモノリシック型、およびハイブリッド型があり、それぞれ一長一短がある。 
	 化合物半導体材料によるモノリシック型は、光源／受光部として使用される化合物半導

体により光回路を形成し、変調器の他、波長合分波等のパッシブ回路までを集積する。全

ての機能を 1 チップに集積することにより量産性に優れる。また、光源も含めて集積化す
るため小型化が期待できる。一方で、超多波長光源の集積を実現するためには、歩留が課

題となり、さらなるプロセス開発が重要である。 
	 シリコン材料によるモノリシック型は、シリコンによる光源／受光部、変調器と、波長

合分波等のパッシブ回路を 1 チップに集積する。ロジック回路やデジタル信号処理回路、
電子ミキサ回路など、光電子集積が可能となるため小型化も期待でき、量産性にも優れる。

また、CMOS 標準プロセス技術を活用できることから低コスト化が可能である。一方で、
高効率光源の実現おいて現状では未だ研究途上にあるため、さらなる研究開発が肝要であ

る。 
	 ハイブリッド型は、光源を化合物半導体材料とし、パッシブ回路にシリコン／シリカ系

材料を使用するもので、変調器は化合物半導体もしくはシリコンによって形成される。こ

の集積形態では、各機能の組み合わせが可能であることから、個別機能の最適化が容易で

高性能化および大規模回路化が可能である。また、CMOS 標準プロセス技術を活用できる
ことから低コスト化も期待でき、さらに光電子集積による小型化も可能となる。一方で、
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シリコン基板上への光源の高効率結合が課題で、高精度実装が要求される。 
通信に適用する上での集積化技術の全てに共通する課題は、受信光波長可変の実現であ

り、解決策としてコヒーレント／位相ダイバーシティの技術開発、もしくは光チューナブ

ルフィルタの実現が必要になる。加えて、低消費電力化も課題であり、アサーマル化が解

決策として重要になる。 
	 今後の目指すべき方向性としては、図４－１９に示すように、小型化を目的とした光源

／受光部および光合波器の高密度集積化、さらには光合分波の低損失化ならびに低消費電

力化の実現が挙げられる。2030年頃の Super DWDMアクセスに向けては、高密度な帯域
チャネルと整合性のとれた波長制御、低消費電力化にマッチしたアサーマル光源／光回路

の実現が重要となる。 
 

 

図４－１８ 集積化技術 

図４－１９ 集積化技術の方向性 
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	 図４－２０に現状の実現例として、シリコン材料系ハイブリッド集積によるアクティブ

光ファイバケーブル用光電子回路を示す（米 Luxtera社）。電気・光配線を CMOSプラッ
トフォームに一体化し、4個のマッハ・ツェンダ変調器により、4 ´ 10Gbpsで動作する光
送信機能を備える。さらに、導波路型 Ge PD と受光用 IC も集積しており、送受信一体の
光電子回路を実現している。 
 

 

図４－２０ シリコンハイブリッド集積例（米 Luxtera社） 
 

Super DWDMの実現には、レーザ光源の集積数を 100個以上に増やしながらも小型な光
電子回路で光送信機能を実現することが鍵となる。各レーザ光源と変調器の駆動電力を小

さくし、さらに素子機能をアサーマル化させることで消費電力の低減を図ることも重要で

ある。また、光受信機能に関しては、低コストでの受信光波長可変を実現する必要があり、

光・デジタル信号処理機能を集積した小型光電子回路によりコヒーレント／位相ダイバー

シティを実現する技術を開発すること、もしくは、アサーマルで動作する低消費電力光チ

ューナブルフィルタを実現することが鍵となる。 
 
 
４．６節 スマート社会に向けた関連技術動向と方向性 

 
本節では、スマート社会に向けた関連技術動向と方向性について述べる。はじめに、ス

マート社会を支えるセンサネットワーク技術に関して、その技術動向を述べる。次に、次

世代アクセスネットワークの適用が重要となるエネルギーインターネット制御ネットワー

クの技術動向について述べる。さらに、次世代アクセスネットワークを基盤としたスマー

ト社会の姿について述べる。 
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４．６．１項 センサネットワークによる環境の可視化、スマート化 

 
近年、様々なシステムがネットワーク化されている。例えば、ビル設備の監視・制御を

行うための BEMS(Building  Energy Management System)や、その家庭版ともいえる
HEMS(Home Energy Management System)がある。また、全国の気象情報を観測してい
る地域気象観測システム (AMeDAS , Automated Meteorological Data Acquisition 
System)や、大きな地震の発生をいち早く知らせる緊急地震速報システムなども広く知られ
ている。 

BEMS は、ビル・エネルギー・マネージメント・システムという名の通り、ビル設備の
監視・制御を行うためのシステムとして発達してきた。セキュリティとしてのドアの施錠

管理、照明の一括消灯などに加え、オフィス内の環境(温度、人の有無等)を監視し、空調や
照明等の運用を制御することで省エネルギー化を実現している。かつてのビル管理システ

ム は 各 社 の 独 自 仕 様 で あ っ た が 、 米 国 の ECHELON 社 が LonWorks( 後 に
ANSI/EIA709.1-Bとなる)を提案し、マルチベンダ化に道を開いた。ただ、予め設計が必要
で、柔軟な変更が可能とは言いがたいものであった。 
今後、ビル内においては、センサ等の柔軟な設置など、容易なカスタマイズ化が求めら

れる他、既存ビルへの適用を容易にするための仕組みが求められる。また、ビルの外にお

いては、ビル単体にとどまらない地域全体での連携が期待されている。 
HEMSは BEMSの家庭版であるが、当初は制御というよりも、エネルギーの見える化に

重点がおかれていた。その後、エアコンによる空調制御や照明制御など、住まいの電気を

自動制御する例も出てきた。例えば、電気を使用している時、IHクッキングヒーターの火
力を抑えることや、エアコンを 30分後に自動的に節電運転する等が可能となっている。ま
た、プラグインハイブリッド車（PHV）や電気自動車（EV）との連携を想定した例も出始
めている。 
家庭には、ビルの設備と異なり、様々なメーカの家電製品が存在する。HEMS の利便性

を享受するためには、それらの家電製品を制御する必要があるため、制御用の共通規格が

必要となる。現在、HEMS の規格統一に向けた様々な活動がある。欧米では、通信プロト
コルとして SEP(Smart Energy Profile)が推進されてきた。SEPは IEEE802.15.4/ZigBee
の HEMS向けのプロファイルの一つとして策定され、現在のバージョンは SEP1.xである。
次期規格として、欧州では KNXの策定が進められ、米国では SEP2.0の策定が進められて
いる。 
一方、日本では ECHONET-Lite(エコーネットライト)という規格を独自に策定した。

ECHONET-Liteは HEMS向けの規格であり、日本国内の家電メーカが中心となって 2011
年に設立されたエコーネットコンソーシアムで策定された。従来の ECHONET(エコーネッ
ト)ではハードウエアの仕様も規定していたが、ECHONET-Liteでは通信処理部のみの規定
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としている。さらに、無線通信方式として IEEE802.15.4/ZigBeeも対象となっている。 
今後、対応機器の普及が必要であると同時に、海外規格との融合・連携を進める戦略が

重要である。また、家庭内の省エネルギー化にとどまらない、地域全体での連携を行うス

マートグリッド等の取り組みが期待されるとともに、PHV や EV、蓄電設備等との連携に
よるピークシフトや、災害時に向けた備えなど、安心・安全な生活を送るための仕組みづ

くりが待たれる。 
センサ技術では、小型化、高感度化が進み、今までは連続測定が困難だったデータの連

続測定が比較的容易に出来るようになってきた。例えば、人体に関しては血圧や体温、脈

拍などのバイタルデータが該当する。 
従来、大規模な測定器で得られた測定値を人手で入力していたのに対し、小型化と省電

力化によるウェアラブル化が進み、常時連続測定が可能となる。データの読み取りに関し

ても、Bluetoothや ZigBeeなどの PAN(Personal Area Network)技術の進歩により、自動
化が進みつつある。 
健康に関するバイタルデータを流通させるための規格としては、コンティニュア・ヘル

ス・アライアンスが定めたコンティニュア設計ガイドラインがある。コンティニュア・ヘ

ルス・アライアンスは、パーソナル・ヘルスケアの質的向上のために、健康機器や医療機

器のデジタル化促進と通信規格の統一を目標に設立された。国内では医療機器ベンダーか

らテクノロジーベンダーまで、多様な企業が参加している他、海外ではインテルや IBM、
グーグルといった企業も参加を表明している。 
コンティニュアでは、慢性疾病管理、予防的な健康管理、高齢者の自立生活を 3 つの対

象領域と捉えている。日常生活で得られたデータを蓄えることで、日常の健康情報の可視

化が可能となる。蓄えられたデータを元に、定期的に医師あるいは保健師等の遠隔指導を、

TV電話を介して受けるサービスも始まりつつある。 
今後は、測定機器の更なる小型化、省電力化が期待されるとともに、収集したデータの

活用方法が課題となる。 
上述したように、個々の事象をネットワーキングすることは実用化されつつあるものの、

まだまだ限定的である。今後、複数の情報を、広範囲に連携させることがますます重要と

なってくる。さまざまな事象を広範囲に連携させることで、今まで顕在化しなかったもの

が可視化され、効率的な把握と制御が可能となる。センサネットワークとクラウドコンピ

ューティングの情報処理ネットワーク環境の向上により、様々な環境の可視化やスマート

化が期待されている（図４−２１）。 
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図４－２１ センサネットワークによる環境の可視化、スマート化 
 
４．６．２項 ユビキタスセンサ（計測センサ）の方向性と重点技術 

 
ユビキタスセンサネットワークにおいては、いつでも、どこでもセンサを取り付け、所

望のデータを任意に収集することが理想である。近年、ビルや工場、橋やトンネルなどの

構造物の劣化モニタのニーズが高まりつつあるが、現状では、実験的取り組みや一部のフ

ィールドを除き、無給電で、シビアな環境で動作するセンサネットワークは実用化されて

はいない。 
ユビキタスセンサネットワーク実現において、以下に述べる、センサユニット、通信、

電源の 3つの要素がキーとなる（図４−２２）。 
(a) センサユニット 
	 センサ素子としては様々な小型素子が出てきており、部品単体としてはコインサイズが

実現され始めている。しかしながら、通信や電源までを含めたセンサユニットとして考え

た場合、常時センシングには、ラップトップサイズのユニットになってしまう。 
	 今後、任意の場所に置くことを考えると、腕時計サイズあるいはコインサイズへの小型

化、さらなる低消費電力化が望まれており、その実現にはMEMS技術の適用が鍵となって
いる。 
(b) 通信 
	 センサユニットの設置は、新規の構造物に限らない。つまり、任意の、広範囲な場所へ

の設置が求められている。有線で繋げられるところではそれが望ましいが、有線環境は常

に得られるとは限らず、設置の容易性を考えると、無線による接続が望ましい。 
	 無線による通信方式としては、免許が不要であることから、現在、携帯電話網、特定小

 ���!������!�
����$����

�'5(062(+��"+390,7*7)#%&��!���

������
��	������

��������������

�����
���	������� 	
8	�� +390)4.1�

���/9-� ��/9-�



 
 

59 

電力、Wi-Fi、ANT+、Bluetooth、ZigBee が主に使われている。場所、目的、必要とする
通信距離と通信速度、消費電力、周辺のノイズ環境などを考慮して、上記の通信方式から

最適な方式が選択されている。 
	 最大の課題は電源確保である。データ送信の頻度が高く、かつデータ量が多くなれば、

消費電力は多くなるが、頻度が少なく、かつデータ量を少なくすれば、消費電力は少なく

て済む。ANT+、Bluetooth、ZigBee においては、小さなデータ量を送信間隔 1 回/分程度
とし、電池駆動で数年間の動作が可能となっているが、ほぼ連続的にデータを送信すると、

電池容量にもよるが、電池駆動で数日間の動作が限界である。 
	 橋の劣化診断など想定した場合、設置からしばらくは、ほとんどデータ送信を行わない

が、経年劣化を境に、データを連続して送るケースがある。また、巡回によるデータ収集

では、読み出し側からの問い合わせに答えれば良いといったケースも想定される。このケ

ースでは、パッシブな動作が適している。なお、短い通信時間でなるべく多くのデータを

返すためには、広帯域化が有利となる。 
	 上記の用途では、通信部分に、広帯域化、耐ノイズ性、パッシブ性が求められるととも

に、通信部分の低消費電力化が望まれる。 
(c) 電源 
	 現在実用化されているセンサネットワークのセンサ部分において、一部、太陽電池など

を使っているものの、基本的には商用電源や定期的な電池交換で電源を確保している。長

期的なメンテナンスフリーを想定すると、一次電池を使わない自立電源が必要である。設

置場所の自由度を向上するには、環境エネルギー発電、特に、小型化に寄与するMEMS技
術による発電技術が必要となる。 
現状では、実験的取り組みや一部のフィールドを除き、無給電で、厳しい環境下で動作

するセンサネットワークは実用化されていない。今後は、そのような環境で動作するセン

サネットワーク実現に向け、センサユニットの MEMS 技術による小型化・低消費電力化、
通信部分の耐ノイズ・パッシブ応答無線設計技術、電源のMEMS技術による環境エネルギ
ー発電技術の研究開発が重要となる。 

図４－２２ ユビキタスセンサ（計測センサ）の方向性と重点技術 
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４．６．３項 エネルギーインターネット制御ネットワーク 

 
世界で人口 100万人以上の都市の数は 450あり、2050年までに都市居住は 63億人にな

り、世界人口に占める都市居住者の割合は 72％になると予測されている [4-20]。また、大
都市には大企業の本社が集積しており、日本ではフォーチュングローバル 500 [4-21]の日本
企業全 62社のうち、約 70％の 45社の本社が東京都内に立地している。従って、大都市に
住む多数の住人の生活や企業活動を支えるエネルギーインフラストラクチャ―としての都

市部の電力供給網は信頼性が高く、安定であり、災害に強くなければならない。日本では

東日本大震災以降、電力網等の社会システムのリジリエンス（Resilience）向上が焦眉の課
題になっている。 
また、地球温暖化防止とエネルギーの自給自足率の向上に向けて太陽光発電機や風力発

電機などの再生可能エネルギー源の大量導入が求められている。一方、これらのエネルギ

ー源は発電出力が気候により大きく変動するので、既存の電力配電網に多数接続された場

合の需給バランス調整、配電網の電圧調整など課題を解決する必要がある。また、世界で

電力の小売りの完全自由化が進められており、様々な規模で電力を供給する事業者が参入

し易い電力配電網である必要がある。例えば、電力取引市場で Distribution System 
Operator (DSO)や Aggregatorが配電網内で発生しているネガワット（Negative Watt:余剰
電力）を集めて、必要としている企業や工場に融通することが容易な電力配電網構成にす

ることが望ましい。 
	 上記の電力網に対する要求に応えるため、電力網は地域の電力会社の発電機を頂点にし

てユーザに電力が供給される集中・単方向の電力網から、インターネットの様な分散・双

方向型のエネルギーインターネットと呼べる電力網に変えることが望ましい。最近、エネ

ルギーインターネット構想の提案がなされている[4-22~4-24]。それらは電力網と情報通信
網を緊密に連携させた Cyber-Physical System (CPS)となっている[4-25]。特に、米国から
提案された FREEDM [4-22]では、コンセプトの提案だけでなく、電力網と情報網のインタ
フェースになるキーデバイスと言える、Solid state transformer（SST）が提案されており、
注目されている。SSTは双方向絶縁型 DC/DCコンバーターをコアの回路として、両サイド
に AC/DCコンバーターと DC/ACコンバーターを備えている多機能電力変換器である。上
位グリッドの 7.2kV配電網に接続して、下位グリッドに DC 400Vや AC 120 V/240 Vを供
給すると共に、下位グリッド内に自然再生エネルギー源や蓄電池をもつことにより、上位

グリッドから切り離された自律運転も可能にしている。最近、SiC等の材料を用いたパワー
デバイスの高エネルギー密度化、高速化が進展しており、10kHz と言う高い周波数で交流
の電圧変換を行うことにより、変圧器の大きさを小型にできるので、SST の機能の小型化
や低コスト化が期待される 
	 エネルギーインターネットは「エネルギールータ」、「多機能電力変換器（上記 SST に相
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当）」、及び「半導体遮断機」の３つの装置により構成されている。これらの装置は通信イ

ンタフェースを具備しており、アクセス系の光ファイバ通信網や無線通信網を介して相互

に通信すると共に、地域をカバーするエネルギーインターネット全体を制御する中央制御

装置と通信を行っている。次世代アクセスネットワークを活用した自律分散協調型のエネ

ルギーインターネットとサービス基盤のフレームワークを図４－２３に示した。 
	 制御対象である物理層について説明する。配電変電所からの電力が多機能電力変換器と

エネルギー・ルータを介して中央の AC 6.6 kVのループ型の配電網に供給されている。こ
の配電網にはエネルギー・ルータと多機能電力変換器（SST）を介して、同じく AC 6.6 kV
のループ型のバスを共有する下位グリッドとDC 400Vのループ型のバスを共有する下位グ
リッドが接続されている。それぞれの下位グリッドは発電機をもっており、自律運転が可

能である。需給バランスを調整しながら、中央の配電網の周波数と電圧を規格内に維持す

るには、異地点に存在する複数の多機能電力変換器とエネルギールータはリアルタイムに

相互通信しながら、電力流を制御する必要がある。また、配電網内で短絡事故などが起き

た場合には、事故の発生を検知して、個所の同定と遮断を速やかに行う必要がある。この

ため、事故検知機能をもつ半導体遮断器も相互通信する機能をもつ必要がある。 
	 このシステムは物理層である電力網とその制御を行うサイバー層が緊密に連携するサイ

バー・フィジカルシステム[4-25]となっている。電力網のリアルタイム制御は電力網の状態
を把握するためのセンシング情報収集プロセスから始まる。具体的には電力網に遍在する

多数のセンサから電流、電圧の振幅と位相を集める。次に、リアルタイム情報処理プロセ

スとして、センシング情報から制御対象の周波数や電圧を予測計算すると共に、予測に基

づいて、最適な電力フローの決定を行う。また、短絡事故の有無やその個所を同定する計

算と分析を行う。最後に、制御指令発出プロセスとして、最適な電力フローを実現するた

めエネルギールータ、多機能電力変換器、及び遮断器に指令を送る。次世代電力網制御で

は、リアルタイム性を強く求めない制御プロセスもある。スマートメーターで測定された

個々の家庭の電力消費量、電力設備のモニタリング情報、或いは電力消費量と関連する環

境情報などの収集と活用プロセスである。これらはデーターベース化されて予測や電力設

備の維持計画に使われる。これらはリアルタイム性よりも経済性を求められる制御プロセ

スである。従って、電力網を構成するエネルギールータ、多機能電力変換器は基本的に双

方向通信機能を必要とするが、高い信頼性と低遅延の通信が必要な制御と低信頼だが経済

的通信が必要な制御に分類される。 
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図４－２３ 次世代アクセスネットワークを活用した 
エネルギーインターネットサービス基盤 

 

図４－２４ エネルギーインターネット制御ネットワーク 
 

エネルギーインターネットの中核をなすエネルギールーター（４分岐）とその制御ネット

ワークを図４－２４に示した。6.6 kV配電網の分岐先ノードには多機能電力変換器（SST）
が接続されている。SSTは AC 6.6 kVを DC 400Vに変換する。この DC400Vをバス線と
して、DC/AC 変換で家電製品などの負荷に電力を供給したり、双方向 DC/DC 変換で蓄電
池の充放電を制御する機能をもつ。更に、電力変換器を介して DC400V のバス線に太陽光

mn`kek`�x�

rxon`iff`x�

n��}�}�z����`���}�`��z��`�

mn�
kk�x«ll�x�

t}�z`w��z�`�}�}�z����

y��|`���}�`�}�}�z���� �̀

tpun�

hftxm�

tpun�

tpun�

tpun�

tpun�

tpun�

tpun�

tpun�

pv�

pv� pv�

pv�

pv�

pv�

I[�

W\E�\�¦\1� ¡§�§��:\X¦\�2PX�

?C�& ��

]K�4�

6!#%�

*U51/��
�&A"���

�
�
��

)Y��
	


��

\�]K�

�@M-�J�

�@���
$��

�dwuw�

�dwuw�

�dwuw�

�dwuw�

�dwuw�

�¥�¥��
 ��Z�

N	6!¦8� ��

\���$�b���jac�

��$��
:�

]D�¢¥���$��
¨�0'jfr��fejr�©�

�&A"�_RV($��
\�E��\�N	��
�,;6!<L$��

£�¤��  ��
�7.H�

]K�F�

6!�F�

_�^¦�S�Q�� ��^¦B3;Q��

_�^¦�S�Q��
¨S�ªg`��©� ��^¦B3;Q��

�
�


��

�G�

\�1Q�§���=�
�T9��O�N	�
�

��>;�

tpun`bt����d~��{����`p�}{���{`u��}�`n���}��}�`c`�

pq`bp�}���`v���}�c`�

`�dwuw`bs��}����}��`w}��{��|�{���`u��}�`w���{�c`�

�dwuw�

�dwuw�

mn`kek`�x�

¡§�§��� ��+�

%����'#�

��$-��
�

.!����
��	��

�XEGV �̀
QG]JT�����

���)��
'#�

HU\I`\`P �̀

O_N_K�
S`PWLRT�

�
���
WLRT�

 �����
	�WLRT�

a(�e=100µ:b�

[F\PGZ�
��Y^TM\�

fWLRT,d14/;9/2054/6<;7:�
�"?*�+�e18:@*�+��DAa�"be=c0>:�
�
C�XEGV`QG]JT�����
�"?*�+�e38:@*�+��DAa�"be=1gh�
����	��&B	�(�e=100>:�

AC 6.6 kV   �
DC 400V   �

AC 100V/200V   �

�����
��	
�����



 
 

63 

パネルや風力発電機を接続することができる。多機能電力変換器の役割を 6.6 kV配電網と
の関係で整理すると、双方向の電力フロー制御、力率調整、無効電力発生による電圧調整

などがある。また、6.6 kV 配電網から遮断されても多機能電力変換器以下の下位グリッド
は自律運転が可能である。配電網の各ノードに多機能電力変換器が接続されているとする

と、全ての多機能電力変換器は協調動作して、配電網における需給バランスを調整し、周

波数と電圧を規格内に維持する。 
図４－２３に示した地域のエネルギーインターネット全体で電力の需給バランスを維持

するには、異地点にある複数のエネルギールータが協調動作を行う必要がある。各ノード

における電流と電圧の振幅と位相差を検出して、各エネルギールータの phase-shift 
modulation (PSM)制御に反映させる必要がある。そのためには各エネルギールータの制御
モジュールの時刻同期を高精度に行う必要がある。この制御ネットワークの有力な候補は

アクセス系の光ファイバネットワークである。既に、時刻同期プロトコルである Precision 
Time Protocol (PTP) Boundary Clock (BC) 機能を実装した時刻同期対応集合型メディア
コンバータ(MC)を用いたシステムで光ファイバの長さに依存せず 100 ns 以下の時刻同期
精度が達成されている[4-26]。光ファイバを高電圧の電力変換器制御に用いると電気的絶縁
性、雷撃耐性、及び電気的雑音耐性で優れた特性が期待される。リアルタイム制御と制御

データの圧縮を狙ったリアルタイム制御プロトコルの実装が重要になる。 
 

図４－２５ エネルギールータと SST間の制御階層 
 
エネルギールータと SST 間の制御層の概要を図４－２５に示す。制御層はソフトウェア

層、プラットフォーム層、物理層で構成されている。物理層はパワーデバイスと電流・電

圧センサよりなる電力網と相互通信のための有線又は無線の通信路よりなる。プラットフ
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ォーム層の制御 OS はソフトウェア層と物理層の連携を担う。SST のソフトウエア層には
Power flow Controlのための計算機能と Fault Identification機能があり、エネルギールー
タには Power consumption prediction機能、Available resource management機能及び
Power flow Controlのための計算機能がある。この層での計算結果は相互に共有される。
Power consumption prediction機能は制御対象の状態を管理する中で、履歴を持つことに
より期待される時間内にフィードバックが帰らない場合でも履歴により学習した結果で状

態を予測し、制御指令を出すことが可能となる。電力消費の予測制御対象の状態を管理す

る中で異常値が出た場合、これを処理する機能をソフトウェア層が持つ。SST は電圧、位
相の調整が可能であるため、系統電圧が規定値からずれた場合に補正を行い、一定に保つ

役割を果たす。 
	 有線と無線のハイブリッド通信網によりリアルタイム性が確保されており、光ファイバ

ネットワークの帯域保障の機能や異常時による優先度の変更の機能を持ち合わせている。

このような定義により、大規模なシステムを構築した際にも共通の OSによりプラグアンド
プレイなパワーデバイスの追加・除外が容易になる。 

図４－２６ エネルギーインターネット制御階層 
 
	 地域のエネルギーインターネット全体の中央制御ユニットとエネルギールータ制御ユニ

ットとの制御階層関係を図４－２６に示す。中央にあるのが全体制御ユニットである。シ

ステム全体に対して制御対象のモデルを組み込むことで計算を行い、ACネットワーク内の
各ノードの周波数や電圧を一定に保つように制御を行う。また、各ルータを分散協調制御

してシステム全体の中で電力の受給バランスを管理する。他の機能として、故障個所の検

出、分離がある。例えば、落雷の影響によりネットワーク内で短絡が起きた場合、短絡電

流の流入方向等の情報をいち早く解析し事故箇所を同定する。この時、相互コミュニケー

ションにより被害を最小にすべく、半導体遮断機を制御し、短絡箇所をネットワークから
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切り離す。その際切り離された箇所の下位系統には給電されないが、SST は再生可能エネ
ルギー源や蓄電池と接続されているため、この下位系統は自律運転モードになる。 
	 中央制御ユニットと各エネルギールータ制御ユニット間の制御シーケンスを図４－２７

に示す。異地点にあるルータ位置の電圧・電流の振幅と位相が周期的にセンシングされて、

通信路を介して全体制御ユニットに集約される。全体制御ユニットはこれらの収集したデ

ータに基づいて最適潮流計算を実施し、各ルータに制御コマンドを発出する。各ルータは

この制御コマンドを受けてフロー制御を実施する。その結果、各ブランチの電力フローが

変化し、過渡現象を経て定常状態になったら電圧・電流をセンシングして結果をその結果

を全体制御ユニットに返す。実際には、制御系は離散的な論理時間を用いているので、タ

イミングの不一致による待ち時間や通信におけるデータの衝突回避のために待ち時間が加

わる。これらの遅延要因を圧縮するには、各機能ブロックがもつクロックが高精度に同期

していることが重要である。アクセス系の光ファイバを用いた経済的な手法で 20 km圏内
で 100 ns 以下の誤差で時刻同期する技術が報告されている[4-26]。制御に関わるセンシン
グデータやコマンドデータを送るパケットサイズは 20 byte程度である。各制御ユニットは
前述した高精度時刻同期技術を用いて同期したクロックを有しており、一連の制御シーケ

ンスはこのクロックに基づいて行われる。 
	 図４－２７から分かる様にこの制御シーケンスの 1サイクルが要する時間は次式になる 

 
Time required for one control cycle  
= [ communication delay ] ×3＋[ Calculation time]+ [ signal processing time ] ×6 + 
Latency (communication latency, interrupt latency, etc.) 

 
1 サイクル時間は同期精度が 100 ns 以下で時刻同期して Latency を圧縮すると、
communication delay、Calculation time、及び signal processing timeをそれぞれ 1 ms
とすると約 10 msとなる。現在の電力変換器は系統側の瞬時電圧低下時においても運転継
続できるように、数 10 msの時間が動作可能なエネルギーバッファとしてコンデンサを持
っている。しかもこのコンデンサは電力変換器の体積のうち 3～4割を占める。電力変換器
の変圧器やインダクターはパワー素子の高速化やゲート駆動制御回路の高精度化で小型が

進むので、電力変換器全体の小型化にはコンデンサの小型化が重要になってくる。例えば、

上記の制御サイクル時間を 1ms に出来ると、過渡的な電圧変動等を複数のエネルギールー
タによる協調制御により、エネルギーバッファとしてコンデンサを 1/40に圧縮できる。従
って、今後、次世代アクセスネットワークにおいて通信遅延を 100μs以下まで短縮できる
と[4-27]、現在の電力網の設計を根本から変革し、災害に強く高効率、簡単にエネルギー融
通できるエネルギーインターネットを実現できるので、極めて大きなインパクト有する。 
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図４－２７ エネルギーインターネット制御シーケンス 
 
４．６．４項 スマートシティの基盤となる次世代アクセスネットワーク 

 
	 都市やそこに住む人々の生活環境は変化し続ける。まず、都市を建築する段階、次に、

都市の設備が整って人々の生活の充実を目指す段階があり、その先には、人々が都市に長

く住むことで新たに発生する課題を乗り越え、都市を再構成する段階がある。世代を超え

て都市生活のクオリティを確保し続け、都市が環境にも人にもやさしい存在であり続ける

ためには、それぞれの段階で発生するさまざまな課題に柔軟に対応し、都市自身が進化す

ることが必要である。そのためには、都市と人々の暮らしの将来にわたる変化に、先回り

して対応できる仕組みが必要である。つまり、「ある時点での最適な都市を設計して構築す

る」のではなく、都市の要素をつなぎ連携させる中で、状況や変化をセンシングして将来

を予測し先手を打って対応する「将来にわたる変化に柔軟に対応できる仕組み」の提供を

目指すことが必要になる。 
	 都市の将来にわたる変化に柔軟に対応するためには、変化し続ける都市の形態やインフ

ラ、人々の暮らしや動きなどのそれぞれを互いに連携させる必要がある。都市の要素を「人」

「交通・物流」「情報」「エネルギー」の 4 層に整理し、それぞれをネットワークでつない
で連携させることにより、現状の正確な把握や将来の変化の予知予測を可能にし、都市の

進化とそこで生活する人々を支援することができる。「交通・物流」「情報」「エネルギー」

の連携に加え、「人」のニーズ反映や「人」への働きかけを行い、人と社会がつながる都市

を実現する（図４−２８）。 
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図４－２８ 基盤都市となる 4つのネットワーク層 
 

	 スマートシティにおいては、「人」「交通・物流」「情報」「エネルギー」の 4層のネット
ワークが連携することで、これまでの ICTでは困難であった様々なソリューションの実現
が可能になる。例えば、車車間通信をすることで自動車の走行支援ソリューションを実現

し、M2Mのセンサ情報の収集、分析をすることで物流品質トレーサビリティやコンテナ貨
物トレーサビリティのソリューションを実現する。また、農業センサによる定点観測や端

末等を活用した移動観測とデータのノウハウ化により生産性・品質の向上や流通の安定化

を実現できる（図４−２９）。 
	 このように、それら各領域の、そして街全体の状況・変化をセンシング、将来を予測し

て先手を打って対応する「将来に亘る変化に柔軟に対応できる仕組み」を提供することで、

都市の進化と調和しながら人と都市を支え、環境と共生し、安心・安全で永続性のあるス

マートシティが実現できる。 
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図４－２９ 4つのネットワーク層が連携することによるソリューション例 
 
４．６．５項 ヒューマンセントリック ICT 

 
	 図４－３０は、コンピューティングモデルの変遷を示したものである。コンピューティ

ングは、メインフレームの時代に始まり、当初コンピュータは生産性の向上に利用されて

いた。この時代をコンピュータセントリックの時代と呼ぶこととする。その後、コンピュ

ータはネットワークと融合し、クライアント・サーバに代表されるネットワーク・コンピ

ューティングがビジネスプロセスに革新をもたらした。そして、インターネットの出現と

普及は、ネットワークセントリックな時代を加速させていった。今後、コンピューティン

グは、生活、企業活動、社会基盤などの中に埋め込まれ、人の活動を支援するヒューマン

セントリックな時代へと変わって行くと考えられる。この時代では、人々が ICT などの最
新のテクノロジーを活用してイノベーションを生み出し、新たなビジネスやサービスを実

現し、豊かな社会を築いていくことが期待される。このような予想に基づき、2020年以降
においても、クラウドとモバイルの融合が進み、知の創造と行動支援を行う新しい社会へ

と発展するヒューマンセントリック ICTの時代が続いていくと考えられる。 
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図４－３０ ヒューマンセントリック ICTの時代へ 
 

	 図４－３１は、ヒューマンセントリック ICTのサービスイメージを示している。インタ
ーネットが普及し、コンピュータ上の仮想空間であるディジタルワールドが出現し、さら

にスマートデバイスの登場で、人々は、いつでもどこでもハイスピードなモバイル通信で

ディジタルワールドに繋がることができるようになる。人の活動や、社会の大量データが

リアルタイムに収集され、ディジタルワールドのコンピューティング・パワーで分析され、

そこから新たな知見が創出される。新たな知見は、サービスに応じてリアルタイムにフィ

ジカルワールドにフィードバックされ、人々の判断や行動を自然にサポートする。サービ

スの例として、災害予測や体感共有、自動運転、スマート市民サービスなどが挙げられる。

このように、フィジカルワールドとディジタルワールドが相互に影響を及ぼしあいながら、

ヒューマンセントリックな ICTサービスが提供される。 
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図４－３１ ヒューマンセントリック ICTのサービスイメージ 
 
４．６．６項 スマート社会 

 
	 スマート社会は ICT を活用して、安心で快適な環境を実現する社会であるといえる。つ
まり、CO2 削減や環境負荷の低減を進め、様々なサービスを享受できるシステムが構築さ

れている社会である。この考え方は、ICT を活用してエネルギーを有効活用する社会シス
テムに端を発している。2010年に経済産業省が出したエネルギー基本計画[4-28]で、『IT を
活用した、需要家側の機器と分散型電源を含む電力設備の制御により電力需給のバランス

と安定的な電気の供給を維持する、「スマートグリッド」の整備を図る。また、電気の有効

利用に加え、熱や未利用エネルギーも含めたエネルギーを地域単位で統合的に管理し、交

通システム、市民のライフスタイルの転換などを複合的に組み合わせたスマートコミュニ

ティの実現』という概念が示された。その後、東日本大震災を経て、エネルギー関連に加

え、安心・安全・防災対策、加えて急速進む少子高齢化にも対応する社会システムという、

より広い考え方に発展した。 
	 ICT 活用による将来のスマート社会でのサービスのイメージ例を図４－３２に示す。ス
マートグリッドによるエネルギー需給バランスを効率よく制御するシステムや、分散電源

も含めたビルや家のエネルギーを管理するシステムである BEMS（Building Energy 
Management System)、HEMS（Home Energy Management System)のエネルギー系のス
マート化から始まり、ヘルスケア、医療介護見守りなど高齢者等の弱者へのパブリックサ

ービスのスマート化が想定される。さらにクルマや公共交通機関のスマート化（スマート

モビリティ）により、安全で快適な移動が可能となる。また、流通系のスマート化により

例えば、食品のトレーサビリティが消費者レベルで実現され、最近問題となっている食品

異物混入事故などの防止が期待できる。 
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	 スマート社会を実現する要素として、スマートグリッドを例として見てみたい。電力需

用者や風力、太陽電池などの分散電源にある電力メータ（スマートメータ）により使用電

力や発電電力を測定し、無線マルチホップ通信などを用いてデータを収集する。次に、得

られたデータを分析してリアルタイムでの電力網内での電力需給情況を得る。その結果を

用いて、より効率的な電力潮流制御や発電制御を行い最終的に省エネルギーで安定な電力

供給を実現させる。 
	 この例から分かるようにスマート社会の機能要素としては、大まかに分けてつぎの 3 つ
に分けられる。 
 
	 	 	 	 １）環境情報の取得収集 
	 	 	 	 ２）取得情報からの環境情況分析 
	 	 	 	 ３）環境情況に応じたサービス提供 
 
	 環境情報の取得収集は、実在する人やモノ、環境空間自体の状態をセンシングして、得

られた情報を機器同士のネットワークで通信することで環境情報を集める機能に対応する。

これはセンサネットワークに代表される情報通信基盤で実現される。 
	 環境情況分析は、個別の環境情報から様々な処理をして、環境情況把握のしやすい形の

情報に加工し、実際に置かれた状況を的確に判断する機能である。これはコンテキストア

ウェアネス（Context Awareness）技術とも呼ばれ、直訳すれば「文脈から認知すること」
であり、得られた環境データ（文脈）から環境情況を把握（認知）することである。 
	 環境情況に応じたサービス提供では、それぞれの生活や環境に応じて、有効なサービス

を提供することでより安全で快適な社会を実現する。例えば電力供給では、得られた環境

情況を元に需給バランスに応じた効率のよい発電制御や電力潮流制御を行なう。また、公

共情報や防災情報などを提供する場合では、得られた環境情況から求める情報内容を整理

し、伝える相手に応じて、提供情報の形態（文章、図面、表現など）を加工し、一人ひと

りに適切な情報をタイムリーにしかもわかりやすく提供する。生活を快適にする環境など

では、機器の操作や移動手段でそれぞれの人に応じたサポートを提供することで高齢者や

障がいがあるひとにとってもより快適な生活を送ることができる。 
	 スマート社会を実現するには、上記の技術要素を導入し、有機的に連携させる必要があ

るが、その情報通信基盤としてのセンサネットワークの普及とその機能向上が特に重要で

ある。センサネットワークの根幹を担うのが M2M（Machine-to-Machine）通信である。
M2Mはモノとモノとが通信手段を通じてつながる仕組みを意味している。実世界上で、あ
らゆるモノがインターネットにつながる IoT（Internet of Things)も機能的には同じ意味で
用いられている。 
	 現状のセンサネットワークは、自販機管理、POS（Point of Sales）システム、ビル設備
管理、電力用スマートメータシステム、交通管制システムなど多岐にわたるが、いずれも
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個別サービスに特化した構成となっている。現状のニーズに対応するには適した形態であ

るが、新たなサービスを提供する場合、新たなシステムを構築し直す必要がある。また、

多様な環境情報を必要とするサービスを実現する場合、センサネットワーク構築に多大な

手間やコストがかかり、他のサービスとの二重投資になることも否めず、成熟時代の社会

インフラ構築としては問題が多い。 
	 一つの解決策としては、仮想化技術の適用が考えられる。様々なセンサネットワークを

収容する「仮想センサネットワーク」を構築し、サービス処理も仮想データセンタで行う

方法がある。仮想化技術により、柔軟にサービス追加が可能で、しかも投資や運用コスト

も抑制できる。また、多様なサービスが一つのネットワークに相乗りすることで複数サー

ビス連携による新たなサービスも創出も期待できる。図４－３３にこのようなセンサネッ

トワーク構成を模式的に示す。 
	 将来に向かっては、さらなる省エネルギー化、より快適でより安全というスマート化の

質向上が求められる。環境情況に即し、きめ細かく、高度なサービスを提供するには、詳

細なセンシング取得情報が必要となる。例えば、10 分おきでデータ収集していたものを１
分ごと１秒ごとなどより短い周期で収集することで、環境情報の時間変化を細かくとらえ、

大きな変化の予測や素早い対応が可能となる。画像センシングについては、画像分解能を

あげることで、情況認知精度が高まり、多種多様な情報の検知が期待できる。アナログ TV
（SDTV）レベルの画質から、ハイビジョン（HDTV）画質へ、さらに４K、８Kといった
超高精細画質へと、高分解能化することで、これまで十分認識できなかった情況検知可能

になる。例えば、スマートモビリティでの交通情況認知活用では、高解像動画センシング

により複数の車線を同時に走行する多数の車両について形状や速度などを精度良く検知で

きる。さらに、これらのセンシングデータを組み合わせて情報処理を行うことで、より正

確な状況把握が可能となる。 
	 サービスの高度化とともに、センシング情報が多様化、大容量化するため、センサネッ

トワークには、センシング情報の効率的な伝送が求められる。センサには、設置場所の制

約や可搬性が求められることから、無線リンクによる通信が望ましい。ネットワーク形態

として、広域で大容量な通信には光ファイバが適しており、一方でセンサ側は無線インタ

フェースであるため、光と無線が融合した次世代アクセスネットワークが重要となる。さ

らに、上述した通信インフラの有効活用の点から、仮想化されたアクセスネットワークが

非常に適している。このようなネットワーク形態を想定した１０年後の通信環境イメージ

(2020年～2025年)を図４－３４に示す。 
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図４－３２ スマート社会のサービス（イメージ図） 

図４－３３ センサネットワーク構成例 

 

図４－３４ これから 10年後の通信環境イメージ(2020年〜2025年） 
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第５章 むすび 
 
	 本検討会では、持続的発展可能な「しなやかな社会」を支える ICT に求められるものは
何であるかを念頭に、次世代アクセスネットワークのあるべき姿とそれを実現する上での

課題を抽出し、課題解決に向けた研究開発ロードマップを検討した。本報告書は、その検

討結果を取りまとめたものである。本報告書で述べた次世代アクセスネットワークは、平

時、災害時、緊急時でも、情報とエネルギーの流通をオンデマンドで最適化できるため、ス

マートコミュニティからなる「しなやかな社会」を創造するための基盤であり、多様なア

プライアンスからオンデマンドでアプリケーションやサービスにアクセスできるため、知識

をベースとする高度機能化社会のサービスイノベーションを支える基盤でもある。 
次世代アクセスネットワークの実現には、産官学が連携したオールジャパンでの取り組

みが重要であり、この取り組みを強力にサポート、推進するための国家プロジェクトが必

要と考える。国家プロジェクトにより、次世代アクセスネットワークに必要な新たなネッ

トワーク技術とデバイス技術とを連携開発することで、我が国の情報通信産業の国際競争力

向上と新たなデバイス産業創出による半導体産業の復活と強化が実現するものと期待される。 
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