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オンデマンドにEnd-to-End光波長パスの設定・管理を行う

光ネットワークコントローラ技術の研究開発

2022年11月25日

富士通 村田 政雄

NTT 三好 優

NEC 杉原 陽一
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● 本日の発表について

● オール光ネットワーク

● ネットワークのオープン化

● 研究開発のご紹介

● Beyond5Gに関する各社の取り組み状況（ご参考）

● まとめ
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本日の発表について

本日の発表について

5
出展：NICT「Beyond 5G研究開発促進事業（一般型）」に係る令和4年度新規委託研究の公募（第２回）に関する詳細情報

https://www.nict.go.jp/collabo/commission/B5Gsokushin/B5G_kobo/20220428kobo.html

研究開発体制
富士通株式会社（代表研究者）
日本電信電話株式会社
日本電気株式会社

※2022年8月より研究スタート

本研究成果は、国立研究開発法人情報通信研究機構の委託研究により得られたものです。

Beyond 5G機能実現型プログラム 基幹課題
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オール光ネットワーク

2030年代に期待される社会像

マルチクラウド基盤

AI・IoT

データ分析基盤

デジタル化基盤

光伝送装置(コア）

大規模
データセンター

エッジノード

光伝送装置
(エッジ）

エッジノード

光伝送装置
(エッジ）オープン化

リアルタイム分散処理
電力使用の高効率化（グリーン）

大規模
データセンター

サイバーフィジカルシステム

5Gの生活への浸透とともに、サイバー空間とフィジカル空間が一体化するサーバーフィジカルシステム
が実現。データを最大限活用したデータ主導社会に移行（出展:総務省 Beyond 5G技術戦略（骨子））

フィジカル空間のデータ収集 フィジカル空間にフィードバック

サイバーフィジカルシステムの具現化

7出展：富士通「Fujitsu Technology and Service Vision 2021」
https://www.fujitsu.com/jp/vision/insights/21-technology-vision/

サイバー空間で蓄積・解析
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ユースケース例

仮想（分散）データレイク

RANクラウド

出展：総務省「Beyond 5G推進戦略－6Gへのロードマップ－」2020.6.30
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban09_02000364.html

オール光ネットワークの位置づけ
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Beyond 5Gで求められる「超高速大容量」・「超低遅延」なサービスを「超低消費電力」で
提供するため、有線ネットワークをオール光化。

電力効率を100倍に

伝送容量を125倍に

超高速・大容量

超消費電力

超低遅延

RANクラウド

End-to-Endの遅延
を200分の1に

DC間の超低遅延化
により、広く分散す

るデータを1カ所に
あるようにアクセス

アクティブなアンテ
ナの移動に応じて
動的にコネクション
を生成

：アクティブ
：スリープ

9

ネットワークのオープン化
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光ネットワークのオープン化の進展

機能ごとの技術革新のスピードが違うため、機能ごとに分離することで、機能単位で最新技術に入れ替えることが
可能。データセンター事業者など、容量拡大のためにトランスポンダーだけを最新技術に切り替えるといった運用
が可能。さらに最近では、ホワイトボックス（汎用機器）の流れが加速。

⇒ オープン化により市場参加の促進、グローバルな展開・普及を加速、新たな顧客価値の創出

ベンダ1社の「All-in-One」から「ディスアグリゲーション」がトレンドとなり、マルチベンダ相互
接続を可能とする「オープン化」へ流れが変化

Transponder ROADM AMPMUX

Controller

All-in-One

ベンダー独自IF

ベンダーA

ベンダーA

Transponder ROADM AMPMUX

Controller ベンダーA

ベンダーB ベンダーC ベンダーD ベンダーE

標準化された
オープンなIF

• ベンダーロックイン

• 機器更改サイクルが長い

• 一方で、各機能の性能を最大限に引き出し
やすい（高度なアナログ制御）

• マルチベンダー化

• 機能単位で最新技術を導入（更改サイクルの短期化）

• 一方で、システムインテグレーションが複雑

ROADM = Reconfigurable Optical Add/Dom Multiplexer
11

オープンオプティカルの2大潮流

• 米AT&Tなどが中心となり2015年設立、30社以上参加

• オプティカルスペックを定義し、フォトニクスネットワーク
でのマルチベンダー環境での相互接続を実現（TRPN-ROADM, 
ROADM-ROADM,TRPN-TRPN)

• 標準IF・データモデルを定義し、マルチベンダーSDNコント
ローラによる統合管理

Open ROADM MSA TIP OOPT
(Open Optical and Packet Transport Sub-Groups)

出展：FNC「Fujitsu Demonstrates Open Optical Control in TIP CANDI Proof of Concept」
https://www.fujitsu.com/us/about/resources/news/press-releases/2021/fnc20210602.html

出展：「Open ROADM v2 General Whitepaper(2018)」
http://openroadm.org/

12

標準IF

マルチベンダ
コントローラ 標準IF

マルチベンダ
コントローラ

• 旧Facebookが中心となり2016年設立、800社以上参加

• 「Access」,「Transport」,「Core&Services」の3本柱で技術
検討開発を推進

• NTTとTelefónicaが2018年にTIP CANDI (Converged Architectures 

for Network Disaggregation & Integration) を設立、オープンディスア
グリゲーションを推進

• 標準ONF T-APIによるOLS制御、標準Open Configによるトラ
ンスポンダ制御
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研究開発のご紹介

Beyond 5G時代の光ネットワーク運用管理の研究開発

13

Beyond 5G機能実現型プログラム 基幹課題

Beyond 5G超高速・大容量ネットワークを実現する光ネットワークコントローラ技術の研究開発

● マルチベンダの光ネットワーク装置で構成される複数ドメインをまたぐ任意の端末間にオンデマン
ドにEnd-to-End光波長パスの設定・管理を行う

● オール光ネットワーク要件（波長変換など）からAPIや機能間IFの技術仕様を策定、それに基づい
た光ネットワークコントローラの実現、及び、その運用性・サービス性を向上させる自動制御シナ
リオを実行する技術の実現

● オープンアーキ採用、研究成果のオープン化により機能部品としての活用と技術の普及を目指す

出展：総務省「Beyond 5G に向けた情報通信技術戦略の在り方」
https://www.soumu.go.jp/main_content/000809299.pdf
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固定運用の光波長パス（長リードタイム）

必要な時にだけ任意の端末間に光パスを
設定するという新たな運用を実現

オンデマンド

本研究開発で取り組む課題

14

「超高速大容量」・「超低遅延」なネットワークを任意の拠点間にオンデマンドに必要な時に
だけ設定すること。日本全国規模にスケールさせること。

波長数の飛躍的な拡大

日本全国規模の波長リソースを一元管理
可能なスケールアウトなアーキ

ベンダ毎にサイロ化

オープンなIF開発、コントローラ部品の
オープン化により市場展開・普及を加速

大量波長・マルチベンダの複雑な運用

障害箇所特定・予兆検知・復旧・回避措
置など高度かつ自律的な運用

スケール

オープン

運用効率化

ファイバ特性が異なる複数ドメインをまたぐ任意の端末間の
オンデマンド光パス接続

光パス数の飛躍的拡大
光パス接続の自動化・最適化

バックボーンNW エリアNWエリアNW

オール光ネットワーク

③ワークフローエンジン

サービスオーケストレータ

①標準IF（オープン）

②光ネットワークコントローラ

本研究開発体制

15

３つのWGに分割し研究開発を推進、仕様策定に向けてWG横断で強固に連携

①API仕様化・評価環境（NTT）

• 波長変換など新技術に対応したAPI
• オープンなIF開発・標準化
• ソフトウェア部品化を推進するIF

②光ネットワーク管理（富士通）

• オープンアーキテクチャ採用
• 日本全域をカバーするスケールアウトアーキ
• オンデマンドEnd-to-End光波長パス制御

③自動制御ワークフロー（NEC）

• TM Forum自動化レベル4
• 自動化による運用性、サービス性向上
• 既存の対応業務工数の削減

ファイバ特性が異なる複数ドメインをまたぐ任意の端末間の
オンデマンド光パス接続

光パス数の飛躍的拡大
光パス接続の自動化・最適化

バックボーンNW エリアNWエリアNW

オール光ネットワーク

③ワークフローエンジン

サービスオーケストレータ

①標準IF（オープン）

②光ネットワークコントローラ
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①オープンなAPI、評価環境の取り組み

16

新しい光管理パス、マルチベンダ装置構成の一元管理機能のAPI仕様の策定

● オンデマンドEnd-to-End光波長パスの設定・管理のための新しいAPIや機能部間IFの技術仕様を策定

● オープンなAPI採用（必要に応じ標準化）

● マルチベンダ装置に対し設定制御可能なAPI、機能部間IF

● 光波長パス設定・管理および光ネットワーク故障等のシミュレーション環境の確立

本研究開発

標準化機関

連携

API・機能間インタフェースの標準化

光ネットワーク
コントローラ

他システム
サービス

オーケストレータ

ワークフロー
エンジン
（自動化）

新しい光パスと
装置機能を制御するた

めのIF仕様を策定

パス単位、業務単位で
一元管理が可能な

APIを提供

NBI

SBI

大規模網の装置応答を
模擬するNW

シミュレータを準備

評価
環境

Sim

光ネットワークコントローラPF

②光ネットワークコントローラの取り組み

17

● スケール ：ネットワークの成長に合わせてスケーリング可能、（国プロターゲット：100万光波長パス）

● オープン ：コンテナベースのマイクロサービスPF採用、容易な機能追加
ソフトウェア部品の一部をオープンソースとして公開、グローバルな展開・普及を加速

● オンデマンド ：必要な時にだけ光パスを設定する運用。空きリソースから最適パス経路を検索しパス設定可否を判定
する新指標を設定 （国プロターゲット：10秒）

● マルチベンダ ：標準IF(Transport API, Open ROADM, Open Configなど)による多様な機器サポート

スケールアウト可能なオープンアーキを採用、コンテナベースで機能追加の容易性を実現

警報管理 性能情報管理 パス管理 トポロジー管理 装置管理
Mgmt.

Southbound Interface (SBI)

ポート管理

ブレード管理ネットワーク管理

ドメイン管理

リンク管理

発生中アラーム

アラーム履歴

アラーム受信

性能履歴管理

性能情報受信

Northbound Interface (NBI)

WDMパス管理

経路検索

波長管理

ノード管理

標準IF

標準IF

光ネットワークコントローラPF

SBI NBI

プラットフォームIF

警報
管理

性能
管理

パス
管理

トポロ
ジー

装置
管理

マイクロサービス

出展：Kubernetes Documentation
https://kubernetes.io/docs/concepts/overview/
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③ワークフローの取り組み

18

● 様々な状況に応じた自動制御シナリオを、リアルタイムかつ自律的に実行

● TM Forum定義の自動化レベル4（Autonomous Networks Level4）を実現

● ユーザアクセス権限に基づき、ネットワークのリソースを限定的に制御するAPIを実装

● 光ネットワークの保守運用に関わる業務工数を現状より50%削減

自動制御シナリオの実行を可能とし、光ネットワークの運用効率化・サービス性の向上を図る

出展：TM Forum
https://www.tmforum.org/resources/standard/ig1218-autonomous-networks-
business-requirements-and-framework-v2-1-0/

FY2022 FY2023 FY2024 FY2025 FY2026

研究開発スケジュール

19

最大約5年間の研究開発を3ステップに分け、段階的に機能を積み上げ

データ収集・変換
リソースアクセス

分析・判断
アクセス制御（経路設計/設定）

回避処理実行
アクセス制御（操作/警報）

マイクロサービスPF対応
既存ROADMサポート

オール光NW機器対応
マルチベンダ・ドメイン

オンデマンド制御
スケール

安定化
性能改善

スケール検証

ソフトウェア第1版

市中製品/標準調査
API仕様策定

ソフトウェア第2版 ソフトウェア第3版

①API仕様化
・評価環境

オール光:API仕様策定1
対応シミュレータ

②光ネットワーク
管理

③自動制御ワーク
フロー

オール光:API仕様策定2
対応シミュレータ

安定化

● 最新標準化動向・既存製品の調査、およびオール光ネットワークのユースケースを整理分析

● 大阪関西万博が開かれる2025年を最初のマイルストーンとして研究開発を推進

20
相互接続検証
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展開・普及計画

20

オープン化・社会実装によりオール光ネットワークの普及推進に貢献していきます

大阪万博

研究最終年度

社会実装推進
普及展開

商用導入

標準化・オープン化団体との連携

～2025
ソフトの一部を標準化・オープン化団体へ提案

2026

社会実装に向け商用システム開発スタート

2027

研究成果を活用した商用システムの稼働

2030
頃

TIP OOPT, Open ROADM, IGF, TM Forum
などへ貢献、グローバル展開・技術普及を加速

● 超高速大容量・超低遅延なネットワークの実現
（ミッションクリティカル領域への適用）

● オンデマンドに必要な時にだけ光パスを設定
（消費電力削減）

21

Beyond5Gに関する各社の取り組み状況（ご参考）
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各社の取り組み状況：NTT

Copyright 2022 NTT CORPORATION 

研究開発 標準化など

 APNを中核とするIOWN
構想の実現に向けて、具
体的な技術ロードマップ
を策定し、技術開発を推
進していく。

 IOWNを構成する主要技
術について、2021年よ
りリファレンス方式を策
定し、IOWN Global 
Forum, Inc.に提案して
仕様整備を進めていく

 研究実績（プレスリリース）
 IOWN APNの実現に向けた大容量光トランスポートネットワークの故障予兆部位推定技術

を実証 ～高精度に故障を予測し事前対処を行うことで、通信断ゼロをめざす～

 データ主権を保護できるデータ流通プラットフォームの実現に向けた共同開発

～自動車、航空、エネルギーなどのグローバルバリューチェーンを構成する企業間で

データを安全に共有～

 リアルタイム遠隔セッションを実現する超低遅延の映像分割表示処理技術の実証

～離れた場所でも演奏者同士の一体感のある演奏スタイルの実現へ～

 世界初、SMPTE ST 2110による非圧縮8K120pに対応した超低遅延映像伝送技術を開発
～IOWN時代の距離を意識させない最高品質映像コミュニケーションの実現へ～

 eスポーツを支える光ネットワーク技術を世界に先駆け実証
～複数会場のeスポーツイベントでも単一会場のようなゲーミングUXを実現～

IOWN｜NTT R&D Website (rd.ntt)

 IOWN GF：NTTなどにより新たな業界フォーラムであるIOWN Global 
Forum, Inc. (以下「IOWN GF」)を設立。

 IOWN GFの目的は、これからの時代のデータや情報処理に対する要求に応
えるために、新規技術、フレームワーク、技術仕様、リファレンスデザイン
の開発を通じ、オールフォトニクス・ネットワーク、エッジコンピューティ
ング、無線分散コンピューティングから構成される新たなコミュニケーショ
ン基盤の実現を促進。

22

各社の取り組み状況：NEC

Copyright © NEC Corporation 2022 

研究実績（プレスリリース）
 都市の通信を支えるメトロネットワークの構築に適した小型のパケット光統合トラン

スポート装置を発売

 光伝送領域のオープン化に取り組むTIPのプロジェクトに参加

 NEC、AIを活用した光ファイバセンシングソリューションを発売

 社会インフラの運用監視等に適用可能な、AIを活用した時系列データ分析による状態
判別技術を開発

 オープン光ネットワークの監視・制御の課題解決に向けた共通の監視・管理制御技術
の開発・実証に成功

 （ホワイトペーパー）光ネットワークのオープン化への取り組み

成果展開

 本研究で確立した技術を実装し、標準化に準拠した製品を早期に市場投入し
ていける開発体制をNICT研究開発とは別に構築。

 自社投資だけではなく他ベンダによる投資開発を促すべく、本研究成果を展
示会やプレスリリース等を通して積極的にアピールしていく。

NICT研究開発

自社投資開発標準化

他ベンダによる
投資開発

運用の高度化

光ネットワークオープン化への取り組み

23

https://www.rd.ntt/iown/
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Cloud

Virtual NEsPhysical NEs

5G

各社の取り組み状況：富士通

Copyright © 2022 Fujitsu Limited

● 研究実績（プレスリリース）
● Fujitsu Demonstrates Open Optical Control in TIP CANDI Proof of Concept (2021年6月2日)

● Fujitsu Joins Tier 1 Operators and the Telecom Infra Project to Advance 400G Transponder Disaggregation (2021年2月2日)

● Fujitsu Unveils Virtuora® AX Network Intelligence Solution (2020年12月14日)

● Fujitsu Delivers Next-Generation Solution to Upgrade FiberLight Network (2020年7月14日)

● 富士通ネットワークコミュニケーションズ、ONAPに参画し光ネットワークサービスのエンド・ツー・エンドにおける運用管理の自動化を実現 (2020年6月19日)

● Fujitsu Partners with Orange and Other Tier One Service Providers to Enable End-to-End Optical Service Orchestration within ONAP (2020年6月18日)

● Fujitsu Advances Open ROADM Innovation with Industry’s First Network Design and Planning Tool (2020年3月6日)

事業戦略 ネットワークコントローラのポートフォリオ

2021年12月10日 総務省総合政策委員会 主査ヒアリング 富士通提出資料

安心・安全なICT基盤のオープン化と仮想化、高効率化の開発
促進を通じて様々な社会課題の解決を目指すSociety 5.0の世
界を支える重要インフラとなるサイバーフィジカルシステムの
具現化に貢献
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https://www.fujitsu.com/us/about/resources/news/press-releases/2021/fnc20210602.html
https://www.fujitsu.com/us/about/resources/news/press-releases/2021/fnc20210202.html
https://www.fujitsu.com/us/about/resources/news/press-releases/2020/fnc-20201214.html
https://www.fujitsu.com/us/about/resources/news/press-releases/2020/fnc-20200714.html
https://pr.fujitsu.com/jp/news/2020/06/19.html
https://www.fujitsu.com/us/about/resources/news/press-releases/2020/fnc-20200618.html
https://www.fujitsu.com/us/about/resources/news/press-releases/2020/fnc-20200506.html
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● 複数ドメインをまたぐ任意の端末間に必要な時にだけ光波長パスを設定する新たな
オンデマンド・ネットワーク運用管理

● 日本全国規模の波長リソースを一元管理可能スケールアウトなアーキ

● 大量波長・マルチベンダが要求される複雑なネットワーク運用を自動化・効率化

● オープンアーキの採用、ソフトウェア部品の一部をオープン化団体へ提案し広く公
開することで、グローバルな展開・技術の普及を加速

● 研究開発終了後より、社会実装に向け商用システム開発スタート。2030年以降で
の商用サービス導入を目指す

Beyond 5Gは2030年代に期待されるデータ主導社会のバックボーンとして位置づけ
られています。Beyond 5Gで求められる「超高速大容量」・「超低遅延」なサービス
を「超低消費電力」で提供するための光ネットワーク運用管理の研究開発を進め、光
ネットワークの実現に貢献していきます。


