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インターネットの危機と新たなネットワークへの期待

� 相次ぐ機能拡張によるつぎはぎだらけなイン

ターネットアーキテクチャ

� 今のインターネットでは、未来社会を支える

重要なサービスを提供できない

‒ 命を預けられるか命を預けられるか命を預けられるか命を預けられるか?(?(?(?(遠隔医療、交通、緊急通報遠隔医療、交通、緊急通報遠隔医療、交通、緊急通報遠隔医療、交通、緊急通報))))

‒ 生活を預けられるか生活を預けられるか生活を預けられるか生活を預けられるか?(?(?(?(防犯、契約行為、金融防犯、契約行為、金融防犯、契約行為、金融防犯、契約行為、金融))))

‒ 生活を豊かにできるか？生活を豊かにできるか？生活を豊かにできるか？生活を豊かにできるか？((((センサー、センサー、センサー、センサー、RFID)RFID)RFID)RFID)

‒ 安心した生活が送れるか安心した生活が送れるか安心した生活が送れるか安心した生活が送れるか?(?(?(?(対スパム、耐攻撃対スパム、耐攻撃対スパム、耐攻撃対スパム、耐攻撃))))

‒ あと何十年使えるの？あと何十年使えるの？あと何十年使えるの？あと何十年使えるの？((((インフラ、持続社会インフラ、持続社会インフラ、持続社会インフラ、持続社会))))

‒ 未来の変革を受け入れる余裕は未来の変革を受け入れる余裕は未来の変革を受け入れる余裕は未来の変革を受け入れる余裕は?(?(?(?(未知の要求未知の要求未知の要求未知の要求))))

� 既存のネットワーク技術領域を超えた新たな既存のネットワーク技術領域を超えた新たな既存のネットワーク技術領域を超えた新たな既存のネットワーク技術領域を超えた新たな

研究開発が必要研究開発が必要研究開発が必要研究開発が必要

Original Internet 
Architecture
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flow-
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機能がどんどん積み上げられてきた
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2

新世代NWの研究開発フェーズ

・ 現インターネットの課題を克服する、全く新しいネットワークの実現
・ 産学官連携体制による国家的研究開発プロジェクトの推進

NWGNNWGNNWGNNWGN研究開発研究開発研究開発研究開発

フェーズフェーズフェーズフェーズ

概念検討フェーズ概念検討フェーズ概念検討フェーズ概念検討フェーズ
詳細設計、実装、実証フェーズ詳細設計、実装、実証フェーズ詳細設計、実装、実証フェーズ詳細設計、実装、実証フェーズ

商用展開、商用展開、商用展開、商用展開、

普及フェーズ普及フェーズ普及フェーズ普及フェーズ

産学官連携による産学官連携による産学官連携による産学官連携による

新世代新世代新世代新世代ネットワークの構築ネットワークの構築ネットワークの構築ネットワークの構築

従前 2011年（現在） 2015年（新世代）2008

携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話固定電話網固定電話網固定電話網固定電話網

データ通信網データ通信網データ通信網データ通信網 NGN

インターネットインターネットインターネットインターネット

・高速化、多様化

・高可用、高品質

・セキュア、省エネ

・未知の課題対応

・連携

・先導

既存技術の限界

・機能追加による複雑化

・性能向上の限界

携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話
固定電話固定電話固定電話固定電話

理想のネットワークを白紙から再設計理想のネットワークを白紙から再設計理想のネットワークを白紙から再設計理想のネットワークを白紙から再設計

産学官連携による研究開発の戦略的推進産学官連携による研究開発の戦略的推進産学官連携による研究開発の戦略的推進産学官連携による研究開発の戦略的推進

国際的競争力強化国際的競争力強化国際的競争力強化国際的競争力強化

米 国

欧 州

アジア

新世代ネットワークに新世代ネットワークに新世代ネットワークに新世代ネットワークに対する対する対する対する

国際的国際的国際的国際的機運の高まり機運の高まり機運の高まり機運の高まり

(FIND,FP7等）等）等）等）

概念設計

“新世代NWとは何か？”
詳細設計

“新世代NWをどう作るか？”
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世界世界世界世界の取り組み状況の取り組み状況の取り組み状況の取り組み状況
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欧米の考える将来のネットワークイメージ

• 社会出口イメージからのネットワーク研究開

発戦略を策定

5

• 既存技術を前提としない“Clean Slate”アプローチ。

•FIND（2006年～2009年）では、萌芽的なプロジェクト(約
29百万ドル)を実施。 FINDの後継のFIA（2010年～

2013年）では、4件のプロジェクトに収束させ、実証。2010
年は11百万ドルの予算
•マサチューセッツ工科大学、カリフォルニア大学バークレー

校、ジョージア工科大学、ｽﾀﾝﾌｫｰﾄﾞ大学等が参加

• 助成プログラムFP7（2007年～2013年）で将来のネットワー

クに関する有望な研究テーマに対してファンディングを実施。

• ICT-Challenge 1.1として“Future Networks”に390百万

ユーロ/2007年～2010年及び160百万ユーロ/2011年投資

• エリクソン、SAP、テレフォニカ、Juniper Networks Ireland、

NEC Europe等が参加。

• PCや商用ノードをベースとしたネットワーク仮想化ノードの開

発や、有線/無線統合ネットワークの実現を重視。

• 2007年の第2次公募(40百万ユーロ)、2009年の第5次公募(50

百万ユーロ)、2010年～2011年の第7-8次公募（45百万ユー

ロ）計画により、順次欧州全域に跨るテストベッドを構築予

定

• ノキア、アルカテル・ルーセント、ドイツテレコム、フランステレ

コム、ブリティッシュテレコム等が参加。

並行して実施し、競争的な設計・開発を推進。

• 多様なアーキテクチャを実証するため、５つの形態のテス

トベッド構築を並行して実施し、競争的な設計・開発を推進。

• プログラマブルなノードのプロトタイプ開発とテストベッドの

連携を重視し、また全米規模のMeso-scaleテストベッドを

鋭意構築中。5年間で367百万ドルの予算。

• プリンストン大学、スタンフォード大学、ユタ大学、デューク

大学、HP Labs等が参加。

FIND (Future Internet Design)／／／／

FIA(Future Internet Architecture)
Future Networks

GENI (Global Environment for Network 
Innovations)

FIRE (Future Internet Research and 
Experimentation)

・現在、米国（NSF中心)や欧州(FP7中心)を始め各国において産学官の総力を挙げて新しい原理の

ネットワークの実現に向けた研究開発に取り組まれている。
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新世代ネットワーク分野での欧米の取組み

US IGNITE FI-PPP

次スライド以降で概要説明
実

証
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実

証

実

証
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NSF FIA (Future Internet Architecture)

• 2010年8月27日にNSF/CISEがFIA(Future Internet Architecture)プログラムに採択し

た4プロジェクトを発表

• 2006年から進められてきたFIND (Future Internet Design) Program (NeTS, NetSE)

の基礎研究成果を活用し、将来インターネットアーキテクチャの設計フェーズに進

むもの（Trustworthyが全てのKey Word）

• プロジェクト全体で、3年計画で$8milion/yearが投資される予定

(1) Named Data Networking：

アドレスに基づく通信を脱却したコンテンツ名に基づくデータ配信

(2) MobilityFirst

モビリティ制御を基本機能とする耐障害・耐遅延ネットワーク制御

(3) NEBULA

複数DCが相互接続する将来クラウドを実現するネットワーク制御

(4)eXpressive Internet Architecture

将来ネットワークサービス&アプリケーションのAPIとシステム設計

http://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=117611&org=OLPA&from=news
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FIAプロジェクトの組織

�Named Data Networking

Principal Investigator: Lixia Zhang, UCLA

Collaborating Institutions: Colorado State University, PARC, University of Arizona, University of 

Illinois/Urbana-Champaign, UC Irvine, University of Memphis, UC San Diego, Washington University, and Yale 

University

�MobilityFirst

Principal Investigator: Dipankar Raychaudhuri, Rutgers University/New 

Brunswick

Collaborating Institutions: Duke University, Massachusetts Institute of Technology, University of 

Massachusetts/Amherst, University of Massachusetts/Lowell, University of Michigan, University of 

Nebraska/Lincoln, University of North Carolina/Chapel Hill

�NEBULA

Principal Investigator: Jonathan Smith, University of Pennsylvania

Collaborating Institutions: Cornell University, Massachusetts Institute of Technology, Princeton University, 

Purdue University, Stanford University, Stevens Institute of Technology, University of California/Berkley, 

University of Delaware, University of Illinois/Urbana-Champaign, University of Texas, University of Washington

�eXpressive Internet Architecture

Principal Investigator: Peter Steenkiste, Carnegie Mellon University

Collaborating Institutions: Boston University, University of Wisconsin/Madison

8



US Igniteの概要

• ホワイトハウス科学技術政策局（OSTP）と全米科

学財団（NSF）が協力して推進する官民連携のイ

ニシアチブ

• US Igniteの目的：米国にとって重要度の高い(健
康、教育、エネルギー、経済開発等)のためのギ

ガビット級アプリケーションやサービスを開発

• そのためのインフラとして、100Mbps以上の広帯

域ネットワークと新しいアーキテクチャやプロトコ

ルを導入できるプログラマブルで、かつそれらが

互いに影響しないようなネットワークテストベッド

を用意→GENIとの組み合わせ

• 予算化は完了

参考URL：http://www.nsf.gov/cise/usignite/
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欧州第7次研究枠組み計画（FP7）

• 目的：欧州全域でのR&Dへの投資効率や産業競争力を向上

• FPでは、FP1（1984年～1987年）から、現在のFP7まで継続実施

• FP7は、2005年4月の欧州委員会によるFP7構想を経て、2007年12
月に募集を行い、2013年まで実施

• FP7では、FP6(約17.9B€)に比較し約３倍である53.2B€を拠出予定

0
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10B€≒1.0兆円

約5.3兆円

約1.8兆円
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FP7 Call-7～9における課題１の予算配分

• FP7 Call 7 全体予算: 778.5 M€ (28 Sep 2010 – 18 Jan 2010)

• FP7 Call 8 全体予算: 785.5 M€ (26 July 2011 – 17 Jan 2012)

• FP7 Call 9 全体予算: 291M€ (18 Jan 2012 – 17 Apr 2012)

• 課題１： Pervasive and Trusted Network and Service Infrastructures

• 予算：120 M€ (Call 7) + 335M€ (Call 8) = 455 M€

1.2 Cloud Computing, Internet of Services and 
Advanced Software Engineering
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課題１課題１課題１課題１ Call 7
30M Euro

Call 7 20M
Call 8 25M

Call 8
160M Euro

Call 7
70M Euro

Call 8
70M Euro

Call 8
80M Euro
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FP7 Call1-5プロジェクト (1.1のみ)
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FP7 Call5 プロジェクト(1.6のみ)

• FIRE プロジェクト合計で €50millionが投資

13

Future and Emerging Technologies (FET)

• 将来ICT技術の研究開発のためのファンディング

The mission of FET is to promote long term high risk research, offset by potential breakthroughs with a high technological or 
societal impact. As such, FET aims to identify and develop future industry-relevant ICT frontier research agendas and to help 
relevant research communities to emerge and mature.

• 総額236Mユーロ(2011-2012年)
– FET Open 随時受付のファンド

• 総額約70MEuro/2年間 現在約85プロジェクト

– FET Proactive 課題領域指定形のファンド

• 次々ページにポートフォリオを掲載

– FET Flagship 長期(10年)大型に成長させる計画 (現在第一次選

考プロジェクトが活動中)
• FuturICT

• Graphene

• Guardian Angels 

• The Human Brain Project 

• IT Future of Medicine 

• Robot Companions for Citizens 

14

スキームの違いと位置付け

From: “FET funding scheme – incubator and pathfinder for new ideas in information technologies and beyond” 
Roumen Borissov, DG CONNECT - FET 

15

FET Proactiveのポートフォリオ

16



�€300M / 5年 (総計€600M) の将来インターネット構築に向けた官民パートナーシップ(PPP) 
�現在欧州のインターネットで扱えていない幾つかの重要な課題に取り組む。

�158の参加組織・企業 (18の学術機関) 、23の国(欧州外2)が参加。

目的目的目的目的:
•運輸、健康、エネルギー等の分野におけるビジネスプロセスとインフラの効率を向上

•テレコミュニケーション、モバイルデバイス、ソフトウェア、コンテンツ・メディア等の分野における革新的なビジネスモデルを創出

アプローチアプローチアプローチアプローチ:
• 産業界ドリブンで包括的なアプローチをとり、ネットワークとコミュニケーションのインフラ、デバイス、ソフトウェア、サービス、メディア

技術を網羅

• 現実のアプリケーションによる実験と評価を推進、実際のユーザが研究の初期段階から関与

• とくに中小企業や、公共機関の利用を推進し、ユーザドリブンでスマートアプリケーションに関する技術や革新のスキームを評価しな

がら実施

FI-PPPの概要

“We are only at the beginning of the internet era.”
―Neelie Kroes (European Commission Vice-President for the Digital Agenda)

Brussels, 3 May 2011

http://www.fi-ppp.eu/

• インターネットのデータトラヒックは毎年６０％増加している

• モビリティ、省エネ、健康管理、ガバナンスといった分野の

新たなサービスは、我々が現在想像し得ない新たなアプリ

ケーションを創出することになるだろう

17

FI-PPPの計画

３つのフェーズに分け、３回の Open Call を実施

http://www.fi-ppp.eu/
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FI-PPP 1st phaseの構成

• CONCORD – 全体サポート

• INFINITY – インフラの構築

• FI-WARE – プラットフォーム・ツール開発

• 8 use cases & early trials
– FINEST – 輸送・物流ビジネス

– INSTANT MOBILITY – 旅行、交通

– SMARTAGRIFOOD – 食のスマート化

– FINSENY – スマートエネルギー

– SAFECITY – 安全・安心な街

– OUTSMART – 街のスマート化

– FI-CONTENT – 大規模メディア・コンテンツ

– ENVIROFI – 地球環境

19

将来ネットワークに向けた国内の取将来ネットワークに向けた国内の取将来ネットワークに向けた国内の取将来ネットワークに向けた国内の取

り組み状況り組み状況り組み状況り組み状況

20



仮想化ノード

光ノード

ウァーオ！

素晴らしい！

超高精細映像による仮想空間と融合した

高臨場スーパーリアルコミュニケーション

高度なセキュリティと絶対的な安定性

を持つ遠隔医療プラットフォーム

仮想化ノード

超大容量データ用仮想ネットワーク超大容量データ用仮想ネットワーク超大容量データ用仮想ネットワーク超大容量データ用仮想ネットワーク

高セキュリティ低遅延仮想ネットワーク高セキュリティ低遅延仮想ネットワーク高セキュリティ低遅延仮想ネットワーク高セキュリティ低遅延仮想ネットワーク

超高効率分散計算処理仮想ネットワーク超高効率分散計算処理仮想ネットワーク超高効率分散計算処理仮想ネットワーク超高効率分散計算処理仮想ネットワーク

メディア

トランスコードシステム

メディア

ストレージ

システム

全世界のネットワークリソースを

有効活用したデータ配信・処理

信頼性やエネルギー消費等の現在のネットワークが抱える様々な課題を解決する将来の社会基盤として、インターネットの次の新しい世

代のネットワーク（新世代ネットワーク）を2020年頃に実用化することを目指し、産学官の力を結集して基盤技術の研究開発を推進する。平

成23年度からはこれらの研究開発の成果を統合し、大規模な試験ネットワーク（新世代通信網テストベッド：JGN-X）を活用しながら、新世代

ネットワーク基盤技術の実証・評価、システム技術の確立を目指す。

【新世代ネットワーク基盤技術の研究開発（平成23年度～27年度）としてＮＩＣＴで実施】

ネットワーク仮想化基盤

仮想ネットワーク技術の開発

多数の仮想ネットワークを瞬時に生成

し、同時に運用するための仮想化技術

基本アーキテクチャの開発

新世代ネットワークの基本構造

（アーキテクチャ）の設計

ネットワーク統合運用基盤技術の開発

多数の仮想ネットワークの全体を効率的

に管理運用する技術

仮想化ノードの基本プロト仮想化ノードの基本プロト仮想化ノードの基本プロト仮想化ノードの基本プロト

タイプの開発にタイプの開発にタイプの開発にタイプの開発に成功成功成功成功

新世代通信網テストベッド新世代通信網テストベッド新世代通信網テストベッド新世代通信網テストベッド

（（（（JGN-X）の構築）の構築）の構築）の構築(H23～～～～27)

豪州

韓国

タイ

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

香港

米国

EU

インド

米国政府 欧州委員会

新世代

ﾈｯﾄﾜｰｸの

研究開発

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

FIND

(Future Internet

Design) / 

FIA(Future Internet 

Architecture)

FP7(Network of the 

Future)

新世代

ﾃｽﾄﾍﾞｯﾄﾞ

の構築

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

GENI

(Global

Environment for 

Network 

Innovations)

FIRE(Future Internet 

Research and 

Experimentation)

共同研究の検討共同研究の検討共同研究の検討共同研究の検討

�日日日日EU「新世代ネットワーク」シンポジウム「新世代ネットワーク」シンポジウム「新世代ネットワーク」シンポジウム「新世代ネットワーク」シンポジウム

（第（第（第（第3回（フィンランド）、回（フィンランド）、回（フィンランド）、回（フィンランド）、2010/10/20-10/22））））

�日米「将来ネットワーク」日米「将来ネットワーク」日米「将来ネットワーク」日米「将来ネットワーク」ワークショップワークショップワークショップワークショップ

超多数で多種多様

なサービスネットワ

ーク基盤の構築

超多数で多種多様な

仮想ネットワークの相互運

用管理基盤の構築

インフラに依存しない

シームレスなデータ

リンク基盤の構築

超多数で多種多様

なサービスネットワ

ーク基盤の構築

超多数で多種多様

な仮想ネットワーク

の構築

国際接続国際接続国際接続国際接続

仮想ネットワーク（例）

新世代ネットワークの実現に向けた研究開発
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新世代ネットワーク

将来にわたって更に多様化するサービス、情報アクセス手段を統合的に収容できる、持続進化が可能な新しいネットワーク

第４/5世代移動通信

無線LAN

放送

近距離無線通

信

無線センサー/

ユーティリティネットワーク

家庭内

ネットワーク

光パケット・光パス統合技術

低遅延/非常時即時立上げ・中断/高信頼/省エネ/高品質/セキュリティ/低コスト等 、アプリケーションからの要件

アプリケーション層

仮想化基盤層

物理ネットワーク層

ネットワーク仮想化技術

無線アクセス技術

光アクセス技術

仮想化基盤

中長距離無線

データ通信

高度周波数共用技術

ホワイトスペース利用通信

広域メッシュ

ネットワーク

車車間/路車

間/歩車間通

信

衛星通信

新
世

代
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
技

術

・・・・ ・・・・ ・・・・

新たな

アプリケーション

緊急

災害対応

スマート

グリッド

教育

コンテンツ

配信

医療

電子

商取引

移動体

サービス

公共

超臨場感

通信

環境

センシング

M2Mネットワーク

有無線統合ネットワーク技術

クラウド

Ｍ２Ｍ

ＩｏＴ

ビッグデータ

超大規模情報流通技術 グリーンネット

ワーキング

情報指向ネットワーク技術

低消費電力指向コンテンツ配信技術

認証

プラットフォーム層

名前(ID)空

間

ID/Loc分離技術
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新世代ネットワーク戦略プロジェクト

• 新世代ネットワーク戦略プロジェクトは、新世代ネットワークの実現を目指し、NICT 

内外の研究者を結集して平成22 年度より開始した研究開発プロジェクト

• 新世代ネットワークの研究開発は、有線、無線をシームレスに捉え、物理レベルか

らコンテンツレベルまで、先端技術から応用技術までを総合的に推進

７つの新世代ネットワーク戦略プロジェクト物理レベルからサービス／コンテンツレベルまで
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御清聴ありがとうございました

IP NGN

NWGN
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