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平成平成平成平成21年度年度年度年度「「「「次世代次世代次世代次世代ネットワークネットワークネットワークネットワーク（（（（NGN））））基盤技術基盤技術基盤技術基盤技術のののの研究開発研究開発研究開発研究開発」」」」のののの開発成果開発成果開発成果開発成果についてについてについてについて

各々異なる特性を持つモバイル網・ホーム網と相互接続されたNGNにおいて、1億超の端末(ヒト・物)から多種多様な情報（映像・
音声・データ）の受発信を、ユーザが端末や環境を意識することなく、同時に多種多様なサービスを運用しながらリアルタイム・高
質・高信頼に実現するICTプラットフォーム

１１１１．．．．施策施策施策施策のののの目標目標目標目標

２２２２．．．．研究開発研究開発研究開発研究開発のののの背景背景背景背景

国家のＩＣＴ戦略として、いつでも、どこでも、誰でも、何でもがブロードバンドサービスにアクセス可能な「ユビキタスネット社会」の実
現が望まれている。本ユビキタスネット社会では、音声、データ、映像などの様々なコンテンツを、自由に、低コストで、高品質で、安
全に流通させる技術が必要であり、このため、高い柔軟性・拡張性を有するＩＰ技術をベースとしつつ、マルチメディアコンテンツの流
通においてQoSやセキュリティの確保が可能な次世代ネットワークの実現のための基盤技術の研究開発が必要とされている。
次世代ネットワークは、サービス関連機能が転送関連技術とは独立なパケットベースで高い拡張性・柔軟性を有するネットワークを
実現し、QoS制御可能なIP網をベースに様々なマルチメディアサービスを提供し、固定だけでなく移動体にも対応するネットワークで
あり、更に異種ネットワーク間の高度な接続性の実現を目指している。 この次世代ネットワーク実現に向けては多くの達成すべき技
術が存在している。
また、ブロードバンドの普及等で世界的にも先陣を切る我が国の技術力を活かし、世界の標準化を先導し、我が国の優位性を確保
すると共に、世界に貢献する必要がある。

３３３３．．．．研究開発研究開発研究開発研究開発のののの概要概要概要概要とととと期待期待期待期待されるされるされるされる効果効果効果効果

４４４４．．．．研究開発研究開発研究開発研究開発のののの期間及期間及期間及期間及びびびび体制体制体制体制

平成18年度～平成22年度（5年間）
NICT委託研究（日本電信電話株式会社、日本電気株式会社、株式会社日立製作所、株式会社KDDI研究所、沖電気工業株式会社、

エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社）

次世代ネットワークにおける基盤技術として、次世代コアネットワークを構成する技術とネットワークを高度に相互接続するための技
術が重要である。次世代コアネットワーク構成技術を確立するための技術として①機能分散型トランスポートネットワーク制御統合
技術、②高度トランスポートサービス処理マウント技術、③大容量分散データ流通技術、④分散サービス間コラボレーション技術の
研究開発を行う。また、ネットワーク間高度接続技術を確立するための技術としては⑤FMCシームレス制御技術、⑥キャリア間高性
能・高信頼相互接続技術、⑦自律分散QoS制御技術、⑧キャリアネットワーク構成機器相互接続技術の研究開発を行う。
次ページの図に、本研究開発の全体イメージを示す。
本研究開発により、リアルタイム・高品質・高信頼なアプリケーションを実現するICTプラットフォームが構築できる。これらを実現する
ための各課題は、従来技術では実現が困難なものであるが、新たな世界を先導できる方式を提案する。
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「「「「次世代次世代次世代次世代ネットワークネットワークネットワークネットワーク（（（（NGN））））基盤技術基盤技術基盤技術基盤技術のののの研究開発研究開発研究開発研究開発」」」」のののの全体全体全体全体イメージイメージイメージイメージ

CE

FE

FE

FE
FE

CE SE

他他他他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

ホームホームホームホームNW

モバイルモバイルモバイルモバイル網網網網

主信号
NE制御
シグナリング

SE

認証、課金、位置情報

サービスサービスサービスサービス
コラボレーションエンジンコラボレーションエンジンコラボレーションエンジンコラボレーションエンジン

分散分散分散分散データデータデータデータ流通基盤流通基盤流通基盤流通基盤

課題課題課題課題アアアア----３３３３

自律自律自律自律分散分散分散分散QQQQoSoSoSoS制御制御制御制御
課題課題課題課題イイイイ----３３３３

高性能高信頼高性能高信頼高性能高信頼高性能高信頼
相互接続相互接続相互接続相互接続

課題課題課題課題イイイイ----２２２２

FMCFMCFMCFMCシームレスシームレスシームレスシームレス制御制御制御制御
課題課題課題課題イイイイ----１１１１

NGN

運行状況株価情報スポーツ中継 選挙速報 災害情報
コミュニティ

ｻｰﾋﾞｽ中断時間の
極小化

ユビキタス、個人志向

端末・網の接続条件制約による
ストレスフリー

サービスコラボレーション
局所集中ｱｸｾｽ（災害情報共有等）による

品質劣化なし「「「「リアルタイムリアルタイムリアルタイムリアルタイム」「」「」「」「高品質高品質高品質高品質」「」「」「」「高信頼高信頼高信頼高信頼」」」」なななな
アプリケーションサービスアプリケーションサービスアプリケーションサービスアプリケーションサービス

1111億超億超億超億超のののの端末端末端末端末 映像・画像・音声・
ﾃﾞｰﾀ（気温・気圧等ｾﾝｻ情報等）

ﾎｰﾑ・ﾓﾊﾞｲﾙ・ﾕﾋﾞｷﾀｽ機器
(PC, PDA, 監視ｶﾒﾗ、車載ｶﾒﾗ, …）

仕様適合性仕様適合性仕様適合性仕様適合性
検査検査検査検査システムシステムシステムシステム

課題課題課題課題イイイイ----４４４４

機能分散機能分散機能分散機能分散トランスポートトランスポートトランスポートトランスポート制御制御制御制御

高度高度高度高度トランスポートサービストランスポートサービストランスポートサービストランスポートサービス

課題課題課題課題アアアア----１１１１、、、、２２２２

課題課題課題課題アアアア----４４４４
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キャリアキャリアキャリアキャリア網網網網キャリアキャリアキャリアキャリア網網網網

サービス&コンテンツ

レガシーレガシーレガシーレガシー系系系系レガシーレガシーレガシーレガシー系系系系IPIPIPIPIPIPIPIP網網網網網網網網
(CATV(CATV(CATV(CATV(CATV(CATV(CATV(CATVなどなどなどなどなどなどなどなど))))))))

モバイルモバイルモバイルモバイル系網系網系網系網モバイルモバイルモバイルモバイル系網系網系網系網

SBC

TE

TE

TE

TE TE

TE TE TE

[[アアアアアアアア --１１１１１１１１]]機能分 散型機能分 散型機能分 散型機能分 散型機能分散型機能分散型機能分散型機能分散型 トラントラントラントラントラントラントラントラン

スポートスポートスポートスポートスポートスポートスポートスポートネットワークネットワークネットワークネットワークネットワ ークネットワ ークネットワ ークネットワ ーク

制御統合制御統合制御統合制御統合制御統合制御統合制御統合制御統合技術技術技術技術技術技術技術技術

[[イイイイイイイイ--１１１１１１１１]]FMCFMCシームレスシームレスシームレスシームレス制御技術制御技術制御技術制御技術シームレスシームレスシームレスシームレス制御技術制御技術制御技術制御技術

[[イイイイイイイイ --２２２２２２２２]]キャリアキャリアキャリアキャリア 間高性能間高性能間高性能間高性能・・・・高信頼相互接 続技術高信頼相互接 続技術高信頼相互接 続技術高信頼相互接 続技術キャリアキャリアキャリアキャリア 間高性能間高性能間高性能間高性能・・・・高信頼相互接続技術高信頼相互接続技術高信頼相互接続技術高信頼相互接続技術

[[アアアアアアアア--３３３３３３３３]]大容量分散大容量分散大容量分散大容量分散デ ータデ ータデ ータデ ータ流通技術流通技術流通技術流通技術大容量分散大容量分散大容量分散大容量分散デ ータデ ータデ ータデ ータ 流通技術流通技術流通技術流通技術
[[アアアアアアアア --４４４４４４４４]]分散分散分散分散分散分散分散分散 サービスサービスサービスサービスサービスサービスサービスサービス 間間間間間間間間

コラボレーションコラボレーションコラボレーションコラボレーション技術技術技術技術コラボレー ションコラボレー ションコラボレー ションコラボレー ション技術技術技術技術

キャリア間キャリア間
接続ポイント接続ポイント

SESE

トランスポート処理層
FE

FE FE

FE

CE
CE

トランスポート制御層

サービス制御層
データ流通基盤

CE

一部サードベンダ

位置情報

プレゼンス

認証情報

サービスコラボ
レーションエンジン

Proxy

[[イイイイイイイイ --３３３３３３３３]]自律分散自律分散自律分散自律分散自律分散自律分散自律分散自律分散QoSQoS制御技術制御技術制御技術制御技術制御技術制御技術制御技術制御技術

[[イイイイイイイイ --４４４４４４４４]]キャリアネットワークキャリアネットワークキャリアネットワークキャリアネットワークキャリアネットワークキャリアネットワークキャリアネットワークキャリアネットワーク

構成機器相互接続構成機器相互接続構成機器相互接続構成機器相互接続構成機器相互接 続構成機器相互接 続構成機器相互接 続構成機器相互接 続技術技術技術技術技術技術技術技術

[[アアアアアアアア--２２２２２２２２ ]]高度高度高度高度高度高度高度高度トランスポートトランスポートトランスポートトランスポートトランスポートトランスポートトランスポートトランスポート

サービスサービスサービスサービス 処理処理処理処理マウントマウントマウントマウントサービスサービスサービスサービス 処理処理処理処理マウントマウントマウントマウント技術技術技術技術技術技術技術技術

課題課題課題課題アアアア 「「「「次世代次世代次世代次世代コアネットワークコアネットワークコアネットワークコアネットワーク構成技術構成技術構成技術構成技術のののの研究開発研究開発研究開発研究開発」」」」 のののの主主主主なななな成果成果成果成果

課題課題課題課題アアアア----1111 機能分散型機能分散型機能分散型機能分散型トランスポートネットワークトランスポートネットワークトランスポートネットワークトランスポートネットワーク制御統合技術制御統合技術制御統合技術制御統合技術
大規模ネットワークに向けたネットワークの安定化・運用の効率化等を目指し、制御機

能と転送機能を分散配備したネットワークアーキテクチャ技術の確立のため、制御機能と
転送機能間のForCES通信プロトコルの高信頼化方式※1の確立、高速経路計算技術の高
度化方式を確立した
課題課題課題課題アアアア----2222 高度高度高度高度トランスポートサービストランスポートサービストランスポートサービストランスポートサービス処理処理処理処理マウントマウントマウントマウント技術技術技術技術

サービス処理機能を動的にマウントすることで、効率的な機能配備を可能とする高度ト
ランスポートサービス処理マウント技術について、高信頼化の観点からサービス機能部
（SE)の障害処理技術の確立した。また、サービス処理機能の高性能化の観点から市中
プロセッサによる10Ｇ性能を達成する高度処理技術を確立した。

※1に関する通信プロトコルはIETFで、上記技術確立を踏まえたアーキテクチャに関して
はITU-Tでの標準化を推進した。

IETFでの相互接続実験（※１）
日本、中国、ギリシャの提案組織の試作ソフトにより

ForCES通信プロトコルの相互接続実験を実施すると共に、
IETFでのRFC化に向けた標準化活動（寄書提案を含む）
を推進した。

課題課題課題課題アアアア－－－－４４４４ 分散分散分散分散サービスサービスサービスサービス間間間間コラボレーションエンジンコラボレーションエンジンコラボレーションエンジンコラボレーションエンジン技術技術技術技術

（１）サービスコラボレーションエンジン技術
• 基盤上に分散した機能要素を連携するため、アダプタ機能にサービス呼び出し機能に加え、

次に呼び出す機能要素を決定する機能を追加することで、シナリオ実行を分散化した分散型
連携型ネットワークサービス基盤（CNSP）を開発。実現性を確認

（２）認証サーバ連携によるセキュリティ高度化技術
• ユーザが端末を変更した場合などでも同じ回線を使用し続けている場合であれば認証を不

要できるようにするため、ユーザ・端末・回線の3種類の対象の認証結果を継承する認証継

承機能を開発
• 認証サーバ連携によるセキュリティ高度化の成果を含む認証フレームワークの検討をITU-T 

SG17に提案し、新規テーマとして採択

ユーザ端末

シナリオエー ジェント

サービスアダプタ

サービスアダプタ

呼出ID

定義DB

依存関係

DB

シナリオ
情報DB

負荷 状態
DB 

呼出ID

定義DB

依存 関係

DB

シナリオ

情報DB

負荷 状態

DB 

呼出ID

定義DB

シナリオ
情報DB

サービス
分散型分散型分散型分散型CNSP

IP-Agent

CE通知

SIPIM
Callback

ブラウザ

ユーザ
環境管理

サービス
継続機能

サービス

サービス
継続機能

ユーザ
環境管理

・分散ディレクトリ技術
- プロトタイムシ ステ ムの機能 強化、中規 模実 験の 結果から最終 目標 達成 に目 処
- 他システムと連携動 作するAPIを開発 し、NUSC（ Non-Uniform Storage Cluster）

実現 に貢献

・軽量シグナリング技術
- 8bitマイコン搭 載センサ端末 と携帯 端末 を用 いて、成果 を効果 的にアピール する

デモ システムを構築
- 評価を通 して充 分なスケーラビリティを持 つことを確 認
- センサ情 報の開 示制御 を可 能にする情 報開示 制御機 構を開発

・大容量 分散 格納・大規模 同時伝 送技 術
- 分散ディレクトリと分 散格 納技 術の連携 による流通基 盤の試作 機能 検証 の完了
- リアル タイム情報 流通 基盤に関してNICTと共 同で広 報を実施

軽量シグナリング技術

画 面

Zigbee/IEEE802.15 .4

温 度センサ端末

SIP

t

SIP UAPDA wit h G PS &  

Zigbee
(携 帯端 末)

結果 の リアル タイ ムマップ 表示結果 の リアル タイム マップ 表示

分散ディレクトリ技術及び
大容量分散格納大規模同時伝送技術

リアルタイ ムアプ リケ ーションリアルタイ ムアプ リケ ーションリアルタイ ムアプ リケ ーションリアルタイ ムアプ リケ ーションリアル タイム アプリケ ーションリアル タイム アプリケ ーションリアル タイム アプリケ ーションリアル タイム アプリケ ーション

イベ ント 通知＆ センサデー タイ ベント通 知＆センサ デー タ

イベントイベントイベントイベント通知技術通知技術通知技術通知技術 （（（（分散分散分散分散 デ ィレクデ ィレクデ ィレクデ ィレク

トリトリトリトリ））））に よるに よるに よるに よる デ ー タデ ー タデ ー タデ ー タ所 在管理所 在管理所 在管理所 在管理

大容量分散格納技 術大容量分散格納技 術大容量分散格納技 術大容量分散格納技 術 によるによるによるによる

デー タデー タデー タデー タのののの 分散管 理分散管 理分散管 理分散管 理

課 題課 題課 題課 題 アアアア－－－－ ３３３３ 大 容 量分 散大 容 量分 散大 容 量分 散大 容 量分 散 データデータデータデータ流通 技術流通 技術流通 技術流通 技術
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キャリアキャリアキャリアキャリア網網網網キャリアキャリアキャリアキャリア網網網網

サービス&コンテンツ

レガシーレガシーレガシーレガシー系系系系レガシーレガシーレガシーレガシー系系系系IPIPIPIPIPIPIPIP網網網網網網網網

(CATV(CATV(CATV(CATV(CATV(CATV(CATV(CATVなどなどなどなどなどなどなどなど))))))))

モバイルモバイルモバイルモバイル系網系網系網系網モバイルモバイルモバイルモバイル系網系網系網系網

SBC

TE

TE

TE

TE TE

TE TE TE

[[アアアアアアアア--１１１１１１１１]]機能分散型機能分散型機能分散型機能分散型機能分散型機能分散型機能分散型機能分散型トラントラントラントラントラントラントラントラン
スポートスポートスポートスポートスポートスポートスポートスポート ネットワークネットワークネットワークネットワークネットワークネットワークネットワークネットワーク

制御統合制御統合制御統合制御統合制御統合制御統合制御統合制御統合技術技術技術技術技術技術技術技術

[[イイイイイイイイ--１１１１１１１１]]FMCFMCシームレスシームレスシームレスシームレス 制御技術制御技術制御技術制御技術シームレスシームレスシームレスシームレス 制御技術制御技術制御技術制御技術

[[イイイイイイイイ--２２２２２２２２]]キャリアキャリアキャリアキャリア 間高性 能間高性 能間高性 能間高性 能・・・・ 高信頼相互接続技術高信頼相互接続技術高信頼相互接続技術高信頼相互接続技術キャリアキャリアキャリアキャリア 間高性能間高性能間高性能間高性能・・・・高 信頼相互接続技術高 信頼相互接続技術高 信頼相互接続技術高 信頼相互接続技術

[[アアアアアアアア--３３３３３３３３]]大容量分散大容量分散大容量分散大容量分散データデータデータデータ流通技術流通技術流通技術流通技術大容量分散大容量分散大容量分散大容量分散データデータデータデータ流通技術流通技術流通技術流通技術[[アアアアアアアア--４４４４４４４４]]分散分散分散分散分散分散分散分散サービスサービスサービスサービスサービスサービスサービスサービス間間間間間間間間
コラボレーションコラボレーションコラボレーションコラボレーション技術技術技術技術コラボレーションコラボレーションコラボレーションコラボレーション技術技術技術技術

キャリア間キャリア間
接続ポイント接続ポイント

SESE

トランスポート処理層
FE

FE FE

FE

CE
CE

トランスポート制御層

サービス制御層
デー タ流通 基盤

CE

一部サードベンダ

位置情報

プレゼンス

認証情報

サー ビ スコ ラボ
レ ーションエンジン

Proxy

[[イイイイイイイイ--３３３３３３３３ ]]自律分散自律分散自律分散自律分散自律分散自律分散自律分散自律分散QoSQoS制御 技術制御 技術制御 技術制御 技術制御技術制御技術制御技術制御技術

[[イイイイイイイイ--４４４４４４４４ ]]キャリアネットワークキャリアネットワークキャリアネットワークキャリアネットワークキャリアネットワークキャリアネットワークキャリアネットワークキャリアネットワーク
構成機器相互接続構成機器相互接続構成機器相互接続構成機器相互接続構成機器相互接続構成機器相互接続構成機器相互接続構成機器相互接続技術技術技術技術技術技術技術技術

[[アアアアアアアア--２２２２２２２２]]高度高度高度高度高度高度高度高度ト ランスポートト ランスポートト ランスポートト ランスポートトラ ンスポートトラ ンスポートトラ ンスポートトラ ンスポート

サービスサービスサービスサービス 処理処理処理処理マウントマウントマウントマウントサービスサービスサービスサービス 処理処理処理処理マウントマウントマウントマウント技術技術技術技術技術技術技術技術

課題課題課題課題イイイイ 「「「「ネットワークネットワークネットワークネットワーク間高度接続技術間高度接続技術間高度接続技術間高度接続技術のののの研究開発研究開発研究開発研究開発」」」」 のののの主主主主なななな成果成果成果成果

SIP Server
SIP Phone

MPM
ネットワークネットワークネットワークネットワーク負荷負荷負荷負荷

中国/

韓国
日本

CJK NGN testbed

日本側通信端末

マルチメディアマルチメディアマルチメディアマルチメディア通信通信通信通信 網間網間網間網間でのでのでのでのトラフィックトラフィックトラフィックトラフィック収集収集収集収集

MPM

・昨年度まで提案のトラ
フィック解析手法の評価

・データマイニングによる、
無線・有線混在時の品質推
定・障害の切り分け手法の
研究・方式提案

(2) ネットワークネットワークネットワークネットワーク品質診断機能品質診断機能品質診断機能品質診断機能

(1) セッションボーダーコントローラーセッションボーダーコントローラーセッションボーダーコントローラーセッションボーダーコントローラーのののの開発開発開発開発

事業者網１
G.711/IPv6

事業者網２
WB-AMR/IPv4

H21年度開発機能年度開発機能年度開発機能年度開発機能：：：：
１１１１））））１０１０１０１０ＧｂｐｓＧｂｐｓＧｂｐｓＧｂｐｓインタフェースブレードインタフェースブレードインタフェースブレードインタフェースブレードのののの開発開発開発開発
２２２２）ＳＤＰ）ＳＤＰ）ＳＤＰ）ＳＤＰ変換変換変換変換、、、、セキュリティセキュリティセキュリティセキュリティ強化強化強化強化

セッションボーダーコントローラー

H21年度評価年度評価年度評価年度評価、、、、プロモーションプロモーションプロモーションプロモーション
１１１１））））１０１０１０１０ＧｂｐｓＧｂｐｓＧｂｐｓＧｂｐｓインタフェースインタフェースインタフェースインタフェース性能評価性能評価性能評価性能評価
２２２２））））CEATEC JAPANでのでのでのでの動態動態動態動態デモデモデモデモ展示展示展示展示

課題課題課題課題イーイーイーイー２２２２ キャリアキャリアキャリアキャリア間高性能間高性能間高性能間高性能・・・・高信頼相互接続技術高信頼相互接続技術高信頼相互接続技術高信頼相互接続技術

・・・・さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな接続接続接続接続パターンパターンパターンパターンにににに対応対応対応対応

・・・・メッセージメッセージメッセージメッセージのののの構文構文構文構文 チェックチェックチェックチェック
・・・・送信送信送信送信 タイミングチェックタイミングチェックタイミングチェックタイミングチェック
・・・・挙動挙動挙動挙動 ののののチェックチェックチェックチェック

課題課題課題課題イーイーイーイー４４４４ キャリアネットワークキャリアネットワークキャリアネットワークキャリアネットワーク構成機器相互接続技術構成機器相互接続技術構成機器相互接続技術構成機器相互接続技術

被試験端末被試験端末被試験端末被試験端末 パケットパケットパケットパケットエミュレータエミュレータエミュレータエミュレータ

①①①①INVITEINVITEINVITEINVITE

②②②②407407407407

③③③③ACKACKACKACK

④④④④INVITEINVITEINVITEINVITE

検査仕様作成検査仕様作成検査仕様作成検査仕様作成
・・・・機能機能機能機能のののの絞絞絞絞 りりりり込込込込みみみみ

・・・・検査項目抽出検査項目抽出検査項目抽出検査項目抽出
・・・・検査検査検査検査シーケンスシーケンスシーケンスシーケンス

作成作成作成作成

ネットワークネットワークネットワークネットワーク機器機器機器機器からからからから

対象対象対象対象I/FI/FI/FI/F決定決定決定決定

Router

Server

Server

Server

標準標準標準標準

仕様仕様仕様仕様

標準標準標準標準

仕様仕様仕様仕様

標準標準標準標準

仕様仕様仕様仕様

標準標準標準標準
仕様仕様仕様仕様

標準標準標準標準
仕様仕様仕様仕様

標準標準標準標準

仕様仕様仕様仕様

標準標準標準標準

仕様仕様仕様仕様

標準標準標準標準
仕様仕様仕様仕様

標準標準標準標準

仕様仕様仕様仕様

標準標準標準標準

仕様仕様仕様仕様
検査仕様作成検査仕様作成検査仕様作成検査仕様作成

IPv6IPv6IPv6IPv6対応機器対応機器対応機器対応機器がおがおがおがお互互互互 いにいにいにいに通信通信通信通信がががが

できることをできることをできることをできることを 認定認定認定認定するするするする国際的国際的国際的国際的なななな機能機能機能機能
認定認定認定認定 ロゴロゴロゴロゴ。。。。世界中世界中世界中世界中でででで共通共通共通共通ななななLogo Logo Logo Logo 

ProgramProgramProgramProgramをををを 定義定義定義定義しししし 、、、、検査仕様検査仕様検査仕様検査仕様をををを公開公開公開公開。。。。
H21H21H21H21°°°°はははは 、、、、SIP B2BUASIP B2BUASIP B2BUASIP B2BUAのののの 検査仕様検査仕様検査仕様検査仕様 をををを

策定策定策定策定 しししし、、、、IPv6 Ready Logo ProgramIPv6 Ready Logo ProgramIPv6 Ready Logo ProgramIPv6 Ready Logo Programのののの

検査仕様検査仕様検査仕様検査仕様としてとしてとしてとして 採択採択採択採択 されたされたされたされた 。。。。

標準化標準化標準化標準化へのへのへのへの提案提案提案提案
不具合事例不具合事例不具合事例不具合事例のののの共有共有共有共有

標準化機関標準化機関標準化機関標準化機関国内企業国内企業国内企業国内企業

海外企業海外企業海外企業海外企業
Se rver

Router

検査仕様検査仕様検査仕様検査仕様

提案提案提案提案
承認承認承認承認

IPv6 Ready Logo

相互接続相互接続相互接続相互接続
イベントイベントイベントイベント

実
機
検
証

実
機
検
証

実
機
検
証

実
機
検
証

へ
の
へ
の
へ
の
へ
の
適
用
適
用
適
用
適
用

課題課題課題課題イイイイ－－－－１１１１：：：：FMCFMCFMCFMCシームレスシームレスシームレスシームレス制御技術制御技術制御技術制御技術

目的：ユーザのニーズに 応じた品質のサービスを提供する ため、ユーザ体感品質 (QoE)やパケット転送品質

(QoS)を測定・管理する技術(MPM； Managem ent of Performance Measurement技術 )を開発し、サー ビスの受
付制御や動的なマルチメディアセッション の増減/切り替え制御を実現す る。

目的：ユーザのニーズに 応じた品質のサービスを提供する ため、ユーザ体感品質 (QoE)やパケット転送品質
(QoS)を測定・管理する技術(MPM； Managem ent of Performance Measurement技術 )を開発し、サー ビスの受

付制御や動的なマルチメディアセッション の増減/切り替え制御を実現す る。

(2)異種異種異種異種ネットワークネットワークネットワークネットワーク間間間間セッションセッションセッションセッション制御技術制御技術制御技術制御技術

(1)FMCシームレスサービスシームレスサービスシームレスサービスシームレスサービス制御技術制御技術制御技術制御技術

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

携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話

NGN

プレゼンスプレゼンスプレゼンスプレゼンス
サーバサーバサーバサーバ

映像配信映像配信映像配信映像配信サイトサイトサイトサイト

PC

セッションセッションセッションセッション制御制御制御制御
サーバサーバサーバサーバ

SDP/
プロキシプロキシプロキシプロキシ

映像映像映像映像コンテンツコンテンツコンテンツコンテンツのののの再生端末再生端末再生端末再生端末のののの切替切替切替切替ええええ

WEB サイトサイトサイトサイト

ユーザユーザユーザユーザ情報情報情報情報にににに基基基基づくづくづくづくサービスサービスサービスサービス制御制御制御制御

・・・・フレンドリストフレンドリストフレンドリストフレンドリスト
・・・・位置位置位置位置
・・・・時刻時刻時刻時刻
・・・・他他他他

入口入口入口入口ノ ードノ ードノ ードノ ード ＢＢＢＢ

入口入口入口入口ノードノードノードノードＣＣＣＣ

内部内部内部内部ノ ードノ ードノ ードノ ード FFFF

内部内部内部内部ノードノードノードノード HHHH内部内部内部内部ノードノードノードノード GGGG

出口出口出口出口ノードノードノードノード

入口入口入口入口・・・・出口出口出口出口 ノードペ アノードペ アノードペ アノードペ アででででマークマークマークマーク割合割合割合割合
をををを 集計集計集計集計、、、、結果結果結果結果をををを 入口入口入口入口ノードノードノードノードにににに通知通知通知通知

入口入口入口入口ノードノードノードノードのみがのみがのみがのみが個別個別個別個別のののの
フローフローフローフローをををを 管理管理管理管理

100%

PCN-Supportable rate 

PCN-Admiss ible rate 

全全全全 てのてのてのてのパケットパケットパケットパケットににににマークマークマークマーク

一部一部一部一部ののののパケットパケットパケットパケット ににににマークマークマークマーク

一切一切一切一切マー クマー クマー クマー クせずせずせずせず

強制切断＆
新規フロー拒否

新規フロー拒否

新規フロー受付

0%

出力インターフェースごとに

PCN traffic rateを計測し、
パケットにマー ク

フローの扱い

課題課題課題課題イーイーイーイー３３３３ 自律分散自律分散自律分散自律分散QoS制御技術制御技術制御技術制御技術

NGN

GW

GW

非NGN網

入口入口入口入口ノードノードノードノード AAAA

内部内部内部内部ノードノードノードノード EEEE

内部内部内部内部ノードノードノードノード ＤＤＤＤ

レ ートレ ートレ ートレ ートにににに比例比例比例比例しししし ててててマークマークマークマーク

非NGN網を含むE-Eで
QoSを確保する方式の
性能向上：
強制切断量強制切断量強制切断量強制切断量のののの測定測定測定測定がががが
可能可能可能可能となったとなったとなったとなった
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S G13

S G17

SG11

IEEE

IE EE 8 02

PICMG

OMA

3GPP2

S G16SG12

SG9

IETF

ForCES WG

IPv6 Forum

ETSI

TISPAN

各種 標準化団 体対応状 況

シームレスサービスシームレスサービスシームレスサービスシームレスサービス制制制制
御方式御方式御方式御方式のののの 標準化標準化標準化標準化 をををを推推推推
進中進中進中進中（（（（KDD I））））

シームレスサービスシームレスサービスシームレスサービスシームレスサービス制制制制
御方式御方式御方式御方式 のののの標準化標準化標準化標準化をををを推推推推
進中進中進中進中（（（（KDDI））））

MPM仕様仕様仕様仕様 のののの標準化標準化標準化標準化 をををを推進中推進中推進中推進中（（（（KDDI研研研研））））

分 散分 散分 散分 散アーキテクチャアーキテクチャアーキテクチャアーキテクチャとととと本本本本 アーアーアーアー
キテクチ ャキテクチ ャキテクチ ャキテクチ ャでででで使用使用使用使用 するするするする プロトコプロトコプロトコプロトコ
ルルルル のののの標準化標準化標準化標準化をををを進行中進行中進行中進行中 （ＮＴＴ）（ＮＴＴ）（ＮＴＴ）（ＮＴＴ）

SG13 Q.20SG13 Q.20SG13 Q.20SG13 Q.20でででで分散分散分散分散 アーキテクアーキテクアーキテクアーキテク
チャチャチャチャののののシナリオシナリオシナリオシナリオ がががが承認承認承認承認。。。。
ForCES  WGForCES  WGForCES  WGForCES  WGでででで通信通信通信通信プロトコルプロトコルプロトコルプロトコルのののの
R FCR FCR FCR FC化化化化をををを 達成達成達成達成 （（（（NTTNTTNTTNTT））））

シー ムレスサービスシー ムレスサービスシー ムレスサービスシー ムレスサービス制制制制
御方 式御方 式御方 式御方 式のののの標準化標準化標準化標準化 をををを推進推進推進推進
中中中中（（（（KDDI研研研研））））

3GPP

シーム レスサービスシーム レスサービスシーム レスサービスシーム レスサービス制御制御制御制御
のののの アーキテクチャアーキテクチャアーキテクチャアーキテクチャ仕様仕様仕様仕様 へのへのへのへの
盛盛盛盛 りりりり 込込込込みをみをみをみを 達成達成達成達成(KDD I( KDD I( KDD I( KDD I研研研研 ))))

NGNNGNNGNNGN 要求条件要求条件要求条件要求条件 としてとしてとしてとしてMPMMPMMPMMPMがががが承認承認承認承認 。。。。MPMMPMMPMMPM----R ACFR ACFR ACFR ACF
間通信仕様間通信仕様間通信仕様間通信仕様のののの 標準化標準化標準化標準化 をををを 推進中推進中推進中推進中 （（（（KDD IKDD IKDD IKDD I研研研研））））

次世代IPネットワーク推進フォーラム
戦略検討WG

ITU -T

TSG-RAN

T SG- SA

TS G-C T

アプリケーションアプリケーションアプリケーションアプリケーション 向向向向 けけけけセキ ュリティサー ビスセキ ュリティサー ビスセキ ュリティサー ビスセキ ュリティサー ビス
のののの一一一一 つとしてつとしてつとしてつとして標準化標準化標準化標準化をををを 推進中推進中推進中推進中（（（（日立日立日立日立））））

イ ンフ ラ 系技 術SWG サー ビス系 技 術SWG

セ キ ュ ア系技 術SWG

QoSQoSQoSQoS制御制御制御制御のののの提案 方式提案 方式提案 方式提案 方式のののの改改改改
良良良良をををを行行行行 いいいい 、、、、性能向上効果性能向上効果性能向上効果性能向上効果をををを
示示示示すことですことですことですことで標準化標準化標準化標準化へへへへ貢 献貢 献貢 献貢 献
((((NTTNTTNTTNTT----AT)AT)AT)AT)

Pre Co ng es ti on No tific a tio n WG (p cn)

S BCS BCS BCS BC相 当機能関連仕様及相 当機能関連仕様及相 当機能関連仕様及相 当機能関連仕様及びびびび インインインイン
タフェースタフェースタフェースタフェース仕様仕様仕様仕様 のののの標準化標準化標準化標準化にににに 寄与寄与寄与寄与
していくしていくしていくしていく（（（（沖電気沖電気沖電気沖電気））））

センサセンサセンサセンサ 端末向端末向端末向端末向 けけけけ計量計量計量計量シグナ リングシグナ リングシグナ リングシグナ リング技術技術技術技術のののの
標準化方 針標準化方 針標準化方 針標準化方 針をををを検 討中検 討中検 討中検 討中(NEC)(NEC)(NEC)(NEC)

シームレスサービスシームレスサービスシームレスサービスシームレスサービス制御制御制御制御 をををを用用用用 いたいたいたいたサ ービスサ ービスサ ービスサ ービス
のののの標準 化標準 化標準 化標準 化をををを推 進中推 進中推 進中推 進中(KDDI(KDDI(KDDI(KDDI研研研研))))

SIP B2BUASIP B2BUASIP B2BUASIP B2BUAのののの検 査仕様検 査仕様検 査仕様検 査仕様 をををを 策定策定策定策定 しししし 、、、、
IPv6 Ready Logo  ProgramIPv6 Ready Logo  ProgramIPv6 Ready Logo  ProgramIPv6 Ready Logo  Program のののの検査仕検査仕検査仕検査仕
様様様様 としてとしてとしてとして採択採択採択採択 (NTT(NTT(NTT(NTT----AT)AT)AT)AT)

５５５５．．．．これまでこれまでこれまでこれまで得得得得られたられたられたられた成果成果成果成果（（（（特許出願特許出願特許出願特許出願やややや論文発表等論文発表等論文発表等論文発表等））））

６６６６．．．．標準化対応標準化対応標準化対応標準化対応・・・・対外連携等対外連携等対外連携等対外連携等についてについてについてについて

ＣＪＫテストベッド環境

64

(41)

8

(3)

6

(4)

117

(37)

21

(15)

30

(8)

88

(29)

次世代ネットワーク（NGN）
基盤技術の研究開発

標準化提案標準化提案標準化提案標準化提案展示会展示会展示会展示会報道発表報道発表報道発表報道発表そのそのそのその他研究発表他研究発表他研究発表他研究発表研究論文研究論文研究論文研究論文外国出願外国出願外国出願外国出願国内出願国内出願国内出願国内出願

・ITU-T、3GPP、OMA、IETF等を中心に標準化提案活動を継続して推進した。
・日中韓におけるＣＪＫ-NGNテストベッドにおいて、日韓間および日中間でのマルチメディア[RTP(Real-time Transport Protocol) 
/RTCP (RTP Control Protocol)]ストリームの品質測定試験を実施し、ユーザ端末のQoEを推定する技術検討を進め、この実験
および検討結果を，ITU-T SG13 Q4における品質測定機能（MPM）と帯域管理機能（RACF）間の通信仕様にかかわる規定に反
映することで、Y.2111 Rev.2のAnnex Aとして国際標準化した。また、機能分散トランスポートネットワークのCJKテストベッド上で
のデモ等により相互理解と適用性の検討、日中間、日中韓間でのフィージビリティの確認実験を進め、この結果は，ITU-T SG13 
Q20におけるiSCP (independent Scalable Control Plane)の標準化作業に反映され、2010年１月のSG13 WP会合で補足文書Y 
Sup.11として承認された。

・CEATEC2009で受託研究各社の研究成果を連携した動態デモを出展し、研究成果をアピールした。
・SIP B2BUAの検査仕様を策定し、IPv6 Ready Logo Programの検査仕様として採択された。

( )内は平成21年度分

CJKCJKCJKCJK実験実験実験実験のののの結果結果結果結果 をををを

ITUITUITUITU----TTTT標準化
標準化
標準化
標準化へへへへ反映反映反映反映

 


