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グローバルスタンダード最前線

TIP（Telecom Infra Project） は， 
Facebookが中心となって，2016年
2 月に活動を開始しました．昨今の
技術動向において重要性を増してい
る，オープン化，ディスアグリゲー
ションという潮流をテレコムネット
ワークに適用することで，この分野
のハードウェア ・ ソフトウェアやオ
ペレーションに革新をもたらすこと
を目標としています．そのため，オー
プンソースコミュニティに近い活動
スタイルを取っていることが特徴で
す．ここではその主な活動内容を紹
介します．

TIP設立の背景

近年急速に発展している，データセ
ンタ内およびデータセンタ間通信分野
においては，ONF（Open Networking 
Foundation）などの民間団体のほか，
さまざまなオープンソースプロジェク
トが開発を進めるプロダクトやインタ
フェース仕様が，デファクト標準と
なっています．特徴的なことは，構成
や仕様をオープンに議論し，さらには
開発プロダクトもオープンにしている
ことです．こうしたオープン化の動き
は，ソフトウェア開発だけでなく，ハー
ドウェア開発においてもみられるよう
に な っ て い ま す．そ の 例 と し て，
OCP（Open Compute Project）があ
ります．OCPは，サーバやラックの
仕様をオープンにすることで，機器の
導入コストだけでなく，消費電力低減
をも可能にしました．そこで重要な役

割を果たしたのが，従来は一体化され
ていた機能の分解，すなわちディスア
グリゲーションです．これにより，ユー
ザが必要とする機能を絞り込むことが
できるようになりました．

テレコム分野にも，こうしたオープ
ン化やディスアグリゲーションの流れ
は浸透しつつあります．OCPを主導
した企業の １ つがFacebookですが，
テレコム分野でも同様の取り組みがで
きるのではないかとの発想のもと，同
社を中心として始まったのがTIP

（Telecom Infra Project）です．

TIPの組織概要

TIPは，20１6年 2 月に活動を開始し
ました．参加企業数は，当初は数十社
でしたが，現在では500社以上にまで
増加しています．NTTは，20１7年に
加入しました．

テレコムキャリアでは，DT（Deut
sche Telekom）とSK Telecomが，設
立当初からのBoard of Direc torsメン
バでした．現在ではTelefonica，Voda
fone，BT（British Telecom）が新た
に同メンバに加わっていることに象徴

されるように，欧州のキャリアが積極
的に参加している印象があります．ま
た，インド，南アフリカ，ブラジルな
ど，国内にインフラが十分整っていな
い地域をかかえる国のキャリアも数多
く参加しています．その背景には，オー
プンソース化されたプロダクトやその
ノウハウを活用することで，自国のイ
ンフラ整備を低コストかつ効率的に進
めたい，というねらいがあります．

機器ベンダでは，大手企業も参加し
ていますが，ホワイトボックスと呼ば
れる，汎用チップ，汎用OS（Operating 
System）を活用した装置の新興企業
が存在感を示しています．チップベン
ダも含め，これらの企業の市場開拓へ
の意欲をうかがわせます．

そのほかには，サービスプロバイダ
やシステムインテグレータも参加して
います．スタートアップ企業を含む多
様な参加者が存在することは，新たな
技術潮流への高い関心，あるいは期待
を反映しているといえるでしょう．

TIPの組織構成を図に示します．具
体的な技術検討，開発，試験は，それ
ぞれのPG（Project Group）が実施し
ます．PGは，Board of Directorsおよ
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びTechnical Committeeの承認をもっ
て設立（または解散）されます．PG
の新設（および消滅）は，TIP設立後，
これまでにもすでに適宜実施されてき
ました．データセンタ分野の他の民間
団体と同様に，柔軟かつ迅速にPGが
編成される組織運営となっていること
がうかがえます．

PGは，その技術開発対象の内容に
より，大きくAccess Projects， Back
haul Projects， Core & Manage ment 
Projectsの ３ つの分野に分類されま
す．各PGはそれぞれのチャータによ
り，活動の対象とする技術内容，成果
目標を定めています．PGで開発され
たプロダクトは， 通常，Commu ni ty 
Labと呼ばれるテスト環境で試験され
ます．Community Labは，現在，米国，
ドイツ，韓国，ブラジル，インドに，
合計 6 カ所設置されています．それぞ

れ，場所を提供し運営の主体となって
いる企業は存在しますが，いずれも参
加をオープンにすることを標榜してい
ます．成功している他の多くのオープ
ンソースプロジェクトと同様に，開発
を盛り上げるオープンなコミュニティ
を形成しようとの意気込みが感じられ
ます．

TIP Ecosystem Acceleration Cen
ter（TEAC）は，スタートアップ企
業に開発や試験のための環境を提供す
るものです．現在は，BT，DT，Or
ange，SK Telecomが設置しています．

Access分野の 
プロジェクト

Access分野は，アクセスネットワー
クのインフラ技術を変革することで，
インターネットアクセスをより容易に
することを目標としています．具体的

には，インフラ整備のコストを低減す
る，あるいは従来技術では展開が難し
い環境でも適用できる技術を開発す
る，などといったことが，技術開発の
目的となります．本分野のPGの概略
を表 １ に示します．

Open Cellular PGでは，モバイル
通信の第 ４ 世代技術に位置付けられる
LTE（Long Term Evolution） を 対
象に，その基地局装置が開発されてい
ます．制御に必要なソフトウェアは外
部のオープンソースソフトウェアを活
用していますが，参加企業がチップや
基幹部品を持ち寄り，基地局として動
作可能な装置を構成しました．その設
計仕様やファームウェアは，オープン
ソースハードウェアとしてすでに公開
されています．最新の第 5 世代モバイ
ル通信技術ではなく，既存の技術に焦
点を当て，そこにオープン化の技術潮

表 1 　Access分野のPG概略

名　称 概　略 Chair

Edge Computing モバイルエッジコンピューティングのライブラリ，ソフトウェアスタックを実装し，無
線アクセスネットワークをオープンなサービスハブとする

Intel
Telefonica

Power and Connectivity ルーラルエリアの無線アクセスネットワークを支える安価な電力インフラを構築するた
め，ユースケースの分析を行い，仕様策定を行う

Telefonica
Facebook

System Integration and Site 
Optimization

農村部と都市部の両方に最適なエンド－エンドのシステムインテグレーションを検討
し，ビジネスモデル，置局の効率化につなげる

Deloitte
Facebook

Open Cellular ルーラルエリアへの低コスト展開を念頭に，既存モバイル通信規格の基地局，電源およ
び関連技術のアーキテクチャと設計を行う Facebook

Solutions Integration 第 4 世代モバイル通信の基地局機能の分割や仮想化を進め，オープンなアーキテクチャ
作成につなげる SK Telecom

Open RAN 汎用プロセッサで動作するソフトウェアをベースに，FPGAへのオフロードも含めたフ
ルプログラマブルな基地局プロダクトを開発する

Vodafone
Intel

Crowd Cell 第 4 世代モバイル通信向けのマイクロセルを，汎用プロセッサ，ソフトウェア実装によっ
て構築する Vodafone

vRAN Fronthaul モバイル通信の基地局と無線アンテナ部を接続するフロントホールにおいて，さまざ
まな伝送方式の混在を許容する実装を行う

BT
Vodafone
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流を持ち込んでいるところに，TIPの
掲げる思想が分かりやすく現れている
といえます．Open Cellular PGのLTE
プロダクトは，インド，パキスタン，
その他アフリカや南米の国々で，
フィールドトライアルが進められてい
ます．

その他のPGでも，多くがモバイル
通信を開発対象としています．例えば，
vRAN Fronthaul PGでは，フロント
ホールと呼ばれる機能に関連した技術
を開発しています．フロントホールは，
無線アンテナ部分と，基地局の無線信
号処理部分を接続する役割を担ってい
ます．途上国では，コストや環境要因
により，光ファイバによる高品質な伝
送の確保が困難な状況が珍しくありま
せん．その対処として，ツイストペア
ケーブルや同軸ケーブルなど，他の媒
体を使った伝送が混在するフロント
ホールであっても，効率的に機能する
実装を開発しています．

フロントホールの伝送と同様に，コ
ストや環境が原因でインフラ整備の障
害となり得るのが，電力供給です．
Open Cellular PGでも太陽光発電を
利用した電力供給のプロダクトを開発
していますが，PGの主目標として取
り組んでいるのが，Power and Con
nec tiv ity PGです．安価な電力インフ
ラの構築をめざして，電力会社やバッ

テリメーカなど，テレコム分野以外か
らも参加がみられます．

Open RAN PGは，Open Cellular 
PGと同様に，LTEの基地局を開発対
象にしています．違いは，機能のソフ
トウェア実装に焦点を当てていること
です．つまり，基地局装置に汎用プロ
セッサを用いて，その機能をソフト
ウェアで動作させるということです．
そのねらいは，ソフトウェア実装がも
たらすプログラマビリティです．これ
により，柔軟かつ迅速な機能更新が可
能となります．

Backhaul分野の 
プロジェクト

増加する一方のトラフィックにいか
に対処するかは，各国のキャリアに共
通した課題となっています．その課題
認識の下，Backhaul分野のPGは，中
継あるいは幹線ネットワークに適用さ
れるインフラ技術の変革をめざした開
発を行っています．本分野のPGの概
略を表 ２ に示します．

Open Optical Packet Transport
（OOPT） PGは，大容量光ファイバ伝
送技術を対象としています．これまで
に，「Voyager」および「Cassini」と
いう名称の，パケットスイッチと光ト
ランスポンダが一体となったプロダク
ト（デザインおよびプロトタイプ装置）

を発表しています．光トランスポンダ
は，光伝送路で使用される波長多重
DWDM（Dense Wavelength Division 
Multi  plexing）や変調の方式規格に対
応していますが，その構成部品には，
装置特化のものではなく，汎用的なも
のが使用されています．例えば，コヒー
レント光送受信には，NTT研究所が
パートナー企業と開発し，NTTエレ
クトロニクスから販売されている市販
品プロセッサも採用されています．装
置全体を制御するOSにも，同様に汎
用的なものが使用されています．

こうしたホワイトボックス装置で
は，特定機能を担う部品だけ別のもの
に取り替えるなどといったマルチベン
ダ対応が可能となります．Voyager，
Cassiniともに，データセンタ間のポ
イント−ポイント通信が主な用途にな
りそうですが，これらの装置が体現し
ているディスアグリゲーションの動き
は，より複雑なテレコムネットワーク
向け光伝送装置を変革していく可能性
を有しているといえるでしょう．

OOPT PGが光ファイバ伝送を対象
としているのに対し，無線伝送を対象
とした開発を行っているのが，Milli
me ter Wave Networks PGで す． 本
PGでは，ミリ波帯に属する60 GHzの
電波を用いた中継ネットワークの構築
をめざしています．この周波数帯は，

表 2 　Backhaul分野のPG概略

名　称 概　略 Chair

Open Optical Packet 
Transport

特定の実装方式に限定されず，また新しい技術発展を可能とするような，DWDMのオー
プンなアーキテクチャを議論する Facebookなど

Millimeter Wave Networks ミリ波によって光ファイバを代替する中継網を構築するためのプラニング，ガイドライ
ンなどを開発する

Facebook
DT
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日本を含むアジアや欧米の多くの国
で，免許の不要なアンライセンス帯に
なっています．光ファイバに比べ，需
要に応じた迅速な設備展開をしやすい
という利点があるため，都市部，特に
通信容量への需要が集中しがちなエリ
アへの適用をめざしています．実用的
なノウハウ蓄積を目的に，フィールド
トライアルが計画されています．

Core & Manage- 
ment分野のプロジェクト

Core & Management分 野 のPGは，
ネットワークのオペレーションを変革
することを大きな目標としています．
本 分 野 のPGの 概 略 を 表 ３ に 示 し
ます．

EndtoEnd Network Slicing PGで
は，物理的なインフラ上に構築する，
仮想的なネットワークスライスに関す
る技術を対象としています．特に，複
数のキャリアのネットワークをまたぐ
ネットワークスライスを想定し，その
構築から運用までを統合的に実施する
ことをめざしています．ネットワーク
スライス，およびそれを構成するリ
ソースは，オーケストレータと呼ばれ
る装置で管理されますが，複数のオー
ケストレータが関与するようなケース

における相互接続性を確実にするた
め，必要なインタフェースなどを定め
ることが主な課題となります．第 5 世
代モバイル通信技術を背景とした取り
組みです．

Artificial Intelligence and Applied 
Machine Learning PGは，機械学習技
術をオペレーションに活用することに
取り組んでいます．オペレーションを
効率化することも目的の １ つですが，
従来は人間による判断を必要としてい
る状況にAI（人工知能）を適用する
ことにより，ネットワークの最適化を
図るようなことも検討されています．
本PGの活動はまだ初期的な段階です
が，この分野の技術革新は，今後注目
を集めることが予想されます．

今後の展開

プロセッサ処理能力やソフトウェア
技術の近年の著しい発展は，オープン
化という潮流と相まって，さまざまな
技術革新を起こしてきました．そうし
た中で，従来は一体化されていた，あ
るいはブラックボックスとなっていた
装置や機能を分解（ディスアグリゲー
ション）する，という動きが起こって
きたのは必然といえます．この動きは,

まずデータセンタで実体化しました．
テレコムネットワークでは，データ

センタと比較して，多種多様な機器が
稼動しています．そのため，データセ
ンタで起こったのと同じことが，すぐ
にテレコムネットワークでも起こる，
とまではいえないでしょう．それでも，
今後の技術開発に多大な影響を及ぼす
であろうことは間違いありません．

こうした認識を背景に，NTTは，
TIPの複数のPGの活動に参加してい
ます．TIPでどのような成果が生み出
されるかを注視することも目的の １ つ
ですが，同時に自らの技術のインプッ
トにも取り組んでいます．例えば，
OOPT PGでは，高信頼でベンダ非依
存のパケット転送基盤アーキテクチャ
をめざす，MSF（MultiService Fab
ric）についての提案も実施していま
す．TIPの場を通して，現在起こりつ
つある新しい技術潮流を的確にとら
え，さらには今後の研究開発に効果的
に活用していきたいと考えています．

表 3 　Core & Management分野のPG概略

名　称 概　略 Chair

End-to-End Network Slicing 複数キャリアによるマルチ管理ドメインを前提に，ネットワークスライシングのユース
ケース開拓や相互接続性の検証を行う

Telefonica
Facebook

Artificial Intelligence and 
Applied Machine Learning

ネットワークオペレーションにAI，機械学習を導入するための，インフラへの要求条件
や運用例，ユースケースを検討する

Intel
Telefonica

People and Process 異なる業種の間のコラボレーションにより，プロセスの革新とベストプラクティス等の
共有を図る

Deloitte
Facebook


