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INTRODUCTION
は じ め に

いま、
わたしたちの世界は大きく変わろうとしています。新型コロナ感染症
（COVID-19）
の感染拡大によってわたしたちの活動はさまざまな変革を求められており、従来のグロー
バルな経済活動やコミュニケーションを同じかたちで続けていくことは不可能になったと
いえるでしょう。さらには地球環境に目を向けてみても、環境破壊や気候変動はますま
す加速しており、人類が活動を変えてゆかなければ、ほどなくして地球は人類が住めな
い場所になってしまうかもしれません。有史以来、わたしたち人類は成長を求めて活動
の領域を広げるとともに、人やモノ、情報を活発に移動させてきました。しかし、人や
モノの移動は化石燃料の消費に繋がり、物理的な移動を伴わない情報であっても、デー
タ量の爆発的な増加にともなって消費電力もますます増えてゆきます。もちろん、人やモ
ノが国を超えて活発に移動するようになったことが、今回のパンデミックを深刻なものに
した理由のひとつであることも忘れてはなりません。
人工知能や VR/AR、ロボティクス、セキュリティ、情報処理基盤、ネットワーク、エ
ネルギー、量子コンピューティング、バイオ技術、先端素材、アディティブマニュファク
チャリングなど、さまざまな技術領域の研究を世界中の企業や研究機関が進めています
が、もはや個々の技術領域だけを見ていても社会課題を解決することは難しいのかもし
れません。新たなエネルギー技術の開発が情報処理基盤の革新につながることもあれ
ば、新たな素材の誕生がロボティクスやセキュリティにまで影響を及ぼすこともあります。
テクノロジーは領域を超えて相互に影響しあうものだからこそ、わたしたちは包括的にそ
の行く末を注視していく必要があるでしょう。
わたしたちはアフターコロナの社会を見据えて、ただ個別のテクノロジーのトレンドを追
いかけるのではなく、わたしたちが実現すべき社会のための複合的なテクノロジーを推
進していきたいと考えています。2019 年から始動させた IOWN 構想を筆頭に、わたし
たちのめざすテクノロジーは、人々が豊かに生きてゆく世界の基盤となることをめざすも
のです。世界の基盤そのものとなるアーキテクチャや、そこから生まれるプラットフォーム、
それらを通じて実現してゆく価値を通じて、わたしたちはこれからの世界の青写真を提
示したいと考えています。
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リモートワールドとニューグローカリズムの実践
パンデミックの先にあるもの

ローバリズムの恩恵を保ちながらも、わたしたち日本人
をはじめ、世界の人々がもっている文化を尊重し多様性

新型コロナ感染症（COVID-19）は世界を大きく揺

を価値として認めていく新たなローカリズムが同時に必

るがしていますが、人類の歴史を振り返ってみると、パ

要でしょう。持続的発展が可能な世界をつくるために

ンデミックと世界の情勢は深く結びついていることがわか

SDGs が大きく注目されていますが、ここに「文化」の

ります。過去数百年を見てみれば、モンゴル帝国はペ

要素も加える必要があるのではないでしょうか。ローカ

ストを、スペインは天然痘を契機に覇権を握りました。

ルに根ざしているさまざまな文化を尊重しながら SDGs

18 世紀の産業革命によるイギリスの覇権は、アジア圏

のように全体の目標を達成していくこと、ひとつの考え方

から欧米へのコレラの伝播と時を同じくしています。第

ですべてをコントロールするのではなく個々人の幸せな生

一次世界大戦後のアメリカ合衆国の台頭と、ヨーロッパ

き方を認めていくことが、ニューグローカリズムの実践な

でスペイン風邪が猛威を振るっていたことも無関係では

のです。

ありません。現在世界中の人類が直面しているコロナ禍

それでは、わたしたちは何をすればよいのでしょうか。

もまた、新たな世界秩序をもたらす契機となりえるでしょ

これまで情報通信技術はデジタル信号処理を導入する

う。

ことで高速化、汎用化、効率化を進めてきました。生

だからこそわたしたちはアフターコロナ社会のトレンド

活やビジネスをより速く、シンプルに、経済的に実現す

を理解しながら、この社会に変革を起こしていかなけ

ることに貢献してきたといってもよいと思います。しかし

ればいけないと考えています。まず第一のトレンドとして、

今回のパンデミックを経験し、わたしたちは直面する課

「リモートワールド」と呼ぶべき分散型社会が必ず求め

題が画一的ではないことを認識しました。グローバリゼー

られてくるはずです。多くの政府や企業がめざしている

ションはかつて予想されていたとおり、経済を活性化さ

「2050 年のカーボンニュートラルな社会」を実現する

せると同時に人の交流を増やして感染症拡大の一因と

うえでも、ソーシャルディスタンスを確保し感染症に備え

なりましたし、情報通信技術や AI によって大量の情報

ながら経済活動を活性化するうえでも、Face to Face

を処理できるようになった一方で、インフォデミックと呼

を超える新たな空間をより充実させていく必要がありま

ばれるような情報過多の弊害も生まれてきています。さ

す。第二のトレンドは「ニューグローカリズム」という新

まざまな問題が複雑に重なり合っており、それを解決

たな考え方でしょう。グローバリズムはたしかに少なか

するための指針や価値もまた、ひとつではないのです。

らぬ人々の生活を豊かにしましたが、世界を均質化して

世界にはさまざまな価値が存在し、さらにそれは絶対的

とらえることで新たな問題を発生させたともいえます。グ

でも、不変でもありません。その時々に必要な新しい価

NTT Technology Report for Smart World 2021 [3]

値を生み出すことこそが本当に今後求められていくことで

んが、ICT の活用も大きな効果を果たします。たとえば

はないでしょうか。

テレワークの拡充によって CO2 の排出量は約 7 割削減

かつてドイツの生物学者ユクスキュルは「環世界」と

されると言われています。もちろん、ICT システム自身

いう概念を提唱し、生物はそれぞれの情報認識処理

が消費するエネルギーも飛躍的に削減してゆかねばなり

に応じて自らの世界を形成していることを明らかにしまし

ませんが、リモートワールドを実現しコネクテッドバリュー

た。同じくドイツの哲学者カントが発表した「コペルニク

チェーンを構築していくことは、エネルギーの自立にとっ

ス的転回」は、
このユクスキュルの環世界のベースとなっ

ても不可欠なのです。

た考え方であり、まず世界が存在してそれを人間が認

わたしたち自身も、新たな世界に向けてさまざまな取

識するというとらえ方を否定し、
「世界は人間の認識の

り組みを進めていきます。リモートワールドに適した新

形式が成立させた現象である」と述べています。わた

サービスの提供や DX の推進、グローバルを含めた新

したちはすべて異なる環世界で生きているともいえます。

規事業の強化はもちろんですが、そのなかでもわたした

国や文化の違いはもちろんのこと、種の違いもふくめて

ちが積極的に推進しているのが「IOWN（Innovative

多様な生を尊重できる社会をつくるためには、わたした

Optical and Wireless Network）
」の実現です。IOWN

ちが環世界のなかで生きていることを理解せねばなりま

とは、従来のインフラの限界を超えたあらゆる情報を活

せん。

用し、あらゆる側面で遠隔でのサービスを可能とし、多
様性を受容する社会の構築につなげるため、光を中心

限界を超えるための新たなインフラ

とした革新的技術で超大容量・超低遅延・超低消費
電力を特徴とした革新的なネットワーク・情報処理基盤

リモートワールドやニューグローカリズムをはじめとする

です。

新たな世界をつくるためには、さまざまな点でイノベー

大きな転換を伴う IOWN 構想は、社会科学、人文

ションが求められるはずです。経済や国際関係の観点

科学、自然科学などさまざまな英知を結集しなければ

から見れば、まずは信頼できる組織や人たちとのサプラ

実現することはできません。また、社会実装を進めるた

イチェーンが必要になるでしょう。第二には、IT を活用

めには多くの壁があり、様々な分野との連携・協力が

して DX（デジタルトランスフォーメーション）を進めた

不可欠です。わたしたちはあらゆる分野の方々とこの問

コネクテッドバリューチェーンを構築することも重要です。

題に真摯に向き合い、よりよい未来をともに探っていきま

第三にはエネルギーの自立が求められるはずです。再

す。

生エネルギーの活用が重要なことは言うまでもありませ
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世界を変える IOWN へつづく道
エレクトロニクスからフォトニクスへ

の変換処理を不要にし、低消費電力や低遅延を実現し
ていくのです。オール光のネットワークと、光と電気の長

先に述べたようなさまざまな危機に対応しながら、多

所を融合した情報処理によって革新的な大容量・低遅

様な人々が豊かに暮らせる世界をつくりあげるために、

延・低消費電力を実現します。その先には、環境に優

IOWN 構想を通じて、わたしたちはアフターコロナの時

しい持続的な成長、リテラシーの有無によらずすべての

代を築く新たな通信・情報処理の基盤を生み出そうとし

人がデジタルテクノロジーの恩恵をナチュラルに受けられ

ています。現代社会を支えているインターネットが電子

る世界が待っているはずです。

技術（エレクトロニクス）によって成り立っていることは
言うまでもありませんが、リモートワールドの実現など、よ
り豊かな情報化社会をめざすことを考えると、いまの技

3 つのプラットフォームと5 つの価値

術ではデータ量の増加に耐えるために膨大な量の電力

ネットワークから端末まで、すべてにフォトニクスベー

を消費しなければなりません。これまではムーアの法則

スの技術を導入した「オールフォトニクス・ネットワー

に沿って半導体の微細度を増し、情報処理速度を上げ

ク（APN）
」
、あらゆるものをつなぎその制御を実現す

ることで演算効率を高めてきたものの、AI の需要増加

る「コグニティブ・ファウンデーション（CF）
」
、実世界

などデータ量の爆発と微細化の限界によってムーアの法

とデジタル世界の掛け合わせによる未来予測などを実

則は限界に達しつつあるといわれ、世界の IT 関連消費

現する「デジタルツインコンピューティング（DTC）
」―

電力量は 2030 年には 2016 年の約 5,000 倍に達する

という調査報告もなされています。

―IOWN はこの 3 つの要素から成り立っています。この
IOWN の起源は 2019 年 4 月に発表した世界最小の

この限界を突破するために、IOWN 構想は「エレクトロ

消費エネルギー 1.6 fJ/bit で動く光トランジスタの発明

ニクス」から「フォトニクス」への転換を企図しています。

ですが、その後この光のデバイス開発はさらに進展しま

長距離伝送は光で、サーバやルータでの情報処理は

した。2019 年 11 月には世界で初めて超高速と超低

電気でというこれまでの常識を変え、フォトニクス技術を

消費電力を両立した全光スイッチ、そして 2020 年 3 月

使って情報処理にも光の技術を導入していきます。これ

には世界初の光の干渉だけで任意の理演算ができる超

まで主に通信で使われてきた光技術を、端末やサーバ

高速光論理ゲートの発明を成し遂げ、光技術の可能性

での情報処理にも適用します。具体的には、デバイス

を格段に広げることができました。

内のチップ間やメニーコアチップ内のコア間の伝送、チッ

こうした光技術を活用したデバイスの開発の進展にとも

プ内の信号処理なども光化することで、光から電気へ

ない、IOWN 構想のなかでは「光ダイレクト多地点接
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続技術」「エクストリーム NaaS」
「データセントリックコン

本稿は、
「NTT R&D フォーラム 2020 Connect」の基

ピューティング基盤」という3 つの共通基盤が設定され

調講演をもとに構成されています。以下の QR コードを

ています。低遅延で大容量通信、高精度な時刻同期、

スキャンもしくはクリックいただければ、講演の動画を視

多地点へのマルチキャスト、光ダイレクト多地点接続技

聴いただけます。

術に、IOWN の革新的光技術およびコグニティブ・ファ

──

ウンデーションのマルチオーケストレータによって移動網
と固定網を物理的にそして機能的に融合させるエクスト

代表取締役社長

リーム NaaS、これまでの IP セントリックに代わりデータ

澤田純「Road to IOWN」

トリックコンピューティング基盤を通じて、わたしたちは

──

を主体として構成する全く新しい ICT 基盤・データセン

社長執行役員

さまざまなサービスを提供できるようになると考えていま
す。
IOWN によってわたしたちの生活は大きく変わってい
くでしょう。これらの技術をもとにわたしたちは、つぎの
5 つの価値が提供できるようになると考えています。より
幸福に生きるために将来を豊かに導く「ウェルビーイン
グ」、革新的な環境エネルギー技術の創出によって実
現される「環境負荷ゼロ」
、サイバー空間上のデジタル
ツイン構築に貢献する「4D デジタル基盤」
、安心安全
をつくり出す「新たな Trust を構築するセキュアバリュー
チェーン」、そして前述した「リモートワールド」
。これら
5 つの価値を通じて、人々はこれまでとは異なる新しい
世界をつくり出せるはずです。

常務執行役員 研究企画部門長
川添雄彦「Into the IOWN
──限界打破のイノベーション」

CIRCUMSTANCES

デ ー タ か ら 見 る
新 た な
技 術 の 要 請

コロナ禍をはじめとする社会の変化に応じて、いま求

を負っているともいえます。それゆえに、IOWN をはじめ

められる技術のあり方も変わろうとしています。わたした

とする次世代技術の開発とその実装を一刻も早く進めて

ちが起こそうとしている「ゲームチェンジ」とは、社会の

いきたいと考えています。

変化への応答でもありたいと考えています。

ま た、 こ れ ま で は 研 究 開 発 の 進 展 で 新 た

たとえば、顕著な例として深刻化する環境問題があり

な 技 術 や 製 品 が 継 続 的 に 発 表 さ れ ること が

ます。いまの社会システムが続くと、80 年後には地球

当 た り 前 で し た が、 わ た し た ち が 享 受 し て

の平均気温が産業革命前と比較して 4 度上がるといわ

いる利便性向上のサイクルが今後も続くとは限りません。

れていますが、4 度の温度上昇が地球規模の食糧危機

先進技術をつめこんだハイエンドスマートフォンの価格

を引き起こし、海面は 2m 上昇するといわれます。海面

は年々上昇し、多くの人々に開かれたデバイスではなく

上昇によって沈んでしまう国があるのはもちろんのこと、

なりつつあります。コロナ禍による需要の増加も重なり、

日本でも東京や大阪で浸水のリスクが高まると考えられ

半導体不足の深刻化による家電価格の上昇や自動車

ています。こうした危機に対応すべく2050 年までのカー

の納期遅延が顕在化しています。半導体の発注から納

ボンニュートラル社会への移行が求められており、わた

品までかかるリードタイムは長期化を続け、2021 年 5

したち NTT も環境負荷ゼロやレジリエント環境適応をめ

月には 17 週間に達したと報じられています。時間が経

ざして 2050 年までに次世代エネルギー技術を確立す

てばよりよい製品がより手ごろな価格で手に入るという、

べく研究を進めています。

従来の常識すら崩れつつあります。専用の半導体を開

もちろん、2050 年をターゲットにするだけではありま

発するのではなく、超強力な汎用ホワイトボックスを使用

せん。より現在進行形の取り組みを加速しなければなら

しソフトウェアを実装することで解決するなど、新たなア

ないことも事実です。NTT の活動は日本の総電力消費

プローチが求められているといえるでしょう。

の約 1% を占めており、環境負荷に対して大きな責任

同時に、わたしたちが扱うデータの量が年々増加して
いるのも事実です。データ伝送をになうネットワーク技術

18
16
14
12

2018

2019

2020

2021

10週

半導体のリードタイム（出典：サスケハナ・ファイナンシャル・グループ）

も手をこまねいているわけではなく、たとえば光ファイバ
の通信容量推移を振り返ってみると、2000 年ごろの波
長分割多化（WDM）と光増幅システムの導入、2010
年代のデジタルコヒーレントシステム導入を経て、伝送
容量は 40 年間で 100 万倍に増えたといえます。しかし、

World Wide Web(WWW) の普及やインターネット動画

[6]
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配信の成長といったこれまでのデータ需要とはまったく異

められる可能性もあります。各カメラの画像が複数の AI

なる世界が目の前にせまっています。そして、それがエ

アプリケーションで使用されることで、データ伝送とエネ

ネルギー消費の急速な増加を引き起こします。

ルギー消費はさらに増加します。将来的には 2D のみな

らず 3D で情報を収集する必要も出てくるでしょう。

そのひとつは、センサ量の莫大な増加です。たとえ
ばスマートシティのエリアマネジメントにおいては、街灯

わたしたちが実現に向けて進めている IOWN 構想と

よりもさらに密なモニタリングポイントによって、センサの

は、こうした時代の要請に応えるものでもあります。さま

データ量と消費電力は飛躍的に増加します。あるいは

ざまな形態のコミュニティや社会にインストールできる基

人流予測やセキュリティ強化のためにビル内をセンシン

盤は、多様な人々に寄り添うものであると同時に、地球

グすると、中規模のビルでも 600 〜 800 台のカメラを

環境を考えるうえでも持続可能性が担保されなければ

稼働させなければいけません。従来の監視用途であれ

ならないはずです。より長いスパンでこの社会を支えて

ば 5FPS など低いフレームレートで動作していればよい

いくべく、わたしたちは IOWN の開発をこれからも進め

ですが、より高度な解析を行うためには 4K や 8K の高

ていきます。

解像度や、60FPS や 120FPS の高フレームレートが求

ファイバ当たりの容量（bps）
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こ れ か ら の
世 界 を 支 え る
I O W N
社会の基盤となるテクノロジー

ら 3 つが組み合わさることで、IOWN は大きな力を発揮
していきます。

「IOWN（Innovative Optical and Wireless

Network）
」とは、わたしたちの未来をつくる新たなコ

3 つのなかでも、情報伝送において大きな役割を果
たすのは、APN です。端末からサーバまでエンドツー

ミュニケーション基盤です。わたしたちは IOWN 構想の

エンドでオール光の情報伝送を実現します。さらに地上

もと、従来のインフラの限界を超えてあらゆる情報を活

のみならず、地上・衛星間通信や海中通信、宇宙通

用していくため、光を中心とした革新的技術で超大容

信といったフィールドへの拡張も志向していきます。こう

量・超低遅延・超低消費電力を特徴とした革新的なネッ

した進化によって、ただ高速・大容量なだけではなく、

トワーク・情報処理基盤の実現を目指しています。現在

どんな環境でも人々がネットワークに接続できるユーザフ

は 2024 年の仕様確定と2030 年の実現に向けて、
パー

レンドリーな通信環境が生まれるはずです。

トナのみなさまとともにさまざまな議論や実証を進めてい
ます。

つづくCF は、有線や無線通信のみならず、コンピュー
ティングや IoT のリソースも含めて全体最適をつくるため

消費電力を大幅に削減することや、通信の広帯域化

のサービス機能を提供します。仮想化された ICTリソー

による計算量の増加にも対応できる処理能力を提供す

スをエンドツーエンドでつなげ、多様なシステムやネット

ること、さまざまなセンサが収集した五感を超える情報

ワークと連携することで、CF は各システムやデータの形

を通信の大容量化・低遅延化によりリアルタイムに共

式にとらわれることなく分析や予測を実現する情報処理

有すること、さまざまなリソースを一元管理するマルチ

基盤を作り出します。2019 年に米ラスベガス市で始まっ

オーケストレーション機能により業界や地域ドメインを超

たスマートシティプロジェクトを筆頭に、さまざまなシス

えたリソースを活用すること――IOWN はこうした課題を

テムから形式にとらわれることなくデータを収集し、リア

解決するために、3 つの要素をその基盤に据えていま

クティブな対応とプロアクティブな予測を実現してゆきま

す。

す。今後はシステムみずからが考えて動ける自己進化

ネットワークから端末まで、すべてにフォトニクスベー
スの技術を導入した「オールフォトニクス・ネットワーク

型サービスライフサイクルマネジメントへと発展していくこ
とが期待されています。

（APN）」、あらゆるものをつなぎその制御を実現する「コ

3 つめの DTC は、
IOWN が実現する重要なアプリケー

グニティブ・ファウンデーション（CF）」
、実世界とデジ

ションといえます。現在多くの産業で導入されているデ

タル世界の掛け合わせによる未来予測や最適化を実現

ジタルツインは、現実世界に存在するモノや空間のコ

する「デジタルツインコンピューティング（DTC）
」。これ

ピーとシミュレーションを目的としていますが、DTC はヒト
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CTL
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Device
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API

マルチオーケストレータ

コグニティブ・ファウンデーション

API

デジタルツイン
コンピューティング

API

CTL

オール・フォトニクス・ネットワーク
トランスポート

公衆網

光プロセッサ
（光電融合型）

プライベート

端末

の要素も含めたさまざまなデジタルツインを自由に複製・

ており、このモデルは IOWN の情報処理全体を支えて

融合・交換しながら、現実には存在しえない世界も現

いくものになるでしょう。

実と同じスケールで演算することにより、さまざまな環境

さらに安心安全な情報伝送のために注目すべきは、エ

を検証できる世界をめざしています。これは未来都市の

ンドエンドを光でつなげる IOWN ならではの特長を活か

デザイン、人流・交通流の最適制御、メディカル分野

したセキュリティ機能「セキュア光トランスポート」です。

のスマート化にも貢献するものであり、2D・3D データ

すべてが光でつながる IOWN の時代においては、現在

に時間軸を加えた 4D データを蓄積していく「4D デジ

タル基盤 ™」というデータプラットフォームの実用化も進

注目されている量子鍵配送や耐量子計算機暗号はもち
ろんのこと、新しいパラダイムが求められます。セキュア

んでいます。IOWN 構想とはテクノロジーの開発である

光トランスポートは IOWN の大容量・低遅延・低消費

のみならず、ポスト情報化社会における人間のあり方を

電力の価値を損なうことなく安全性を強化するものであ

考えなおすものでもあるのかもしれません。

り、オフライン解読のリスクを回避すべくタッピングを防
止し、光伝送のレイヤでセキュリティを実現します。

限界を超えるための新たな技術

IOWN 構想の領域は地球に留まらず、宇宙へと広が
ろうとしています。JAXA（宇宙航空研究開発機構）と

IOWN 構想ではこれら 3 つの要素をもとに、3 つの

の共同研究などを通じ、宇宙空間と地上をシームレスに

共通サービスプラットフォームの実装をめざしています。

つなぐ超高速大容量でセキュアな光無線通信インフラ

詳しくは次章で解説しますが、データセントリックコン

の実現をめざしています。
「IOWN Space Computing」

ピューティング基盤と光ダイレクト対応多地点接続、エ

と題されたこの計画では、衛星上でデータを処理分析

クストリーム NaaSという3 つのプラットフォームです。

することができる宇宙データセンタの実現を目標としてい

これらを支えるデバイス技術として、光電融合デバイ

ます。宇宙空間のエネルギーだけでさまざまな観測デー

スの開発が進んでいます。そして、演算インフラをサーバ

タを複数の衛星をまたがって処理分析することができる、

（箱）単位で設置するのではなく、CPU や GPU、メモ

まったく新しいコンピューティング基盤につながる技術を

リなどの必要なリソースを需要に応じて機動的に光で結
ぶディスアグリゲーテッドコンピューティング基盤も計画し

開発してゆきます。
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新 た な 価 値 を
支 え る 技 術

01_

データの価値化を支える新たなエコシステム
：データセントリックコンピューティング基盤サービス

サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させるこ

タ保護をともなった未活用データの価値化や、データ自

とでつくられる人間中心の社会「Society 5.0」の実現

動補完・補正によるデータ品質の確保を通じて、エン

に向け、多くの政府や企業がさまざまな取り組みを進め

タープライズなど機密性の高いデータオーナーでも、新

ています。とりわけスマートシティや MaaS など領域を横

たなデータ活用へ取り組みやすい環境をつくります。共

断してデータが絡み合う環境をつくるためには、ただデー

通フォーマット化された世界中のデータによる高度な AI

タを集めて蓄積するだけではなく、多種多様なデータか

分析を行い、高度なデータ保護のもと、分析済みのデー

ら新たな価値を創出し、新規ビジネスに結びつけるデー

タを瞬時かつ容易に活用できるようになれば、さまざま

タ中心社会の実現が求められているといえるでしょう。

なサービスプロバイダ同士の共創も可能となることでしょ

IOWN が実現するプラットフォームのひとつ「データセ

う。さらにはこうした環境に、低消費電力な新コンピュー

ントリックコンピューティング基盤サービス」は、まさにこ

ティングアーキテクチャや光電融合デバイスを活用してゆ

うした課題を解決するものです。これまでのように巨大

くことで、飛躍的な電力削減にもつなげてゆきます。高

なプラットフォーマーしかデータを集約し価値化すること

度な処理を可能にしつつ環境負荷を減らすことで、この

ができない状況を変え、データ価値化のためのハードル

基盤は持続可能な社会の確立にもつながるというわけ

を下げることでさまざまな事業者が想定できなかった分

です。

野・業界のデータホルダと共に新しいサービスの創出を
可能とするのがこの新たなエコシステムなのです。

わたしたちは、2023 年にはデータ活用サービスの
PoC を実施、2025 年にはさまざまな場所のデータを安

現在、多くの企業が自社で保有するデータの活用を

全に活用するとともに、AI モデルやサービスを容易に構

めざしてはいますが、自社サービスを大規模に展開する

築できる環境を整備し、2030 年には世界中のデータを

少数のプラットフォーマーをのぞいて、データの価値化は

瞬時に活用し、高度な人材不要で AI サービスが安価

まだ難しいのが現実です。わたしたちはすべての人々に

に構築できる環境をめざしています。

とって公平・中立な社会インフラをつくるために、データ

具体的には、以下の 3 つの機能によってこの基盤は

とサービス提供者とを結びつける、データの価値化を支

確立されてゆきます。IOWN ネットワークの基礎となる

える B2B2X 向けの基盤サービスが必要だと考えていま

APN を活用し、従来では流通させることが難しかった

す。データセントリックコンピューティング基盤サービスは、

機密性の高いデータを含めて、多種多様なデータを高

データオーナーやミドルサービスプロバイダー、に新たな

速に流通させる「データハブサービス」
、学習や推論な

価値を創出し、持続可能な社会の創出を支援するもの

どの AI 分析機能の利用を容易にするとともに、分析済

です。たとえばデータオーナーに対しては、高度なデー

データの利活用を可能とする「AI サービスプラットフォー
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ム」、AI サービスの大規模化にともなう電力消費問題を

ル作成業務において過去の類似事例やデータセットを自

解決し、
前述のサービスを高速・高効率に実現する「ディ

動で抽出し、データサイエンティストの試行錯誤プロセス

スアグリゲーテッドコンピューティング基盤」――3 つの

を大幅に軽減させる、AI 共創環境があげられます。

機能がいかなるものなのか、順を追って見ていきましょ
う。

最後のディスアグリゲーテッドコンピューティング基盤
は、上記のサービスを支えるものであり、高速・大規

まずデータハブサービスは、APN の活用によって従来

模なデータ処理を低消費電力で実施するための基盤で

のインターネットが前提としている宛先アドレス指定のパ

す。既存のサーバ構成を抜本的に見直し、データ処理

ラダイムから脱却し、必要とするデータ種別を指定する

を高速かつ高効率に実施するディスアグリゲーテッドコン

ことで収集可能とするとともに、IoT データの品質を向上

ピューティングアーキテクチャ、さまざまな計算資源を処

させ、互いのデータやアルゴリズムを秘匿した状態での

理内容や利用状況によって適切に使い分けることで高

データのやりとりも実現するものです。要素技術としては、

い電力効率を実現するパワーアウェア動的配置制御技

遍在するデータをさまざまな場所から取得し、統一的に

術、シリコンフォトニクス技術等を活用した光電融合デ

利用できる次世代データハブ技術、光伝送路をデータ

バイスにより、計算デバイスを高速、高効率に接続する

転送に直接利用することで遠隔データ転送のオーバヘッ

ことで革新的な計算基盤を実現します。

ドを削減する高速遠隔データ転送技術、開示したくな
いデータやアクセス管理が必要なデータも機密性を保っ
たまま分析・流通を可能とするトラストデータ流通技術
があげられます。
つづくAI サービスプラットフォームは、データサイエン
ティストによる AI 分析の支援環境（AI 共創環境）と、
AI 推論サービスの商用化を容易にする AI 推論基盤が

シームレスに連携したプラットフォームを実現するもので
す。要素技術としては、多層推論やサービング技術によ
り、さまざまな推論機能を容易に組み合わせ、サービス
を構築できるイベントドリブン AI 推論基盤技術や、モデ
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新 た な 価 値 を
支 え る 技 術

02_

多様で自由なサービスを創出するネットワーク
：エクストリーム NaaS
5G のサービスエリアが拡大し、すでにポスト5G 時

ワークの種別を意識せずにユーザが求めることを実現で

代を見据えて多くの企業が技術開発を進めています。

きるネットワークであり、end-to-end でエクストリームな

6G の展開は 2030 年ごろから始まると言われています

要件にも対応する通信環境を提供します。

が、これまで見てきたようにデータ流通量の爆発的な増

エクストリーム NaaS 実現のためには、3 つの革新が

加が予想されるなかで、さらなる高速ネットワークが求め

必要だとわたしたちは考えています。まずは「ネットワー

られていることはいうまでもありません。
「Society 5.0」

クサービス提供の概念」
。従来はユーザから指定された

と呼ばれる新たな産業革命においては人と機械が融合

アクセスを提供することがネットワークのサービスでした

していくといわれており、フィジカル空間で機械との協働

が、わたしたちは「やりたいことが可能な環境を提供す

が増えることはもちろん、デジタルツインのようにサイバー

ること」へとサービスの概念を変えていきます。潜在的

空間ともリアルタイムで情報をやりとりしながらわたしたち

な要求に応じて仮想的に無線アクセスを割り当て、さま

は生きていくことになるはずです。

ざまな無線アクセスを巻き取って、統計多重的な効果

5G のような高速・大容量の通信が一般化していくこ

によってエクストリームな要件に追従する無線アクセスを

とは、大規模かつ多様なデータの活用によるさまざまな

実現することで有線および自営・公衆無線を横断的に

新サービスが登場することを意味します。今後は 5G や

統合・併用した通信環境を実現します。ふたつめは「制

6G の存在を意識することなく、さまざまなサービスのな

御情報の概念」の革新です。カメラなどのセンサ情報

かで自然に複数の無線通信システムが使われていくは

に加えて、や人の行動や感情といった情報も含めてあら

ずです。ところが、現在の無線アクセスは個別の使用

ゆる周辺環境から得た情報を制御信号として活用するこ

環境に最適化されているため、ソリューションやユーザ

とで、膨大な環境情報から得られる精緻な予測を可能

に対する全体最適化がなされているとはいえません。こ

にするとともに、制御情報自体から新しい付加価値を創

うした状況下では、ベストエフォートトラフィックや高付

出していくことも可能となります。そして最後が「アクセ

加価値トラフィックなど、性質の異なる通信が混在する

スネットワーク」の革新です。光や無線を統合した最適

環境での全体ロードバランスが必要だといえるでしょう。

な集約・割り当てや、要求に応じたダイレクトな折り返

だからこそわたしたちは 6G 時代を見据えて、
「エクスト

しなど、光と無線の有機的な連携を可能にするとともに、

リーム NaaS」の実現によって現在の課題を解決しなが

エクストリームなサービスエリア化をも実現。現実空間の

ら、価値の高い 6G サービスを先行させていきたいと考

あらゆるマテリアルを活用して伝搬路形成を実現してい

えています。

きます。

エクストリーム NaaS は、使用しているアクセスネット

エクストリーム NaaS の実現において重要なのが、
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回線種別（無線・有線）

契約/ID

利用場所

利用料金
FTTHサービス

無線サービスB

無線サービスA

電波が不安定
Unstable radio

自宅でFTTHに接続

無線サービスAに接続

無線サービスBに接続

NTT が考える無線アクセス制御技術 Cradio®（＊）です。

リケーションの品質を享受できるようになるでしょう。そ

自営・公衆含む複数の無線方式を跨いだ、無線の状

れが高品質・低遅延な通信環境をつくることだとする

態把握／可視化、品質予測／推定、設計制御により、

と、2025 年までに超低遅延・大容量な通信環境へと

要件にあわせた NW アクセスを提供するこの技術は、

発展することで、多様なアプリケーションが混在する中で

複数方式に跨ったプロアクティブな予測制御により、要

も、局所的かつ急激な需要変動に対応できるようにな

求トラフィックや環境の大きな変動などにもリアルタイム

ります。無線アクセス需要の先読みによって、たとえば

に追従します。また、さまざまな環境情報を無線ネット

臨場感を損ねず遠隔でも安定して身体感覚を共有でき

ワーク制御情報として活用し、さらに制御情報自体から

るようになると、離れた工場同士で同じ体験を再現した

無線センシングなど新しい価値を創出・提供するもので

り、視聴覚および触覚も含めた情報の共有で人とロボッ

す。Cradio® によって、方式に依存しない機能群の設

トがより協働しやすい世界が生まれるはずです。これは

計が可能になり、サービス機能の効率的な横展開が可

製造業のみならずその他の産業、スポーツイベントのよ

能になるといえます。Cradio® は段階的に開発を進め、

うなエンターテインメントの領域にも大きな影響を及ぼし

マルチ無線の設計最適化を行なう現段階を Ver.1 とす

ます。エクストリーム NaaS が提供する強靭で柔軟なネッ

れば、2023 年までが「つながり続ける」を実現する

トワークサービス基盤は、リモートワールドの礎となってい

Ver.2、2025 年までが「エクストリーム要件への追従」

くはずです。

スケースを拡大し、普段人が住んでいない地域も含め

（＊）

を実現するVer.3、
そして最終的には 2030 年までにユー

てあらゆる場所でつながるネットワークを実現していきま
す。
エクストリーム NaaS の実現により、さまざまな要件
に対応できるネットワークが生まれると、どんなことが起
きるのでしょうか。たとえば製造分野を見てみれば、エ
クストリーム NaaS がつくりだすナチュラルな無線通信に
よって、通信環境が変化していくなかでも安定したアプ

詳しくはこちらの QR コードをクリックもしくはスキャン

してください。

PLATFORM
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新 た な 価 値 を
支 え る 技 術

03_

多様で自由なサービスを創出するネットワーク
：光ダイレクト多地点接続サービス

COVID-19 の発生に伴うパンデミックによって、さま

光のパスでつなぐことにより、低遅延で大容量な通信、

ざまな活動のリモート化が急速に進展しています。在宅

高精度な時刻同期、多地点へのマルチキャストを容易

勤務などのリモートワークはもちろんのこと、音楽のよう

にします。光の波長ごとに、機能別の専用ネットワーク

なエンターテインメントやスポーツ、舞台芸術のパフォー

をつくることもできます。ネットワーク形状は光のリング型

マンスのリアルタイム配信も一般的なものとなりつつあり

構成を基本とすることで、高い信頼性と迅速なエリア展

ます。しかし、5G 回線の普及もこれからとなる現在に

開が可能となります。さらに、これまでは新たな需要が

おいて、リアルタイムのコンテンツ配信はまだ十分なも

発生するごとに心線を増設する必要がありましたが、需

のだとはいえないでしょう。たとえばスポーツを考えてみ

要に応じて光の分岐を追加し、最小限の光ファイバで

ても、現状の技術では配信拠点と視聴者の間で数秒の

広いエリアをカバーすることもめざしていきます。この光

遅延の発生が避けられず、リモート観客の反応を配信

分岐は、特殊な光ファイバの研磨加工分岐接続技術に

拠点へとフィードバックするのは困難です。複数の視聴

よって実現され、ネットワークを止めることなく、光分岐

拠点でさまざまな遅延が発生してしまうため、他の視聴

を可能とします。

者を含めたフィードバックには大きな遅延が伴い、臨場

光ダイレクト多地点接続サービスの実現にあたって

感が欠けてしまう状況にあります。リモートワールドを実

は、基盤となる低遅延で安定した通信だけではなく、ネッ

現するためには、会場が分散していてもあたかも全員が

トワーク情報の取得と提供、そしてリアルタイム多地点

一堂に会しているような体験を生み出せなければならな

接続技術というふたつの技術が重要となります。前者は

いでしょう。

高度サービスへ付加価値情報を提供し、高精度周波数

すでに多くの企業が、よりよいリモート体験を生み出

同期や高精度ネットワークモニタリング技術を活用するも

すために研究開発を進めていますが、従来の IP ベース

の。後者は常にネットワーク状態の監視と在庫管理を行

のインターネット接続に基づくサービスには限界があるこ

い、ユーザの多様な要求に適応した低帯域〜広帯域の

とも事実です。そこでわたしたちは APN のようなネット

パスを設定して、高臨場通信を提供するものです。ユー

ワークを用いながら、多様な帯域に即応しユーザースト

ザのサービス要求に即応するリアルタイム２地点／多地

レスのないリアルタイム多地点接続技術や高臨場通信

点接続、およびオンデマンド光マルチキャストの提供に

技術が必要だと考え、
「光ダイレクト多地点接続サービ

向けて、将来的には秒単位のスピードで光パスを接続

ス」の確立をめざしています。

する技術をめざしていきます。

このサービスを通じて、わたしたちは光のインタフェー

光ダイレクト多地点接続サービスが特徴としているの

スによって大容量光パスを実現します。エンドエンドを

は、ユーザ体感への付加価値を提供する技術にフォー
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E2Eで高臨場な低遅延・大容量通信

多地点へのマルチキャスト通信

高精度な時刻提供による同期

次世代AI等をユーザが自然に活用

76.278
あたかもそこにいるような
ユーザがストレスを感じない
Naturalなサービス体感

あらゆるサービス，ヒト，モノをエンド・ツー・エンドの光のパスでつなぐ

カスしつつ、さらなる次世代サービスを視野に入れてい
ることでしょう。陸上競技の多地点同時開催といった、
厳密な同期が求められる環境への高精度タイムスタンプ
やプロフェッショナル品質の映像伝送に用いられるデジ
タル映像伝送規格である SDI 伝送などの技術実装を進
めていき、2025 年までにはリアルタイム VR 空間に入

り込む体験サービスに高臨場映像の提供をめざしていき
ます。また、2030 年にはエンターテインメントやリモート
スポーツ大会での映像伝送のスタンダードな基盤をめざ
すだけでなく、多地点遠隔医療（手術）での超低遅
延映像の提供や高精度クロック提供による次世代エネ
ルギー制御など、さらにそのサービス領域を広げていき
たいと考えています。
光ダイレクト多地点接続サービスは、IOWN を支える
APN を十全に活用することで実現するものだといえるで
しょう。異なる場所にいる人同士があたかも同じ場所に
いるようにコミュニケーションできることで、スポーツやエ
ンターテインメントのあり方は大きく変わっていくはずで
す。それは住んでいる場所や会場の立地や広さなどわ
たしたちがこれまで縛られてきた条件から解放されていく
ことにもつながります。多様な人々が技術の存在も相手
との距離も意識せずにコミュニケーションできるようにな
ることで、わたしたちは世界中の人々と自然につながれ
るようになっていくでしょう。

VALUES

わ た し た ち の
生 活 を 変 え る
５ つ の 価 値

01_
02_
03_
04_
05_

4 D デ ジ タ ル 基 盤 が 創 り 出 す 世 界
リ モ ー ト ワ ー ル ド
W e l l - b e i n g
環 境 負 荷 ゼ ロ
新 た な Tr u s t を 構 築 す る バ リ ュ ー チ ェ ー ン

IOWN をはじめとする新たな技術が普及することで、人々の生
活はどう変わっていくのでしょうか。わたしたちはただ新たな
技術を実用化するだけでなく、人々の生活に新たな価値を提
供したいと考えています。5 つの価値を紹介しながら、わたし
たちがこれからどんな未来をつくろうとしているのか見ていきま
しょう。

[16]

VALUES
01_
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4 D デ ジ タ ル 基 盤 が 創 り 出 す 世 界

： 未 来 予 測 を 可 能 に す る 超 高 精 度 な プ ラ ッ ト フ ォ ー ム

4 POINTS OF VALUE

01

道路交通の整流化

事故・渋滞の発生原因となる事象をリアルタイムに
検知し、交通状況全体の把握や未来予測の結果を
もとに適切に情報配信を行うことで、その発生を未然
に防ぎます。また、路側のカメラや信号などの情報と
の連携、公共交通機関などさまざまなプラットフォーム
との連携により、不測の事態のない安全で快適な移
動の提供をめざします。

02

都市アセットの活用

多様なセンサーの情報から、人の動きや都市の状況
をリアルタイムにデジタルツイン化し、需要・供給の
予測を行い、都市のアセットを効率的に活用します。
オフィスや住環境、商業空間が人の動きや趣味嗜好
に合わせて最適化されることで、都市の効率的な運
用と人々の快適な生活を両立します。

03

社会インフラの協調保全

各インフラ事業者が保有する設備の位置情報やセン
サー情報を、地理空間情報データベース上にデジタ

交通や都市、製造などを筆頭に、多くの産業分野で急速
にデジタル化が進んでいます。さまざまなアセットをデジタル
上に再現・分析することで効率的な運用が進められるだけ
でなく、SDGs など大きな社会課題への対応が期待されてい
ます。他方で、産業分野を横断しデータを連携させることで、
新たな価値を創造するようなサービスは現時点ではまだ発展
途上といえるでしょう。
わたしたちが IOWN を通じて提供する価値のひとつ「4D

ルツイン情報として蓄積・共有化することで、都市を

デジタル基盤」は、正確な位置・時刻をもつセンサー情報を

動かすさまざまなインフラ設備の管理プロセスの統合

高精度な地理空間上にリアルタイムに統合し、多様な社会活

や、多様なセンサーデータ活用による設備の劣化予

動の現状分析や未来予測、可能性のシミュレーションを産業

測と計画保全を実現します。

横断で行い、社会を支えるさまざまな産業基盤に提供します。
これにより、交通・スマートシティにおける人々の快適さと全

04

環境・防災にむけた地球理解

人間の活動のみならず、自然環境もリアルタイム・精
緻に把握することで、気象シミュレーションなどこれま
で以上に高精度な自然環境の予測が実現します。こ
れにより、環境の保全や、防災・減災への先手対

体の最適化の両立や、社会インフラの運用・維持コストを低
減するほか、社会と自然環境の調和が実現される社会が実
現するはずです。4D デジタル基盤は、様々な産業分野にお
ける具体的課題への取り組みを通じて高度化・汎用化して
社会実装することで、社会課題の解決や新たな価値創造を
めざします。

応への貢献を実現します。
CASESTUDY
STUDY
CASE

コネクティッドカー／スマートシティ／ MaaS ／スマートインフ
ラ管理

VALUES
02_
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リ モ ー ト ワ ー ル ド
： あ ら ゆ る 制 約 を 超 え た 共 創 的 な 空 間 の 創 出

4 POINTS OF VALUE

01

遠隔地の環境条件を融合・同一化

仮想の協同空間をつくり、離れた場所であっても身
体活動を含め人の活動の双方向伝達を可能にしま
す。人の身体と環境の状態を同時センシングするとと
もに超低遅延なフィードバックを行なうことで、距離の
壁を超えて人と社会の活動領域を拡大していきます。
物理的に一箇所へ集まらずとも、大規模なイベントが
開催できるようになるはずです。

02

人の意思・意図を伝達し能力を合成

人の能力を超え、アバターロボットや遠隔作業支援
サービスを実現します。人の意思や意図をセンシング
して他者やアバターへフィードバックするのはもちろん
のこと、人間の能力モデルを生成することで “ 分身 ”
と呼べる存在をつくり、離れた場所でも自身の能力を
生かして新たな仕事にチャレンジできる環境を生み出
します。

03

文化・価値観の壁の超越

身体情報のみならず感情や価値観といった人間の内

新型コロナウイルス感染症の世界的な流行を経て、多く
の産業でリモート化が進められていることは言うまでもありま
せん。リモートワークやオンライン教育はもちろんのこと、遠
隔医療の実現も急務といえます。これに対し、
エンタメ・スポー
ツ産業も単にオンラインで鑑賞・観戦するだけではなく、集
まらずともリアルと同じような価値を提供する仕組みが求めら
れています。
わたしたちは IOWN を通じてコロナ禍における活動の制約

面をセンシングすることで、人間のデジタルツインをつ

があるなかでの社会・経済活動の維持・向上をめざし、リ

くりだします。異なる文化圏の人々と同時翻訳で対話

モートワールドという価値を提供していきたいと思っています。

できるばかりか、異なる価値観をもつ人の感情を理解

それは単にさまざまな活動を遠隔化するだけではなく、人の

し、視聴覚のみならずマルチモーダルなコミュニケー

能力や文化、価値観といったさまざまな障壁を超えた活動の

ションを実現していきます。

実現を意味しています。エンタメ・スポーツにおいても臨場

04

近接した活動との連携

多くの産業でリモート化が進んでも、人との接触や物
理的な移動がなくなることはありえません。
リモートワー
ルドは移動や近接に価値がある活動を尊重し、近接

感のあるオンラインライブだけでなく、時空間を超えて人々が
集まれるような環境をつくり、ときにはほかの人になりきってス
ポーツやエンタメを体験できるような仕組みが必要です。そ
の先には、空間・人間・文化という 3 つの壁を乗り越えた
社会が生まれているはずです。

とリモートを組み合わせた最適な体験を得ることがで
きる環境を実現していきます。

CASE STUDY
オンライン医療／スポーツ・エンタテインメント／リモート応援
／マルチモーダルなコミュニケーション／感情や心理の伝達

VALUES
03_
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W e l l - b e i n g

： 過 去 か ら 未 来 の 積 分 に よ る 心 身 の 充 足

4 POINTS OF VALUE

01

Well-being 要因の見える化

現代の Well-being 心身要因を解明するとともに、ラ
イフロングスパンでの把握を実現します。医療や食
など、領域ごとにどんな要素が一人ひとりの Well-

being に影響を及ぼしているのかを可視化すること

で、まず自身の心身の状態を正しく把握できる環境を
提供します。

02

個々人に合わせた選択肢の提示

自身の特性を把握したうえで、個人の嗜好や潜在能
力に合う選択肢の予測と提示を可能にします。どん
な人にも共通に効果を発揮する Well-being な選択
肢は存在しません。個々人の特性に合わせて、適切
なサービスを提供できる環境をつくり出します。

03 自身の動機づけに基づく実践

提供された選択肢のなかから自身の動機づけによっ
て行動を選び、自律的行動変容を促す共同体験や

これまでは経済的指標や医学的指標に基づいて人間の幸
福や快適度が測られてきましたが、どの指標も人間の多面
的な特性を反映しているとはいえません。近年注目されてい
る「Well-being」は、身体的だけでなく、精神的、社会的
に良好な状態にあることを意味する概念であり、医学的・快
楽主義的・持続的といった分類や個人的要因・社会的要因・

社会的関係性を実現します。見える化と選択肢の提

超越的要因など、いくつもの見地から人間の幸福を捉える試

供、その実践という時系列に沿って活動することで、

みが増えてきています。IOWN をはじめ、わたしたちが実現

積分値としての Well-being を実現します。

するアーキテクチャやサービスにも、こうした Well-being が
深くかかわってきます。

04

産業を超えた補完的なエコシステム

これまでわたしたちは人間をいくつかの母集団に分けて捉

ヘルスケアや農業などすでにスマート化が進んでいる

えてきましたが、大量のデータを高速に処理できるアーキテク

領域はもちろんのこと、仕事や食、流通など複数の

チャが実現すると、一人ひとりの趣味嗜好やニーズに細かく

分野を横断するサービス提供フレームワークを確立。
領域を組み合わせた多様なサービスの提供により、
積分値としての Well-being に配慮します。

応える対応も可能になるでしょう。Well-being の実現におい
ては、まず自分の置かれた状況を知り、次に自分に適した選
択肢を選べること、そしてそれを実践しつづけられることが重
要です。一人ひとりが自分のペースで Well-being を実現で
きるような基盤を、わたしたちはつくっていきます。

CASE STUDY
バイオデジタルツイン／生体情報センシング／流通最適化／
安心安全なバリューチェーン

VALUES
04_
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環 境 負 荷 ゼ ロ
： 地 球 環 境 の 再 生 と 持 続 可 能 な 社 会 の 実 現

4 POINTS OF VALUE

01

環境変化を受容する社会の実現

たとえ大きな災害やパンデミックを乗り越えたとしても、
今後さらなる災害や新たな感染症が発生する可能性
は大いにあります。環境負荷を下げて災害リスクを低
減するだけでなく、新たなエネルギー技術やその管
理を通じて、さまざまな変化に応じて柔軟に対応して
いけるレジリエントな社会を実現していきます。

02

次世代エネルギー流通ネットワーク

増大する再生可能エネルギーを余すところなく地産地
消し、災害時などにおいても安心・安全にエネルギー
を供給するエネルギーネットワークを通して、超レジリ
エントなスマートシティ実現に貢献。将来的には、デ
ジタルツインの実現により未来予測に基づいた電力
需給制御も実現します。

03

核融合炉の最適オペレーション

IOWN 技術の活用により、核融合炉の安定制御をリ
アルタイムで遅延なく行います。デジタルツインにより
サイバー空間を通じた制御を行い、オペレーションの
最適化とプラズマの安定化を実現することによって、

気候変動や大規模災害、パンデミックなど地球環境の変
化に対応する社会の実現は急務です。次世代エネルギー技
術とレジリエントな環境適応を可能にする技術の創出を通じ、
地球環境への負荷を下げ地球環境の再生に貢献すること
で、これからも人間が環境と調和しながら生きてゆける持続
可能な社会を実現します。
IOWN を活用したエネルギー技術のなかでも、注目すべ

きは核融合炉の最適オペレーションです。2020 年 7 月に
は NTT 宇宙環境エネルギー研究所を設立し、国際熱核融

圧倒的にクリーンな核融合エネルギーの安定供給に

合実験炉 “ITER” および日本の量子科学技術研究開発機

貢献していきます。

構とも連携しています。プラズマを精緻にコントロールしなが
ら核融合反応を管理し、その実験結果を共有するために

04

超高精度な気象予測

たとえ環境負荷を低減したとしても、わたしたちは激

は、ペタレベルの大容量の情報を超低遅延で各地に伝送す
るための情報処理方式と通信方式の革新が求められており、

しい気候変動のなかで生きていくことが予想されま

IOWN のような新たな通信基盤が必要不可欠です。また、

す。低軌道衛星や気象 IoT を通じて詳細なデータを

で以上に多様なエネルギーネットワークの開発も進めていま

取得するとともに未来予測することで、台風や豪雨へ
プロアクティブに対応するとともに、誘雷・雷充電シ

雷発電や太陽光を利用した宇宙空間での発電など、これま

す。
こうしたエネルギー技術と気象予測を組み合わせることで、
より柔軟に環境の変化に対応できる社会をつくっていきます。

ステムの確立を通じて自然エネルギーを効率的に収
集・変換していきます。

CASE STUDY
レジリエントなスマートシティ／プラズマデジタルツイン／二酸
化炭素の変換技術実現

VALUES
05_
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新 た な Tr u s t を 構 築 す る バ リ ュ ー チ ェ ー ン

： 安 心 ・ 安 全 な コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 実 現

4 POINTS OF VALUE

01 より安心かつシンプルなセキュリティの確立

従来のインターネットは信頼性の低い通信路や端末
の存在を前提とせざるを得ず、セキュリティ対策の複
雑さをもたらしてきました。IOWN の世界では、デー
タのコピーがデータ利活用者のコンピューティング環境
に残らないデータ利活用方式といった新たな機能を、
大容量かつ低遅延な通信能力を活かした分散コン
ピューティング方式の活用などにより実現します。

02 信頼とローカルの価値の再評価

安全保障などの問題や新型コロナウイルスの影響を
受けて、信頼のおける組織との連携やローカルな結
びつきを重視した経済への回帰も求められています。
新たなグローカリズムの実践として、公的機関や企業
との信頼を反映したネットワークを構築することで安全
なバリューチェーンを構築します。

03

産業を超えるコネクテッドバリューチェーン

社会のデジタル化が進んでいくことで人々は利便性の高い
サービスを受けられるようになりましたが、同時にサイバー犯
罪のリスクも高まっています。遠隔医療が当たり前のものとな
り、情報と人間の身体が相互に影響を及ぼしうるデジタルツ
インが確立すれば、サイバー犯罪はそのまま人間の命ともか
かわるものになってしまうでしょう。

従来はサービサーやサプライヤー、顧客が業種を超え

だからこそ、わたしたちは安心・安全な社会を下支えでき

てつながることが困難でした。各種産業の DX を加

る基盤をつくりたいと考えています。リモートでも安心して大

速させ、契約や決済からビジネスマッチングに至るま

量の情報をやりとりするためには、
これまでと異なる形で
「Trust

で、産業を超えて企業や顧客がつながることのできる

（信頼）」を築かなければいけないはずです。今後デジタル

コネクテッドバリューチェーンを実現し、柔軟なコミュニ

化をさらに進めていくためには、産業間の壁を超えて企業が

ケーションを加速させます。

情報をやりとりできるバリューチェーンをつくらなければいけま
せんし、各地域の公的機関や企業とも安心してコミュニケー

04 データを源泉とした価値創出の加速

今後は個人や企業のデータ活用を通じたビジネスがま
すます広がっていくことが予想されます。データそのも
のを授受せずとも、授受したと同等の演算結果が得

ションのとれる環境も必要になるでしょう。IOWN という大容
量・高速な通信基盤のメリットを活かした、これまで以上に
強固なセキュリティを担保することで、初めて安心・安全な
コミュニケーションが実現するのです。

られ、またそのことを事前／事後に確認可能とするこ
とでデータの提供者・利用者の双方が信頼できるデー
タ利活用基盤を実現します。

CASE STUDY
スマートシティ／リモートワーク／需給予測システム／バリュー
チェーン改革

PRACTICE

未 来 を
つ く る た め の
実 践

01_
02_
03_
04_
05_
06_
07_
08_

I O W N
ネ ッ ト ワ ー ク
A I
セ キ ュ リ テ ィ
デ ー タ 活 用
メ デ ィ ア
エ ネ ル ギ ー
基 礎 研 究

よりよい未来に向けたわたしたちの実践は、すでに始まっていま
す。社会の基盤となるインフラをつくるための挑戦から宇宙へ
広がるエネルギー技術、従来の限界を超える新たな計算機な
ど、その実践の領域はさまざま。
「NTT R&D フォーラム 2020
Connect」で展示されたパネルから、8 つの領域にわたる計

83 の事例を紹介します。

QR コードをスキャンもしくはクリックするとパネルスライドにア

（＊）

クセスいただけます。

[22]
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I O W N

「IOWN」構想を実現するために策定した技術開発ロードマップにおける主要技術について、その
価値を感じていただけるユーザ体験とともに紹介します。

01

拡張性・柔軟性の高いオールフォトニクス・ネットワーク構成技術

超大容量・高速データ転送によりリモートプロダクションやインフラ共用を可能にしていきま
す。

02

End-End の快適品質を実現するエクストリーム NaaS

多様かつ変化するアプリ要件に応じてネットワーク環境を提供します。

03 デジタルツイン構想を実現する次世代データハブ技術
データとサービス提供者とを結びつけ、新しい価値を創出します。

04

高度なデータ保護を実現する次世代データハブ技術

機密データを含むさまざまなデータを安全に流通させます。

05 光ディスアグリゲーテッドコンピューティング
計算資源の効率的利用により、計算機の電力効率を高めます。

[24]

02_

ネ ッ ト ワ ー ク
多様・複雑化するニーズに応え、スマートな社会基盤を実現する、光／無線による革新的ネットワー
ク技術や、その高度な制御・運用技術を紹介します。

01 エンドエンドネットワーク設計・制御技術
5G 専用コアネットワークをワンストップでスマートに提供します。

02

超低遅延かつ多地点双方向接続の非圧縮光映像システム

ナチュラルな遠隔コラボレーション環境を実現します。

03 アナログ RoF システムのための遠隔ビームフォーミング技術
どこでも置ける無線基地局で、簡単な無線エリア拡大を実現します。

04

OAM-MIMO 無線多重伝送技術

5G 以降の大容量化に向け、テラビット級無線伝送を実現します。

05

Beyond 5G に向けた超高速 IC 技術

テラヘルツ波で超高速無線通信を実現します。

06

農機レベル 3 自動走行の実現に向けたネットワーク・情報処理技術

移動固定融合サービスがもたらす世界。
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07

映像ストリーミングアーキテクチャ

配信要件に基づく制御で配信を安定化し視聴満足度を向上させます。

08

海中超音波 MIMO 伝送技術

海中ドローンから安定した高精細映像伝送を実現します。

09

低軌道衛星 MIMO 技術・衛星センシングプラットフォーム技術

低軌道衛星で MIMO 大容量通信と地球規模センシングを行います。

10

光ファイバ環境モニタリング

光ファイバ網からのさまざまな情報を環境情報として活用します。

11 ライフライン地下構造物の 3D 管理技術
ライフライン地下構造物の 3D 管理により業務の効率化を図ります。

12 自律的に環境変化に適応する自己進化オペレーション技術
自己進化によりオペレーションの自律化と未来予想を可能にします。

[26]

02_

ネ ッ ト ワ ー ク
多様・複雑化するニーズに応え、スマートな社会基盤を実現する、光／無線による革新的ネットワー
ク技術や、その高度な制御・運用技術を紹介します。

13

AIOps の自己進化を実現する AI ティーチング技術

AI が保守者の行動を自律学習することで自動化範囲を拡大します。

14

ICT システムの運用高度化に向けた AI の自己進化メカニズム

現実でデータ収集が困難な現象をデジタルツイン上で学習します。

15 ユーザエンゲージメント連携技術
お客様の意図を汲み取り満足度の高いサービスを提供します。

16

映像・無線による環境予測技術

通信品質や通信端末状態を予測します。

17

無線ネットワークに依存しない集中制御による品質制御技術

混雑した無線ネットワークでも円滑なゲームプレイを実現します。

18

光パスの故障個所を迅速に特定する故障評定技術

故障予兆の個所特定により、事前の故障復旧対応を可能とします。
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19

環境適応型デバイス協調制御技術− AI レゾナンス onR-env

人手による設計を不要とする IoT デバイス連携を実現します。

20 ヘテロサーバークラスタの消費電力制御技術
ヘテロサーバーのソフトウェア制御で消費電力を削減します。

21

高精度ネットワークモニタリング＆制御技術（HANMOC）

超大容量・高速データ転送によりリモートプロダクションやインフラ共用が可能になるなど、
光インタフェースと大容量光パスが新たな世界を創造します。

22

HWA 内蔵仮想化対応トラフィック監視システム

仮想化ネットワークの運用を効率化します。

[28]

03_

A I

人や社会の活動を支援することによって生活を豊かにし、新たな価値を創造する AI 関連技術
「corevo®」について紹介します。

01 デジタルツインコンピューティング技術
多様な人々を時間や空間などの制約のない世界に再現します。

02

知識集約型マルチメディア理解技術

人間のように蓄積した知識を使って映像・音声・言語を理解します。

03

個人の感じ方に基づく外部刺激最適化による知覚制御技術

環境をあなたに合わせ変化させ、集中力の継続を支援します。

04 ヒトの行動と状況の認識に基づくギャップ分析に向けて
理想と現実のギャップを分析し、より良い行動をサジェストします。

05

4D デジタル基盤のための点群符号化技術

3 次元データをコンパクトに保存して自在に取り出せます。

NTT Technology Report for Smart World 2021 [29]

06

4D デジタル基盤の実現に向けた実空間構造化技術

安価なセンサを使って高精細かつ大規模な実空間 DB を構築します。

07

高精度な車両位置情報のリアルタイム集計技術

全国の車両をレーン単位でとらえることで交通渋滞を減らします。

08

運転支援に向けたレーン別渋滞検知技術

ドラレコ映像からレーン別渋滞を検知し交通流最適化をめざします。

09

救急隊運用高度化技術

ビッグデータを活用し、救急隊の現場到着時間を短縮します。

10

新規商材にも適用可能な商材受失注予測技術

商材ごとに売れやすい企業を予測し、なぜ売れるかを可視化します。

[30]

03_

A I

人や社会の活動を支援することによって生活を豊かにし、新たな価値を創造する AI 関連技術
「corevo®」について紹介します。

11

応対ログを活用したナレッジ整備支援技術

さまざまな応対データからナレッジを収集・整備します。

12

業務ナビゲーション技術

ヒトと協働する多彩な技術で、DX の創造性を加速します。

13

音声合成の利用を加速する FutureVoice Actors

データとサービス提供者とを結びつけ、新しい価値を創出します。

14 「みちびき」活用営農ソリューション
「就農人口の減少」など、日本の農業が抱える課題を解決します。

15 リモートワールド時代のメディア処理デバイス技術
知らせたい音／聞かせたい音だけを届けます。
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16

深層学習による自動要約技術

用途に合わせて要点をおさえた自然な要約文を生成します。

17

AI と光デバイスの融合によるハイパースペクトル圧縮撮像技術

食品の成分や生体情報をスペクトルから簡単に取得します。

18

高精細映像 AI 推論エンジンのハードウェア構成技術

広範囲の物体を 1 台のカメラで 1 度に検出可能にします。

19

光アナログ情報処理プラットフォームによる機械学習

光のニューラルネットをプログラミングし、機械学習を加速します。

20 エッジコンピューティング環境を想定した非同期分散型深層学習
データを端末／エッジから漏洩させないモデルの学習技術。

[32]

04_

セ キ ュ リ テ ィ
Smart World を複雑化するサイバー攻撃から適切に保護し、安全なデータ流通・活用を支えるセキュ
リティ応用技術、および将来を担う暗号技術への取り組みを紹介します。

01

IoT 認証認可技術

スマートワールドで利活用される価値あるデータを守ります。

02

安全な Smart World の実現を支える構成・状態分析技術

Smart World へのサイバー攻撃の被害を未然に防ぎます。

03

安全な Smart World の実現を支える IoT 機器検証技術

脆弱な OEM 品を発見し対策を促すことで、安全性を確保します。

04

Zero Trust 時代の企業ネットワーク通信分析

フロー解析により企業ネットワークのセキュリティを強化します。

05

NTT 耐量子計算機暗号

量子計算機でも破ることができない NTT 次世代暗号です。
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デ ー タ 活 用
膨大かつ複雑なデータを高速に処理し、業界や地域の壁を越えた複数プレイヤーがデータを自由に
活用可能な技術について紹介します。

01 テスト活動データに基づいた臨機応変な探索的テスト
臨機応変にバグを狙い撃つことで効率的なテストを実現します。

02

業務のデジタル化を実現するデータ活用・分析技術

ウィズコロナにおける顧客接点のデジタル化を実現します。

03 トヨタとNTT グループ連携プロジェクト
将来のコネクティッドカーを支える基盤技術を創造します。

04 マルチモーダル MaaS を通じた移動の個別・全体最適化
混雑を低減させながら移動需要を活性化します。

05 『街づくりDTC』によるデータ駆動・連鎖型 SmartCity
街や人のデジタルツインの相互作用で街区の最適環境を実現します。

[34]

06

4D デジタル基盤の全体像

多様なセンシングデータを高精度・リアルタイムに統合し提供します。

07

AI モデル作成を加速する AI 共創環境

あなたのデータに合わせて高品質な AI モデルを自動で構築します。
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メ デ ィ ア
新たな「ライフ環境」を創出する仮想現実／拡張現実技術と、あらゆるものをシームレスに結ぶ
ヒューマン・マシン・インタフェース技術について紹介します。

01

能力支援・拡張を実現するサイバネティックス技術

人の運動能力を支援・拡張し、なりたい自分を見つけます。

02

遠隔観戦の熱狂を向上させる「観戦アシストシステム」

距離を超えて観客同士の熱狂が共有できる空間を実現します。

03

既存の 2D 映像から 3D 映像を半自動的に生成します

昔の映像も 3D 映像としてリアルによみがえります。

04 ビット誤りに頑健で低遅延な音声音響符号化方式 BRAVE
音声の圧縮符号化で同時に使えるマイクを増やします。

05 ナラティヴ型行動変容技術
その人らしさに合わせた支援を行い生活習慣の改善を実現します。

[36]

06 コミュニケーション特性に寄り添った対話支援技術
コミュニケーション齟齬を軽減することで心理的安全性を高めます。

07 リビングラボ：社会課題解決のためのサービスデザイン
リビングラボ実践ガイドで住民・自治体・企業の共創を支援します。

08 デジタルソーシャルキャピタル基盤
信頼構築を促進して分散型社会への移行を加速します。
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エ ネ ル ギ ー
地球環境の再生と持続可能かつ包摂的な社会の実現向け、地球環境の未来を革新する環境エネル
ギー技術を紹介します。

01

地球の未来、宇宙から。次世代の環境エネルギー技術が創る世界

宇宙視点から地球環境の再生と持続可能かつ包摂的な社会の実現へ。

02

核融合炉の最適オペレーション技術

IOWN 技術の活用により核融合の安定運用への貢献をめざします。

03

落雷制御・充電技術

人や設備を落雷から守ると共に、雷エネルギーを利用します。

04

CO2 変換技術

大気中の CO2 の変換により循環型社会の実現に貢献します。

05 エネルギー流通基盤技術
直流電力融通とデータ処理移動により再エネを地産地消します。
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基 礎 研 究
革新的情報処理技術、先端的デバイス技術、物質材料技術、医療・バイオ技術に関する研究開発な
ど、社会に変革をもたらす基礎研究を紹介します。

01 テレ聴診器：装着型音響センサによる遠隔聴診と生体音の可視化
オンライン診療や健康のセルフケアを支援します。

02 ウェアラブル生体・環境センサを用いた暑さ対策システム
暑熱による体調不良リスクを個人ごとに推定してアラートします。

03

人工神経ネットワーク

細胞を組み上げることで三次元の神経回路を築きます。

04

超高精度周波数伝送を実現する光格子時計ネットワーク技術

最高精度の周波数を活用し遠隔測量・高安定時刻同期を実現します。

05 シリコン単電子素子における超高速量子コヒーレント振動観測
共鳴準位を用いた新手法でサブテラヘルツの量子振動を検出します。

06

500GHz 帯 20dB 利得の増幅器 IC を実現

台風や集中豪雨などの気象予報精度の向上につながります。
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07 ボルトの緩みを見える化する “ 導波路構造型センサ ”
ワッシャー型センサで、目視できないボルトでも緩みを検知します。

08

LASOLV 向けミドルウェアとその活用技術

難問を一瞬で解きます。

09

光通信技術を応用した紫外線デリバリによるウイルス対策

さまざまな場所に紫外線を届けてウイルス感染症を予防します。

10

医療健康ビジョン：バイオデジタルツインの実現

健康で将来に希望を持てる輝く“ 医療の未来 ” に貢献します。

11

食のデジタルアーカイブ技術・おいしさの分析技術

食を通じたウェルビーイングを実現します。

[40]

AFTERWORD
お わ り に

わたしたちの世界は、変わっていかなければなりません。本レポートの冒頭で述べた
とおり、すでにわたしたちは変革を求められています。それは単に生活様式や行動様式
を変えることだけではなく、経済成長や技術の発展など、わたしたちが前提としてきたさ
まざまな概念を見なおすことでもあるはずです。たとえば都市を考えてみても、これまで
は都会と地方、家とオフィス、ビルと自然など多くの二項対立が設定され、わたしたちは
そのどちらかを選んだり切り替えたりしながら生きてきました。あるいは化石燃料の使用
をはじめ、人間の経済活動が同時に環境破壊へとつながっていたり、企業がグローバ
ルに活動を拡大していくことがローカルなコミュニティを破壊してしまったり、ある程度のト
レードオフは避けられないものだと考えられていました。
しかし、わたしたちがこれからも持続可能な世界のなかで生きていくためには、こうし
た対立を超えていかなければいけません。事実、コロナ禍を経てリモートワークが普及
するとともに地方への移住も珍しいものではなくなっており、都会と地方という二項対立
が成立しない時代になりつつあるといえるでしょう。もっとも、オンラインミーティングツー
ルや高速ネットワークの開発がリモートワークの普及と不可分にあるように、技術の後押
しがなければこうした変化は実現しえなかったでしょう。わたしたちが本レポートで提示
している 4D デジタル基盤やリモートワールドといった概念もまた、従来の二項対立を超
える世界をサポートするものでもあります。エッジコンピューティングが集中と分散を同時
に内包しているように、近年開発が進んでいる新たなテクノロジーは、二律背反と思わ
れる概念をどちらも受け入れるパラコンシステント（同時並列）な世界へつながるものな
のかもしれません。
それはまた、単にひとつの概念や立場に縛られないだけでなく、多様な考え方や生
のあり方を受け入れていくことにもつながっていきます。本レポートで紹介したわたしたち
の取り組みは、一見さまざまな領域に広がった技術開発に見えるものですが、その多く
は多様な世界の実現へとつながるものでもあります。
「NTT Technology Report」を通
じて、まだ見ぬ世界の豊かな可能性を示していければと考えています。
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