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IOWN MOVE ON → Dream&Truth
IOWNが魅せる人類の夢と真実
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はじめに

もっと
「光」
を
──世界を“ 再生 ” するためのイノベーション

これまで人類は、さまざまな技術革新を積み

技術の研究開発を進めており、光ファイバや伝

重ねながら豊かな世界を実現してきました。し

送処理技術の進化はもちろんのこと、2019 年

かし、他方で多くの歪みも生じてしまいました。

には世界に先駆けて超高速と超低消費電力を初

人類の経済発展は環境を破壊し、工業生産は資

めて両立した光トランジスタの発明に成功して

源を消費し、ICT の発展は電力消費により環境

います。光を基盤としたネットワークが実現す

負荷を高めています。多くの社会課題が年々深

れば、まったく新たな情報処理が実現するかも

刻さを増していることも事実でしょう。

しれない──わたしたちはこの構想を「IOWN

わたしたち NTT は、こうした歪みを解消する

（Innovative Optical and Wireless Network）
」と

ためにも、持続可能な社会を実現するためのイ

名づけ、その実現へ歩みを進めることを決意し

ノベーションを起こさなければいけないと考え

ました。

ています。その実現のためには、人間中心の世

2019 年の IOWN 構想発表以降、2030 年の実現

界観から脱する必要があるでしょう。人類が認

に向けて IOWN は着実に進歩しています。さま

識している世界はあくまでも一部であり、コウ

ざまなシーンでの実装に向けた実証実験も進ん

モリやイルカは人類と異なる見方で世界を捉え

でおり、オフィスや商業空間から社会インフラ、

ています。「環世界」と呼ばれるほかの生物が捉

宇宙空間に至るまで、あらゆる場所へ IOWN は

えている世界を理解しなければ、人間以外の種

広がろうとしています。従来の限界を越えた新

も尊重する持続可能な世界はつくれないはずで

たなイノベーションに向かって、人類と自然が

す。ただし、人間の壁を超えて環世界を捉える

調和する新たな世界へ向かって。IOWN は豊か

ためにはより膨大な量の情報を扱うための新た

な未来の夢を描くものであると同時に、現代社

な情報処理基盤が求められるでしょう。

会を包むフェイクや迷信を打ち破り真実を魅せ、

限界を越えたイノベーションを生み出すため
に、わたしたちは「光技術」の拡張に可能性を
見出しました。1960 年代からわたしたちは光

この世界を “ 再生（regeneration）” するもので
もあるはずです。
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WHY

なぜ IOWN が必要なのでしょうか？

さまざまな社会課題が深刻化するなか、持続
可能な社会をつくるためのイノベーションと

して IOWN は構想されました。現在、IT 機器

の消費電力量は爆発的に増えており、2050 年

には 2006 年時点の 12 倍まで電力量が増加す
ると予測されています (*)。地球環境との調和

WHAT
ははわたしたち のの社会 をを
どう変える？

I
O
W
N

をめざし、
「電気」だけでなく「光」を使った
情報インフラをつくることで、IOWN は環境負

荷が大幅に下がるネットワークやコンピュー
ティングのインフラを実現できると考えられ
ます。

* 出典：経済産業省「グリーン IT イニシア
ティブ」（2007 年）

IOWN はなにを実現するのでしょうか？
IOWN はこれまで情報の長距離伝送だけに使

われていた光技術を情報の「処理」にも活用す
ることで、
「オールフォトニクス・ネットワー
ク」や「ディスアグリゲーテッド・コンピュー
ティング」を実現します。ネットワークとコ
ンピューティングの領域にイノベーションを
起こし、電力効率を 100 倍、伝送容量を 125
倍、エンド・ツー・エンド遅延を 200 分の 1 に

するまったく新たな情報通信基盤が生まれる
ことになるでしょう。

どこでIOWNは活用されるのでしょうか？

WHERE

IOWN の活用領域は、非常に多岐に渡ってい

ます。超高速・大容量のネットワークはもち
ろん世界中の都市をつないでいきますし、空
や海のようにこれまでは通信が難しかったエ
リアも含め地球上をあまねくネットワークが

覆っていきます。さらには低軌道衛星などの
活用により宇宙空間にも進出しています。産

業の観点から見ても、街づくりや農業、モビ
リティをはじめ、あらゆる産業において IOWN
はこれまでのコミュニケーションを変えてし
まうはずです。
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﹁ IOWN
﹂とは︑持続可能な社
会をつくるためにこれまで

にないイノベーションを起

こしていくものです︒では︑

それはいつ︑どのように︑何

を実現していくのでしょう

か︒そしてそこにはいったい

どんなステークホルダーが

関わっているのでしょうか︒

の﹁ 5W1H
﹂ か ら︑ こ
IOWN
れからわたしたちの社会が

どう変わっていくのか概観

していきましょう︒

WHO

だれが IOWN をつくっていくのでしょうか？
IOWN とは、NTT グループだけで実現するものではありませ

ん。2020 年に発足したフォーラム「IOWN Global Forum」に
は 93 の企業・機関（2022 年 3 月時点）が参加しており、産業

を問わず多くの方々とともに IOWN の開発や活用を議論する
場が生まれています。さらに光電融合技術の開発においては
富士通、宇宙での活動においては JAXA やスカパー JSAT など、
規模を問わず各レイヤでパートナーとの共創が進んでいます。

WHEN

いつ IOWN は実現するのでしょうか？
わたしたちは 2030 年ごろの普及をめざし IOWN の研究・開発
を進めています。特に IOWN の鍵を握る光信号処理と電気信号

処理を融合する光電融合技術については 5 つの世代を設定した
ロードマップを策定しています。現在は第 2 世代まで開発が進
んでおり、2025 年までに第 3 世代、2030 年までに第 4 〜 5 世代

の開発が見込まれています。また IOWN Global Forum は 2020
年にホワイトペーパー、2022 年に 6 つの技術文書を公開してお
り、各領域ですでに基礎研究と商用開発が進んでいます。

HOW

どうやって IOWN は社会を変えるのでしょうか？
IOWN は次世代社会の基盤とも言える技術ですが、わたしたちはそ
の基盤を活用したさまざまなサービスの検討や実証にも取り組ん
でいます。スマートシティを実現する「4D デジタル基盤 ®」や宇宙
空間まで ICT インフラを拡張する「宇宙統合コンピューティング・

ネットワーク」をはじめ、ほぼ遅延なしのコミュニケーションを可
能にする新たなエンタメ体験の創出から量子技術を活用した高度
なセキュリティ、藻類と魚介類にゲノム編集を施し海中の二酸化炭
素量を低減させる環境負荷低減技術──あらゆる領域で IOWN の
活用による新たなサービスが生まれ始めようとしています。
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新型感染症や気候変動など人類

を取り巻くリスクは年々深刻化

しています︒経済発展と環境保全

や ICT
の発展と電力消費などさま
ざまな対立を超えるための技術

基盤﹁ IOWN
﹂は︑
自然と人類が調
和した世界を生み出すべく構想

環世界を捉えるためのテクノロジー

から実装へ移ろうとしています︒

構想から
実装へ

ら学びながら新たなテクノロジーを開発してきまし
たが、まだアプローチできていない環世界は無数に

気候変動や新型感染症、資源の枯渇などさまざま

あります。たとえばウイルスのような存在がどのよ

な社会課題が深刻化するなかで、わたしたちは持続

うに変異していくのか知ることは人間社会にとって

可能な社会実現のためのイノベーションを生み出し

も大きな利益をもたらすでしょう。これまで以上に

たいと考えています。そのためにはこれまでのよう

多くの生物・非生物の世界を深く知らなければ、地

に人間の社会だけを考えるのではなく、多様な生物

球環境全体をひとつの生態系として捉えることは難

や地球環境全体をひとつの生態系として捉えた技術

しいはずです。

開発が求められるはずです。多様な種をトータルな

2 つめは「環世界の連結のための技術基盤の確立」

系として捉えるためには、
「環世界の連結」を行う必

です。あらゆる環世界を知ろうとすることは、これま

要があるでしょう。人類が認識している世界がすべ

でとは比べものにならないほど膨大な量の情報を処

てではなく、昆虫や爬虫類、魚類、あるいはウイル

理することを意味しています。もちろんネットワー

スなどさまざまな存在がどう世界を捉えているのか

クやコンピューティング技術の発展は進んでいます

理解することで、これまで捉えきれなかった知や情

が、ムーアの法則（半導体の微細化による性能向上）

報を取り入れることが可能となるはずです。

が限界を迎えているとも言われるように、もはやこ

環世界の連結を行うためには、２つの課題を解決

れまでと同じ考え方で技術開発を続けることは困難

しなければいけません。１つは「あらゆる環世界の

です。2006 年から 2025 年でインターネット内の情

理解」です。これまでも人類は自然環境や動植物か

報流通量は 190 倍 (*1)、国内の IT 機器消費電力量が 5

── IOWN から
見えてきた
新たな世界
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倍に増える (*2) とされていることを踏まえると、よ

ティブ・ファウンデーションという 3 つの主要技術

り高度な情報処理を行ううえでも、環境と調和した

分野から構成されています。これら 3 分野の技術の

社会をつくるうえでも、これまでとはまったく異な

研究・開発を進めていく過程でも、多くのイノベー

る考え方にもとづいた新たな技術基盤を打ち立てる

ションが生まれていくと考えられます。

必要があるでしょう。
わたしたちが現在開発に取り組んでいる「IOWN」

本レポート内でもご紹介しますが、たとえばネッ
トワーク領域であれば「多段ループ型光アクセス網

は、こうした課題を解決し、持続可能な技術革新を

構成技術（P.28）
」
「Distance Zero」
「Beyond 5G 向

もたらすものです。IOWN は光ファイバのようにこ

けバン・アッタ・アレーアンテナ技術」「移動固定融

れまで情報の「伝送」に使われていた光技術を情報

合ネットワーク技術（P.29）
」
、コンピューティング

の「処理」へと拡張することで、処理能力の向上と

においては「メモリセントリック・アーキテクチャ

環境負荷の低減を圧倒的なレベルで達成できると考

（P.15）」、セキュリティなら「トランスペアレンシー

えられています。これまでの情報処理基盤が
「電気」

確保技術（P.34）
」
「セキュア光トランスポートネッ

によって成り立っていたものだとすれば、IOWN が

トワーク（P.19）」、インフラにおいては「マルチ無

実現するこれからの情報処理基盤は「光」によって

線プロアクティブ制御技術 Cradio®（P.20）」
「大規模

成り立っているというわけです。NTT の研究所が発

3D 空間情報処理技術（P.18）」などすでにさまざま

明した超高速と超低消費電力を両立する光トランジ

なイノベーションに向けた技術開発が進行中であり、

スタから始まった IOWN の構想は、2030 年の実現に

「無限クラスタリング技術」のような情報処理技術

向け、NTT グループ全体へ広がり、さらには世界全

や IOWN 時代に向けた新たな UI の開発も進んでいま

体へと広がろうとしています。

す。さらには「宇宙統合コンピューティング・ネッ
トワーク（P.21）」のように宇宙規模へネットワーク

IOWN から生まれるイノベーション

領域を広げているほか、「落雷制御（P.22）」や「宇
宙太陽光発電（P.22）」など地球・宇宙規模のエネル

IOWN は主に、光技術を適用するオールフォトニ

ギー技術の開発も進行中です。NTT グループ全体と

クス・ネットワーク、サイバー空間上でモノや人同

しても 2021 年 9 月に新たな環境エネルギービジョン

士のリアルタイムなインタラクションを可能とする

「NTT Green Innovation toward 2040（P.22）」を策

デジタルツインコンピューティング、それらを含む

定するなど、幅広い領域で取り組みが進んでいます。

さまざまな ICT リソースを効率的に配備するコグニ

こうした基幹技術のみならず、わたしたちはよ

*1 出典：経済産業省「グリーン IT イニシアティブ」（2007 年）
*2 出典：経済産業省「グリーン IT 推進協議会」（2008 年）
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り具体的なサービス／プロダクトの実現に向け、

新たな体験を創出するだけでなくインフラの保守・

フィールドでの技術実証にも取り組んでおり、特に

保全においても、高精度 3D 空間情報を活用した地

2021 年度はさまざまな取り組みが実現しました。た

下埋設物の共同管理など、人々の安心・安全を支え

とえば、低遅延接続を活用した eSports 向けクラウ

る技術の商用提供に取り組んでいます。

ドゲームの開発や、高臨場映像伝送と低遅延接続に

このようにわたしたちは 2021 〜 2022 年をフィー

よるリアルスポーツ遠隔観戦の実証は、コロナ禍以

ルドでの技術実証フェーズと位置づけ、さまざまな

降の社会のリモート化に対応し、距離を隔てた複数

領域で IOWN を社会に実装する可能性を検討してい

の場所やオンラインとオフラインをシームレスにつ

ます。2030 年の IOWN 実現に向け、その取り組み

なぐことで、より快適かつ豊かなコミュニケーショ

は今後さらに広がっていくでしょう。わたしたちは

ンを生むものだと言えます。低遅延・超高速・大容

2023 〜 2025 年と 2026 〜 2030 年を 2 つのフェーズ

量のネットワークはエンターテインメントの領域か

に分け、前者では先進サービスを要望するユーザへ

ら実装が進んでいき、2023 年以降はコネクテッド

提供し、後者では特定用途・特定エリアでの導入を

カーの運転支援や交通の整流化、遠隔医療などより

進めていく予定です。たとえば前者においては 2025

幅広い領域での活用が見込まれています。

年の大阪・関西万博において 4D デジタル基盤によ

あるいは、オフライン環境における体験のアップ

る街のデジタルツインを活用した交通整流化や量子

デートにおいては、2022 年 2 月にオープンした次

計算機時代の安全性を見据えた暗号通信といった新

世代先進オフィス「アーバンネット名古屋ネクスタ

たなサービスの実証も予定しており、後者において

ビル（P.18）
」で建物や都市空間、人々の行動デー

は光電融合デバイスの実現による、さらに広い領域

タを活用し快適な体験をもたらす「街づくり DTC®

へのサービス実装が期待されています。

（P.18）」の実証実験が進んでいます。こうした取り
組みは特定の地域に留まるものではなく、各地域や

多様な才能が支える研究開発

さまざまな建物へ最適化しながら広がっていくもの
であるため、2023 年以降は各地域のスマートシティ

このように、2019 年から始まった IOWN 構想はさ

やスマートビルへの実装も見込まれています。ただ

まざまな領域のイノベーションへと発展しながら着
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実に実装へと進み出しています。わたしたちは実装

ていくために「基礎数学研究センタ」を新設しまし

へ向かってさらに進んでいくべく、いくつものチー

た。日本の基礎数学の第一人者である若山正人氏を

ムをつくりながら研究・開発に取り組んでいます。

プリンシパルとして、ポスト量子時代を見据えた超

たとえば 2020 年 1 月にインテルやソニーとともに

量子計算理論や脳型計算モデルの構築にも挑戦して
いきます。

立ち上げた「IOWN Global Forum」は代表的なチー
ムのひとつです。本レポートでも詳しく紹介してい

IOWN 構想を実現することは、単に電気を光に置

るこのフォーラムは世界各国の企業や機関と連携し

き換えてネットワークやコンピューティングの基盤

ながら、技術開発やユースケースについて議論を重

をつくっていくことではありません。それは新たな

ねています。また、研究開発力の強化を目的として

技術観を確立することであり、新たなコミュニケー

2021 年 7 月には「IOWN 総合イノベーションセンタ」

ションのあり方を模索することであり、人間と自然

も設置しています。技術分野の壁を越えた柔軟かつ

の関係を見直すことであり、空間的にも情報的にも

一体的な研究開発を進めていくために、ここでも国

前人未到の領域へと足を進めていくことでもありま

外内の多くの企業と連携し IOWN を実現するための

す。それは決して荒唐無稽な夢想などではありませ

研究開発を進めています。さらに、2021 年 10 月に

ん。たしかな現実として、わたしたちの目の前に新

は IOWN 実現の先を見据えて研究開発を一層強化し

たな景色が立ち上がろうとしているのです。

【凡例】 

▲
•

IOWN 導入計画の推進
年度

2021-22
フィールドでの技術実証

導入計画

黒：通信関連

PoC
緑：スマートシティ関連
商用提供（予定） 青：地図・車関連
展示
赤：光電融合技術

2026-30

先進サービス要望ユーザへ導入

 ITER

 光電融合製造技術の強化
(NELクロステクノロジ設立)

 大阪・関西万博

 リアルスポーツ遠隔観戦
(高臨場映像伝送/低遅延接続)

実施施策

2023-25

 IOWN 総合イノベーションセンタ設立

 eSports向けクラウドゲーム
(低遅延接続)

特定用途・特定エリアへ導入
段階的拡大

移動固定融合サービス▲
▲ モバイル装置向け
光電融合デバイス

(6G/IOWN展示・実証)

◆ 交通整流化

▲多段ループ型配線
(信頼性/柔軟性/拡張性)

◆ 量子暗号通信
◆ 超強力汎用WhiteBOX

(次世代コンピューティング基盤)

• 宇宙データセンター
他
◆
次世代先進オフィス
▲他スマートシティ案件(第一期)
「アーバンネット名古屋ネクスタビル」
▲(第二期)
(街づくりDTC PoC)
▲他スマートシティ案件
▲農機自動運転LV3
地下埋設物 ▲
▲コネクティッドカー
自動運転・ロボット▲
高精度共同管理
安全運転支援
精密群制御
大量センサデータ
収集・分析

DTC
技
術
要

移動や遮蔽による
無線通信品質を事前予測

CF
Disaggregated
Computing

素
APN

超強力汎用WhiteBOX Step0
(光ダイレクトパス）
光ダイレクト接続
(数百Gbps/固定対地)

Copyright 2021 NTT CORPORATION

耐量子暗号通信
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イベントドリブン型 都市・山間部での
自動車数千万台 リアルタイムAI 車両㎝レベル位置把握・
高速時空間検索 分析処理技術
精密交通量予測
需要変動即応
統合リソース制御
(無線区間含む)
超強力汎用WhiteBOX Step1
（バックプレン光化）
光ダイレクト接続
(数百Gbps/数百拠点)

高精度時刻
情報の配信

チップ近傍から光化する
APN向け
小型光トランシーバ
光トランシーバ

超強力汎用WhiteBOX Step2
(フル光スイッチ化）
遠隔光路 移動固定 光ダイレクト接続
切替ノード 融合コア (1Tbps/オンデマンド)
プロセッサと光トランシーバを
一体化した光マルチプロセッサ

次世代社会 をを

支える

﹁光﹂のの可能性

を実現するためには︑光を活
IOWN

﹁電気﹂から﹁光﹂へ││従来の限界を超えた新たな

情報基盤となる

の実
用する光電融合技術が必要不可欠です︒ IOWN
現に向けて︑わたしたちは日々光電融合技術の研究

開発を進めています︒果たして﹁光﹂はどのように

これからの社会を照らしてくれるのでしょうか︒

革新的な光電融合技術

年には 2020 年の日本の年間消費電力量の倍近い電
力を情報通信機器が消費する予測もあります。さら

IOWN とは「Innovative Optical and Wireless Net-

にデータ処理は大規模なデータセンタに集約される

work」という正式名称に「Optical（光学の）」という

傾向にあり、データセンタに必要な電力も加速度的

言葉が含まれているとおり、
「光」を活用したネッ

に増大してしまいます。日本のデータセンタの消費

トワークです。これまでの情報通信基盤においては、

電力は 2015 年時点で日本の年間消費電力の 1％とい

光による情報伝送は主に長距離をつなぐ光ファイバ

う試算もあり、データの処理や伝送にかかる消費電

として導入されていました。一方、ボード内や大規

力の低減が重要といえます。

模集積回路（LSI:Large Scale Integrated Circuit）間

そこで IOWN は長距離間だけではなくデータセン

の通信には電気配線が用いられており、電気配線は

タに設置されているサーバ間、さらにコンピュータ

データの速度や伝送距離の増加に伴い伝送損失が大

をネットワークと接続するボード内、ボードに搭載

きくなってしまうため、エネルギー消費の面におい

されたチップ間、さらには半導体内部とよりミクロ

てもデメリットが大きいことが問題となっていまし

な領域へ光による情報伝送を導入することで、超大

た。IoT や AI の利用拡大によりデータ処理が増えれ

容量・超高速・低消費電力の通信基盤を実現してい

ば情報通信機器の消費電力も加速度的に増大すると

きます。より短距離の通信に光技術を導入するため

推定されており、このままトラフィックが伸びつづ

には、光を操るデバイスの圧倒的な小型化や経済化、

け、情報通信機器の性能が変わらないとすると 2030

性能向上が求められます。そこでわたしたちは光と
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電気を一体に集積し、より効率的な動作を可能とさ

プ上に小型の光送信回路や、光と電気の変換機能を

せる「光電融合技術」の確立に取り組んでいます。

実現する光受信回路を集積し、これを電気の増幅器

光電融合技術とは、光回路と電気回路を融合させ、

等のアナログ電子回路と同じパッケージに収容する、

小型・経済化に加えて、高速・低消費電力化など、

コパッケージ化することで、光電融合型の光送受信

さまざまな性能向上を図るものです。ネットワーク

モジュールとなります。これをデジタルコヒーレン

内の光インタフェースに配置される光送受信部から、

ト用の光モジュールに適用することで、圧倒的な光

将来的にはひとつのチップ内における信号伝送を担

トランシーバの小型化を実現できます。デジタルコ

う光送受信部まで、光電融合回路の集積規模が大き

ヒーレントとは、デジタル信号処理と、受信側に配

くなるほど光技術の適用範囲が広がるでしょう。将

置した光源と受信した光信号を干渉させることによ

来的には、光電融合により APN やディスアグリゲー

り光の振幅と位相を受信するコヒーレント受信を組

テッド・コンピューティングを実現することで、電

み合わせた伝送方式です。光の偏波多重や振幅・位

力効率は 100 倍、伝送容量 125 倍、遅延時間 200 分

相を利用した変調方式により周波数利用効率を向上

の 1 になるなど、画期的なアップデートが期待され

させるとともに、デジタル信号処理を用いた高精度

ています。

な光信号の歪み補償とコヒーレント受信により、大
幅な受信感度向上を実現します。こうした光送受信

革新的デバイスを実現する

シリコンフォトニクス

モジュールをわたしたちは COSA（コサ：Coherent

Optical SubAssembly）と称し、開発を進めていま
す。さらに、シリコンフォトニクスとは、LSI 技術に

光電融合技術の開発においては、ネットワーク内

よって培われてきた微細加工技術を用い、通信波長

の光インタフェースの小型化および低消費電力化、

帯（1.3 〜 1.5 µm）において透明なシリコンを光集

伝送速度の向上が求められるため、わたしたちはシ

積回路のプラットフォームとして活用する技術です。

リコンフォトニクスという技術を用いた光送受信モ

シリコンフォトニクスは、光回路だけではなく変調

ジュールの開発に取り組んでいます。シリコンチッ

器や Ge（ゲルマニウム）PD（Photo Detector：光

9
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電効果などを応用して、光を電気信号に変換するこ

処理する電子回路）を一体化させた、小型で省電力

とにより、光を検出する装置）などの集積も可能で

な高性能光通信用コパッケージを提供できる見込み

あるという特徴をもっています。わたしたちは 2000

です。

年代初頭から研究・開発に取り組み、さまざまな要

今後光電融合技術を開発していくにあたって、わ

素技術の検討を進めてきました。光トランシーバ内

たしたちはここからさらに 3 つのフェーズを設定し

の光デバイスは、従来、それぞれ異なる材料系を用

ています。次のフェーズとなる第 3 世代においては

いて実現され、光ファイバや空間光学系などで相互

コンピュータのボード内の光伝送の実現を目標とし、

に接続されていましたが、わたしたちはキーとなる

第 4 世代ではさらにデバイスの内部へ移りパッケー

光デバイス群をシリコンフォトニクスにより実現し、

ジ間の光伝送の実現をめざし、数 10 〜 1cm という

それらをひとつのチップ上に集積することに成功し

短距離を光でつなぐ必要があります。さらに第 5 世

ています。このようなシリコンフォトニクスチップ

代ではよりミクロな半導体チップ内の光伝送を実現

を、電子回路とともに同一パッケージ内へ実装する

し、チップ内の 1cm 未満という距離で電気と光の伝

ことで光デバイス部分の超小型化が達成できるので

送路が混在するデバイスをつくっていくことをめざ

す。

しています。
フェーズが分かれていることからもわかるように、

５つの世代にまたがるロードマップ

各フェーズから次のフェーズに移る際には、技術的
なジャンプを達成する必要があります。まず第 3 世

わたしたちはこうした光電融合技術の創出と早期

代から第 4 世代に進むためには、デバイスの製造方

実用化を両立させるべく、５つの世代を設定した

法を変えなければいけません。第 3 世代までは基板

ロードマップを策定しています。COSA を使ったデ

の上に光電変換モジュールを実装する技術であるた

バイスの開発が光電融合技術の第 1 世代だったとす

めすでに実証されていますが、第 4 世代ではシリコ

れば、現在わたしたちは第 2 世代まで開発を進めて

ン基板の上に化合物半導体の発光素子や受光素子を

おり、従来は個別の部品であった COSA とデジタル

形成する必要があります。シリコンと化合物半導体

信号処理を行う DSP（Digital Signal Processor）を

は異なる性質をもっているため、製造の過程で半導

一体化する光・電子コパッケージ（CoPKG）技術を

体に欠損が生じてしまう恐れがあるのです。この課

確立しています。2023 年にはこの COSA とデジタル

題は技術的に解決されているものでありますが、実

コヒーレント光通信用 DSP-LSI（送受信信号を演算

用化に向けて信頼性を高めていくとともに量産に適

NTT Technology Report for Smart World 2022

した製造方法を検討していく必要があるでしょう。

計・試作など各役割を得意とする会社が分担してい

ここからさらに踏み込み、光電融合デバイスを完

くことで、ひとつのグループ内でデバイス製造を完

成させるためにも大幅なジャンプが求められます。

結させられるというわけです。また、5G evolution

第 1 世代から第 3 世代までは光をコミュニケーショ

時代に向けて、超高速で小型かつ低コストな光電融

ンの手段として電気と置き換えながらよりデバイス

合デバイスおよびそれらを基地局に搭載するための

の内部へと近づいていくのに対して、第 4 世代以降

アーキテクチャを両社で検討し、幅広く提供するこ

はコンピュータ内部処理の一部まで光が担っていき

とをめざしています。

ます。IOWN 構想の実現に向かっていくつもの領域

光電融合技術を実現したとしても、ただ論理や技

で技術開発が進むなかで、わたしたちはこれまでの

術を確立するだけでは社会を変えられないでしょ

限界を突破しながら光電融合技術の確立に取り組ん

う。論理設計から実装設計、製造はもちろんのこと、

でいく必要があるのです。

ユースケースの検討やサービス化まで行うことで初
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めて社会を変えるテクノロジーが生まれるのであり、

光電融合技術を社会に広げる共創

IOWN が新たな情報通信インフラとなっていくはず
です。パートナー企業との共創を通じてわたしたち

光電融合技術の開発はさまざまな専門的技術が必

はグループ内で光電融合デバイスを一気通貫で製

要になるため、特に実際のデバイス製造まで見据え

造できる技術と環境を得ているだけでなく、IOWN

た開発を行うためにはさまざまなパートナーとの連

Global Forum などさらに多様な企業との共創の場

携も重要となるはずです。そこでわたしたちは光電

を通じて、ユースケースの可能性を広げていきたい

融合デバイスの量産体制を構築するべく、2021 年

と考えています。究極の理想形を実現し、革新的な

に富士通と戦略的業務提携を行いNTTエレクトロニ

情報通信のプラットフォームを提示すべく、わたし

クスクロステクノロジという会社を新たに設立しま

たちは多くのパートナーとともにこれからも光電融

した。光電融合デバイスの論理設計・製造、実装設

合技術の研究・開発を進めていきます。

光電融合デバイス研究開発ロードマップ
第一世代
100G/200G 商用化済

中継装置用PEC(*)

（DSPとCOSAが 別パッケージ）

第二世代
商用化済

COSA

*PEC…PhotonicsElectronics Convergence

2023

プラガブルトランシーバ用PEC
第二世代１
DSPとCOSAが
別パッケージ

ボード

第三世代

DSP

第四世代

2024～2025

ボード接続用PEC

（IMDD、
専用パッケージ）

第五世代
2026～

チップ接続用PEC

（IMDD、CMOSパッケージ内）

第二世代２
DSPとCOSAが
同一パッケージ
COSA
+DSP

プラガブルトランシーバ用 PEC：

ボード接続用 PEC：

光信号を送受信するコンピュータやルー

ネットワークスイッチ装置のボード内の一

タなどの電気機器本体に装着する、脱

部電気伝送を光信号で担う光電融合モ

着自在な光信号と電気信号の変換デバイ

ジュール。LSIの周囲を取り囲むように配

ス。Coherent Optical Sub-Assembly

置することで、高速・大容量のデータを

（COSA）とデジタルコヒーレント DSP 技

回路に伝送する際にエネルギー損失が

術を発展させることで、前世代よりも高

大きく熱が発生しやすい電気伝送の問題

速化、小型化、電力低減を実現。

を解決し、低消費電力化を実現。

ファイバーレスPEC

（チップとボード、
チップ内、
すべて光導波路）

限界を

超える

新たな

インフラに

向かって

は﹁ ネ ッ ト ワ ー ク ﹂
IOWN
と﹁コンピューティング﹂

両面において︑まったく新

しいインフラによって支

えられています︒光電融合

によって生まれるこのイ

ンフラは︑いかにして次世

代社会を支えるのでしょ

うか︒わたしたちが開発を

進めている２つの革新的

なインフラの秘密に迫り

ます︒

新たな体験を生むネットワーク

2030 年までに APN を実現すべく、わたしたちは 3
つのステップを設定しています。まず 2021 〜 2022

前項でご紹介したような光電融合技術をもとに、

年には拠点間で数百 Gbps を超える大容量光伝送パ

IOWN の情報通信基盤はつくられていきます。そし

スや耐量子計算機暗号通信を実現し、続く 2023 〜

て光電融合技術が適用されるインフラ領域を支え

2025 年にはそのネットワークを数百拠点規模に適

るのが「オールフォトニクス・ネットワーク」
（All

用可能とするほか、高精度時刻情報の配信の実現、

Photonics Network: APN）と「ディスアグリゲー

APN 向け光トランシーバやチップ近傍から光化す

テッド・コンピューティング」です。この２つのイ

る小型光トランシーバといったデバイスを開発しま

ンフラは果たしてどのような変革を起こしていくの

す。2026 〜 2030 年には 1Tbps のネットワークをオ

でしょうか。

ンデマンドで提供するほか、遠隔光路切替ノードや

まずわたしたちは APN を「DX ／デジタル流通時

移動固定融合コアといった技術、プロセッサと光ト

代のさまざまな ICT 基盤のインフラ・オブ・インフ

ランシーバを一体化した光マルチプロセッサを実現

ラ」とすべく開発に取り組んでいます。このために

していきます。

APN では通信ビルだけでなくユーザ施設やデータ

基盤技術の開発はもちろんのこと、近年は APN の

センタ間をエンド・ツー・エンドで広帯域な光ネッ

実現に向けてさまざまな技術の実証が進んでいます。

トワークや無線アクセスでつなぎ、誰でも超高速の

たとえば 2021 年度には「ゲーミング UX を変革する

光伝送や無線伝送を利用できる共用ネットワークの

L1 通信パス遅延調整技術」
「非圧縮 8K120p 対応超低

構築をめざしています。

遅延映像伝送技術」
「次世代の高安全な暗号技術を適
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用した光トランスポートネットワーク技術」といっ
た技術の実証にわたしたちは取り組みました。
まず 2021 年 11 月に発表した「ゲーミング UX を
変革する L1 通信パス遅延調整技術」とは、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 を実現するもの。これまで、複数のプレ
イヤが異なる拠点から参加する場合には、参加拠点
によりネットワーク遅延が異なるため不公平な対戦
となってしまうことが課題であり、特にプロフェッ
ショナルレベルの e スポーツ大会を遠隔開催するこ
とは困難だとされていました。さらなる e スポーツ
の発展に寄与しコロナ禍以降の社会のリモート化に
も応答すべく、わたしたちはユーザ要望に応じて動
的に、拠点間で 1 波長あたり 100Gbps を超える大容
量、物理限界に迫る低遅延性、ネットワーク遅延の
時間変動がない遅延ゆらぎゼロの特徴をもつ光伝送
パスを提供可能にする APN 実証環境を構築しまし
た。その結果、マイクロ秒精度で同一の遅延に調整
することが可能になり、プロフェッショナルレベル
においても公平な対戦を実現するのみならず、実況
拠点や観戦会場を本ネットワークで結ぶことにより
圧倒的な臨場感をもつ遠隔実況や遠隔観戦も可能と
なる見込みです。そして同じく 11 月に発表した「次
世代の高安全な暗号技術を適用した光トランスポー
トネットワーク技術」は、量子計算機に対しても安
全な暗号技術を実現するものです。次世代の高安全
な暗号技術や暗号機能の分離、セキュリティリスク
の対策強化により、APN に高度なセキュリティ機能
を付加できることが期待されています。
また、2022 年 2 月に発表した「非圧縮 8K120p 対
応超低遅延映像伝送技術」は、既存の IP 網サービス
では長距離伝送が困難だった超高精細度テレビジョ
ン規格の非圧縮映像データの長距離かつ低遅延の
伝送を可能にします。SMPTE（Society of Motion

Picture and Television Engineers）が定める放送番
組素材伝送用の映像伝送規格の下で非圧縮 8K120p
映像を（ファイバ伝搬遅延が無視できるほどに小さ
い場合）送信側での映像入力から受信側での映像出
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力までの遅延を1ms以内に抑えて伝送する技術は世
界初のものであり、距離を意識させない映像コミュ
ニケーションの普及が期待されています。

必要不可欠なのです。
そこでわたしたちが生み出したのが「ディスアグ
リゲーテッド・コンピューティング」という概念で

このように複数地点を低遅延でつなぐネットワー

す。コンピューティングの領域ではこれまで箱に閉

クはさまざまなシーンでの活用が見込まれており、

じられたコンピュータをネットワークでつなぐこと

実際にわたしたちは、2022 年 3 月に国内初の取り組

が前提とされていましたが、ディスアグリゲーテッ

みとして Bunkamura オーチャードホールと NTT イ

ド・コンピューティングは CPU やメモリを直接光で

ンターコミュニケーション・センター（ICC）とい

接続することで、ラックやデータセンタをひとつの

う都内 2 ヶ所をつなぎリアルタイムリモート演奏コ

コンピュータとして扱うことを可能にします。光の

ンサートを開催するなど、実証実験に取り組んでい

もつ高速性・低消費電力性・低損失性を最大限引き

ます。同月に日本フィルハーモニーと行った実験で

出す物理構成（ハードウェアアーキテクチャ）と論

は、実際に演奏者の方々から「映像の遅延を感じな

理構成（ソフトウェアアーキテクチャ）、制御方式と

かった」「複数拠点の映像を同時に確認できて演奏

いう 3 つの観点から変革を起こし、これまでのコン

がし易かった」といった感想も寄せられました。リ

ピューティングを遥かに上回る性能を実現していき

モートワークや配信イベントが当たり前となったコ

ます。

ロナ禍以降の世界においては、APN がよりナチュラ

まず物理構成の面では、LSI の真横に高密度、広

ルなコミュニケーション体験やエンターテイメント

帯域、低消費電力の小型光電融合デバイスを搭載す

体験を生んでいくのかもしれません。

ることで LSI からの電気出力をすぐ光信号に変換す
る構成の開発に取り組んでいます。従来の電気接続

コンピューティングのパラダイムシフト

では情報の伝送距離が伸びるほど消費電力も増える
ことが懸念されていましたが、即座に光情報へと変

APN を最大限効果的に活用するためには、これ
まで専用装置で実現されていたルータや携帯基地局

換することでより低消費電力かつ柔軟なコンピュー
ティングを実現できるでしょう。

等の機能を、高いコンピューティング能力を有する

次に論理構成においては、これまで CPU を中心

ハードウェアとソフトウェアで実現する必要があり

としてすべてのデータ転送を制御することが一般的

ます。

でした。しかし近年はムーアの法則の限界といわれ

しかし、従来のコンピューティングアーキテク

るように、CPU コアの性能の伸びが鈍化してきて

チャで IOWN に対応できる処理能力を実現するため

おり、他方で高速ストレージである不揮発性メモリ

には、大量のコンピュータが必要となり、電力消費

や、FPGA（Field Programmable Gate Array）
・GPU

が極度に増加してしまうでしょう。IOWN を社会へ

（Graphics Processing Unit）などのアクセラレータ

実装するためにはコンピューティング領域の変革が

が急速に進化しており、多様なアクセラレータの性
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能を引き出すための新たなソフトウェア処理モデル

でこそ、ディスアグリゲーテッド・コンピュータは

が今後より重要となりつつあります。そこでわたし

IOWN を支えるインフラとなるのです。

たちは多種多様なハードウェアを組み合わせたソフ

このようにハードウェアとソフトウェアを分離さ

トウェア処理モデルを検討するにあたり、アクセラ

せることで大幅なコストダウンや柔軟なネットワー

レータが処理を開始する場所としてのメインメモリ

ク構築が可能になると言われており、多種多様なア

に着目し、アクセラレータ連携に際し CPU ではな

プリケーションを提供するデータセンタの基盤ネッ

くメモリを介してデータ交換を行う「メモリセント

トワークや、高速・大容量の通信が求められるキャ

リック・アーキテクチャ」の検討も進めています。

リア中継ネットワークでの活用が期待されています。

こうした物理・論理構成を備えたディスアグリ

わたしたちは 2026 〜 2030 年の商用化を見据えなが

ゲーテッド・コンピュータを活かすためには、この

ら「超強力汎用 WhiteBOX」というデバイスの開発

アーキテクチャを最大限活かすようにソフトウェア

に取り組んでおり、2023 〜 2025 年までには同デバ

を配置制御することが重要になります。そこでわた

イスのバックプレーン光化をめざし、2021 〜 2022

したちはソフトウェアの特性に基づいて CPU や各

年には市販技術ベースの技術実証を実現する見込み

種アクセラレータ等の計算リソースの最適な活用を

です。

ねらう「パワーアウェア動的配置制御」の開発を進

ここまで見てきたように、APN もディスアグリ

めています。さらにこれまでのハードウェアは常

ゲーテッド・コンピューティングも、すでに商用化・

時安定的な電力が給電されることを前提に設計され

サービス化を見据えた開発が進んでいます。しばし

ていたため不安定な再生可能エネルギーを活用しづ

ば基礎研究と商用開発には空白が生まれがちですが、

らい状況にありましたが、サーバが消費する電力の

わたしたちは多様なパートナーとの共創によってそ

分析・推定によりデバイス単位での制御を実現する

のギャップを埋めようとしています。次世代の社会

「再生可能エネルギー活用型サーバ基盤技術」の開

を担う IOWN のインフラは、すでに社会へと広がり

発にも取り組んでいます。性能やコストだけでなく、

つつあるのです。

電力効率や再生可能エネルギー活用を追求すること

ディスアグリゲーテッド・コンピューティングの概念
内部接続
比較的高速・低遅延

光により内部接続の
スケールを拡大

サーバ間接続は TCP/IP プロトコル利用
処理遅延大・処理負荷大

(a) 従来のサーバ構成

箱の単位を超えたラックスケールコンピュータ化
ラックスケール化を活かすオリジナルの
物理構成・論理構成・制御方式を検討

(b) ディスアグリゲーテッド・コンピューティング
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ネットワークは陸・海・空をつないで宇宙へ
宇 宙 統 合 コ ン ピ ュ ー テ ィン グ・ネ ット ワ ー ク

ここまで見てきた光電融合技術やそれに

よ り 実 現 す る 新 た な イ ン フ ラ を 通 じ て︑

はどんな価値を生み出すのでしょう
IOWN
か？ 都 市 イ ン フ ラ を 革 新 す る 新 た な デ

ジタル基盤や陸海空を越え宇宙をもつな

ぐネットワークなど︑本章では幅広く検討

が進んでいる５つの価値領域とその価値

につながる技術をご紹介します︒

IOWN が
生み出す
５つの
価値領域
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データ中心社会を実現する安全・便利な情報流通
次 世 代 デ ータハ ブ

IoT デバイスの普及や通信ネットワークの発展により、
世界中で流通するデータの量は増加の一途を辿っており、

AI の発展などに伴い今後あらゆる領域でデータの利活用
は進んでいくでしょう。しかし、業界や企業の枠を超えて

流通の基盤であり、企業や組織の枠を越えたデータの利
活用を安全で便利にする仕組みで、
「仮想データレイク」
「データブローカー」
「データサンドボックス」という３
つの技術から構成されています。

データを活用できる社会を実現するためには、まだ課題

仮想データレイクとは、複数企業のデータを仮想的に

も残されています。たとえば、現在のデータ処理アーキ

統合し、データそのものではなくメタデータを収集する

テクチャは限界を迎えており、今後データの量や種類が

ことで、偏在するデータの効率的な検索・取得を可能と

増えれば従来のストレージやネットワークが圧迫され管

するものです。続くデータブローカーは、端末との送受

理も困難になるでしょう。また、仮に業界を越えたデー

信プロトコルの見直しや状態管理アルゴリズムの改善に

タ活用を試みたとしても現在は二次流通や目的外利用を

より、大量端末との低遅延かつ高信頼なデータ送受信を

防止する技術的仕組みが確立されておらず、自由なデー

可能にするものであり、データサンドボックスは、企業

タ流通が阻害されているのも事実です。

間でデータやアルゴリズムを互いに秘匿したまま実行可

これらの課題の解決に向け、わたしたちは次世代デー

能にするものです。こうしたセキュアで効率化された環

タハブの研究開発に取り組んでいます。次世代データハ

境をつくることで、次世代データハブは単にデータを蓄

ブは、提供者によるデータに対するガバナンスを維持し

積・接続するだけでなく、社会のデータ利活用を加速さ

つつ、多拠点に遍在するデータから利用者が必要なデー

せていくでしょう。

タを迅速に効率よく入手し利用できるようにするデータ

CASE STUDY｜ITER(*)との包括連携協定の締結

* International Thermonuclear Experimental Reactor: 国際熱核融合実験炉

2020 年 5 月、わたしたちは人類初の核融合実験炉を実現しようとする ITER 計画と
包括連携協定を締結し、革新的な環境エネルギー技術の創出に貢献しています。フ
ルスタック・フルライフサイクルのサービスをグローバルに提供ができる総合 ICT
プレイヤーとして NTT グループが参画し、同技術の確立に向けて次世代データハブ
技術などの先進的 ICT 技術を提供していきます。
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人・モノ・コトをリアルタイムにつなぐ未来予測
4 D デ ジタル 基 盤 ®

4D デジタル基盤 ® とは、「人・モノ・コト」のさまざ

マート・サテライト・セレクション ® などを活用し位置・

まなセンシングデータをリアルタイムに収集し、緯度・

時刻が高精度なセンシングデータを収集し、そこに AI を

経度・高度・時刻という 4 次元の情報を高い精度で一致・

かけ合わせることで高度な未来予測を実現します。

統合させ、多様な産業基盤とのデータ融合や未来予測を
可能とする基盤です。

4D デジタル基盤 ® は道路交通の整流化や都市アセット
の最適化、社会インフラ保全、地球環境の精緻な理解な

Society5.0 のように物理空間とサイバー空間が融合す

ど、さまざまな価値を提供していきます。とりわけ都市

る社会においては、あらゆるシーンから得られたデータ

部においては、4D デジタル基盤 ® をもとに街のデジタル

をデジタル空間上で統合・分析し活用できるようになる

ツインを活用する技術「街づくり DTC®」の実証を進め

と考えられています。しかし、ひとくちにデータを統合

ています。これは人やモノ、モビリティの移動はもちろ

するといっても、位置・時刻情報が寸分違わず一致して

んのこと、人の健康状態や趣味嗜好、属性のデータを活

いなければ活用の幅は狭まります。特にモビリティや医

用することで一人ひとりに最適なサービスを提供し、人

療のように高い信頼が求められる領域においては、ほん

が中心となってより快適に過ごせる商業・オフィス空間

の少しのズレが人命に関わる恐れがあるため、精緻な 4

を提供するもの。4D デジタル基盤 ® の先には信号なしで

次元情報をもつ情報基盤を整備する必要があるでしょう。

事故が起きず、人とクルマとインフラが協調しながら暮

そこでわたしたちは既存の地図データに MMS（Mo-

らせる未来が待っているはずです。

bile Mapping System）など高度な 3D 空間情報を統合す
るとともに、都市部での測位・時刻同期精度を高めるス

CASE STUDY｜ 街づくりDTC® の実証実験
2022 年 2 月にオープンした次世代先進オフィス、アーバンネット名古屋ネクスタビ
ルの開発や 2021 年夏に JR 新宿ミライナタワーで実施した AI 空調制御などを筆頭に、
街づくり DTC® の実装はすでに進んでいます。街づくり DTC® は 5G や IoT センサー
を通じてオフィス環境を可視化・最適化するとともに、フードロス削減やカーボン
ニュートラル実現にも取り組んでいます。
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量子の時代へ対応するセキュリティが生む安心・安全
セ キ ュ ア 光 ト ラ ン ス ポ ー ト ネ ット ワ ー ク

次世代の通信インフラを考えるうえでは、セキュリ

標準化を進めているものも少なくなく、いままさに次世

ティの考え方もアップデートする必要があるでしょう。

代セキュリティのスタンダードが整備されている状況だ

量子コンピュータのように極めて高度な計算が可能な技

と言えるでしょう。

術が実現すれば、従来のセキュリティを支えていた暗号

アーキテクチャ設計においても、わたしたちの取り組

技術は意味をなさなくなってしまう可能性があるから

みは一歩ずつ進んでいます。近年はたとえ閉域ネット

です。わたしたちは量子計算機に対しても安全なネット

ワークでも信頼せずあらゆるネットワーク上の攻撃者を

ワークの実現をめざし、セキュア光トランスポートネッ

想定すべきだとされており、ネットワークに絶対の信頼

トワークの研究・開発に取り組んでいます。

をおかないゼロトラストネットワークが普及しています。

実現の鍵を握るのは、量子技術の活用とアーキテク

通信キャリア網において、光ファイバに物理的に接続し

チャ設計における新たな攻撃者への対策です。前者につ

て通信内容を傍受する攻撃者については、
レイヤ 1（物理

いては「量子鍵配送（QKD）」と「耐量子計算機暗号によ

層）
を保護するプロトコルである OTNsec およびレイヤ 2

る鍵配送（PQC または PQKD）」という 2 種類の鍵暗号・

（データリンク層）
を保護するプロトコルである MACsec

鍵配送の開発に取り組んでいます。QKD は量子の特性を

といった対策が可能であり、より低レイヤで暗号化の機

活かすことで第三者による盗聴を検知し二者間の秘密鍵

能を実装することで、IOWN ／オールフォトニクス・ネッ

共有を実現するものであり、PQC は量子計算機ですら解

トワークの低遅延性を阻害することなくセキュリティを

読が難しいとされる問題を利用することで安全な暗号化

付加できることが期待されます。

を可能とするものです。こうした量子技術の中には現在

CASE STUDY｜ 高安全・大容量・低遅延な光伝送の実現へ
2021 年 11 月に、耐量子計算機暗号を用いた 8K 非圧縮映像伝送の実験に成功し、高
度なセキュリティを保ちつつ大容量・低遅延通信が可能であることを実証しました。
現在、社会実装に加え、暗号技術が用いられる IOWN の主要技術に対しても長期に
わたりセキュリティを維持する技術の開発を進めています。
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限界突破のネットワークが社会を “ ナチュラル” に接続
5 G

e v o l u t i o n / 6 G

無 線 技 術

IOWN とは「5G evolution」や「6G」と呼ばれる次世

走行など人命にも関わる領域へとサービスを展開するた

代の通信システムを下支えするものでもありますが、果

めにも重要となるはずです。こうした条件を満たすため

たして次世代通信システムには何が求められるのでしょ

に必要不可欠となるのが IOWN だと言えるでしょう。

うか。わたしたちは 2030 年までの 6G 実現に向け、6 つ

他方で、利用エリアの拡大やニーズの複雑化により一

の条件を満たさなければいけないと考えています。たと

人ひとりの状況に合わせたネットワークの提供が難しく

えば「超高速・大容量通信」や「超カバレッジ拡張」と

なることも事実です。そこでわたしたちは、人々がより

いった条件は、地球上のすみずみまで高速ネットワーク

ナチュラルに通信環境を享受できるようマルチ無線プ

を広げていくもの。空飛ぶ車や宇宙旅行、海中旅行といっ

ロアクティブ制御技術「Cradio®」の開発を進めていま

た未来の体験を実現するうえでも、空・海・宇宙など場

す。これは通信環境の「把握」と「予測」
、
「制御」とい

所を問わず膨大な量の情報を瞬時にやりとりできる環境

う 3 つの技術を組み合わせることで、時々刻々と変化す

が必要です。他方で「超多接続＆センシング」のように

るユーザ要求や電波状況に追従する通信環境を実現する

あらゆる人・モノがつながりあう時代において超多数の

もの。2030 年までの実用化をめざし現在は農機の圃場間

デバイスが接続できる通信環境を実現する条件もあれば、

自動走行と遠隔監視制御など実証実験を重ねており、よ

「超低消費電力・低コスト化」のようにただ通信性能を上

りナチュラルな通信環境の実現が近づいています。

げるだけでなく環境負荷を下げるなど持続可能な社会を
つくるために求められる条件もあります。また「超低遅
延」や「超高信頼通信」といった条件は遠隔医療や自律

CASE STUDY｜ユーザー追従型メタサーフェス制御の実証
5G・6G 通信で使われる電波は直進性が強く、工場やオフィスなど遮蔽物が多い環
境の通信エリア化が課題でした。そこでわたしたちは、2021 年にユーザーの移動に
合わせて動的に反射方向を制御する反射制御技術をメタサーフェス反射板へ適用す
る実証を実施。遮蔽物の有無によらず高速通信環境を提供できるツールとして実用
に向けた検証を進めています。

NTT Technology Report for Smart World 2022

5_

ネットワークは陸・海・空をつないで宇宙へ
宇 宙 統 合 コ ン ピ ュ ー テ ィン グ・ネ ット ワ ー ク

IOWN が生み出すネットワークは、地球を越え宇宙へ

していきます。宇宙 RAN においては、5G evolution/6G

と広がっていきます。わたしたちが現在構想を進めてい

で期待される衛星（低軌道・静止軌道）
・高高度の通信プ

る宇宙統合コンピューティング・ネットワークは、
地球環

ラットフォームを用いたモバイル基地局によるアクセス

境の影響を受けず宇宙で独立して脱炭素かつ自立可能な

サービスを提供していきます。従来は地上の災害によっ

宇宙インフラをつくるものです。宇宙センシングと宇宙

て通信インフラで断絶することもありましたが、宇宙統

データセンタ、宇宙 RAN（Radio Access Network）とい

合コンピューティング・ネットワークが実現すれば文字

う 3 つの機能を通じ、地上から高高度の成層圏に浮かぶ

通り地球上の誰もが即座につながれる時代がやってくる

HAPS や宇宙空間の低軌道・静止軌道に浮かぶ衛星まで

のかもしれません。

複数の軌道を統合するとともに、地上と光無線通信ネッ

宇宙事業はとりわけ複雑な技術が求められるため、一

トワークで結びながらまったく新たな ICT 基盤を整備し

社だけで宇宙統合コンピューティング・ネットワークを

ていきます。

実現することはできません。そこでわたしたちは、2022

宇宙センシングにおいては、JAXA と共同研究を進めて

年 1 月にエアバスや NTT ドコモと協業を発表し HAPS の

いる低軌道衛星 MIMO 技術により宇宙空間のみならず地

早期実用化に取り組み、7 月には衛星・管制システムの管

球上の IoT 端末データを収集する大規模センシング基盤

理などにおいてスカパー JSAT と提携し合弁会社「Space

を実現。宇宙データセンタは IOWN の核となる光電融合

Compass」を立ち上げるなど、複数の企業との取り組み

技術による低消費電力化により、宇宙空間で即座に情報

を進めています。その共創の先にこそ、宇宙規模の持続

集約・分析処理を行えるコンピューティング基盤を実現

可能なネットワーク環境が実現するのです。

CASE STUDY｜JAXAとの低軌道衛星 MIMO 技術実証
わたしたちは JAXA と地上と宇宙をシームレスにつなぐ超高速大容量でセキュアな
光・無線通信インフラの実現に向けた共同研究を 2020 年から進めています。要素技
術となるのは低軌道衛星と地上をつなぐ世界初の低軌道衛星 MIMO 技術。より広範
囲で大容量のデータを伝送できれば、高度な災害予測などタイムリーなデータ活用
が可能となるはずです。
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とは単に新たなサービス
IOWN
や体験を提供するだけでなく︑人

間の活動による環境への負荷を

低減し︑持続可能な社会を実現す

る も の で も あ り ま す︒ 自 然 と 人

気候変動問題をはじめとした環境問題は年々深刻さを

間をつなぎ調和をもたらすこと

で︑ IOWN
は新たな自然観を提示
していくのです︒

IOWN は
自然と人間を
つないでいく
トラル実現をめざします。

増しており、世界規模での自然災害の巨大化など社会経

わたしたちは社会の環境負荷削減に貢献する「Green

済へ与える影響も大きくなっています。人間の経済活動

by ICT」とNTT自身の環境負荷を抑制する「Green of ICT」

が環境負荷を高めてしまったことから、近年多くの国々

双方において「事業活動に
という 2 つのテーマを設定し、

で「カーボンニュートラル」のように人間の活動と自然を

よる環境負荷の削減」と「限界打破のイノベーション創

調和させるための取り組みが進んでいます。日本におい

出」の実践に取り組んでいます。たとえば Green by ICT

ても、2020 年 10 月に政府は温室効果ガスの排出を 2050

においては DX の推進や社会のリモート化をサポートし、

年までに全体としてゼロにする「2050 年カーボンニュー

サプライチェーンやエネルギーの最適化により社会の環

トラル」を宣言しました。企業活動もこれまで以上に環

境負荷を低減します。さらには藻類と魚介類にゲノム編

境や社会に対する責任を求められるようになり、社会課

集技術を適用し海洋中に溶け込んだ二酸化炭素量を低減

題へ取り組みながらも企業の持続的な成長につながる経

させる二酸化炭素変換技術や落雷制御・充電技術、ITER

営基盤を強化する観点から、環境（Environment）、社会

（International Thermonuclear Experimental Reactor：国

（Social）、ガバナンス（Governance）などの非財務情報

際熱核融合実験炉）のような核融合炉の最適運用技術な

を重視するESG経営の取り組みが重要になっていると言

ど革新的な環境エネルギー技術の開発や実証実験も進ん

われます。

でいます。他方で Green of ICT においては、再生可能エ

これまでテクノロジーは「自然」と相対するものだと
考えられていましたが、これからのテクノロジーは自然
と調和するものでなければいけないでしょう。わたした

ネルギー活用の拡大や宇宙へのインフラ分散化によって
環境負荷の低い仕組みづくりも進行中です。
これらすべての鍵を握るのが、IOWN の存在です。光電

ち NTT グループも、「事業活動による環境負荷の削減」

融合技術を活用し圧倒的な低消費電力を実現する IOWN

と「限界打破のイノベーション創出」を通じた「環境負

が分野を問わず広がっていくことで、社会全体の環境負

荷ゼロ」と「経済成長」といった背反する目的の同時

荷は低減していくでしょう。宇宙統合コンピューティ

実現をめざして、新たな環境エネルギービジョン「NTT

ング・ネットワークのように IOWN によってつくられる

Green Innovation toward 2040」を 2021 年 9 月に策定し

新たなインフラもまた、地上と切り離された脱炭素かつ

ました。「NTT Green Innovation toward 2040」において

自立可能な宇宙インフラを構築し、光技術で超低消費電

は NTT グループ全体の温室効果ガス排出量を 2030 年度

力、超高速、高セキュアなネットワークを提供するもの

までに 2013 年度比で 80％削減することを中期的な目標

です。IOWN の実現とは、自然と人間の調和の実現でも

として掲げ、モバイルとデータセンタの 2030 年度カーボ

あるといえるでしょう。環境負荷の低い社会を実現する

ンニュートラル実現をめざします。さらに長期的な目標

ことで、IOWN というテクノロジーは人や自然にとって

として、NTT グループ全体で 2040 年度カーボンニュー

よりナチュラルな存在へとなっていくのかもしれません。
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は NTT
だけで実現する
IOWN
も の で は あ り ま せ ん︒ 世 界 中 の

企業をはじめ多くのパートナー

の方々との共創によって初めて︑

この新たな情報基盤は実現する

の で す︒ 国 境 を 超 え て 成 長 す る

﹁ IOWN Global Forum
﹂
からは︑
こ
れからの共創の形が見えてきま

した︒

世界に広がる
IOWN の
ネットワーク
わたしたちは幅広い研究・技術分野の専門家やグローバ

し、12 月には IOWN の技術開発ロードマップに則り、6 つ

ルビジネスパートナーとの連携を進めていくべく、IOWN

のリファレンス文書を公開しました。発足からわずか 1 〜

構想に賛同するソニーとインテルとともに IOWN Global

2 年の間に多くのユースケースおよび技術文書が公開され

Forum（IOWN GF）を 2020 年 1 月に立ち上げました。IOWN

たことは、IOWN GF の中で活発な議論が行われているこ

構想はコミュニケーションとコンピューティングという

との証左とも言えるでしょう。

非常に広い分野において革新的な取り組みであり、ただ要

6 つ の リ フ ァ レ ン ス は、IOWN の 機 能 構 成 と も つ な

素技術を開発するだけではなく、それを使ってどのような

が っ て い ま す。 た と え ば イ ン フ ラ 部 分 と 関 わ る の は

価値を生み出していくのか、さまざまな分野の知見を取り

「Data Centric Infrastructure（DCI）」の 2 つ。
「OpenAPN」

入れながら考えていく必要があるからです。

ネットワークサービスには「IOWN for Mobile Network

2020 年 3 月からメンバを募集し、2022 年 3 月時点で

（IMN）」と「Fiber Sensing with Open APN」が、共通要

93 社の組織・団体が IOWN GF へと参加しています。Dell

素として「IOWN Data Hub（IDH）」、ユースケースごとの

Technologies や Microsoft Corporation のような IT 業界か

リファレンス実装モデルとして「Reference Implementa-

らの参画や、中華電信のような電気通信業界からの参画だ

tion Model (RIM) for the Area Management Security Use

けでなく、トヨタ自動車のような IOWN を積極的に活用す

Case」が定められています。ただし、ここで公開されたの

る業界からの参画も増えています。IOWN の広がりを見据

はあくまでも「ラフコンセンサス」に過ぎません。IOWN

えて多様性豊かな組織の構築をめざしており、現在は発足

GF は時間をかけて文書を完成させるよりも、ラフコンセ

時の 3 社に加え、富士通、Nokia、Microsoft Corporation

ンサスを短期にまとめて Proof of Concept（PoC）や技術

など計 10 社から選出されたディレクターが IOWN GF の意

評価を早期に開始して、アーキテクチャや方式をアップ

思決定を担っています。

デートすることを重視しています。こうしたアジャイル思

IOWN GF は「Technology」と「Use Case」という 2 つの

考を活かしながら、2022 年からは IOWN GF メンバととも

「Working Group」を設置して活動を開始しました。それら

に、発行された文書に基づく PoC や技術検討に取り組んで

を統括して相互議論を加速させる「Steering Committee」

いきます。

を設置することで、革新かつ価値を感じることのできる成

IOWN 構想は 2030 年の実現を謳っているためまだまだ

果を出していこうとしています。また、2022 年には新た

先の技術だと思われてしまうかもしれませんが、すでにさ

に外部団体とのリエゾンを行う「Liaison Working Group」

まざまな PoC が始まろうとしています。今後さらに IOWN

が設置されています。コロナ禍のなかスタートした取り

GF へ参画するメンバも増えていくでしょう。IOWN とは

組みであるがゆえに、すべての会議はオンラインで実施。

企業や団体、国、あるいは地球という枠組みをも超えて広

従来の国際団体とは異なり高頻度で議論を重ねることで、

がっていくものです。地球規模の叡智を結集し多様性豊か

2020 年 4 月にはホワイトペーパーを、2021 年にはユース

なチームをつくらなければ、IOWN は実現できません。未

、Technology Outlook
ケース中間レポート（2 月と 6 月）

来はわたしたちだけではなく、たくさんの方々と一緒に描

レポート（4 月）
、ユースケース Release 1（10 月）を公開

くものなのです。
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おわりに

未来は目前に迫っている

今 後、 わ た し た ち NTT グ ル ー プ は 全 力 で

とも表現できるような「個」を大事にしながら

IOWN 構想の実現に向けて研究開発を進めてい

暮らし、生物種を越えた主体的な個人を確立で

きます。本レポートでご紹介してきた IOWN に

きたことも事実ですが、他方で社会の分断が加

よるネットワークやさまざまなサービスが実現

速してしまったことも事実です。もちろん Self

すれば、わたしたちの社会は大きく変わるで

as I としての個人も尊重すべきですが、同時に

しょう。高速・大容量・低遅延のネットワーク

わたしたちは「Self as We」としてさまざまな

によって快適な体験を得られるようになるだけ

視点やいろいろな考え方など、一見相対するよ

でなく、人類の自然観や人間観さえも大きく変

うに思えるものを包摂していく必要があります。

わっていくかもしれません。

今後デジタルツインのようにサイバー空間にも

人間中心のデジタルテクノロジーから、地球

自身の存在が拡張され、家族や仲間、コミュニ

をあるがままに取り込みナチュラルに物事を捉

ティが分散していく時代にあっては、自己のあ

えられるテクノロジーへ── IOWN が引き起こ

り方も拡張されていくことになるでしょう。

すテクノロジーの変化は、21 世紀の人類の変化

IOWN 時代を生きるわたしたち人類は、それ

を象徴しています。2021 年のダボス会議では社

ぞれが自己の幸せを追求するのではなく、利他

会と経済のあらゆる事象を見直す「グレート・

的共存を実現していかねばなりません。それは

リセット」という概念がテーマとなりましたが、

自然との共生を実現することであり、異なる文

IOWN もまさにこのテーマに資するものだと言

化の共栄を実現することであり、一人ひとりが

えるでしょう。

他者との関わりのなかで Well-being を最大化し

IOWN によってさまざまな人や生物、モノ、情

ていくことでもあります。人類・生物・地球が

報がつながっていくことで、わたしたち人類は

幸福でありつづけるために、わたしたち NTT グ

より他者とのつながりを意識しながら生きるよ

ループはこれからも限界打破のイノベーション

うになるはずです。これまでの人類は「Self as I」

に挑戦しつづけていきます。
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ネットワーク

2_

UX/UI・デバイス

3_

セキュリティ

4_

コンピューティング

5_

環境負荷ゼロ
（環境・エネルギー）

6_

基礎研究

実装に向け︑わたしたち
IOWN
はさまざまな取り組みを始めて

フォーラム
NTT R&D

97

います︒﹁

﹂で展示さ
Road to IOWN 2021
れた６カテゴリにわたる 件の

97の実践

パネルから︑いままさに具体化

つながる

しつつある IOWN
構想の現在地
をご覧ください︒

IOWN へと
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1_

ネットワーク
Smart World を支え、移動体と固定系通信を融合しながら新たな価値を創造する、IOWN の
光／無線ネットワーク技術とその高度な制御・運用技術を紹介します。

[N01]

持続可能社会をめざす宇宙統合コンピューティング・ネットワーク
IOWN によるイノベーションで現状の宇宙活用の限界を打破します

[N02]

ゲーミング UX を変革するレイヤ 1 通信パス遅延調整技術
地理的に離れた拠点間で公平な通信遅延環境を実現します

[N03]

オンデマンド光多地点接続技術／多地点間の超低遅延映像合成技術
広帯域・超低遅延に多地点接続し高臨場なコミュニケーションを実現します

[N04]

多様な光パスを提供するAPNトランスポート構成技術
柔軟に光パスを提供することで多様なユーザ体験を実現します

[N05]

IOWN APN を支える光・電子デバイス技術
さまざまな先端機能デバイスで高速大容量の光パスを支えます

[N06]

多段ループ型光アクセス網を構成する光線路技術
遠隔光路切替ノードと光分岐技術で光回線ニーズに柔軟に応えます

[N07]

遅延揺らぎ制御技術による低遅延遠隔ロボット操作の共同実証実験
分身ロボット OriHime-D のナチュラルな操作を実現します
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[N08]

エンドツーエンド情報流通を一気通貫に行う移動固定融合ネットワーク
シンプルにどこからでも高度・安心なサービスを柔軟に実現します

[N09]

サイバー・フィジカル融合を実現する協調型インフラ基盤技術
ロボット農機などの安全・正確な自動制御をサポートします

[N10]

移動固定融合 VPN ゲートウェイノード
低コスト・低消費電力な VPN 接続を提供します

[N11]

End-End の快適品質を実現するエクストリーム NaaS
変動する無線環境に応じたネットワークサービスを提供します

[N12]

迅速なサービス構築・運用を支えるコグニティブファウンデーション
さまざまな ICT リソースの最適配置と一元的な運用を実現します

[N13]

【5GE&6G × IOWN】
高周波カバレッジ拡張技術
RIS・つまむアンテナなどを用いて高周波カバレッジを改善します

[N14]

5G オープン RAN エコシステム
（OREC）
多様なニーズに応え、柔軟なネットワークの構築を可能とします

[N15]

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
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[N16]

地中埋設コンクリート構造物におけるメンテナンスの最適化技術
点検周期の最適化により維持管理コストを削減します

[N17]

ネットワーク設備の重要度を考慮した災害復旧プラン生成技術
災害時の設備復旧プランを自動で立案します

[N18]

HWA 内蔵 100Gbps ネットワークトラフィック監視システム
100Gbps ネットワーク上の複数サービスを 1 台で監視します

[N19]

低遅延なコーデックフリー／プロトコルフリー伝送技術
コーデック処理／プロトコル処理を削減してデータを低遅延に転送します

[N20]

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

[N21]

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

[N22]

AI を見守るAIOps-GW 技術
AI の安全な組み込みでゼロタッチオペレーションの対象を広げます

[N23]

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
AI によるオペレータフリーでの自動オペレーションを実現します
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[N24]

光パスの故障に迅速に対応可能とするプロアクティブ保守運用技術
予兆から故障個所を推定し故障復旧の対応時間を削減します

[N25]

自由視点映像ボリュメトリックビデオ配信技術
高品質ボリュメットリックビデオ配信を消費者回線で実現させます

[N26]

Mintent（インテントAI メディエータ）
インテントを満たすサービスを提供しエンゲージメントを高めます

[N27]

超カバレッジ拡張に向けた NTN 技術とHAPS シミュレータ
今まで電波が届かなかったエリアへカバレッジを拡張します

[N28]

複数端末高速移動環境でのミリ波帯基地局連携
ミリ波帯で広範囲に安定した高速通信を複数端末に提供します

[N29]

AI を活用した快適な 5G ネットワークの提供
ネットワーク運用自動化により快適な 5G ネットワークを提供します

[N30]

5G に向けたトランスポートネットワークの進化
ネットワークスライシングを用いた 5G サービスの高度化に寄与します

UX/UI・デバイス

2_

実世界とサイバー世界のシームレスな繋がりによる身体的・心理的・社会的インタラクショ
ンを通した人の能力を最大化する新しい体験としての価値を創出する技術を紹介します。
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[U01]

振動伝送による双方向遠隔コミュニケーションシステム
遠隔地に音声、映像、振動を同時に送り合う触覚コミュニケーションです

[U02]

パーソナライズドサウンドゾーン
聴きたい音を聴きたい人だけに伝えます

[U03]

空間 AR サービス開発ツール
空間 AR サービスの短期間・低コストの開発を可能にします

[U04]

IOWN が創りだす新しい UI/UX
現実／サイバーの融合で受け手の価値に応じた体験を実現します

[U05]

メタレンズとAI を融合したスペクトル撮像技術
簡単なカメラで実世界の多様な情報をリアルタイムに取得します

[U06]

映像信号レベルでの超低遅延映像処理技術
遠隔地から選手へ低遅延で応援する姿・声を届けることができます

[U07]

ゼロレイテンシメディア技術
遅延による影響を低減し、自然な遠隔操作を可能にします

[U08]

Lifelike コミュニケーション技術
オフラインと同質に感じるオンラインコミュニケーションを実現します
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[U09]

情動的知覚制御技術
人や群衆の心の動きを理解・推定し、望ましい状態へ導きます

[U10]

その人らしさを捉えて生活習慣改善を実現する行動変容技術
納得した目標に向けて無理なく行動を続けられるように支援します

[U11]

運動能力拡張を実現するサイバネティックス技術
他者運動を元に運動能力を拡張します

[U12]

低遅延 3D ビデオチャットシステム
Web の標準技術で低遅延な 3D ビデオチャットを実現します

[U13]

仮想空間におけるイベント開催
Virtual Event Platform の開発

セキュリティ
Smart World の実現、多様な社会価値の創出に向けて、IOWN ならではの特長を活かした
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新しいセキュリティを実現する技術を紹介します。

[S01]

量子計算機時代のセキュア光トランスポート技術
量子計算機に対して安全な、大容量・低遅延の光伝送を実現します

[S02]

高度な社会情報流通を加速する大規模リアルタイムデータ活用
多様な社会情報をセキュアに利活用し価値創造を実現します
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[S03]

ユーザセントリックなデータ流通を実現する暗号技術
データ所有者のオーナシップを守る、安心安全な社会を実現します

[S04]

トラステッドネットワークを支えるトランスペアレンシー確保技術
サプライチェーン全体にわたって機器の透明性を確保します

[S05]

匿名データ合成技術
個人データを統計的に似た合成データに変換し利活用を拡大します

[S06]

IoT 認証認可及び鍵管理技術
さまざまな価値を生み出すあらゆる IoT デバイスをセキュアに利用できます

[S07]

ポスト・トゥルース時代のユーザを守る誤情報拡散抑制技術
SNS ユーザが誤情報に晒されにくい環境を実現します

コンピューティング
IOWN を支えるコンピューティング技術、新たな価値を創出するデジタルツインコン

4_

ピューティング、および最新の AI 技術、DX を加速する技術・取り組みを紹介します。

[C01]

人々の行動変容による交通最適化の技術コンセプト
ドコモがめざす交通最適化された世界をご紹介します

[C02]

環境と社会の連鎖を再現する異種シミュレータ連携技術
自然と社会・経済との相互作用による未来の変化を予測します
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[C03]

自らと共存し共に成長する分身
「Another Me®」
自律的に活動するあなたの分身が、人生の機会を広げます

[C04]

スマートシティ映像 AI を効率化するホワイトボックスサーバ技術
アクセラレータの効率的な活用で電力効率を向上します

[C05]

4D デジタル基盤 ® の実現に向けた取り組み
多様なセンサーデータを高精度・リアルタイムに統合し提供します

[C06]

画像理解に基づき話題を展開する雑談対話技術
移動中の風景を話題にロボットと雑談を楽しめます

[C07]

次世代メディア処理 AI「MediaGnosis™」
マルチモーダル情報をリアルタイムかつ統合的に理解します

[C08]

分散学習によるシグナルフリーモビリティ
車同士の通信でリアルタイムに街全体の車流を制御します

[C09]

超高精細映像 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 台のカメラでリアルタイムに検出可能にします

[C10]

棚割 AIソリューション -Tanagram™
膨大な棚割作業を自動化し、業務効率化を実現します
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[C11]

ライフスタイル共創ラボとイノベーション共創基盤の取り組み
実証を通じ新たなライフスタイル創出と技術基盤構築をめざします

[C12]

AI・IoT を活用した次世代住宅の実証実験の取り組み
AI・IoT を活用することで居住者の生活を豊かにします

[C13]

テキスト分析ツールで今すぐ始めるDX
言語処理 AI と GUI アプリで、誰もが「働き方改革」できます

[C14]

ビッグデータ基盤を活用したネットワーク分析および最適化
ビッグデータを活用して高品質なネットワークを提供します

[C15]

3x3 向けハイライト生成支援 AI
3 人制バスケットボールのハイライト映像作成を AI で支援します

[C16]

語学学習 AI
AI 自動採点により、語学学習をサポートします

[C17]

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

[C18]

快適性と省エネを両立する空調最適制御シナリオ算出技術
快適性予測と強化学習に基づき空調を最適化します
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[C19]

店舗内センサデータに基づく顧客行動判別・需要予測技術
小売店舗の売り上げ向上と業務の効率化を実現します

[C20]

相手のこころが伝わる表情・身振り変換技術
表情や身振りを変換し、相手の感情をあなたに伝わりやすくします

[C21]

デジタルソーシャルキャピタル基盤
多様な価値観を評価してオンライン上の活動を促進します

[C22]

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

[C23]

農産物流通 DX
農作物の需給を予測し、取引の仕組みや物流を効率化します

[C24]

対話構造可視化分析技術とForeSight Voice Mining®
コンタクトセンタの効率的な通話分析を支援します

[C25]

未来社会探索エンジン
人々が活動する社会の未来像をみえる化します

[C26]

4D デジタル基盤 ® の実現に向けた三次元シーン理解技術
安価なセンサで空間を精細に理解・再現してサイバー世界を構築します
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[C27]

CX・EX 向上のための複数人物行動理解技術
人物の行動を可視化し、より良い顧客体験・従業員体験を促します

[C28]

個人に最適化した外部刺激をフィードバックする知覚制御技術
あなたの状態に合わせた音環境をつくり、集中力を向上します

[C29]

4D デジタル基盤 ® に向けた点群符号化技術
3 次元データを圧縮しつつ任意の時空間のデータを取り出せます

[C30]

地方都市の交通・人流・消費データを活用した行動分析技術
データ活用による課題解決で地域経済の活性化に貢献します

[C31]

高効率・高セキュアにデータを流通させる次世代データハブ技術
組織を超えたデータの利活用を安全・便利にします

[C32]

短期繰り返し型のテストを実現するテスト活動分析技術
テスト活動のデータ化・分析によりテストを効率化します
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環境負荷ゼロ
（環境・エネルギー）
そ

ら

「地球のこと、宇宙から」をコンセプトに、地球環境の再生と持続可能かつ包摂的な社会の
実現に向け、地球環境の未来を宇宙の視点から革新する環境エネルギー技術を紹介します。

[E01]

環境再生／適応技術
未来の地球環境に適応可能な超レジリエントな社会を実現します
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[E02]

地球未来予測技術
宇宙視点から地球の未来を予測し、地球環境の再生に貢献します

[E03]

ハイパワーレーザによるアスベスト含有塗材の除去技術
アスベストの飛散を抑制し、作業者の健康リスクを低減します

[E04]

落雷制御・充電技術
落雷を受けても故障しないドローンで、落雷から街を守ります

[E05]

宇宙太陽光発電技術
太陽のエネルギーを安定して利用することが可能になります

基礎研究

6_

革新的情報処理技術、先端的デバイス・フォトニクス技術、医療・バイオ技術に関する研
究開発など、IOWN 構想に資する基礎研究を紹介します。

[B01]

生体適合性ハイドロゲル薄膜の 3 次元構造化技術
柔軟で生体にやさしいゲルの構造をチップ上で自在に操ります

[B02]

心臓血管バイオデジタルツイン
患者さんごとに最適化された心臓病の自律治療をめざします

[B03]

Fivery™ 〜紫外線ファイバ伝送によるウイルス感染予防〜
光ファイバにより効率的に紫外線を届けて感染症を予防します
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[B04]

光のエネルギー損失が極めて少ないオプトメカニカル素子を実現
振動や音波を利用した省エネ光デバイスの創出をめざします

[B05]

神経細胞の多様な発火現象を模擬する人工光ニューロンを実現
光を用いた新しい脳型情報処理の実現をめざします

[B06]

心電と心音の信号処理
電気と音で心臓の健康を見守ります

[B07]

スマートフォトニクス技術
高性能な光デバイスを実現するための製造技術の研究です

[B08]

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

[B09]

世界最高精度の周波数を遠隔地へ送る光格子時計ネットワーク技術
長期安定時刻同期・精密標高差計測を実現します

[B10]

コヒーレントイジングマシン
（CIM）
の量子性
量子と古典の境界をまたぐ新しい計算原理を実現します
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