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IOWN GFは、人々の生活や人と技
術の関係を劇的に変え、あらゆるもの
がつながるスマートな世界、IOWN構
想の実現をめざす国際的なフォーラム
として、2020年 1月に米国の法人と
して設立しました。本フォーラムの目的
は、これからの時代のデータや情報処
理に対する要求に応えるために、新規
技術、フレームワーク、技術仕様、リファ
レンスデザインの開発を通じ、シリコン
フォトニクスを含むオールフォトニクス・
ネットワーク、エッジコンピューティング、
無線分散コンピューティングから構成
される新たなコミュニケーション基盤の
実現を促進することにあります。6月
末現在 16社が本フォーラムに加盟し
ています。

IOWN GFは、次に示す組織体制
によって、IOWN構想の実現と普及を
進めていきます。まず活動の中心とな
るユースケースワーキンググループ
（UCWG）とテクノロジーワーキンググ
ループ（TWG）の２つを設置し検討

を開始しています。今後、検討が進
むにつれて、ポイントを絞った検討を行
うワーキンググループ（WG）やタス
クフォース（TF）などが複数設置され
ることになります。次に、複数のWG

間の調整を行うなどのコーディネーショ
ン機能を持つのがステアリングコミッ
ティー（SC）です。ユースケース、テ
クノロジーそれぞれのカテゴリをコー
ディネートする組織として、ビジョン SC

およびテクノロジー SCが設置されてい
ます。また、多様なプレーヤーに参加
していただくために、対外コミュニケー
ションやフォーラムへの勧誘などのミッ
ションを持つマーケティング SCが設置
されています。そして、本フォーラム
に関する最終決定を行う組織として、
ボード会議（Board of Directors）が

設置されています。それぞれの組織
の活動を通じて会員各社は、本フォー
ラムの発展とグローバルでの普及推進
に取り組んでいます。次に、本フォー
ラムでは、この組織体制を運用するの
に必要なメンバーシップクラスを設定し
ています（図 1）。現在は、ジェネラ
ルメンバーとスポンサーメンバーの２つ
のメンバーシップクラスを用意していま
す。ジェネラルメンバーは、WGの副
議長になる資格や、任意のWGに参
加して活動・投票を行うことができる
など、本フォーラムの具体的な活動に
参画して成果創出に貢献することが期
待されるメンバーシップクラスです。
一方、スポンサーメンバーは、ジェネ
ラルメンバーが参加できる活動に加え
て、フォーラムの運営にも貢献するこ

2019 年 10 月新たな業界フォーラムである Innovative Optical and Wireless 
Network (IOWN) Global Forum（GF）について発表し、スマートな世界の実現に
向けて、テクノロジー企業や通信事業者を含め幅広い分野から本フォーラムへの
参加があり、具体的な活動を開始しています。

新たなコミュニケーション基盤の
実現とIOWNの普及に向けた
IOWN Global Forumの活動

スポンサーメンバー
5万USドル/年

IOWNの世界を実現するために時間とリソースを
割くことをいとわない企業のみなさま

会員メリット

ボードメンバーの候補者になる権利
ボードメンバー選任決議権
最終ドキュメントの承認(ボードのみの権利)
ステアリングコミッティの議長、副議長、委員の
資格
ワーキンググループ議長になる資格
他、一般メンバーのメリットを含む

ジェネラルメンバー
2万USドル/年

IOWNの世界に興味を持ち、その発展の一端を
担っていただける企業のみなさま

会員メリット

ワーキンググループ副議長になる資格
新たなワークアイテムの提案
ワーキンググループへの参加と投票権
ワーキンググループの傍聴
F2Fイベント（例：メンバー会議など）への参加
フォーラムへの積極的な関与
作成中のドキュメントへのアクセス
公開されたドキュメントへのアクセス

（注）IOWN Global Forum公式ホームページ https://iowngf.org 記載の情報を日本語訳

図 1　メンバーシップ

IOWN Global Forum の
組織とメンバーシップ

IOWN Global Forum の概要

　  IOWN Global Forum2
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とが期待されるメンバーシップクラスと
なっており、例えば、WGへの参画に
加えて SCへの参画や各種議長や副
議長およびボードメンバーに立候補で
きる資格、ボードメンバーの選任決議
権を有します。

2020年 4月には、“IOWN Global 

Forum Vision 2030 and Technology 

Directions”と題するWhitepaperを
公表し、本フォーラムが活動していく
方向性を示しました。このWhitepaper

では、4つの Technology Direction

や Roadmapなどを明らかにしました。
このWhitepaperの公開を皮切りに、
本フォーラムの会員に対して、SC/

WG の キ ック オ フ を 開 催 し、
Whitepaperの内容に関する説明、
Whitepaperを踏まえた検討項目
（Work Items/Study Items）の提案を
依頼するCall for Proposal (CFP)を
発出し具体的な活動を開始しました。
また、5月にはWGメンバーを対象と
し、Whitepaperの詳細説明やその内
容関する議論をすすめることで理解を
深めるための会議を開催しました。そ
の後も、6月には、会員・非会員を対
象とした、Webinarを開催し IOWN 

Global ForumやWhitepaperの内容
を紹介し、世界中から320名を超す
参加があり多くの方から共感や賛同を
いただくことができました。

Whitepaperは 5つの章から構成さ
れています。
第 1章では、2030年のユースケー

IOWN GFは、「Global Forum」と
いう名称が示すように、世界中で活動
することを計画しており、メンバー会
議や年次会議は、US、EC、APAC

などで開催することを想定しています。
現在、新型コロナウイルス感染症

（COVID-19）によって、社会が大きく
変わってきており、活発な議論を行う
WGをはじめ各会合の開催は、Web

会議や電話会議を活用して世界のどこ
からでも参加できるようになっておりま
す。私たちは、IOWN構想で描いた
次世代の新しいコミュニケーションイン
フラをできるだけ早期に実現すること
で、Withコロナ、Afterコロナの世界
における社会問題を解決し、新たな
生活様式や社会活動をよりよい方向
に導くための大きな貢献ができると信
じています。NTTは、2020年 4月
に IOWN構想の実現に向けた技術
ロードマップを発表し、技術開発を推
進してまいります。IOWNを構成する
主要技術は、2021年よりリファレンス
方式を順次実現し、本フォーラムでの
検討を加速させるととともに、パート
ナー企業との有効性検証を早期に実
施していきます。是非、IOWN Global 

Forumの活動を通じて、私たちNTT

と一緒に新たな社会を実現していきま
せんか。

スと要求条件について書かれていま
す。2030年に向けて本フォーラムは
様々な社会課題を解決してスマートな
世界を実現していきます。
第 2章では、IOWN構想を実現す

るために本フォーラムで取り組んでいく
4つの技術の方向性について書かれ
ています。
第 3章では、第 2章で示した 4つ

の技術の方向性のおのおのに関して、
各WGで検討することを想定した暫定
的な検討項目を示しています。
第4章では、本フォーラムの短期ロー

ドマップと中長期ロードマップを示して
います。短期ロードマップでは、2021
年 12月までの活動内容を示しており、
中長期ロードマップでは、18か月を1
つのフェーズとして、フェーズ単位で
活動の成果を創出することを想定した
活動内容を示しており、2024年 12
月までに 3つのフェーズが設定されて
います。フェーズ 1は、2021年 12
月までに、リリースの 1として、早期
に導入の見込みがあるユースケース、
機能、アーキテクチャを発表します。
次に、フェーズ２では、2023年には、
リリース 1に関する技術仕様書や、リ
リース 2に関するユースケース、アー
キテクチャを発表します。フェーズ 3
では、2024年 12月までに、リリース
2に関する技術仕様書を発表します。
第 5章は、Whitepaperのサマリー

となっています。7月現在、WGメン
バーから様々な分野に関する数多くの
Work Item/Study Itemが提案され、
それらをもとに、SC/WGの各議長中
心となってUCWGおよび TWGの具
体的な活動計画や検討項目の優先順
位などを決定し、各WGで活発な議
論が行われています。

IOWN Global Forum Vision 
2030 and Technology 
Directions（Whitepaper）

IOWN Global Forum
今後の活動

IOWN Global Forum
活動本格化
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