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—本 年 は「NTT R&Dフ ォ ー ラ ム
2020コネクト」は、リモート開催と
なりました。

川添　今回の新型コロナウイルスで、
“人類は未知なるリスクを背負う存在
である”と多くの方が再認識したこと
と思います。21世紀の今日でも、人類
はさまざまな脅威にさらされています。
2015年に公開された「文明を脅
かす 12のリスク」というレポート
では、世界規模のパンデミック、異
常気象、核戦争、政治の失敗による
国際的影響、そして隕石の到来など
が挙げられています。

—これらのリスクに対し、どのよう
に対応するべきでしょうか？

川添　現在のスーパーコンピュータ
でも、新たなウイルスの特徴や動き
を正確にシミュレーションするため
には年単位の時間がかかります。
もし、劇的に短い時間で新型ウイ
ルスのシミュレーションを行い、ど
の様な人が重篤化しやすいのか、ど
のような行動が感染拡大につながり
やすいのかを予測・把握することが
できたら、より効果的な対策を迅速
に取れるでしょう。
しかし、このようなシミュレー

ションを高速に演算するためには、
現在のコンピュータが直面している
消費電力や集積度、遅延時間、そし
て性能限界となっている熱問題など
の壁を突破しなければなりません。
その時々に必要な新しい価値を生
み出すデジタル化、これが、これか
ら求められていくことだと考えま
す。私は“価値を生み出すデジタル
化”を提案したいと思います。

—「価値を生み出すデジタル化」と
はどういうことでしょうか？

川添　「歌舞伎」では、ファンの高
齢化が進み、若い人がなかなか歌舞
伎を見に来てくれない、という問題
を抱えています。そこで、私たちは、
若い人と高齢者の２つの世界を融合
する試みをしました。歌舞伎役者の
中村獅童丈とボーカロイドの初音ミ
クの共演です。
いままで歌舞伎に興味の無かった
若者が夢中になって歌舞伎を見て、
歌舞伎伝統の掛け声を叫んでくれて
います。昔からの歌舞伎のファンも、
初音ミクや最新技術による新しい演
出の良さを感じてくれました。
２つの異なる世界（環世界）を融
合したことで、新たな価値を生み出

したと言えるのではないでしょう
か。これが、私たちのめざす新たな
価値を生み出すデジタル化です。

—光デバイスの進捗状況は、いかが
でしょうか？

川添　IOWNの起源は昨年４月に発
表した世界最小の消費エネルギー
1.6fJ/bitで動く光トランジスタの発
明ですが、この光のデバイス開発は
更に進展しました。昨年の11月に
は、超高速と低消費電力を両立した
世界初の全光スイッチ、そして今年
の3月には、光の干渉だけで任意の
論理演算ができる世界初の超高速論
理ゲートの発明を成し遂げ、光技術
の可能性を格段に広げることができ
ました。

昨年 5 月に、NTT は、これまでにない革新的なビジョンである「IOWN（Innovative Optical and Wireless Network）構
想」を発表した。本稿では、川添雄彦常務執行役員 研究企画部門長の取材をベースに、「IOWN 構想の進捗状況」につい
て紹介する。
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—光デバイスの進展を踏まえた新
しい技術についてご説明頂けます
か？
川添　こうした光のデバイスの進展
を踏まえ、今年は、IOWNの上に構
築する３つの共通基盤として、
「光ダイレクト多地点接続」
「エクストリームＮａａＳ」 
「データセントリックコンピュー
ティング基盤」

を掲げました。さらに、この３つの共
通基盤により創出されるさまざまな
サービスをご紹介したいと思います。
最初に光インターフェースによる
大容量光パス、「光ダイレクト多地
点接続」についてご説明します。エ
ンドエンドを光のパスで繋ぐことに
より、低遅延で大容量通信、高精度
な時刻同期、多地点へのマルチキャ
スト、AIの高度化のための自然な
情報通信が可能となります（図１）。
また、昨年の IOWNの発表の中で
もご説明しましたが、光の波長ごと
に機能を分割した専用ネットワーク
を構築することができます。ネット
ワーク形態は光のリング型構成とし、
高い信頼性と迅速なエリア展開が可
能となります。また、これまでは新
たな需要が発生する度に心線を増設
する必要がありましたが、需要に応
じて光分岐を追加し、最小限の光ファ

イバで広いエリアをカバーします。
この光分岐の追加は、特殊な光ファ
イバの研磨加工分岐接続技術によっ
て実現されます。ネットワークを止める
ことなく光分岐が可能となるのです。

—エクストリームNaaSについて教
えてください。

川添　エクストリームNaaSとは、有
線と無線を組み合わせた強靭で柔軟
なネットワークサービス基盤です
（図２）。IOWNの革新的光技術およ
びコグニティブファンデーションの
マルチオーケストレーターによっ
て、移動網と固定網が物理的に、さ
らに機能的に融合することにより、
移動と固定のそれぞれのメリットが
享受可能となります。
すなわち、ローカル５Ｇ、５Ｇ、Ｂ
ＷＡなどネットワークの違いを超えた
新たな強靭な移動固定横断サービス

が創造されます。ユーザはどのネット
ワークを利用しているのかまったく意
識せず、利用環境が変化してもサー
ビスを安定して継続利用可能です。
一方、2000年代より、WhiteBox

スイッチに代表されるネットワーク
機器のオープン化が進展してきまし
た。カスタムチップではなく汎用
チップを用いて、ハードウェアとソ
フトウエアを分離して開発できるこ
とが特徴です。
しかし、汎用チップを用いるため、
カスタムチップを用いる専用装置に
性能面で及ばず、用途は限定的でし
た。これに対し、IOWN構想では光
電融合技術により汎用チップの高性
能化を図ることによって、移動網、
固定網でも利用可能なシステムを実
現します。

—データセントリックコンピューテ
ィング基盤について教えてください。

川添　これは、データ、すなわち情
報を主体として構成する ICT基盤
で、これまでの IPセントリックな
インターネットの発想に替わるもの
です。
現在のネットワークでは情報の違い

によらず、IPパケット、TCP/IPプロト
コルで情報のやり取りがされています。
しかし、本来、情報種別毎にその特
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図１　光ダイレクト多地点接続
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性と利用法が異なり、最適な伝送方
式と処理方式が存在するはずです。
そこで、新たにデータセントリック

なコンピューティング基盤を実現す
るためのアーキテクチャを提案した
いと考えています。
現在のコンピュータアーキテク
チャでは、大規模情報処理を行うた
めに、複数サーバーを高速ネット
ワークに接続して計算処理能力の向
上を図ります。しかし、パケットの
待ち合わせ遅延時間が大きな問題と
なります。（図３）。
今回、提案するフォトニック ディ
スアグリゲーテッド コンピューティ
ングでは、光 I/Oを有する複数のメ
モリや CPUを、光データ伝送路で直
接つなぎます。この超高速大容量デー
タ処理を可能にするのは、今回試作
に成功した 800Gbps級のシリコン
フォトニクスチップに代表されるよ
うな光電融合デバイス技術です。
この新しいコンピューティング
アーキテクチャにより、従来の消費
電力による熱問題、処理限界を解決
し、コンピュータ処理システムの大
幅な性能向上が可能となります。

—では、次にIOWNによる新しいサ
ービスについてご説明ください。

川添　最初のサービスはウェルビー

イングです。人類がより幸福に生き
るために、将来を豊かに導く未来予
測サービスが期待されています。自
分自身の将来の変化、予兆、現時点の
体調などの、“可視化”と“シミュレ
ーション”がポイントとなります。
しかしながら現状、個々人の「体」
のシミュレーションは実現されてい
ません。そこで、私たちは、非侵襲
な血液・心電センシング技術を搭載
した、デジタルツインデバイスに
よって生体情報を取り込み、人のデ
ジタルツイン、バイオデジタルツイ
ンを作成したいと考えています。
作成したデジタルツイン上でシ
ミュレーション、未来予測を行い、
診断や治療における個人ごとの症状
の把握、薬の選択や疾患の予防、さ
らには、未知なる自分の発見にも貢
献していきます。
この様なバイオデジタルツインを

作成するためには、正確に身体状態
を把握可能なデジタルツインデバイ
スが必要となります。

—医療健康分野で最新の取り組みを
教えてください。

川添　現在研究開発中のAIテレ聴
診器をご紹介します。これは、
18chの装着型音響センサで体のさ
まざまな場所の生体音を収集し、高
品質・高音質で遠隔地に伝送するこ
とが可能です。このテレ聴診器は今
後、AI機能の拡充によるさらなる
発展が期待できます。
取得した音をもとに心臓の状態を
診断するためにさまざまな情報を組
み合わせて学習させることで、心臓
の形状や動きを３Ｄモデルで推定す
ることができるようになります。今後、
診断者に更にわかりやすい表現など
をめざして研究を進めていきます。

—今年新設した宇宙環境エネルギー
研究所についてお話しください。

川添　NTTでは、IOWN構想と呼応
した革新的な環境エネルギー技術の
創出に取り組む、新たな研究所「宇宙
環境エネルギー研究所」を立ち上げま
した（図４）。本研究所は宇宙視点か
ら、地球環境の再生と持続可能かつ包
摂的な社会の実現に貢献していきま
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図 3　データセントリックコンピューティング基盤
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す。具体的には環境負荷ゼロに向けて
核融合炉の最適運用制御、雷充電、人
工光合成について取り組んでいます。

NTTは民間企業としては初めて、
ITER国際核融合エネルギー機構と
包括連携協定を締結しました。本プ
ロジェクトでは IOWNの超高速、超
低遅延ネットワーク及びデジタルツイ
ンコンピューティングを活用し、2025
年からの初期運転開始に向けて、複
雑で緻密な核融合炉の制御システム
の実現に貢献したいと考えています。
また、ITERの国際プロジェクトと

ともに国内にて核融合の実現に取り
組んでいる量子科学技術研究開発機
構とも連携協力協定を結びました。
ともに、世界に先駆けた革新的なエ
ネルギー技術の創出をめざします。

—落雷制御および雷充電技術につい
てご説明ください。

川添　現在の異常気象により落雷が
更に多発すると、人や設備に対する
被害が深刻となります。
気象観測技術に IOWNのデジタル

ツインコンピューティングを活用し、雷
が発生する場所を正確に予測すること
をめざします。さらに、ドローンに落
雷させ雷のエネルギーを取得充電す
る研究を推進し、2022年に自然環
境での雷制御充電実験を開始します。

—リモートワールドについて

川添　次にリモートワールドに関する
取り組みをご紹介します。アフターコ
ロナの社会では、ソーシャルディスタ
ンスの確保と、経済活動の活性化を
両立していく必要があります。これを
実現するのがリモートワールドです。

NTTは、“リモートワールド”を
新たなサービスブランドとして立ち

宇宙航空研究開発機構と共同研究を
進めることを合意いたしました。こ
の度公表するIOWNスペースコンピ
ューティング構想は、宇宙への挑戦
の大きなビジョンです。IOWNの光
電融合技術が実現する超低消費電力
のコンピューティング能力は、今ま
での技術からは想像もつかない可能
性を秘めています。私たちは、衛星上
でデータを処理・分析することので
きる宇宙データセンターを実現でき
ると考えています。
この大きな課題は、私たちだけの
知見では解けません。あらゆる分野
の方々とともに、この問題に真摯に
向き合うことが重要です。

—最後に読者のかたへひとことお願
いします。

川添　人類はさまざまなイノベーシ
ョンを起こしてきました。現在の技
術は過去からの積み重ねであり、私
たちは短期ではなく長期的な視点で
活動する必要があります。幸福を瞬
間的なものではなく時間的な積分値
としてとらえ、イノベーションによ
って最良の未来に導く必要がありま
す。そのために技術がもたらす無限
の可能性を正しく理解していくこと
が必要です。この大きな課題は私た
ちの知見ではなく、あらゆる分野の
方々とより良い未来を共に探ってい
きたいと思っています。
今回は IOWN構想における具体的

な進捗と、新たなチャレンジをご紹介
いたしました。未知なるリスクを背負う
人類が、幸福であり続けるために、
Into the IOWN限界打破のイノベー
ションによって、私たちNTTグループ
はすべての人々に貢献していきます。
—本日はありがとうございました。

上げ、“Face to Faceを超える空間”
を実現すべく、さまざまなサービス
のご提供を開始しています。
研究開発においても、あたかも目
の前で競技が行われているような、
競技場の感動を共有することのでき
る技術、イマーシブテレプレゼンス
高臨場感映像技術 Kirari!をこれま
で進めてきました。
コロナ禍においては、さまざまな
スポーツが無観客で実施されるよう
になりました。私たちの技術も、そ
れに合わせて進化する必要があると
思っています。
それはリモート観戦であっても同
じです。すなわち、会場のスタジア
ムと遠隔の観客、更に観客同士の遅
延を少なくし、感情的に同期するこ
とが大変重要です。

—研究のグローバル化の取り組み
について教えてください。

川添　私たちは更なる基礎研究の拡
充と強化のために、海外の基礎研究
拠点としてのNTT Research Inc.を
昨年4月に設立しました。同年7月
より３つの研究所が活動を開始し、
既に大きな成果を出しています。
同じくグローバルなR&Dとして、
日本とオーストラリア、両国の社会
課題である“認知症ケア”を研究テー
マとして設定し活動を開始しまし
た。これは患者に寄り添った真の
ニーズを洗い出す研究です。この取
り組みはオーストラリア政府にも高
く評価されています。

—JAXAとの共同研究発表とIOWN
スペースコンピューティング構想につ
いて教えてください。

川添　NTTは、昨年11月に、JAXA 


