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2019年に NTT R&Dは新たなコ
ミュニケーション基盤である IOWN

（Innovative Optical and Wireless 

Network）構想を提唱した。光を中
心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
たネットワークと情報処理基盤の実
現をめざしている。

IOWN構想は次の 3 要素から構
成されている。ネットワークから端
末まで、すべてにフォトニクスベー
スの技術を導入する「オールフォト
ニクス・ネットワーク（APN）」、あ

らゆるものをつなぎその制御を実現
する「コグニティブ・ファウンデー
ション（CF）」、モノ・ヒト・社会
に関する膨大なデジタル情報を掛け
合わせることにより、高精度な未来
の予測や試行を可能とする新たな計
算パラダイム「デジタルツインコン
ピューティング（DTC）」である。
本稿では、APNの実現に向けた基
礎研究である大容量光伝送・無線通
信技術、光電融合技術の進展につい
て紹介する。また、DTCのアプリ
ケーションの一つとして、心身の未

来予測によって疾患の予防と治療を
目的としたバイオデジタルツインの

IOWN構想の構成要素であるオールフォトニクス・ネットワークやデジタルツインコンピューティングの実現に向けて、先端技術総合
研究所が取り組む基礎研究（大容量光伝送・無線通信技術、光電融合技術、バイオデジタルツイン）について紹介する。
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図１　モード多重光信号の長距離伝送
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実現があり、この研究事例について
紹介する。

5Gサービスの開始や IoT（Internet 

of Things）デバイスの普及に伴い、
通信需要は継続して増えており、光
通信システムが提供できる伝送容量
の限界が近年見えつつある。シング
ルモードファイバを用いた長距離光
通信システムの場合、この限界値は
光ファイバ 1本あたり概ね毎秒 100 

Tbit程度と見積もられている。我々
は、次世代の光通信システムを実現
する基盤技術として、空間分割多重
技術に注目し、モード多重光信号の
大幅な長距離伝送を可能にする伝送
技術（巡回モード群置換）を新たに

研究開発した（図 1）[1]。光ファイ
バのモードが異なると、光信号が到
達するまでの時間が異なることが知
られているが、今回は、光中継器内
でモード群単位での光信号を入れ替
えることにより、光信号特性を均一
化し長距離伝送を可能にした。この
結果、既存のファイバの伝送容量を
最大 6倍に拡大するとともに、多
重度を柔軟に制御することで、
9000 kmを超える太平洋横断級の
長距離伝送が可能であることを世界
に先駆けて実証した。今後、線路技
術・光増幅技術などの光通信システ
ムを構成する上で重要となる関連技
術分野との連携をはかる。
また、5Gの先を見据えると、テ
ラヘルツ波（概ね 100 GHz以上の
周波数帯域）の利用も想定されるた

め、この周波数帯における無線通信
の研究開発を進めている。我々は、
新たな回路構成を考案することで、
小型低消費電力な 300 GHz帯にお
ける無線トランシーバの試作に成功
した（図 2）[2]。高利得なミキサ回
路を用いることで、チップ面積
3.8mm2で、従来の 4分の 1以下の
消費電力 410 mWに抑え、スマー
トフォン等のモバイル端末へ搭載で
きるレベルになった。また、通信速
度は 34 Gbps（ギガビット /秒）で
あり、5Gの目標値である下りピー
ク通信速度 20 Gbps、上り 10 Gbps

を大きく上回る伝送速度である。テ
ラヘルツ帯で動作する高利得な増幅
器 ICも実現しており [3]、今後は、
これらの技術を統合して大容量無線
通信への応用をめざす。

図２　テラヘルツ波を利用した小型低消費電力な無線伝送

大容量光伝送・無線通信技術
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IOWN構想の実現には、光技術を
従来のような長距離伝送や、データ
センタ内インターコネクトのみに利
用するのではなく、プロセッサチッ
プ間やプロセッサチップ内部にまで
光技術を最大限導入することで、デ
バイスを圧倒的に高性能化・低消費
電力する「光電融合技術」が必要で
ある。今回は、光電融合技術を進め
ていく更なる 1歩として、光信号
を光だけで情報処理を行うことが可
能な、光回路に関する研究事例につ
いて取り上げる。
光情報処理集積回路の実現に向け
た重要な素子の一つに光スイッチが
ある。光スイッチは光の信号を
ON/OFF、もしくは光の行き先を切
り替えるものであり、光信号を光だ
けで制御する全光スイッチでは、電
気回路特有の応答速度による制約が
なくなることで、超高速動作が可能
となる。我々は、超高速・低消費エ
ネルギーで光信号を ON/OFFする
ことが可能な全光スイッチを実現し
た（図 3）[4]。光によって材料の光
吸収の度合を変化させることができ
る非線形光学材料を用いると、光信

号を光だけで ON/OFFすることが
できる。非線形光学材料として、応
答速度が非常に高速なグラフェンを
用い、幅数十ナノメートルの光導波
路と組み合わせることで、低消費エ
ネルギーで非線形光学効果を引き起
こした。この結果、世界で初めてピ
コ秒以下の応答時間で、ピコジュー
ルを大幅に下回る世界最小の消費エ
ネルギーで動作する光スイッチの実
現に成功した。
また、光の干渉だけで動作する小
型な光論理回路“Ψ（プサイ）ゲート”
を実現した（図 4）[5]。これは、制
御光によって信号光 Aおよび Bの論

理演算をコントロールすることが可
能なデバイスである。20 Gbpsの高
速な擬似ランダム光信号ビット列 A、
Bを同時入力し、制御光の大きさを
変えたところ、代表的な AND/

XNOR/NORなどの論理演算が超低
遅延に実施できた。
これらの技術は、超高速な光情報
処理集積回路を実現する上で欠かせ
ない技術である。今後は、1素子の
更なる高性能化に取り組むととも
に、多数の素子を組み合わせて動作
させることで超高速な演算の実現を
めざす。

新型コロナウイルスの影響によ
り、医療や社会システムは深刻な打
撃を受けた。その症状、重症度、致
死率や予後に地域差や個人差が大き
く、生体の未知な領域の広さと深さ
を再認識するとともに、市民のみな
らず、医療従事者の安全確保という
課題も浮き彫りになった。このため、
これまで以上に、事前シミュレーショ

図４　光の干渉だけで動作する小型な光論理回路 (Ψゲート ) 

バイオデジタルツイン

図３　超高速・低消費エネルギーで光信号を ON/OFF する全光スイッチ

光電融合技術
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ンによる個人の治療や健康活動の最
適化等、より精緻で個別化された予
防、治療やケアが求められている。
2020年 11月に NTTは、人それ
ぞれの身体および心理の状態をデジ
タルデータ化し、計算機上に精緻な
写像として再現するバイオデジタル
ツインをDTCによって実現すること
で、心身の未来を予測し、未来の医
療やヘルスケアに対して貢献してい
くことをビジョンとして定めた [6]。
心身の未来予測の一例として、臓器
機能のデジタル写像化があり、これ
を実現するためには、心電・心音・
血糖値などの日々刻々変化していく
生体情報の定期的なモニタリングが
必要である。
我々は、心電・心音を常時測定し、

データを取得・解析することで、心
臓のモデル化を行うことが可能なテ
レ聴診器を開発した（図 5）[7]。こ
のシステムは、多チャンネルの音響
センサを備えた検査着、送信端末、
及び受信端末から構成され、医療用
として実用化されれば、遠隔での聴
診も可能になる。対象者が検査着を
着用すると、音響センサが各部分の
生体音をとらえ、ネットワークを通

発を推進していく。また、IOWN

構想の実現をめざした国際的な業界
のフォーラムである IOWN Global 

Forumを通じて、様々な企業・大
学の皆様との連携を強化しながら、
具現化に向けて着実に検討を進めて
いく。

じて遠隔にある端末に送信する。遠
隔端末の操作により、対象者の身体
各箇所の生体音を聴取・記録するこ
とができる。また、生体音に基づい
て体内の状況を分析する「AI聴診」
の研究も進めており、これが実現す
れば、多チャンネルの音の情報を画
像や症状を示す文章等の分かりやす
い表現に変換することが可能であ
る。実現に向けた取り組みとして、
心音を入力として心臓の状態を推定
し、別途蓄えていたMRI画像から
推定した心臓の 3次元形状を対応
させて、動画を生成することに成功
し、個々人の心臓のバイオデジタル
ツイン実現に道筋をつけた。
今後は、個人ごとの症状の把握、
薬の選択や疾患の予防などの実現に
向けて、生体センシングデータや診
療データを使ったバイオデジタルツ
インの構築、評価に向けた研究を進
めていく。

これからも、我々は「世界一・世
界初、驚きの創出」を目標に、
APN・DTCの実現に向けた研究開
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図 5　心電・心音の遠隔モニタリングが可能なテレ聴診器
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