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本年の 7月 1日に組織が変更さ
れ「NTT IOWN総合イノベーショ
ンセンタ」が設立され、その配下に
3つのセンタが設置された。その１
つが SICである。

IOWN総合イノベーションセンタ
は、近い将来に向けた技術開発を中
心に取り組んでいる。研究所ではな
く、センタと呼称しているのも、研
究から開発を事業会社や社外パート
ナーでの商用開発直前まで進め、
シームレスにつなげていくとの意思
の表明である。

SICの他に、IICの配下には DIC

があり、同センタでは光電融合デ
バイス等を研究開発している。同
様に NICでは、革新的なネットワー
ク／アクセスシステム等を研究開
発している。取り組みの分野に違
いはあるが、同じ IIC配下のセン
タとして連携することで、分野横
断での幅広い課題解決に貢献して
いく考えである。

SICの主要ミッションは、従来と
変わらず、「さまざまなサービスや
アプリケーションを支えるコン
ピューティングシステムを、ソフト
ウェアの力により実現すること」で
ある。新体制においては、将来の社
会基盤となる革新的なコンピュー
ティング基盤技術の研究開発と、事

業活用時のサポートの推進により、
IOWN構想の実現を牽引していく。

SICは、ソフトウェアの力でイノ
ベーションを起こす組織として
2012年に設立された。それまで、
複数の研究所に分散していた情報処
理に携わるチームを１つにまとめる
形で発足した。情報処理技術、中で
も基盤・プラットフォームの技術を
中心に研究開発している（図１）。
発足以来、オープンソースソフト
ウェア（以下、OSS）への取り組み
を行っているのがひとつの特徴であ
る。OSSについては、企業として

NTT IOWN総合イノベーションセンタ（以下、IIC）配下の NTT ソフトウェアイノベーションセンタ（以下、SIC）の
木原誠司センタ長にお話を伺った。IOWN構想の実現に向けた研究開発を加速させるため、SIC は本年 7月 1日に IIC 配
下となった。組織改編の背景、主要ミッション、SIC を取り巻く環境、新体制における重点施策、若手研究者へのアドバ
イスなどについて取材させて頂いた。

組織改編の背景について

IOWN構想実現に向け新たにスタートした
ソフトウェアイノベーションセンタ

NTT ソフトウェアイノベーションセンタ

（左）センタ長　木原 誠司氏
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図１　ソフトウェアイノベーションセンタ（SIC）の概要

SIC を取り巻く環境について
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の活動が盛り上がり始めた 2003年
頃に NTT研究所でも取り組みを検
討し、2004年に活動を開始、2006
年に OSSセンタを設立し、SICの
活動に拡大している。
木原センタ長は次のように話して
いる。「今回の組織改編により新し
い体制となった SICにおいても、技
術をベースにして、価値を創出する
ことで社会課題を解決することが重
要であると、若手研究員の皆さんに
話しています。」

実世界のデータからさまざまな価
値を生み出す「データ中心社会」が
到来しつつある。
データ中心社会におけるデータ価

値化の大まかな流れを図２に示す。
まず実世界の各所において、センシ
ングデータやログデータなどとして
実世界のモノやコトに関するデータ
が生成・収集され、蓄積される。次
に、このデータを分析・変換し、こ
れに基づき問題を解決すべく実世界
へ働きかける活動を行う。
田中企画部長は次のように述べて
いる。「多くの場合、この活動によ
り変化した実世界について、また
データ収集していく、という循環を
繰り返すことで、漸次的に改善した
り、実世界の変化に継続的に追従し
たりします。データをエビデンスと
して、実世界へフィードバックをか
けていくこのようなプロセスによ
り、堅実に実世界を良い方向へ動か
し、さまざまなドメインの顧客に価

値を提供していくことが可能となり
ます。」
このようなデータ中心社会のバ
リューチェーンを支えるべく、高速・
安全・効率的なデータ流通やデータ
分析・価値化を効率的に処理する技
術の研究開発に取り組んでいる。

今年度の重点 R&D施策について
は、「NTT Technology Report for 

Smart World 2021」（URL：https://

group.ntt/jp/newsrelease/2021/07/ 

28/210728a.html 参照）に掲載して
いるとおりである。
サイバー空間とフィジカル空間を
高度に融合させることでつくられる
人 間 中 心 の 社 会「Society 5.0」
（URL:https://www8.cao.go.jp/cstp/

society5_0/index.html）の実現に向
け、政府や多くの企業がさまざまな
取り組みを進めている。特にスマー
トシティやMaaSなど、複数の領域
を横断する社会課題を解決し、持続
的な発展を遂げるためには、多種多
様なデータから新たな価値を創出す
る、前述のようなデータ中心社会の

データ流通 データ分析・価値化 

データ 
分析・ 
変換

収集 データに基づく活動  蓄積 

顧客 

製造・農業・自動車・公共等

図２　データ中心社会のバリューチェーン

データ中心社会とその周辺に
ついて

新体制における重点 R&D
施策と達成年度について
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実現が必要となるだろう。
IOWN構想実現に向けて実装をめ
ざしているプラットフォームのひと
つ「データセントリックコンピュー
ティング基盤」は、まさにこうした
社会を実現するものであり、これを
支える技術として、(a) データハブ
技術、(b) AI サービスプラット
フォーム、(c) ディスアグリゲーテッ
ドコンピューティング基盤、がある。
達成年度については、2023年に
はデータ活用サービスの PoCを実
施する予定で、2025年にはさまざ
まな場所のデータを安全に活用する
とともに、AIモデルやサービスを
容易に構築できる環境を整備する。
2030年には、世界中のデータを瞬
時に活用し、高度な人材不要で AI

サービスが安価に構築できる環境を
めざす。以下、順番に説明したい。

まず、データハブ技術は、従来の
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ラダイムから脱
却し、必要とするデータ種別を指定

することで必要なデータを効率的に
収集可能とするデータセントリック
アーキテクチャを実現する（図３）。
また、IoT データの品質を向上させ、
互いのデータやアルゴリズムを秘匿
した状態でのデータのやりとりも実
現する。
要素技術の例として、データサン
ドボックス技術を図４に示す。
従来、企業などの組織を超えて
データを共有する場合、機密保持契
約によって利用方法を制限するのが
一般的である。しかしながら、二次
流通や目的外利用を防止するために
有効な技術的仕組みは存在せず、強
制力には限界があった。
このような組織を超えたデータ共
有の課題を解決するため、データサ

ンドボックス技術では、プラット
フォーム事業者を含む第三者から隔
離された「データサンドボックス」
という処理実行環境を提供する。
データ提供者、および他者に提供 

してマネタイズしたいアルゴリズム 

（データを価値化するためのノウハ 

ウ）を有するアルゴリズム提供者は、 
それぞれが暗号化したデータおよび 

アルゴリズムをデータサンドボック 

スに配置する。データサンドボック 

スはデータおよびアルゴリズムを 

CPU 内に限り復号、処理結果のみが 

データ提供者に返却され、処理終了 

後にデータサンドボックスはデータ 

やアルゴリズムごと削除される。
このようにサンドボックス内の
データやアルゴリズムの秘匿性を担
保することで、データの目的外利用
を技術的に防ぐことが可能となる。
また、このような技術的仕組みの実
現により、データ流通が活性化して
いくことが期待できる。

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

分析を支援し、サービスの商用化を
容易にする AI学習・推論基盤がシー
ムレスに連携したプラットフォーム
を実現するものである。
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図 5　イベントドリブン推論基盤技術
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要素技術の 1つとして、ここで
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、サービス構築可能とする
イベントドリブン推論基盤技術を挙
げる（図５）。
現在のデータ処理は通常、カメラ
やセンサー等のデバイスで取得した
データを全てサーバに送り、処理す
るため、デバイスの数に比例して通
信コストや処理コストが大きくな
り、スケールしないアーキテクチャ
となっている。そこで、イベントド
リブン推論基盤技術では、データ処
理において広く活用されつつある深
層学習の推論処理を、エッジやデー
タセンタに跨るネットワーク上の複
数の計算リソースに分散配置する。
エッジは低負荷なイベント検知を行
い、位置情報や時刻情報とともに、
必要なデータのみをネットワークを
通じて伝送するイベントドリブン
アーキテクチャであり、これにより
データ量を削減する。さらに、デー
タセンタでは必要な時のみ高度な推
論処理を行うとともに、多数のイベ
ントを集約して処理を効率化するこ
とで、エネルギー消費量の削減を実
現することが可能となる。

ディスアグリゲーテッドコン

理する場合、従来の CPUセントリッ
クアーキテクチャでは CPUが NIC

の受信制御や FPGAへの処理実行
の制御を行っていたが、メモリセン
トリックアーキテクチャにおいて
は、メモリを介して NICと FPGA

の処理のみとなるため、CPUリソー
ス消費を抑えるとともに CPU処理
にかかわる遅延時間削減等の効果が
期待できる。

木原センタ長は、以下のように話
している。「コンピューティングシ
ステムは『使われてなんぼ』ですの
で、世の中から離れないように、と
伝えています。IICになって、この
傾向は強くなっていますので、今後
も NTTグループ事業各社やパート
ナーの皆様と密接に活動し、世の中
で使われる技術開発を心がけて欲し
いと考えています。また一方で、
OSSの活動や学術的な活動により、
世界の最先端の情報を得るととも
に、世界の土俵で勝負して欲しいと
考えています。」
また、田中企画部長は、以下のよ

うに話している。「SICは研究者の集
団ですが、個々人の得意とする分野
や知識、研究開発のフェーズは様々で
す。研究開発においては、この多様
性こそが重要で、それぞれの強みを
活かしつつ、互いに刺激しあって挑戦
し続けることが大事だと思います。」

IICとしてセンタ間の連携を強め
るとともに、さまざまな産業分野の
パートナー、学術分野・技術分野の
専門家とのコラボレーションを通
じ、多様性を活かして各技術の早期
確立をめざしていく考えだ。

ピューティング基盤は、上記のデー
タハブサービスや AIサービスプ
ラットフォームを支える技術で、高
速・大規模なデータ処理を低消費電
力で実施するためのコンピューティ
ング基盤である。
要素技術の例として、メモリセント

リックアーキテクチャを図６に示す。
現在のコンピューティングでは、
主なアクセラレータ間のデータ通信
は、CPUを介して行われる。その
ため、特定処理に特化したアクセラ
レータのみで演算が行われる場合に
も、通信処理のために CPUを介し、
遅延時間や CPU消費電力の増加が
発生してしまう。半導体の集積率が
18か月で２倍になるという「ムー
アの法則」が限界に達し、CPUの
性能が頭打ちになる一方、高速スト
レージである不揮発性メモリや、
FPGA・GPUなどのアクセラレータ
が急速に進化しており、多様なアク
セラレータの性能を引き出すための
新たなソフトウェア処理モデルが重
要となりつつある。
そこで SICは、すべての演算や
通信処理の起点であるメモリを中心
としてデータ通信を行う新たなコン
ピューティング基盤として、メモリセ
ントリックアーキテクチャを提案した。
図６に示すように、他ノードから

NIC（Network Interface Card）を介
して受信したデータを FPGAで処
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図６　メモリセントリックアーキテクチャ
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