
12 ビジネスコミュニケーション　2022  Vol.59  No.1

NTTのR&D戦略－IOWN構想の「今」特集特集NTTのR&D戦略－IOWN構想の「今」特集特集

─IOWN構想の背景についてお聞か
せください

川添　IOWN構想発表の背景は人類
とテクノロジーが置かれている現在
の状況に由来します。これまで人類
は、様々な技術革新を積み重ね、より
豊かな世界を手に入れてきました。
それでも、今回のコロナで人類全体が
認識したことですが、人類は未知なる
リスクにさらされており、その解決
には現在のテクノロジーでは足りな
いレベルであるということです。更な
る技術革新を、それもドラスティッ
クに高める必要があります。
しかし、現在の技術革新アプロー
チは重篤な負の側面を生み出してい
ます。すなわち、資源の枯渇・希少
種の絶滅、環境破壊、地球温暖化問
題です。経済発展と環境保護、工業
生産と資源保護、ICTの発展と電力
消費など、現在の我々の技術基盤は
これらの矛盾、パラコンシステント
に囲まれています。
─今必要なことはどのようなことで
しょうか？

川添　現在の技術基盤のポテンシャ
ルを大幅に向上することを実現しな
がら地球に負荷を与えないイノベー
ションが必要です。我々の結論は、私
達は人類だけにフォーカスするので
はなく、多様な生物・地球全体をト

ータルな系として認識し実行してい
くことと、その実行において最も地
球に負荷を与えないテクロジーを全
力で広く導入することです。 

トータルな系の認識と活用の有効
な方策として、これまで提案してき
たことが「環世界の連結」です。私
たち人類が認識している世界が全
てではなく、私達の周辺には様々な
環世界が実在します。例えば昆虫の
環世界、爬虫類の環世界、魚類の環
世界など、もしかしたら、ウイルス
にも独自の環世界があるかも知れま
せん。
様々な環世界から成り立つ世界を
あるがままに理解し、そしてその全
ての英知・価値を活用する、これが
「環世界の連結」です。これを実現
するために、私達は二つの壁を乗り
越える必要があります。

─どのような壁を乗り越えていくの
でしょうか？

川添　一つ目の壁はあらゆる環世界
の理解です。これまでも、人類は自
らの英知を高めイノベーションを進
める中で自然に学ぶことを取り入れ
てきました。しかし、それは限定的
であり、いまだアプローチしていな
い環世界が膨大にあります。生物工
学、バイオテクノロジーが様々な生
物の優れた特性を発見し私達の社会

に応用することを学術領域としてい
ます。今後はさらに、生物から非生物
のウィルスなどの生命体を包含する
世界に環世界を拡張する必要がある
と考えています。
二つ目の壁は環世界の連結のため
の技術基盤です。人類の環世界を超
えて、Well-being向上に役に立つ
様々な環世界を選び、連結を地球に
負荷を与えない最適な形で実現して
いく必要があります。これは今まで
以上に複雑で膨大な情報処理となり
ます。これを解決する大きな可能性
として私達が見出したのが光技術の
拡張です。
これまで、光技術は主に情報の伝
送に光ファイバとして適応され、大
幅な伝送速度、伝送容量の拡大が実
現しました。光は電気と比較すると
エネルギー消費の点で大きなポテン
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シャルを有しています。従って、光
技術を伝送から情報の処理に拡張す
る技術の壁を私達は乗り越える必要
があります。
─IOWNの進捗状況についてお聞か
せください

川添　2019年4月の世界に先駆け
た光トランジスター発明以来、NTT

内外に大きく広がりを見せていま
す。2024年には IOWNデバイスを、
2025年には IOWNシステムを、そ
して2026年には商用展開を開始し
ます（図1）。これらのマイルスト
ーンと合わせて、IOWNを支える技
術はNTT R&Dフォーラム「Road to 

IOWN 2021」をぜひ確認してくだ
さい。

─IOWN構想を進めているIOWNグ
ローバルフォーラムについてお聞かせ
ください

川添　2020年1月にNTT、インテ
ル、ソニーが発起人となって設立し
た IOWNグローバルフォーラムに
は、IOWNがめざす世界、およびそ
のイノベーションに賛同していただ
いた世界の主要な ICT企業が参加し
ており、そのメンバー数はわずか2

年弱で80社を超えました（図2）。
マイクロソフトや Dell、エリクソ

ン、NVIDIAなどの ICT企業や、様々
なデバイス技術を有する、味の素や
信越化学工業、矢崎総業、AGCと
いった企業に加え、IOWN技術を利
用する立場から、三菱ケミカルや
JGC、防災科研などの企業や組織も
加わり、IOWNの技術開発と共に
ユースケースの議論も行っている点
がこのフォーラムの特徴です。
コロナ禍の影響でオンラインでの
活動となっておりますが、2020年
4月に公開したホワイトペーパーを

皮切りに、3回のユースケース文書
の公開および技術文書の公開など、
活発にグローバルな活動を進めてい
ます。
─IOWNを推進するNTTの新体制
についてお聞かせください 

川添　IOWN構想や6Gの実現に向
けた研究開発力の強化を目的とし
て、2021年7月1日 に「IOWN総
合イノベーションセンタ」を設置い
たしました。技術分野の壁を越えた
柔軟かつ一体的な研究開発を進め国
内外の多くの企業と連携し、IOWN

実現に向けた研究開発を加速してい
きます。
─最後に読者の方へ一言お願
いします 

川添　人間中心のデジタル化
から、地球をあるがままに取
り込みナチュラルに物事を
捉える地球に負荷を与えな
い革新的なテクノロジーが
IOWNです。 IOWNはNTT

グループを超えて様々な産
業分野の多くの方々と連携
し、新たな可能性を共に探
り、社会全体に貢献していき
たいと思います。
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図 2　 IOWN Global Forumメンバー加入状況

図１　IOWN導入・研究開発ロードマップ


