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2019年に NTTは、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
をめざす IOWN（Innovative Optical 

and Wireless Network）構想を提唱し
た。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。
先端総研では、APNの実現に向
けた「大容量光伝送・デバイス技術」、
「低遅延伝送技術」、「情報処理基盤
技術」の研究開発を行っており、こ
れらの進展について紹介する。また、
DTCの重要な構成要素の一つであ
るバイオデジタルツインの実現に向
けて、先端総研では「バイオメディ
カル技術」の研究開発を推進してお
り、この研究成果について紹介する。
最後に、人間の能力を凌駕する革新

技術の創出に向けて、先端総研が取
り組んでいる「深層学習・AI技術」
の研究成果について紹介する。

IOWN構想を構成する APNでは、
豊富な波長資源を活用したフレキシ
ブルな光ネットワークの実現をめざ
している。APNに必要な大容量光
伝送を実現するためには、1波長あ
たりに伝送できる情報容量を増やす
とともに、利用可能な光帯域を拡大
することが求められているが、現在
広く用いられている光増幅器

（EDFA）の帯域は 4 THz程度に限
られているという問題がある。
今回、モジュール化した分極反
転 ニ オ ブ 酸 リ チ ウ ム（PPLN： 
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図 1　光増幅器の広帯域性
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Periodically Poled Lithium Niobate）
導波路を 8個用いた増幅器の構成を
新たに提案し、増幅可能な光帯域を
10 THz超に拡大した（図 1）[1]。ま
た、豊富な波長資源を活用した光
ネットワークでは、アプリケーショ
ンごとに光の波長を割り当てて、そ
の ON/OFFに応じて光の波長や波
長数を高頻度に切り替えることを想
定している。実験では、PPLNベー
スの光増幅器が入力信号の切り替え
に対して高速に応答することも確認
した。さらに、この増幅器を中継器
として用いることで、1波長あたり
毎秒 800ギガビットの光信号を多重
した 10 THzの広帯域波長多重信号
の増幅中継伝送にも成功した。引き
続き、1波長あたりの大容量化とあ
わせて、10 THzを超える広帯域増
幅中継伝送技術の確立をめざす。

低遅延・遅延ゆらぎゼロの光ネッ
トワークにより、遠隔医療・遠隔コ
ラボレーションの実現や新たなエン
ターテイメントの創出などが期待で
きる。その一つの例として、国内外
で広がりを見せつつある eスポーツ
において遠隔での対戦が実現できる

と考えられる。今回、APN実証環
境にネットワーク遅延を調整する
APNユーザ向け装置を接続するこ
とで、非圧縮あるいは低圧縮の映像
信号と USB信号を大容量かつ遅延
揺らぎゼロで、長距離伝送すること
に成功した（図 2）[2]。この伝送技
術では、遠隔地のデータセンタに設
置されたサーバ等を PCやゲーム機
として利用し、ユーザ拠点では操作
入力と映像表示だけを行う。APN

ユーザ向け装置はネットワーク遅延
を測定し、1マイクロ秒精度でネッ
トワーク遅延を調整することができ
る。これにより、例えば東京、大阪、
札幌、福岡といった 4都市に会場
が分散した eスポーツイベントを開
催した場合、各ユーザからデータセ
ンタまでの距離が異なっていても
ネットワーク遅延の調整により、あ
たかも現地でイベントを開催してい
るかのようなユーザエクスペリエン
スを提供することができる。今後は、
フィールド実証を通じて eスポーツ
の発展へ貢献するとともに、リモー
トワーキング、教育、文化芸術など
の幅広い領域への拡大をめざして検
証を進めていく。

組合せ最適化問題は、たくさんの
選択肢の中から最適なものを見つけ
出す問題である。例えば、セールス
マンが都市を一度ずつ訪問する場合
において、その巡回路の総距離をで
きるだけ短くする巡回セールスマン
問題では、都市の数が増えると組合
せ数が指数関数的に増大するため、
従来のコンピュータでは効率良く最
適解を見つけ出すことが困難であ
る。近年、この問題を、相互作用す
るスピンの理論モデル（イジングモ
デル）におけるエネルギー最小化問
題に変換し、スピンを模擬する物理
システムを用いて問題を解くイジン
グ型コンピュータの研究が世界中で
行われている。先端総研では、光な
どの波の可干渉性（コヒーレンス）
を使って組合せ最適化問題を解く、
コヒーレントイジングマシン
「LASOLV」を研究開発しており、
2016年には光ファイバ共振器中で
2048個の光パルスを発生させ、ス
ピン間の相互作用を測定・フィード
バックすることにより、最適化問題
を解いた [3]。
今回、LASOLVの光システムの規

図 2　APN実証環境とAPNユーザ向け装置によるユーザの手元への毎秒 100 ギガビット超の通信回線提供
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模を増大し、10万個の光パルスに
対してこの問題を解くことに成功し
た（図 3）[4]。デジタルコンピュー
タのアルゴリズムと比較すると、約
1000倍の速さで問題を解くことが
できる。光システムの大規模化にあ
たっては、ファイバ共振器の精密な
温度制御により、共振器の長さを従
来の 5倍に拡張することが可能に
なった。また、光パルスの繰り返し
周波数も従来の 5倍にし、1パルス
あたりのエネルギーが小さくても光
増幅ができるように、PPLN導波路
における位相感応増幅器の利得を向
上させた。今後、ソフトウェアと組
み合わせたビジネス化の模索や、機
械学習や創薬の候補物質探索などへ
の適用に向けて検討を進めていく。

IOWN構想において、心身の未来
を予測し、未来の医療やヘルスケア
に対して貢献することを目的とし
て、人それぞれの身体および心理状
態をデジタルデータ化し、計算機上

で精緻に再現するとともに、未来の
予測や試行を可能とする「バイオデ
ジタルツイン」の実現を推進してい
る [5]。先端総研では、臓器のよう
な高度な生体機能を人工的に再現す
る技術に着目して研究を進めてお
り、データをもとに次の意思決定を
促す医療ヘルスケアの推進や細胞生
物学・再生医療・創薬などの分野に
おける応用を考えている。
今回、臓器機能をチップ上に構成
する技術の確立に向けて、生体適合

性の高いハイドロゲル薄膜を
基板上で管状に変形させる流
路型デバイスを作製し、流路
の変形や分子の透過といった
生体内の環境を模擬できるこ
とを示した（図 4）[6]。ハイ
ドロゲル薄膜をガラス基板の
パターン上に形成すると、ハ
イドロゲルが水を吸って膨ら
む力を使って、3次元構造の
マイクロ流路を自発的に作り
あげることができる。また、
流路内へ薬剤を注入すること
で、流路内壁や流路外部で筋
繊維のもととなる筋芽細胞の

長期培養が可能になった。引き続き、
生体内の環境をチップ上で再現する
技術の確立や、幹細胞を用いた再生
医療への応用をめざす。

先端総研では、人間科学・脳科学
により人間を深く理解することにつ
ながる基本原理の発見や、メディア
処理・知識処理により人間の能力を
凌駕する革新技術の創出などをめざ

図 4　座屈剥離によるハイドロゲル薄膜の 3次元構造形成
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図 3　コヒーレントイジングマシンの概念図
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して基礎研究を進めている。近年の
AI技術の急速な発展により、コン
ピュータはより身近な存在となり、
人間の行動の補助または代替する役
割を果たすことへの期待が高まって
いる。このような状況を考えると、
コンピュータに人間が住む三次元世
界を解釈させることは、一つの大き
な課題であると言える。
今回、一般的な二次元画像の写真
群から、未知の三次元情報（奥行
きおよびボケ効果）を学習可能な
新たな深層学習技術を実現した（図
5）[7]。焦点からずれたときにピント
のボケとして写真に記録されること
に着目し、独自の深層学習モデルを
構築して、ボケのない画像、奥行き
情報、ボケのある画像のセットを生
成することに成功した。二次元画像
のみから奥行き情報やボケ効果と
いった三次元情報が学習可能にな
ることにより、人間が写真を見て三
次元世界を類推するのと同様、コン
ピュータによる三次元世界の解釈

新に向けた研究を加速するととも
に、新たな脳型計算機実現に向けた
理論の発展などへの貢献をめざす。

が進むと考えており、新たなユーザ
エクスペリエンスの創出を期待して
いる。

これからも、先端総研では「世界
一・世界初、驚きの創出」を目標に
研究を推進し、IOWN構想を支え、
産業的・学術的な価値の創出を行っ
ていく。IOWN構想の具現化に向け
ては、NTT R&D全体で取り組むと
ともに、IOWN Global Forum[8]を通
じて、さまざまな企業・大学の皆様
との連携を強化しながら、着実に検
討を進めていく。また、より長期的
な視座に立って、数学的自然を記述
する全く新しい数学概念を発見し、
未知の問題や真理を解明する研究を
推進するために、先端総研では
2021年 10月に基礎数学研究センタ
を設立した [9]。現代数学の手法を駆
使した今までにないアプローチによ
り、デジタルを超える量子技術の革

図 5　付加情報のない一般的な写真群から三次元情報を学習
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