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─まずIOWNに対してNECの取り
組みの狙いや背景を教えてください。

河村　IOWN構想の発表から3年が
経ちました。さまざまな分野の企業
が一緒に IOWNの実現に取り組む
IOWN Global Forum（以下、IOWN 

GF）での議論も進み、具体化のフェ
ーズに入りつつあります。NECも
2022年はPoCや社会実装の議論を
本格化する方針です。まず、改めて
NECの IOWNに対する思いを述べ
たいのですが、NECは2025中期経
営計画の中で「環境」「社会」「暮らし」
という3つの視点から、ありたい未
来 の 社 会 の 姿 を 描 い た“NEC 

2030VISION”を発表しました。こ
のビジョンで取り上げた5つのテー
マのうち「とまらない社会を築き産
業と仕事のカタチを創る」、「時空間
や世代を超えて共感を生む」など
は、まさに IOWNの世界観に通じる
ものと感じています。
西原　NECが重視しているのが「未
来への共感」です。社会やインフラ
の発展や安全性を実現していくとい

った方向性は、共感を得やすいと思
います。ただし多くの人が想いを同
じにしなければ、世の中は動きませ
ん。そこでNECは「ソートリーダー
シップ※1」に取り組んでいます。
NECの事業領域ごとに「どんな社
会を目指すのか」「なぜそのような社
会が必要なのか」「その実現に向け何
をすべきか」を社会に訴え、その分
野の社会実装をリードしたいと考え
ています。昨年はNECが得意とする
顔認証や経営に資するDXに関する
書籍を出版しました。これらは、エ
コシステムの成長に向けた取り組み
です。エコシステムは連携するほど
多様性を持ち強くなります。その意
味でも、NTTの IOWNとの連携に
大変期待しています。

─ IONWの生みの親である川添さん
に、改めてIOWNに対する思いを伺わ
せてください。

川添　よく「IOWNは限界打破のイ
ノベーション」ですと言っています。
私たちは多くのことについてなんと
なく限界や制限を設けています。そ
うした制限を取り払い、限界を超える
ことで、「こうでなければ」というこ
とがなくなり、楽になります。
たとえば「TCP／ IPでなければ」

という縛りがなくなると、ゲーム
チェンジのチャンスが生まれると思
います。このチャンスを捕まえるこ
とができるよう、IOWNで各社が提

NEC は 2020 年 6 月に NTTとの資本業務提携を発表して以降、NTT が掲げるIOWN（Innovative Optical ＆ Wireless 
Network）構想の実現に向けた取り組みを加速させている。NEC のネットワークサービスビジネスユニットを統括する河村厚男執行
役員常務、同社の CTO である西原基夫取締役 執行役員常務、NTT の研究企画部門長でありIOWN 構想の名付け親でもある
川添雄彦常務執行役員、IOWN の R&D において商用開発に重点を置くNTT IOWN 総合イノベーションセンタのセンタ長である
塚野英博氏という豪華メンバーに、NEC の取り組みについて語り合っていただいた。

1 IOWN社会実装元年 NECのIOWNビジョンと取り組み

ビジョンを共有し、限界打破のイノベーションを
起こすIOWNの社会実装に取り組む
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IOWN 構想に通じる部分が多い
NEC のビジョン／取り組み

IOWN は
「限界打破のイノベーション」
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供できる価値を考えて欲しいので
す。日本の企業がこの部分を明確に
できれば、世界の中での日本の存在
価値も高まるでしょう。NECにも
この点で期待しています。
塚野　私が率いる組織の役割は、
IOWNが目指す世界のインフラを構
築することです。理想像として、地球
全体の写像をサイバー空間に創り上
げることを思い描いています。DTC

（Digital Twin Computing）にも通じ
ますが、その中でいろいろな価値を
構築、提供、シェアし、社会に貢献し
たいと考えています。
また、IOWNの賛同企業によって

素晴らしいテクノロジーの集合体の
ようなエコシステムが出来上がろう
としています。産業や企業ごとのエ
コシステムをつなぎ、平面上ではな
く立体的で大きなエコシステムが出
来上がると良い、と思います。
河村　立体的なエコシステムという
のはわかりやすいですね。
西原　APN(All Photonics Network)、
CF (Cognitive Foundation)などの技術
がベースにあるIOWNは、誰もが自
由に新しいことにチャレンジできる
場になると思います。グローバルに
賛同企業が増加し、「立体的なエコシ
ステム」に必要なものが揃いつつあ
ると感じますし、NECも貢献したい
と強く思っています。

川添　インターネットが便利でどこ
にでも行ける町の中の一般道路な
ら、IOWNで作ろうとしているのは
高速道路です。乗り降りの場所が限
られ、料金も必要ですが、高速道路は
それまでなかった産業など、新たな

の範囲が広がり、スケールが一段上
がるように思います。
塚野　個人のデータを集めるだけで
なく、エッジコンピューティングや
分散処理によって、データを本来の
持ち主に提供できるようにする、と
いうことにも IOWNが役立つと考
えています。データの価値をフラッ
トにすると言えば良いでしょうか。
過去のアナログからデジタルへの変
遷に伴い起こった変化に似ているか
もしれません。

─ NECの取り組みについて教えて
ください。

河村　まず短期的にはオープンな無
線アクセスNWを実現するO-RAN、
そしてAPNに関する技術開発です。
O-RANでは多くのプレイヤーと協
力していくことが重要です。NTT

には最適なサービス運用を実現する
優れた能力があるので、特にこの部
分での連携に期待しています。また
APNに関しては、波長変換装置
“Photonics Exchange”と各種サー
ビスを収容するゲートウェイとなる
“Photonics Gateway”からなるシン
プルなアーキテクチャの具体化に取
り組みます。いずれの領域もNEC

とNTTとの共創により新たな価値
を作りだせると考えています。
川添　光の波長も有限です。多重化
しても1人1波長のような使い方は
難しいでしょう。APNにも経済性
が求められ、オンデマンドで効率良
く波長を割り当てることが必要にな
ると思います。
河村　パケットのような通信の単位
が決まっていない IOWNの世界で、

価値を生み出します。また一般道路
では難しい多重化が可能です。
IOWNのAPNも光の波長を分割多
重し、光パスをメッシュで提供する
ことを目指しています。さらに、一
般道路に信号があるように、GAFA

が強いインターネットには制約があ
ります。制限を取り払う IOWNは、
やはり信号のない高速道路に似てい
ます。
河村　データの観点では、GAFAの
強みは大量のデータを集められるこ
とです。一方、IOWNではさまざま
な企業や人にデータを使ってもらえ
るようにすることが重要と思ってい
ます。
川添　GAFAの強みは「数の論理」
であり、データを統一的な形で扱う
という大前提があります。ですが必
要とするデータの特性が違えば、デ
ータ形式を揃える必要はありませ
ん。IOWNはそうしたバラバラの価
値観に対応しやすいことが決定的な
違いであり、強みです。たとえばイン
ターネットでは人間が視聴すること
を前提に映像を圧縮しています。し
かしIOWNの大容量・低遅延という
特長は圧縮を不要にします。人間が
理解できる範囲を超える映像があっ
ても良いでしょう。映像の符号化の
ありようも変わるかもしれません。
西原　通信とデータの組み合わせと
いう観点では、今後さまざまなセン
サーがネットワーク（以下、NW）
につながり膨大な IoTデータが生み
出されるようになります。データが
民主化され、みんなが安全に利活用
できるようになることが重要です。
また6Gが普及する頃には、地球の
あらゆるモノ、また宇宙のデータも
集まるようになるでしょう。データ

インターネットが一般道路なら
IOWN は高速道路

短期的には O-RAN と
APN 関連の技術開発に注力



12 ビジネスコミュニケーション　2022  Vol.59  No.3

特集    IOWN社会実装に向けたNECの取り組み特集    IOWN社会実装に向けたNECの取り組み

どのように通信の振り分けや割り当
て制御を行うかは課題ですね。
川添　この部分を抑えた企業はグロ
ーバルに優位性を発揮できると思い
ます。また、ルーターのような切り
替え制御を高速に行うことも必要で
す。将来的に光の量子性を損なうこ
となくそうした制御を行えるように
なれば、さらに素晴らしいことだと
思います。やるべきことはまだまだ
たくさんあります。どのようにステ
ップアップしていくかも課題の1つ
でしょう。
河村　そうした部分もNTTと一緒
に議論できれば、と思っています。

─これらの取り組みで重要となるキ
ーワードは何でしょうか。

河村　一つは「オープン化」が重要
なキーワードになると考えています。
塚野　過去には日本のメーカーが個
社で優れたモノを創り上げても、市
場を獲得できず、だんだんと投資も
難しくなるということがありまし
た。IOWNに関しては急速に仲間が

増え、エコシステムが生まれつつあ
ります。このことを活かし、フラッ
トに戦えるオープンな場を作ること
も、IOWNの価値になると思います。
河村　加えて重要なキーワードが、
オープンかつ光を中心とした特性を
最大活用し、ソフトウェアを柔軟に
選択・追加できる光ホワイトボック
ススイッチと次世代のコンピューテ
ィング基盤である「超強力汎用ホワ
イトボックス」です。
塚野　それらのキーワードについて
突き詰めていくと、「ディスアグリゲ
ーション※2」に行き着くと思います。
必要なリソースを必要なところに使
えるようになるということです。コ
ンピューティングの光化も含めた
IOWN構想が実現すれば、まさにゲ
ームチェンジャーとなるでしょう。
NECはIOWN構想に必要なコア技術
をたくさんお持ちなので、是非がん
ばっていただきたいと思います。

西原　ありがとうございます。基本
的にはNECが技術ビジョンとして

掲げているデジタルツイン (DT 

:Digital Twin)、AI、環境性能・高信頼・
高効率を可能にするプラットフォー
ム、の3つで IOWNに貢献したいと
考えています。中長期的な取り組み
としては、全地球で通信環境を提供
できるよう衛星や海底ケーブルにも
力を入れています。衛星においては、
高高度通信を含めた技術開発を行っ
ています。40,000km離れた衛星間
でGbpsの光通信に成功し、地上との
通信にも取り組んでいます。コア
NWとなるAPN関連の技術開発で
は、たとえば大学と共同で光チップ
の実装に取り組んでいます。また、
世界で初めてマルチコアファイバを
収容した海底ケーブルを開発し、長
距離伝送に成功しました。さらなる
拡張に向けNTTとの連携も進めて
います。

 このほか、コンピューティングリ
ソースまで含めた NWシステム全体
を仮想化し、AIを活用してリソース
の最適化制御を行うことにより、
NW全体で End to Endの QoEを保
証しようと考えています。通信品質
の向上に加え、効率化による低消費

電力化などのメリットも期
待 で き ま す。IOWN の
DTCや CFを実装にも、貢
献できると期待していま
す。NECは AIを活用した
分析も得意分野ですので、
その強みを発揮します。
川添　AIはすっかりコモデ
ィティ化したと感じます。
ただし今のAIは特定の事
象の発生を予測するなど、
目的関数がはっきりしたも
のが主流です。目的が見え
ないAIも実現していきた

IOWN構想

エッジクラウド
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IOWNユーザとして社会実装を推進

トラステッドネットワークを支える
セキュリティトランスペアレンシー確保技術

地球への貢献
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モノづくり
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カーボンニュートラル
グリーン by ICT、グリーン of ICTにて社会全体を牽引

未来を共創・試行する
デジタルツイン

人と協働し社会
に浸透するAI

環境性能・高信頼・ 
高効率を可能にする
プラットフォーム

次世代コンピューティン
グインフラのオープン
アーキテクチャ実現

図 1　IOWN構想へのNECの貢献

キーワードは「オープン化」と
「ディスアグリゲーション」

AI も活用し環境性能・高信頼・
高効率を備えた NW を実現



13ビジネスコミュニケーション　2022  Vol.59  No.3

特集    IOWN社会実装に向けたNECの取り組み特集    IOWN社会実装に向けたNECの取り組み

いと考えています。極端に難しくな
るので、膨大な計算リソースが必要
でしょう。この点において、IOWN

に適した取り組みと言えます。
西原　通常は人間が特徴量を設定
し、AIに学習させますが、エキス
パートでも気づかないような特徴量
をAIで見つけ出すことも可能です。
NECの研究者がカーブアウトした
北米会社dotDataとNECが、協働し
て製品提供しています。この技術は
川添さんが言われたイメージにつな
がるかもしれません。現在は効率化
によるコストダウンを目的とした
AI活用が多いのですが、人間でもわ
からない知見を得ることは新たな価
値の提供につながります。
川添　予期しないデータが出てきて
もデータを捨てるのではなく、目的
関数を転換してデータを役立てるよ
うなAIを是非実現して欲しいです。
塚野　人のファジーな部分まで解析
できるようになると良いですね。

西原　喫緊の課題であるカーボンニ
ュートラルに関してですが、企業活
動に伴うCO2排出量のうち、自社外
に 起 因 す るCO2排 出（Scope 2/ 

Scope 3と呼ばれる）が大半を占め
ることが問題となっています。この
問題の解決に向け、フィジカル、サ
イバーの両面からグローバルにバリ
ューチェーンを把握し、リアルタイ
ムにエネルギー利用などを最適化し
ていく必要があると考えています。
IOWNのDTCやCFはこのための基
盤になりえますね。NECでは分野
ごとに構築されるDTをつなぎ合わ
せ、世界全体を可視化、シミュレー

る必要があります。たとえばカーボ
ンニュートラルは我慢や成長を止め
ることに繋がりやすいので、「IOWN

によって成長を止めずにグリーンな
社会を実現できる」と訴えることも
重要でしょう。まさに相反すること
を許容し両立させるパラコンシステ
ントと言って良いと思います。そし
て各社が具体的に何を提供できるか
を示すことも重要と考えています。
塚野　技術を万人が使えるようにす
ることが重要です。そしてオープン
化して広げた市場を勝ち取ること
が、グリップするということに直結
すると思います。チャレンジングな
ことですが、大勢を引きつけてイノ
ベーションを起こしていくことが重
要になると思います。

─今後の活動に向けた思いなどお聞
かせください。

河村　NECもIOWNブランドを活用
し広めていきたいということです。
たとえばIOWNの社会実装に向けた
検証の場として創設するラボ※4に、
NEC Innovation Field for IOWNと
名付けようとしています。
川添　是非どんどん IOWNの名前
を使ってください。
─ありがとうございました。

ト可能にする“オーバーレイDT※3”
の実現に取り組んでいますが、
IOWNがなければ実現できないと感
じています。
川添　お客さまも含めたバリューチ
ェーン全体で協力する必要があると
思いますが、この点についてNEC

ではどのようにお考えですか？
西原　CO2排出を回避できない部分
があれば、その分だけバリューチェ
ーンのほかの部分でCO2排出を抑え
る、という最適化が必須と考えてい
ます。やはり見える化と最適化をリ
アルタイムで行うことが重要です。
川添　NTTはCO2排出量に独自の
価値を付け、インターナルカーボン
プライシング制度をグループで導入
します。これまでの価値観である機
能、性能に加えて、CO2コストを加
えることで、削減効果を見える化し
ます。この取り組みをバトンを渡す
ようにバリューチェーン全体で取り
組みを繋げていくことが大事だと思
います。
河村　バトンというのはわかりやす
い考え方ですね。IOWNに賛同して
いるのは環境問題にも熱心な企業ば
かりなので、IOWNで同様の仕組み
を導入したいですね。
塚野　ゼロサムではなく、社会全体
で見たときに不都合を極小化できる
ような、世界全体が良い方向に進ん
でいける取り組みにすることが重要
と考えています。

─ IOWNをグローバル市場でグリッ
プしていくためにはどうお考えでしょ
うか？ 

川添　IOWNのメリットを明確にす

※1：ソートリーダーシップ
Thought Leadership. 特定の社会課題やテー
マに関する考え、解決策を発信し、その分野
を主導すること。
※2：ディスアグリゲーション
本特集、“5 次世代コンピューティングアーキ
テクチャの実現にむけて”参照
※3：オーバーレイDT
本特集、“6 Green by ICT/Green of ICT によ
るカーボンニュートラルを目指して”参照
※4：NEC Innovation Field for IOWN
本特集、“3 IOWN APNの社会実装に向けた
NECの取り組み”参照

カーボンニュートラルへの貢献

提供できる価値を明確にし
グローバル市場で戦う

IOWN の社会実装に向けて
検証の場を創設


