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─まずIOWN GFにおけるNECの活
動についてお聞かせください。

塚越　IOWN GFにいくつかあるワー
キンググループ（以下、WG）のうち、
主にAPNの実現に向け議論する
Open APN WGに、モノ作りの現場に
近いメンバーが参加しています。
大島　そのWG内のTask Force（以
下、TF）のうち、Wavelength Ava- 

ilability TF（ 以 下、OAW）、Fiber 

Sensing TF（ 以 下、OAF） で は、
NECのメンバーがリード役を担って
います。新しい分野なので苦労もあ
りますが、開発陣一同、高いモチベー
ションを持って参加しています。
─ NECの活動についてNTTとして
どのように感じていますか？

川島　End to Endを光でつなぐAPN

では、同時に多数の波長で通信する
必要があります。この部分について
議論するOAWで、NECのメンバー
が欧州チームと連携して重要な役割
を果たしています。またOAFで議論
しているファイバーセンシングは、光フ
ァイバー網をデータ通信だけでなくセ
ンシングにも活用するというものです。

防災や環境問題の解決にも役立つ大
事な議論です。この技術分野でも北
米のNECのメンバーが大きく貢献し
ています。IOWN GFがグローバルな
コミュニティーであることを示すという
意味でも、海外研究所と連携した
NECの役割は大きいと感じています。

─ NTTとしてはIOWN GFでどのよ
うなことを重視していますか？

川島　APNで高速・低遅延のNWが
実現しても、TCP／ IPでベストエフ
ォートを前提とするアプリケーショ
ンを利用していては現在とあまり変
わりません。上位レイヤーを含めた
全 体 を 再 設 計 し、UX（User 

Experience）を変えていくことが大

事です。IOWN GFでもデータマネ
ジメントやEnd to Endでのアプリケ
ーションの最適な設計など、さまざ
まなことを議論しており、NECはそ
うした部分でも貢献しています。
また「NTT仕様」を作って日本
で展開するのではなく、グローバル
市場を作ってメーカーと一緒にビジ
ネスを拡大したいという思いがあ
り、IOWNの良さをグローバルに訴
えることも重視しています。
塚越　NECは欧州にある研究所を
通じ、現地のキャリアとも古くから
関係を築いてきました。モノ作りだ
けでなく、IOWNを広めていくこと
にも貢献したいと思っています。
川島　非常に期待しています。欧州
を中心とするスマートシティー関連
の取り組みに関わるNECのメンバー
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がIOWN GFにも参加してくれてい
ます。そうした繋がりがIOWNの訴
求に役立つのではないでしょうか。

─ 2022年、特に注力されることはあ
りますか？

塚越　2022年は社会実装スタート
の年と考えています。これまでの成
果を社会に見せてブラッシュアップ
していくため、テストベッド環境を
備えたラボ“NEC Innovation Field for 

IOWN”を創設します。ラボに来て
もらうだけでなく、NWで接続して
IOWNを体感してもらう考えです。
大島　通信分野以外のエンドユーザ
ーにもEnd to Endで IOWNのエコシ
ステムを体感してもらえるよう、社内の
複数のラボを連携させ、幅広い検証
を可能にする予定です。さらに、
NTTをはじめとするIOWN賛同企業
のラボにも接続してもらい、PoCを実
施しながらIOWNのユースケースを
共創していくことを構想しています。
川島　NTTもテストベッドを計画し
ています。相互接続には賛成です。
IOWN構想は2030年の完成を目指
していますが、それまで市場に出な
いのでは駄目です。ノウハウを蓄積
するという観点からも、PoCなどで
早くから運用し、ユーザーからフィ
ードバックをもらうことが重要です。

─社会実装に向けどのようなユース
ケースをお考えですか？

塚越　APNの特性を活かしたユース
ケースが好ましいと考えています。

（Radio over Fiber）の活用です。光
ファイバーでアナログの無線信号を
伝送する技術であり、簡単に言えば
張り出し局でデジタル／アナログ信
号の変換が不要になります。APN

と組み合わせることで、張り出し局
の設置コストや消費電力を大幅に削
減できると期待しています。
塚越　建設機械の遠隔制御も有望な
ユースケースの1つです。すでにロ
ーカル5Gを活用して高精細画像や
制御用のフィードバックを低遅延に
伝送することに取り組んでおり、テ
ストベッドを構築して検証も行って
いますが、IOWNでさらなる高度化
が可能と考えています。
川島　無線通信は不安定なので不利
と考えるのではなく、天候の影響を
考慮して飛行機を運行するのと同
様、「今はこのエリアなら高品質通信
が可能」といったように、状況に応
じて最適な無線を選択する制御を行
うべきと考えています。
青柳　IOWNのもう1つの主要技術
分野であるCognitive Foundation（以
下、CF）は、まさにそのような最
適制御を可能にするものです。こう
した技術を検証していくためにも、
NECのラボ構想に期待しています。
─ありがとうございました。

青柳　ファイバーセンシングが候補
になり得ます。NTTグループがこ
れまで構築してきた光ファイバーを
データ通信以外にも活用すべきと考
え、NECと協力して取り組んでい
ます。従来は計測用の光ファイバー
が必要でしたが、NECはデータ通
信用の光ファイバーでのセンシング
を実用化しました。高精度かつ膨大
なデータの運用には、APN、4Dデ
ジタル基盤やデジタルツインなど、
IOWNの強みが活きる上、ポテンシ
ャルの大きい分野です。両社の強み
を活かしたユースケースがたくさん
生まれつつあります。
塚越　もう1つはBeyond 5G／ 6G

を視野に入れた、基地局の軽量化・
消費電力削減です。将来的に末端の
NWアクセスは無線が主流になると
いう考えが背景にあります。
川島　産業分野のロボット制御など、
瞬断や遅延を許容できない分野の無
線利用も増え、どこでも必ず電波が
届くことが一層重要になるでしょう。
青柳　Beyond 5G／ 6Gでは更なる
高速・大容量化に向け、直進性が高
く減衰しやすいサブテラヘルツ波の
活用のため、どこでも電波が届くよ
う大量の張り出し局が必要です。そ
こで検討しているのがアナログRoF
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