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01はじめに
スマートな世界とナチュラルなテクノロジーのために
テクノロジーの進化は、世界を大きく変えています。人工知能（AI）や IoT、ブロックチェー
ンなどさまざまなテクノロジーは実用的なものとなりつつあり、さまざまな企業が ICT によっ
て新たな仕組みそのものを創造するデジタルトランスフォーメーションに取り組んで
います。 これからの企業はどうテクノロジーを活用し、世界を変えていくべきなのか。わた
したちは、これからの世界を「スマート」に、その世界を支えるテクノロジーを「ナチュラ
ル」なものにしていきたいと考えています。 スマートな世界とナチュラルなテクノロジーを
実現するうえで、モビリティや医療、
金融といったさまざまな産業はどのように「スマート」になっていくのか。多彩なテクノロジ
ーはどのように世界をスマートにし、わたしたちにとって「ナチュラル」なものになっていく
のか。わたしたちは革新的な研究開発に取り組むと同時に海外起点の基礎研究や社
外機関との共同研究、新たな成⻑領域への投資を強化しています。 「NTT Technology
Report for Smart World」とは、わたしたちが目指す世界を描き出した未来の「地図」です。
地図がなければ、多くの人々はどこへ向かえばいいのか、自分がど
こにいるのかわかりません。だからこそわたしたちは「地図」をつくることでテクノロジーの
現在をとらえると同時に、わたしたちが向かっていくべき方向を明らかにしたいと考えていま
す。
02スマートな世界は不可避である
「スマートな世界」とは、絵に描いた理想ではありません。それは必ず訪れるものであり、
不可避の未来なのです。テクノロジーを発展させればさせるほど、これまでバラバラだったデ
ータ／作業／人／産業はどんどん結びついていき「スマート」になっていくでしょう。
領域を超えた結びつきはこれまでなら生まれ得なかった新たな共創を可能にし、その結果さら
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にスマートな世界は加速していきます。 ひとくちに「スマートな世界」といってもその種類
はさまざまです。「スマートシティ」や「スマートモビリティ」、「スマートマニュ
ファクチュアリング」、「スマートエンターテインメント」、「スマートヘルスケア」など多
くの領域でスマート化は進んでいます。たとえば製造業の現場においては熟練工のもつ技術の
ノウハウ化やコネクテッドバリューチェーンの構築を通じた業界全体のプラット
フォーム整備などが進んでおり、そこには AIや音声認識、センシング、ネットワークなどさま
ざまなテクノロジーが投じられています。 現在わたしたちが直面している数多くの社会課題
を解決していくうえでも、世界のスマート化は重要なものだといえるでしょう。フー
ドロスや環境破壊など現代の社会課題は広範な領域に及んでおり、ひとつの企業が変わるだけ
ではとうてい解決できるものではありません。社会課題を解決し、より豊かな社会をつくって
いくためにも、企業や産業の壁を超えた共創を可能にするスマートな世界をわた
したちは目指していくべきなのです。 わたしたちがかねてから取り組んでいる「B2B2X」モ
デルのビジネスは、世界のスマート化をより加速させるものでもあります。このモデルは、わ
たしたちとパートナー企業が協力してつくり出した新たなテクノロジーを
産業のメインプレイヤーが活用することで新たな価値の創出を目指していくものです。わたし
たちの生きる世界を持続可能なものにするために。わたしたちがより豊かに生きていくため
に。世界はスマートになっていかなければいけないし、わたしたちはスマートな世
界を加速させていきたいと考えています。
03技術はナチュラルでなければいけない
スマートな世界では、老若男女や職業、人種を問わずあまねく人びとがテクノロジーの恩恵
を受けられる必要があります。そのために、テクノロジーは「ナチュラル」なものでなければ
いけません。たとえば VR（仮想現実）を想起すればわかりやすいように、現在わた
したちが先端的なテクノロジーに触れる際はそれを使っていることを意識せざるをえません
し、ときには専門的な知識が求められる場合もあります。しかし、それではテクノロジーの恩
恵を受けられる人と受けられない人の格差が生まれてしまうでしょう。だからこそ人
びとが意識できないほど「ナチュラル」な存在になることがテクノロジーには求められている
のです。 テクノロジーがナチュラルなものになっていくことは、人びとからストレスを取り
除くことでもあります。普段人間と話しているように AIと話せれば、単なる一問一答ではない
コミュニケーションが生まれますし、日常的に使うデバイスがナチュラルなものになれば設定
や操作についてあれこれ悩む必要もなくなるでしょう。あらゆる領域からストレスを取り払
い、人間が心地よく暮らしていくためにも「ナチュラル」は重要な概念となります。
これまでわたしたちは、テクノロジーを人間的な要素や、「自然」と対立する存在として捉
えてきました。それゆえときにテクノロジーが「人間味」や「ぬくもり」のないものとして見
なされることも少なくなかったはずです。しかし、これからのテクノロジーはナチュラ
ルになることでこうした対立を打破していくでしょう。従来人間的とされていた「価値観」や
「感情」にもテクノロジーは入りこんでいき、人間と地球にとって心地よい環境を提供してく
れるはずです。 テクノロジーがナチュラルになればなるほど、それはより深い部分から人間
の活動をサポートできる存在に近づいていくはずです。人間が自由にその創造性を発揮し、自
らの価値を高めていくために。真に人間の可能性を拡張し、これまでなら実現できなかったイ
ノベーションを起こしていくために、テクノロジーはナチュラルでなければいけないのです。
04スマートな世界をつくる 11のテクノロジー
わたしたちは技術をナチュラルな存在に変え、世界をスマートにしていくために 11のテクノロ
ジーに注力しています。 すでに研究が進みさまざまな領域で実用化に取り組まれているテクノ
ロジーか ら、これから大幅に伸びることが期待される萌芽期のテクノロジーまで。 11のテク
ノロジーがいかにスマートな世界をつくり上げるのかご紹介します。
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01.・・・ 人工知能
「寛容」で「誠実」なAI
いまや人工知能（AI）の「見る」「聞く」「話す」といっ た基本的な能力は実用レベルに達し
つつあります。し かし、それだけでは個々の機能に閉じ画一的な出力を 行なうのみで複雑な
問題には対応できません。現在は 学習の軽量化や「ホワイトボックス」化を通じて、より複
雑な問題に対応できるAIの 開発も進んでいます。その うえで、これからの AIは「価値観」を
処理できる必要が あるとわたしたちは考えています。多様な価値観に合 わせていくつもの選
択肢を提示できるAIは、より複雑 な問題に対しても複数の解を提示し人間の思索を深め てく
れるはずです。人々の価値観に沿って、「考える」こ とのできるAI。それは多様な存在を受け
入れられる「寛 容」さをもち、それぞれの価値観に対して「誠実」に対応 できるテクノロジ
ーなのです。
キーワード： 価値観処理技術、価値観データ解析技術、 価値観処理モデル
02. ・・・仮想現実／拡張現実
「時空間」を超えた感動の創造
現在すでにさまざまなサービスやプロダクト、コン テンツが発表されている仮想現実／拡張
現実（VR/ AR）を、今後さらに広範な領域へ自然に導入していき たいとわたしたちは考えて
います。そのためにも、い まVR/ARにおいてはその質的な表現を豊かにするこ とだけでな
く、処理速度を速めていく研究も重視して います。わたしたちの研究事例のなかには視覚のみ
ならず聴覚や触覚、力覚、温度感覚などその他の感覚 へアプローチするものもあれば、
「Kirari!」のようにリアルタイムの高速データ処理によって「空間」その ものを遠く離れた場
所へ配信できる技術も。さらに 「Kirari!2.0」では、遅延といった時間さえも克服し ようとし
ています。スマートな世界において人々の体 験はいまとまったく異なったものになっていくか
もし れません。
キーワード ：ゼロレイテンシメディア技術（ Kirari!2.0)、 パーソナルツイン基盤技術、シック
スセンス通信技術
03.・・・ヒューマン・マシン・インターフェース
人間の内面理解の深化とロボティクスとのナチュラルな融合
スマートな世界のなかでアップデートされていくの は、プロダクトやシステム、サービスだけ
ではありませ ん。ヒューマン・マシン・インターフェース（ HMI）によっ て、これからは人
間の身体さえも拡張されていくでしょ う。脳波の解析をはじめとする脳機能の解明に加え、人
間の身体機能の仕組みがこれまで以上に紐解かれて きたことで、より高度で複雑なインターフ
ェースが生ま れてくるはずです。わたしたちは HMIの研究を通じて、 「Point of Atmosphere
（PoA）」のように人間と環境、ロボティックデバイスをナチュラルに組み合わせよう として
います。現在構想している新たな技術があれ ば、人が失ってしまった身体機能の代替や通常は
感 知できない情報の活用も可能。VR/ARが人間の感覚 を拡張するように、HMIの進化は身体
の可能性を広 げ、いわば人間の身体を拡張していくのです。
キーワード： Point of Atmosphere （PoA）、アンビ エントアシスト技術、サイバネティクス
UX技術
04.・・・セキュリティ
ネットワークやIoTの普及によってサイバーテロのリ スクが高まるなか、これまで主流だった
「受動的」なセ キュリティは日々進化するサイバー攻撃との「いたち ごっこ」に陥りがちで
す。こうした状況を脱するべく、AI の活用を中心とした「能動的」なセキュリティへの転換
が世界では進んでいます。わたしたちが目指すスマー トな世界ではあらゆるものがネットワー
ク化されるた め、セキュリティの強化は必要不可欠です。わたしたち はモビリティやプラン
トシステム、医療など幅広い領域 に対応できるセキュリティ技術を開発しているほか、サイバ
ー攻撃に対して能動的に対処する「アクティブ ディフェンス」に注力しています。サイバー攻
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撃に対 して先んじて対処できる新たなセキュリティ技術が 確立されるからこそ、スマートな
世界はその真価を 発揮できるのです。
キーワード ：アクティブ・ディフェンス技術、ユーザブ ルプライバシ＆セキュリティ技術、
サイバー・フィジカル・ セキュリティ
05. ・・・情報処理基盤
リアルタイムかつスケーラブルな処理基盤の進化
「スマートな世界」にとって、次世代型の情報処理基盤 はいわば「インフラ」と呼べるテク
ノロジー。急速に進化 していくテクノロジーをきちんと活用するためには、そ れに合わせて
情報処理基盤も整備されなければいけま せん。情報処理基盤においていま世界で注目されてい
るのは、性能と柔軟性／消費電力のトレードオフを乗り 越えるための技術。わたしたちもま
た、従来の限界を超 える新たな情報処理基盤の開発に近年力を入れていま す。膨大な量の情
報をリアルタイムに処理するためのス ケーラブルデータ処理技術や、業界を超えたデータの
利活用を進めるために高効率なデータマネジメント技 術の開発が現在進展しています。もちろ
ん、ハードその ものの改良にも取り組み、ムーアの法則を超える新たな 技術の開発も進んで
います。これらすべての研究が花 開くことで、新たなインフラが誕生しようとしています。
キーワード ：スケーラブルデータ処理技術、次世代デー タマネジメント技術、散在データ仮
想統合技術（iChie）
06. ・・・ネットワーク
オールフォトニクスによる革新ネットワークの実現
業界を越えてあらゆるプレーヤーが協業し 膨大な量の情報が飛び交うスマートな世界 は、
新たなネットワークなしに成立しえないも のです。わたしたちは近い将来実現する5G ネット
ワークを越え、新たなネットワークの創 造に着手しています。そのネットワークは、利 用者
が膨大な情報をストレスなくナチュラル に安心して操作できるよう、大容量、低遅延 で、よ
り強固かつ柔軟なネットワークであるべ きです。そのため、わたしたちはポスト5G時 代を支
える革新的な光ネットワークの実現を 目指しています。この情報流通基盤で今まで にないコ
ラボレーションを創発することで、新 たな世界を切り拓こうとしています。
キーワード ：機能別専用ネットワーク、コグニ ティブファウンデーション、デジタルツイン
基盤 （Digital Twin Computing）
07.・・・エネルギー
インテリジェントなエネルギーネットワークの実現
あらゆる産業のシステムを駆動させるために必要とな るエネルギーはスマートな世界の「社会
基盤」といえるで しょう。増加するエネルギー需要に対応すると同時に環 境問題にも配慮す
べく、世界中の研究機関は大容量蓄電 池を進化させようとしています。わたしたちも新たな「
社 会基盤」をつくり出すべく、ただ環境に優しく大容量なだ けでなく「インテリジェンス」
をもつかのごとくみずから自 由に流通しうるエネルギーの開発に取り組んでいます。 そのた
めにわたしたちは分散するエネルギーを仮想的に統括する「仮想発電所」によって効率的なエ
ネルギー 流通を行ない、同時に新たな電力ネットワークの研究 にも着手。わたしたちが構築
するスマートな世界にお いては、エネルギーさえもまるで知性をもつかのよう に流通するス
マートな存在になっていくのです。
キーワード ：仮想エネルギー流通基盤技術、新エネル ギーネットワーク、ディスポーザブル
＆スケルトン蓄電池
08. ・・・量子コンピューティング
ポストムーア技術の確立による革新
従来のコンピューターをはるかに上回る性能を発揮 することが期待されている量子コンピュー
ティング技術 は、ほぼすべての産業において活用されていくでしょ う。しばしば量子コンピ
ューティングは無数の条件のな かから解を導き出す最適化問題の解決に結びつけて語 られま
すが、将来的にはエネルギーや創薬においても 革新を起こす可能性があります。わたしたちの
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量子コン ピューティング研究も近年目覚ましい進歩を遂げてお り、「 LASOLV」のように通
常の量子計算とは異なる新た な概念が導入されています。同時にゲート型量子計算 機の研究
に関連したハードウェアの研究も進んでおり、 今後もソフトとハード両面の飛躍的な進歩が見
込まれ ています。こうした進化によって、単に高速・高度な情報 処理が可能になるだけでな
く、情報処理技術そのもの のあり方が変化する可能性が生まれています。スマート な世界
は、量子技術によって情報の扱われ方もまた変 わっていくことになるでしょう。
キーワード ：トポロジカル量子計算、LASOLV、全光量子 中継
09. ・・・バイオ・メディカル
バイオセンシングの進化によるPrecision Medicineの確立
生物学や化学の進展とともに、バイオテクノロジー も着実に進化を続けています。主として
医療や農林水 産への導入が進められているバイオテクノロジーです が、情報のあり方が変わ
りつつある現代においてはバ イオ技術こそが新たな通信の可能性を切り開く存在で もあるの
です。わたしたちもまた、化学・生物・物理と分 野を横断しつついくつもの方向性からバイオ
技術にア プローチを続けています。なかでも近年取り組みが加 速するのはバイオ・メディカ
ルケアの領域。「hitoe」のような機能素材開発を行なうほか、2019年にはディー キン大学と
ウェスタンシドニー大学などオーストラリ アの機関とパートナーシップを締結。「高齢者が健
康 で自立し、安全な生活を送ることのできる社会」をビ ジョンに掲げ、今後もその活動は加
速していきます。
キーワード： hitoe、Precision medicine、バイオセ ンシング
10. ・・・先端素材
素材の概念を広げる多様化・高速化の推進
これからの素材は固定的なものではなく、環境に合 わせて柔軟に変化していく多機能素材が主
流となって いくはずです。事実、ナノマテリアルのような新素材は 着実に研究が進んでお
り、実用化が始まっているもの も少なくありません。より迅速に新たな素材の開発・研 究を
進めるべく、現在AIによる機械学習の活用など盛 んに開発の加速化を実現する取り組みが進ん
でいま す。スマートな世界を構築するためには人々の多様な ニーズに応えパーソナルな機能
開発が求められるため、高速な素材開発も必要となるでしょう。わたした ちもまた、これから
は新たな素材の開発を進めてい きたいと考えています。すでに「先端薄膜材料」など 実現が
進んでいる素材もあるため、これらを活用す ることで、より柔軟かつ多機能な独自の素材を生
み 出すことを目指していきます。
キーワード ：機能性原子層材料、窒化物半導体、新規 高性能材料創製
11.・・・アディティブ・マニュファクチュアリング
すべての製造は「パーソナル化」してゆく
3Dプリンティングが例に挙がることの多いアディ ティブ・マニュファクチュアリングは、
今後より「パーソナ ル化」していくことでスマートな世界に欠かせないテク ノロジーとなる
でしょう。アディティブ・マニュファクチュ アリングが実現するのは、工業製品や建築資材の
よう な構造物だけではありません。将来的には骨や臓器と いった人間の「身体」さえも自在
に製造可能となること が期待されています。現在関心が高まっているのも、こ の「バイオプ
リンティング」の領域です。わたしたちは工細胞を積層構造でつくる研究開発も進めていま
す。同時に、時間・状態の遷移に関する情報を盛り込 むことで自己修復を可能にする「4Dプ
リンティング」 も注目すべき技術。こうした技術が進化することで、 よりパーソナルな製造
が可能となるのです。
キーワード ：4Dプリンティング、多積層化技術、積層 高速化技術
以上11のテクノロジーが進化していくことによって、わたしたちの世界はこれから 「スマー
ト」なものになっていくでしょう。わたしたち一人ひとりの生活がス マートになるのはもちろ
んのこと、企業のあり方やそのビジネス、さらには社 会全体がテクノロジーによって大きく変
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わっていくのです。しかし、ひとくちに 「スマートな世界」といっても、なにがどうスマート
になっていくのかわかりに くいのも事実。スマートな世界とは何なのでしょうか？ その世界
でわたした ちはいかによりよく生きていけるのでしょうか？
05すべてがパーソナルに
まずは「個人」の生活がいかに変わっていくの か考えていきましょう。あらゆる産業におけ
る サービスやプロダクションは今後パーソナライズ されていくはずです。アディティブ・マ
ニュファ クチャリングや先端素材の進化によって、一人 ひとりのニーズや身体にあったプロ
ダクトがつく られるようになり、わたしたちとプロダクトの向 き合い方も変わっていくでし
ょう。日用品やデジ タル機器のように小さなものはもちろんのこと、 「家」のように巨大な
ものでさえ気軽に人々は自 分でつくれるようになっていくのかもしれませ ん。従来は企業が
用意したもののなかから選ぶこ とを意味した「買いもの」の概念は過去のものと なるので
す。
もちろん、こうしたモノの売買を巡る動きだけ でなくエネルギーのような無形の領域におい
ても パーソナライズは進みます。わたしたちはただエ ネルギーを電力会社から買うだけでし
たが、これ からは消費者みずからが電力をつくり、ときには それを他者に分け与えられるよ
うになるでしょ う。さらには医療のようにわたしたちの生命にか かわるセンシティブな領域
でもパーソナライズは 進みます。DNAキットを用いた体質検査が一般 的なものとなり、誰も
がゲノム情報をもとにした 治療を受けられるようになるはずです。かくして、 スマートな世
界においては、一人ひとりの差異や 特徴がきちんと尊重されたかたちで生きていくこ とが可
能となるのです。
06̶ スマートな世界のスマートなわたしたち ̶ How We Live in Smart World
個人が享受するサービスやプロダクトが変化し ていくのであれば、それを提供する存在であ
る企 業や組織のあり方も変わっていくでしょう。少な くとも企業が取り組むビジネスは産業
を問わずあ らゆる領域で変化していくはずです。 たとえば小売業を見てみれば、今後は
VR/ARの 普及によってECの体験は実店舗の代替に留まら ぬ豊かな体験を生み出し、AIの実用
化によって実 店舗も無人化するものが増えていくでしょう。そ れは購買体験の変化だけを意
味するのではなく、 企業にとっては慢性的な人手不足の解消につなが り組織形態も変化して
いくはずです。もちろん、 AIによる自動化は製造業や農林水産業など幅広い
領域で働き方を変えていくものだといえます。 一方で、モビリティ業界を筆頭にビジネスモ
デ ルそのものが大きく転換していく産業も少なくあ りません。モビリティ業界においては移
動コスト の低下によりロボットタクシーやライドヘイリン グのように多様な「サービス」が
生じてきます。 近年「MaaS（＝Mobility as a Service）」という 言葉が注目されているよう
に、今後モビリティ産 業はサービス業へと転換していきます。もちろん 同様の現象は
07サービスが変わる、サービスに変わる
個人が享受するサービスやプロダクトが変化し ていくのであれば、それを提供する存在であ
る企 業や組織のあり方も変わっていくでしょう。少な くとも企業が取り組むビジネスは産業
を問わずあ らゆる領域で変化していくはずです。 たとえば小売業を見てみれば、今後は
VR/ARの 普及によってECの体験は実店舗の代替に留まら ぬ豊かな体験を生み出し、AIの実用
化によって実 店舗も無人化するものが増えていくでしょう。そ れは購買体験の変化だけを意
味するのではなく、 企業にとっては慢性的な人手不足の解消につなが り組織形態も変化して
いくはずです。もちろん、 AIによる自動化は製造業や農林水産業など幅広い
領域で働き方を変えていくものだといえます。 一方で、モビリティ業界を筆頭にビジネスモ
デ ルそのものが大きく転換していく産業も少なくあ りません。モビリティ業界においては移
動コスト の低下によりロボットタクシーやライドヘイリン グのように多様な「サービス」が
生じてきます。 近年「MaaS（＝Mobility as a Service）」という 言葉が注目されているよう
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に、今後モビリティ産 業はサービス業へと転換していきます。もちろん 同様の現象は製造業
や金融業においても生じるも のであり、スマートな世界においてはあらゆる産 業が「サービ
ス」化していくのかもしれません。
08社会課題の解決へ向かって
パーソナライズやサービス化といった変化は、 たしかに個人や企業の生活を激変させます。そ
れ はより便利で、より豊かな生活を実現するでしょ う。しかし、それだけが「スマートな世
界」では ありません。現在わたしたちの生きる社会が抱え る課題が解決されてこそ世界は「
スマート」になっ ていくといえるのです。 年々深刻化していく環境問題を解決するうえ
で、エネルギーのあり方を変えることは必要不可 欠のミッションですが、スマートなエネルギ
ーは 環境問題の解決にもつながります。たとえばAI や量子コンピューターによる需給予測の
最適化 は、太陽光発電や風力発電のようなグリーンエネ ルギーをより実用的なものへと進化
させます。同 時に大容量の蓄電池が開発されればわたしたちの 使うエネルギーの多くを再生
可能なエネルギーへ と変えていくことも可能です。
加えて、現在世界が直面している食糧危機や フードロスの問題も農林水産業がスマート化し
て いくことで解決へと近づくでしょう。IoT技術の 活用によって効率的な食糧の生産が可能に
なり、 品種開発のスピードが高まればより多くの食糧を 生産できるようになります。同時に
生産者は環境 倫理への配慮を明確にすべく、ブロックチェーン を利用した流通のトレーサビ
リティ向上など、生 産工程の透明化も進んでいくはずです。 このように、世界がスマート
になっていくこと は個人も組織も社会も変わっていくことを意味し ます。スマートな世界で
生きていくことは、多く の環境問題を解決しサステナブルな社会をつくり あげていくこと
を、わたしたちがよりわたしたち らしく生きていくことを意味しています。だから こそ世界
はスマートにならなければいけないし、 わたしたちはスマート化を加速させていくのです。
09NTT R&Dは世界をこう変える
NTT R&D は、新しいテクノロジーの研究開発に取り組むとともに産業競争力の強化や社会的
課題の解決を目指しています。そのためには、さまざまな分野の産業の方々と一緒に、生産性
を向上し安全・防災などの問題を克服するとともに、あらゆる個人が活躍し持続可能な環境を
つくっていく必要があります。 こうした世界をつくっていくためには、テクノロジーがより
「ナチュラル」なものでなくてはいけません。そのためには人が無意識のうちに高度なテクノ
ロジーの恩恵にあずかれるようにすること、そして一人ひとりの違いに合わせてテクノロジー
を利用できるような環境をつくり上げることが必要となります。 一方、企業の方々がテクノ
ロジーに求めるものもあります。お客様の行動や取り巻く環境
の変化を迅速に把握できることや、さまざまなデータ処理を通じて企業の業務プロセスを変革
するとともに新しい価値を生み出して意思決定をしていくこと、モノを提供するのではなくて
コトを提供することで新たなサービスをつくっていくこと──。こうした条件を満たすこと
で、テクノロジーはお客様と企業の関わりをより深い絆で結んでいくでしょう。 このような
将来像に向けて、NTT R&D では、新たなネットワーク構想として、IOWN（ ア イ オ ン：
Innovative Optical and WirelessNetwork） に 取 組 ん で い ま す。IOWN は機 能 別 専 用 ネ
ッ ト ワ ー ク（Function-speciﬁcDedicated Network）、コグニティブファウンデーション
（Cognitive Foundation）、デジタルツイン基盤（Digital Twin Computing）から構
成されます。エレクトロニクスの世界からフォトニクスの世界へとシフトチェンジに挑戦する
ことで、フォトニクス技術をベースとし、大容量、低遅延、低消費電力、かつ柔軟性に優れ、
情報処理部分までの光化を含めた革新的なネットワークである IOWN の実現を目指します。
IOWN により我々が世界をどう変えていくのか今後にご期待ください。
10錯視ブロックから始まる思考と創造
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わたしたちNTTは、東京藝術大学 芸術情報センターと「錯視ブロック」の共同研究を行なって
います。錯視とは、目に映るものの性質が、その物理的な状態とは食い違って知覚されること
です。5種類の模様が描かれたブロックを自由に組み合わせることで、見る位置や方法によっ
て見え方が揺らぐ不思議な立体を作ることができます。 視覚の不思議を考える機会をつくる
ために、錯覚ブロックをつかったワークショップも実施しています。視覚の心理学で扱う科
学的な観察・分析方法と、ものをつくるときの試行錯誤、複数人での議論といった協調的な表
現創造の方法を掛け合わせて、視覚の不思議を直観的、身体的に捉えることを目指した取り組
みです。2017年には、第11回キッズデザイン賞「子どもたちの創造性と未来を拓くデザイン部
門」経済産業大臣賞を受賞しました。
Illusionary contour Blocks
ブロックを組み合わせると、実際には途切れている白い線が、ブロックの表面やブロックの間
でつながって見えます。
Dazzle camouﬂage Blocks
縞模様を組み合わせることで、曲がったり、飛び出したりしているように見える立体物をつく
ることができます。
Mosaic Blocks
モザイク模様を組み合わせることで、平面に奥行きを感じられたり、つながり方が見方によっ
て入れ替わり模様をつくったりすることができます。
Café-wall Blocks
白⿊の縞模様を組み合わせることで、物理的には平行な線が傾いて、本来は⻑方形の縞模様が
台形に見えます。
Shape-from-shading Blocks
ブロックの表面に描かれている模様が、へこんだり飛び出たり立体的に見えます。
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