
大学連携の重要性

昨今の社会は，グローバル化が急速

に進み，企業を取り巻く環境が大きく

変化し，世界規模での熾烈な競争を

余儀なくされています．社会ニーズの

急激な変化，多様化に対応するために

は，異なる発想のできる組織と連携し，

新たな発想を取り入れた研究開発が必

要です．企業と大学が連携して研究開

発や人材交流を行う産学連携は，

2004年の国立大学等の独立行政法人

化を契機に，官も注目する中で大きく

進展しており（1），NTT R&Dにおいて

も組織的な大学連携として取り組んで

いるところです（2）．

新たなコミュニケーションの創造と

それを支えるコミュニケーションネット

ワークを実現する基盤技術の研究開

発，さらに10年後を見据えた最先端

の基礎研究に積極的に取り組むNTT

R&D（3）にとって，広範な学問領域を

持つ大学との連携は，技術的視点の

みならず社会的視点にも立った有益な，

異分野融合的な研究開発を実現可能

にする，オープンイノベーションの具体

化として多彩な成果が期待されてきて

います（4）．また，大学にとっても研究

教育活動のさらなる向上が図れる

Win-Winの取り組みです．

組織的な大学連携の取り組み

これまでも大学とNTTは密に連携し

て共同研究を行っていましたが，研究

者どうし，「個人」対「個人」の関係

が中心であったため，「組織」対「組

織」としての活動の全体が分かりづら

い状況でした．また窓口が不明確なこ

と，継続性に欠けること，複数の分野

をまたいだ連携が困難なこと，共同研

究に関する契約の交渉が各研究者の負

担になっていたことも課題でした．

そうした課題を解決するため，「組

織」対「組織」で包括的契約を締結

して，その下で双方の幹部も参加する

連携協議会を核として，さまざまな共

同研究や人材交流を推進する組織的

な大学連携の取り組みを開始しました．

2004年７月に九州大学と初めて組織

的連携を締結（5）して以降，現在まで

に図１に示す国内の10校の大学，１

つの研究機構と契約を結ぶに至ってい

ます．東京エリア以外では地域に密着

したNTT東日本やNTT西日本と３者

で連携しています．

NTT R&Dのオープンイノベーションをリードする大学連携

NTT技術ジャーナル 2011.78

組織的な大学連携への取り組み

NTTサービスインテグレーション基盤研究所では，NTT R＆Dにおける共
同研究や人材交流をより効率的，効果的に行うため，広範な学問領域を持つ
大学との組織的な連携の取り組みを進めています．本稿では，こうした大学
連携の枠組みや活動内容，研究成果について，具体的な事例を交えて紹介し
ます．
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北海道大学（2008年12月締結） 
・単電子デバイス・電子スピン制御 
・ライフログなど情報科学技術 

東京大学（2007年6月締結） 
ITを安心・安全に利用した知の流通 

京都大学（2006年6月締結） 
コミュニケーション環境の高度化 

名古屋大学（2006年3月締結） 
ネットワークとアプリケーション 
の融合 

大阪大学（2005年6月締結） 
情報通信分野 

■：大学とNTTとの連携 
■：大学とNTT・NTT東日本との連携  
■：大学とNTT・NTT西日本との連携 

組織名の下には共同研究が期待される分野 
（組織的連携締結時）を記載 

九州大学（2004年7月締結） 
文理融合型研究 

慶應義塾大学（2006年3月締結） 
ブロードバンド通信，ユビキタス， 
IPネットワーク 

情報・システム研究機構（2009年10月締結） 
（国立情報学研究所・統計数理研究所） 
・アーキテクチャ 
・コンテンツ 

東北大学（2008年7月締結） 
・物性・材料系 
・通信と異分野の融合 

東京工業大学（2008年9月締結） 
・光デバイス技術 
・環境エネルギー技術 

早稲田大学（2008年1月締結） 
・基礎・デバイス系技術 
・情報セキュリティなどの情報通信 
　プラットフォーム技術 

図１　NTT が組織的連携を結ぶ大学と研究機関 
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組織的連携の企画・運営は，両者

の連携責任者，研究代表者などから

なる連携協議会が担当しています．連

携協議会での議論を通して，取り組む

研究開発，人材交流に対する認識を

共有し，広範な領域にわたる創造的な

連携関係を構築します．

従来からつながりのある共同研究を

一層強化・発展させるとともに，今ま

で連携がなかった部門間の新たな連携

や複数研究所にまたがる分野融合的な

連携の創出，活性化についても，互い

のニーズやシーズに基づく広い視野に

立ったマッチング機能を活かして取り

組んでいます．人材交流では，新たな

研究テーマの企画や互いの研究者の活

性化，レベルアップなどを図るため，

学生のインターンシップ受け入れ（6）や

幅広い部門の参加による技術交流の場

を設けるなど，持続的発展を意識しな

がら取り組んでいます．

従来の課題，欠点と組織的連携の

目標，方法について図２にまとめまし

た．連携形態や大学側窓口組織が大

学ごとに異なる部分もありますが，

NTT R&D側の組織的連携窓口は

NTTサービスインテグレーション基盤

研究所が一元的に担当しています．

大学連携のさまざまな成果

各大学の特徴を活かし，互いの強み

を補完することを通じて，物性や材料，

デバイスといった先端基礎テーマ，IP

ネットワークやユビキタス，情報セ

キュリティなど情報通信テーマ，さら

に音声映像やコミュニケーションなど

上位レイヤテーマなど，情報通信分野

を中心にさまざまなテーマで共同研究

や人材交流の連携活動を行ってきまし

た．また環境エネルギーや防災，医学

や農学に関するテーマなど，社会的な

テーマにも取り組んできています．

共同研究について，2010年度は組

織的な大学連携全体で150件を超える

共同研究に取り組み，100件以上の特

許出願と200件以上の学術論文や国際

会議への投稿を予定しています．

また，大学やNTTからのニュースリ

リース（表）や，書籍としての出版を

通じて，共同研究成果の社会発信に

も力を入れています．具体的には，京

都大学防災研究所との共同研究の成

果をまとめたものが『しなやかな社会

の創造』と題して，一般向けの単行本

として出版されています（7）．これまで

の防災学では，構造物等の耐災力を

向上させる防災技術で，自然災害を

防ぐという考え方が中心でしたが，本

書では災害発生を前提とし，その後の

応急対応，復旧・復興を速やかにか

つ効果的に行い，自然災害による悪

影響を極小化する減災技術に焦点を

当て，防災技術と減災技術により，

自然災害に対する抵抗力と回復力を

高めた災害に強い「しなやかな社会

（Resilient Society）」の実現に関し

て，ICTの利活用を中心に提言してい

ます．

次に人材交流の観点から２つの事例

を紹介します．

■九州大学COEプログラム

まず九州大学数理学府が採択され

た文部科学省の21世紀COEプログラ

ム「機能数理学の構築と展開」（2003

～2008年），大学院教育改革支援プ

ログラム「産業技術が求める数学博士

と新修士養成プログラム」（2007～

2009年），グローバルCOEプログラム

「マス・フォア・インダストリ教育研究

従来の産学連携の課題を克服し，R&Dにオープンイベーションを取り込むため， 
2004年より主要な大学と「組織」対「組織」の組織的連携を推進 

従来の 
大学連携 

課題 

「研究者」対「研究者」の連携 

共同研究契約の交渉 

研究成果は論文で 

狭い視野の研究分野に閉じた内容 

契約書を締結するまでに膨大な時間がかかる 

小さなビジネスしか創出できない 

欠点 

組織的な 
大学連携 

目標 
“PDCA”サイクルの導入 

質の向上 

ビジネス創出のために， 
素早くタイムリな連携 

連携協議会にて，方向性を議論・決定 

共同研究成果の明確化された目標と評価の設定 

知的財産権の包括的取り決め 

NTT 連携協議会 大学 

･ 連携活動計画の立案 
･ 研究テーマのマッチング 
･ 連携の推進 

産学連携 
推進本部 

A 研究科 

B 研究科 

知的財産部 

A 研究所 

B 研究所 
…
 

…
 

知的財産センタ 

NTTサービス 
インテグ 
レーション 
基盤研究所 

方法 

図２　組織的な大学連携の推進 



拠点」（2009～2013年）（8）への関与

です．これらのプログラムは，博士後

期課程の学生に３カ月以上の長期イ

ンターンシップ（9）を必須カリキュラム

としていますが，NTTは2006年から

現在まで毎年学生の受け入れを行って

きました．また，新修士養成プログラ

ムにおける学生の夏期インターンシッ

プ受け入れや講師派遣でも継続して協

力を続けています．九州大学ではCOE

プログラムの活動を通じて2011年４

月，京都大学数理解析研究所，統計

数理研究所に続く日本で３番目の数

学分野の研究所として，国際的にも例

がないマス・フォア・インダストリ研

究所を設立しました（10）．

■慶應義塾大学シンポジウム

2011年２月に慶應義塾・NTT連携

協議会主催によるシンポジウム「ICT

によるユビキタスイノベーションの実現

を目指して～先端基盤技術の構築か

ら応用まで～」を慶應義塾大学の三田

キャンパスで開催しました（11）．NTTサ

イバースペース研究所の後藤厚宏所長

による「産学連携への期待～光時代に

向けた新サービス創造～」と題した基

調講演（写真）の後，慶應義塾大学

とNTT双方の研究者から「エレクト

ロニクス技術，物性・物質科学分野」

「ネットワーク技術分野」「ヒューマン

コミュニケーション技術分野」の３つ

の分野から２件ずつ，合わせて６件の

最新，最先端の研究成果が発表され

ました．ICT分野における基礎的研究

から応用研究にいたるまで広範かつ大

変バラエティに富んだ発表となり，多

数の企業，研究機関，官公庁の関係

者，学生など約170名の方々に参加い

ただき，大盛況のシンポジウムとなり

ました．
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表　ニュースリリースされた共同研究成果

年度 年月日

2010

2009

2008

発表元 案件名

2011.3.15

2010.11.24

2010.9.3

2010.9.2

2010.7.27

2010.6.29

2009.7.27

2009.7.17

北海道大学

NTT，京都大学

九州大学，宝塚クリエイティブアーツ，
角川シネプレックス，NTT西日本

東京大学，東洋大学，NTT

名古屋大学

東京工業大学

NTT，東京工業大学

東北大学，NTT東日本，NTT

電子スピン制御の物性定数を解明
～次世代電子デバイスの研究・開発を加速～

量子コンピュータ実現に大きく近づく誤り耐性技術を開発
～誤りの大きな量子ゲートを用いても量子計算が可能に～

通信ネットワークを活用したライブ配信の高臨場感化に向けた共同研究開発
の実施について　～「東京宝塚劇場千秋楽」を高臨場感ライブ配信～

「インターネット利用における不安に関する国際比較調査」により安心と安全
の乖離を実証　～安全でも，不安を感じる日本人の特徴が明らかに～

英語短文穴埋め問題自動生成システムMAGIC の試験的公開
－創造的学習支援への期待を乗せて－

１テラヘルツ超の電波を室温で直接発生
世界初の電子デバイス開発

多機能な二量子ビット演算素子の開発に成功
～「制御反転演算」「交換演算」を１つの素子で実現～

「宮城発」新たな映像ソリューションの連携ビジネスに向けた実証実験につい
て　～HiKARi PARKのリニューアルオープンセレモニーの実施～

2009.4.30 NTT，九州大学
受容体の時間的な形状変化を観察することに成功
～ATP受容体の構造変化メカニズムを解明～

2008.12.25 慶應義塾大学，NTT
４K超高精細映像による多地点テレビ会議の実演に成功
～超高精細映像を利用したネットワーク協業の実現に向けて～

2008.5.26 NTT，大阪大学
世界初，テレポーテーション型の量子計算を実証
～光子を用いた量子コンピュータ実現に新たな突破口～
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海外との大学連携

NTTでは海外の大学との組織的連

携についても模索しており，現在はア

ジア地域の連携強化を意識して中国や

ベトナム，インドの大学と連携を進め

ています．習慣や法律の違いという課

題もあるため，国内大学と同様のかた

ちではなく，まずは研究にかかわるソ

フトウェアのオフショア開発を試験的

に実施している段階です．大学からは

新たな研究テーマの獲得や学生の訓練

になると好評であり，NTTにも人材交

流促進や費用効率化の面でメリットが

あります．

社会に役立つ成果を目指して

組織的な大学連携への取り組みは，

常に新たな研究テーマの創造に力を入

れて新陳代謝を図るとともに，ビジネ

ス化や社会展開を意識した骨太な研究

テーマをしっかりと育てること，人材

交流による相互理解や教育にも幅広く

継続的に取り組むことが重要です．大

学とNTTの間のWin-Winな関係に閉

じるのではなく，両者がこれまで培っ

てきた高度な研究・開発力を結集する

ことにより，日本の成長戦略や国際競

争力向上，社会的課題の解決に貢献

できるよう，今後さらに努力していき

ます．
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NTT R&Dの大学連携は，各大学の特徴を
活かし，互いの強みを補完して互いにメ
リットを享受する中から，さらに社会に貢
献できる成果創造を目指します．

◆問い合わせ先
NTTサービスインテグレーション基盤研究所
ビジネスプロモーションSEプロジェクト
TEL 0422-59-2189
FAX 0422-60-7855
E-mail silab-academic lab.ntt.co.jp

写真　慶應義塾・NTT 連携協議会主催シンポジウムの基調講演 


