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2020 Showcaseの取り組み

2020年に向けて

2020年のビッグイベントは，経済
再生，飛躍への起爆剤と期待されてい
ます．我が国のICTにかかわるサービ
スやインフラの高度化を図ることで，
全世界から訪日する外国人に日本の技
術力と魅力を感じていただき，世界に
日本のICTを発信する最高のショー
ケースと考えられます．加えて，社会
基盤整備，新ビジネス誕生などのさま
ざまなレガシーを創り出し，未来に引
き継ぐ機会にもなります．内閣府にお
いても大会での活用，大会開催に併せ
て実用化をめざす“科学技術イノベー
ション”の取り組みについてのタスク
フォースが立ち上がり，さまざまな検
討が進められています（1）．

NTT研究所では2020年に向けて，
革新的なUI（User Interface）・ メディ
ア技術を応用した新しい情報提示技術
や，ビッグデータ解析を活用したスト
レスのない移動支援技術など，さまざ
まな技術の研究開発を推進してきまし
た．特にNTTサービスエボリューショ
ン研究所では，「感動の共有」「最適な
ナビゲーション」「成長の支援」「人に
やさしいサービスデザイン」といった
テーマを進め，これらの取り組みによ

り2020年に象徴的サービスの創出と
「おもてなし」を実現できるよう，研
究開発を推進しています（2）．また私た
ちは，研究開発のみならず，新たな価
値を創造してともに発展していくこと
を目的とした異業種異分野の企業との
コラボレーションによって，研究開発
成果の実証，技術普及に向けた活動を
推進しています．

本特集では，最新の研究開発成果を
空港 ・ 駅，スタジアム，博物館 ・ 美術
館，各種展示会など，公共の場で実際
に使っていただく社会実証実験を推進
することで技術の実用化をめざす

「2020 Showcase」と呼ぶ取り組みに
ついて，事業会社の動向も交えながら
紹介します．

2020 Showcase

2020 Showcaseでは，2020年に向け
てビジネスパートナー候補と実フィー
ルドでの実証実験を行い，モデルケー
スやロールモデルの構築を図ることを
めざしています．実証実験を行う
フィールドは，訪日外国人の観光動線，
興味 ・ 関心，消費活動となる場を考慮
のうえ，戦略的に選定しています（図）．
それぞれのフィールドの特性および
2020年に向けて求められる技術と，私

たちの取り組みについて紹介します．
■Airport/Station

ほとんどの訪日外国人が最初に訪れ
る場所が空港であり，また駅は移動の
拠点となる場所です．

日本の玄関口である空港や駅では，
言語の違いや，不案内な場所における
移動 ・ 食事などの文化の違いによるス
トレスを感じさせないよう，訪日外国
人の情報へのアクセスを容易にする技
術が求められます．

これらの課題に対して，画像やその
他の認識技術を利用した“かざすUI”
による情報提供，人流を誘導するサイ
ン，音声案内の明瞭化，屋内外の地図
や経路を見通し良く簡潔に提示する技
術の開発を行っています．また羽田空
港，東京駅など，国内の主要な場所での
実証実験を進めています．NTTデータ
と共同で行っているなんば駅での実証
実験の話題も含め，詳細については本
特集記事『2020 Airport/Station─
訪日外国人向け空港～駅でのおもてな
し』で紹介します．
■Town

訪日外国人が楽しみにしていること
の 1 つに，日本の食事，名所めぐりや
街でのショッピングなどがあります．

街中の飲食店などでは，ますます増

2020 Showcase 象徴的サービス 社会実装

国内外に2020年に向けての最新技術を
発信する「2020 Showcase」

2020年のビッグイベントは国内外にイノベーションの成果を発信する絶
好の機会ととらえられます．本特集では，2020年に向けて開発した研究開
発成果の社会実装とその普及の加速化のためにNTTサービスエボリュー
ション研究所が中心となって推進している「2020 Showcase」の取り組みに
ついて，事業会社の状況も交えながら紹介します．
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加する訪日外国人や高齢者などのお客
さまを想定した情報提示も必要となっ
てきます．このため，年齢や属性など
のパーソナリティやサービスの目的に
合わせて，既存コンテンツをお客さま
が理解しやすい表現に変換する技術が
求められます．

これらの課題に対して，既存のWeb
コンテンツのデザインをお客さま属性
に応じて自動変換する技術や補足情報
を自動生成する技術を開発していま
す．詳細については本特集記事『2020 
Town─個人に応じた街中案内の実
現に向けた取り組み「Webデザインコ
ンバータ」』で紹介します．

また，観光地や地方商店街において
は，顧客接点の強化として，顧客の状
況 ・ 要望をさりげなく気付いて適切な
案内や顧客行動をサポートし，また，
コミュニケーションを活性化する技
術 ・ システムが求められます．

これらの課題に対して，センサやコ
ミュニケーションロボットに代表され
る各種デバイスをクラウドを介して容
易に連携させる技術を開発していま
す．また，人が多く集まる街 ・ 場所で
の実証実験を進めています．NTTコ
ミュニケーションズやNTT東日本と
それぞれ共同で行っている実証実験の
話題も含め，詳細については本特集記

事『2020 Town─AI技術を活用し
たデバイス連携「マチナカ」サービス
実現に向けて』で紹介します．
■Stadium

国際的なスポーツイベントでは，訪
日外国人や，初観戦の人など，大勢の
観客がスタジアムに足を運ぶと想定さ
れます．

混雑する大規模イベントでも安全に
効率良く回遊できるよう支援する技術
が求められます．また遠隔地にいる観
客にも，現地での観戦のように，白熱
する競技模様や，ほかの観客との盛り
上がりや一体感を届ける必要がありま
す．このような，あらゆる場所であた
かも競技場にいるかのような体験を感
じることができる超臨場感サービスの
実現が求められます．

これらの課題に対して，人流予測 ・
誘導技術や，超高臨場感リアルタイム
中継の実現に向けたイマーシブテレプ
レゼンス技術を開発しています．また，
イベント会場での人流予測 ・ 制御実証
実験(₃)や競技中継を模擬したイマーシ
ブテレプレゼンス実験などを進めてい
ます．イマーシブテレプレゼンス技術
の詳細については本特集記事『2020 
Public Viewing─イマーシブテレプ
レゼンス技術「Kirari!」』で紹介します．

図　「2020 Shocase」の実験フィールド
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■Hall/Convention Center
訪日外国人にとってはせっかくの機

会ですから，各種文化イベントや展示
会に参加するために，イベントホール
や会議場にも足を運ぶと想定されます．

イベントや展示会の場では，イベン
トそのものを各種演出によって盛り上
げる技術や，お客さまの円滑な観劇 ・
見学を支援する技術 ・ システムが求め
られます．また，ネットワーク利用状
況や各種アプリケーション利用状況を
リアルタイム表示するような，イベン
ト運営者をサポートする技術 ・ システ
ムも求められます．

これらの課題に対して，伝統芸能で
ある歌舞伎に最新のICTを融合させ
て，従来とは全く異なる歌舞伎演出
や，歌舞伎の楽しみ方を広げる取り組
みを行いました．また，NTT R&D
フォーラム2016では公式アプリを通
じてお客さまに最先端技術を体感い
ただく取り組みを行いました．これ
らの詳細については本特集記事『2020 
Entertainment─エンタメ×ICTに
よる新たなおもてなし』および『2020 
MICE─展示会×ICTによる新たな
おもてなし』で紹介します．

今後の展開

「2020 Showcase」を推進していく

うえでは，異業種異分野の企業とのコ
ラボレーションがキーポイントとなり
ます．詳細については本特集記事『異
業種連携によるコ ・ イノベーションの
推進』で紹介します．

NTTグループでは，2020の象徴的
サービス創出に向けて，異業種との新
たなコラボレーションによる研究開発
の推進と，その成果の社会実装を推進
し，未来に引き継ぐレガシーを創り出
していきます．
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窪薗  竜二

NTTサービスエボリューション研究所は，
2020の象徴的サービス創出に向けて，異
業種との新たなコラボレーションによる研
究開発を推進していきます．
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