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NTT R&Dの役割

NTT R&Dの役割は新しい技術をつ
くり，NTTグループの各事業会社の
力を借り，通信事業者を取り巻くトラ
フィックの爆発的な増加，サイバー攻
撃の高度化 ・ 巧妙化といった問題に
しっかり対応していくことです．これ
に加え，例えば生産性の向上，安全 ・
防災などさまざまな問題を克服し，そ
の結果として産業競争力の強化，社会
的課題の解決をめざしています．また
ICTがさまざまな分野で使われるた
め，NTTグループだけではなく，い
ろいろな分野の産業界の方々とパート
ナリングを行い，課題解決に取り組ん
でいます．

これから技術をさまざまな分野に広
げていくためには，使う人にとってよ
り自然なものにしていかなくてはなら

ないと考えています（図 1 ）．例えば，
私たちの思いを良く理解し意思が正し
く伝わるエンハンスという観点，人が

技術を意識しなくても高度な技術の恩
恵にあずかれるアンコンシャスという
観点， 1 人ひとりの違いに合わせて

本記事では2018年 2 月22～23日に開催された「NTT R&D
フォーラム2018」での，篠原弘道NTT代表取締役副社長 研究企
画部門長の講演を基に，NTT R&Dの最新の取り組みを紹介し
ます．
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NTT代表取締役副社長　研究企画部門長

豊かな未来を彩るR&Dをめざして

産業競争力強化

生産性向上
あらゆる個人の活躍

安全・防災
地方創生

持続可能な地球環境

サービタイゼーション

アンコンシャス

データ セントリック

アウェアネス

エンハンス バリアフリー

社会的課題克服

図 １ 　NTT R&Dのめざすもの
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パーソナルに技術を利用できるバリア
フリーという観点が必要になると考え
ています．また企業の立場からは，例
えば，お客さまの行動や取り巻く環境
の変化を迅速に把握できるアウェアネ
スという観点，さまざまなデータ処理
によって企業の業務プロセスを変革す
るだけでなく新しい価値を生み出して
意思決定をしていくデータセントリッ
クという観点，モノを提供するのでは
なくてコトを提供するサービタイゼー
ションという観点，すなわちお客さま
と企業のかかわりをより深い絆で結ぶ
ものに変わっていかなければならない
と考えています．

このような将来像をベースに，AI
（人工知能），メディア，IoT（Internet 
of Things），セキュリティ，そしてネッ
トワークがキーテクノロジになると考
えており，最新の取り組みについて紹
介します．

AI技術「corevo®」

NTTグループのAI技術を「corevo®」
というブランドネームで展開してお
り，AI技術を横断的に活用してさま
ざまなプレイヤーの皆様と一緒に新し
い変革を生み出していきたい（Co-
revolution）との思いを込めています． 
AIの研究開発にあたり 4 種類のAIに
取り組んでいます（図 ₂ ）．

1 つが人を補助するAgent-AI．次
が人を取り巻くさまざまなものから価
値を生み出していくAmbient-AI，さ
らに人の潜在意識や無意識を考慮して
人に寄りそうHeart-Touching-AI，最
後のNetwork-AIには ₂ つの意味があ
ります．1 つは複数のAIがネットワー
クでつながることでさらに新しい価値
を生み出していくもの，もう 1 つが
ネットワークにAI技術を適用するこ
とでネットワークの運用性を向上する

ものです．
■Agent-AI

Agent-AIの「聞く技術」「対話する
技術」について紹介します．

（1）　聞く技術
人が発した声をAgentが正しくとら

える技術として，非常に大きな騒音の
中でも人の声をきちんと聞き取る，雑
音抑制の技術が必要になります．現時
点では1₀₀ dBを超える雑音の環境下
でも人の声を聞き取る技術を完成させ
ています．大勢が同時に話していると
きに話者を識別する話者分離集音技術
では， 1 つのマイクで最大 ₆ 人が同
時に話してもそれぞれの話者の声を聞
き分けることができます．人が移動し
ながら話しても聞き取れる話者追随技
術や，離れたところから話しかけても
聞き取れる遠隔集音技術にも取り組ん
でいます．

集音した声を言語として理解するた
めには，その声が何の言語かが分から
なければなりません．これを可能にす
る音声言語識別技術に取り組んでお
り，発話が始まってから 1 秒で約
₉₀％， ₅ 秒の時間があれば₉₉％の確
率で今何語を話しているか判断可能で

す．何の言語かを判断した後に，言語
に応じた認識を行いデータ化します．
NTTの音声言語認識技術では，英語
に加えて東南アジアを中心に1₀言語
に対応しています．さらに人が技術を
意識せずに使えるようにするために，
例えば何種類もある日本の方言への対
応も充実させて進めています（図 ₃ ）．

音声言語認識の次は，人が一体何を
話しているかを理解する，発話理解の
技術を紹介します．人は 1 つのことを
多様な言い回しで表現します．ただ意
味しているところは 1 つなので，音声
言語認識によりデータ化された発言内
容を，高次元の意味ベクトルとして評
価し，その間の距離で意味の同一性を
判断する発話意図理解技術に取り組ん
でいます．例えば「ゴルフで飛ばない」
という発言と，「ドライバーの飛距離
を伸ばすにはどうすれば良いか」とい
う発言は，同じ意味ですが文字列は全
く違います．それが同じ意味であるこ
とを理解することがポイントです．発
話理解の ₂ 番目は，感情理解技術で
す．人の発話が，怒りなのか，喜んで
いるのか，満足しているのかを認識し
ます．怒りにもホットアンガーとコー

corevo : Co-revolution

さまざまなプレイヤーの皆様とともに
変革を生み出す

人間の発する情報を基に，人間をサポート

人間・モノ・環境を読み解き，近未来を瞬時に予測・制御

心と身体を読み解き，深層心理・知性・本能を理解

・複数のAIが集合知となり，社会システム全体を最適化
・ネットワーク分野へのAI適用

Agent-AI

Ambient-AI

Heart-Touching-AI

Network-AI

corevoホームページ
http://www.ntt.co.jp/corevo/

図 ₂ 　NTTグループのAI技術　「corevo®」
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ルドアンガーがあります．ホットアン
ガーとは，声を荒らげて怒るものです．
コールドアンガーとは日本人に特有と
いわれていますが，非常に冷静に，嫌
みっぽく怒るものです．現在では，ホッ
トアンガー，コールドアンガー，満足，
喜び，悲しみの感情について理解でき
ます．

（2）　対話する技術
人と会話をする中で，うまく間が取

れる人と，そうでない人がいると思い
ますが，今のAgentはほとんどうまく
間が取れません．人が話し終わったと
きに，それは間なのか，それとも会話
が終わったのかを認識しないと，間の
制御はうまくいきません．対話制御技
術では，自然な対話を実現するために，

間や会話の終了をAgentが判断して適
切に答えることや，Agentが話してい
る最中に割り込んでも対応できる割り
込み発話の検知を実現しています．

Agentが発話するときに，できれば
自分の声で発話させたい場合もあると
思います．クロスリンガル音声合成技
術では，₃₀分程度の日本語の収録音声
から，日本語でどんな言葉でも自分の
声質で音声を合成することができま
す．さらに他の言語のデータを加える
ことで，話者の声質を保ったまま，英
語など他の言語での合成音声を実現し
ています．

対話には質疑応答のような目的を
持ったタスク対話と，特にテーマを定
めない雑談対話があります．実は日常
生活の対話の約 ₆ 割は雑談だといわ
れており，Agentもタスク対話に加え
て，雑談ができることが重要です．こ
れに向けて大量のテキストデータと，
対話研究に基づくルールから幅広い話
題を生成し，いくらでも雑談を続ける
ことができる雑談対話技術をつくり上
げています．ただどうしてもAgentと
人の雑談では，人の意に沿わない方向
に話が流れることがあり，これを解決
するために，話題の制御にも取り組ん
でいます．人が ₂ 体のAgentと話すこ
とで，対話が何か変になった場合に，
もう 1 体のAgentが助け舟を出すこと
で，いつの間にか対話がスムーズにな
るものです．

（3）　Agent-AIの事例
「聞く技術」を車内で活用する「イ

ンテリジェントマイク for car」を紹
介します（図 ₄ ）．この技術の特徴は
インテリジェントマイクと，低遅延の
ハウリング抑圧技術を組み合わせるこ
とで，違和感のない車内でのコミュニ
ケーションを実現しているところで
す．小さな車であれば後ろの席から前

自然なインカーコミュニケーション

任意の座席からの音声での
機器制御

国際標準規格を満たした
ハンズフリー通話

eCall対応

低遅延ハウリング抑圧技術

任意座席集音技術

小型端末向け
エコーキャンセラ技術

走行雑音

マイクアレイ

スピーカ

図 ₄ 　インテリジェントマイク　for car

10言語に対応 方言に対応

訪日外国人
年間2400万人

地方の
高齢者も安心

音声言語識別技術 1秒の発話でも
高精度に識別

音声言語認識技術

日本語音声認識

韓国語音声認識

北京語音声認識

英語音声認識

안녕하세요

音声言語識別

안녕하세요 言語ごとの音声認識
処理に振り分け 

韓国語北京語

広東語

タイ語

マレー語
インドネシア語

ベトナム語
台湾語

日本語 英語 札幌

仙台

名古屋

大阪広島
博多
熊本

図 ₃ 　言語理解
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の席に話しかけても聞こえると思いま
すが， ₃ 列も 4 列もあるようなワゴ
ン車などでは，一番後ろの席の人が運
転手に話しかけるときには，ロードノ
イズや音楽などがあり，なかなかうま
く聞こえません．本技術を使うことで，
どの座席間でも，スムーズな会話を行
うことが可能です．また任意の座席に
座った人の声でエアコンやルームライ
トなどのさまざまな機器の操作も可能
です．さらにエコーキャンセラ技術に
より，小型マイクスピーカ端末でも音
声品質を保ったハンズフリー通話を実
現し，事故などが起きた場合の緊急通
報システムとして，ヨーロッパで義務
付けられているeCallの基準を満たし
ました．
■Ambient-AI

Ambient-AIとして，人の流れ，人
口分布の予測に取り組んでいます．

NTTドコモが持つスマートフォンや
携帯電話の電波状況を基にした人口統
計データに気象データやイベントデー
タなど組み合わせ，例えば₃₀分後の人
口分布はどうなるか， 1 時間後， ₂
時間後の人口分布はどうなるかを予測
する技術に取り組んでいます（図 ₅ ）．
この技術を用いてNTTドコモが「AI
タクシー®＊ 1 」として，₂₀1₈年 ₂ 月1₅
日からサービスを開始しており，すで
に東京都と名古屋の ₂ つのタクシー
会社で活用されています． 1 年前から
実施した実証実験では，ドライバーの
収入が上がり，お客さまの待ち時間が
減るという効果が確認できました．

「AIタクシー®」では₃₀分後の人口分
布まで予想していますが，時空間変数
オンライン予測技術を使い，それをさ
らに伸ばし， 1 時間後， ₂ 時間後の
人口分布の予測に取り組み，「近未来

人数予測TM＊ ₂ 」として実証実験を行っ
ています．

人口分布を予測するだけではなく，
人流を制御することで，混雑を減らす，
事故を減らすことが大切になると考
え，人流誘導にも取り組んでいます．
例えばスポーツのイベントやコンサー
トなどが終わった後に，一斉に人が駅
へ行くと大混雑が起きます．混雑を避
けて効率良く人を送り出すことに使え
ると考え，学習型誘導技術に取り組ん
でいます．

もう 1 つ全く違ったAmbient-AIと
して正しい答えが非常に少ないデータ
群から正解だけを高精度に学習する
pAUC（partial Area Under ROC 

時空間にまたがる
多様なデータ

携帯電話ネットワークの
仕組みを利用して作成される

人口統計

運行データ

…

データに基づき
未来の変動を予測

多次元複合
データ分析技術

時空間変数
オンライン予測技術

AIタクシーⓇ

近未来人数予測TM

売上向上，待ち時間短縮

2018年2月15日サービス開始

混雑緩和・周遊性向上，
警備人員最適化

実証実験実施中

9割を上回る予測精度

混雑エリア

快適エリア

混雑エリア

人が集まる場所・時間に応じた
サイネージ 広 告を流し
商業施設の利用需要を喚起

観光地の混雑状況を参考に
混雑を避けて快適に観光

移動需要に応じた台数・ルートで
移動手段を効率的に配車

図 ₅ 　近未来の人口分布の予測

＊1	 「AIタクシー」は株式会社NTTドコモの登録
商標です．

＊2	 「近未来人数予測」は株式会社NTTドコモ
の商標です．
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Curve）最大化学習を紹介します．科
学技術振興機構，東京大学，筑波大学，
統計数理研究所と宇宙撮像データの解
析に取り組んでおり，NTTはこの技
術で大量の宇宙撮像データからIa型超
新星の自動検出を実現しました．学習
データの中に超新星は1₀₀₀個に 1 個
程度しかありませんが，この技術によ
り，従来の数1₀₀分の 1 の観測稼働で
超新星を絞り込めるようになりました．
■Network-AI

ネットワークにAI技術を適用する
ことで，さまざまなネットワーク装置
のログデータを分析し，潜在的な故障
や需要変化を予見的 ・ 早期に検知し事
前の制御や早期の復旧が可能になると
考えています．ネットワーク異常検知
技術では，さまざまなネットワーク装
置のログデータを学習しますが，故障
や異常状態のログは稀であり，この学
習はあまりできません．そこで深層学
習を用いて正常状態のログデータを学
習し，この状態との差を見分けること
で，サイレント故障などの異常を見つ
け，ネットワークの運用性の向上に取
り組んでいます．

また，通信インフラに電信柱とケー
ブルがあります．これを車載のレーザ
測定器により自動的に計測しデータ処
理することで，電信柱の傾きや，ケー
ブルの垂れ下がりを検知し，少ない人
数でも保守可能とする₂D-₃Dマッチン
グ技術にも取り組んでいます．
■Heart-Touching-AI技術

スポーツ脳科学プロジェクトについ
て紹介します．この取り組みでは一流
アスリートが運動するときの脳の働き
がアマチュアとどう違うかを研究して
います．この研究の中で一流アスリー
トは，意識レベルではなくて，無意識，
潜在意識の中に違いがあることが分
かってきました．人の行動の中で，無

意識や潜在意識が果たす役割を深く研
究することで，人にとってより心地良
いAIをつくり出すことができると考
えています．

高臨場メディア技術

高臨場メディア技術では大きく ₃
つのアプローチで取り組んでいます．
1 つは空間を伝送する ・ 創る，イマー
シブテレプレゼンス技術「Kirari!®」
に代表される技術です．もう 1 つは空
間に潜り込む，例えば野球のバッター
になり，プロの投げた球を見たらどの
ように見えるか，選手目線を体験でき
る技術です．最後は錯覚を利用した空
間演出に取り組んでいます．このよう
なさまざまな技術により，スポーツ，
芸能，演劇などでより高い価値，新し
い感動を生むことができると考えてい
ます．もちろん画素数を上げることも
大事ですが，性能や精度以外にもプラ
スαでいろいろな可能性が出てくると
考えています．
■空間を伝送する ･創る

イマーシブテレプレゼンス技術
「Kirari!®」を紹介します．₂₀1₅年の

NTT R＆Dフォーラムでは録画した
映像を切り抜き疑似₃Dで投影し，
₂₀1₆年は私の基調講演で初めてリア
ルタイムに被写体を抽出しました．
₂₀1₇年はより高解像でワイドな抽出
を行い，Kirari!®の今後の方向として，
来年はアリーナ型で観客席から丸ごと
観られる，すなわち，一方向からだけ
でなく， 4 方向から立体像を投影でき
る技術を確立していくと説明しまし
た．そして₂₀1₈年， 4 方向から観ら
れるアリーナ型のKirari!®を実現し

（図 ₆ ）， 4 方向から空手やアイスス
ケートの観戦ができる技術を確立しま
した．

Kirari!®のAdvanced-MMT（MPEG 
Media Transport）技術は，異なる場
所から送信されたデータの同期を取る
ことができます．それを実証するため
に，₂₀1₇年の秋に ₃ 人組のダンスユ
ニットPerfumeが， 1 人は東京， 1 人
はロンドン， 1 人はニューヨークから
同時にダンスを踊り映像を同期させた
ライブ中継を実現しました．東京，ロ
ンドン，ニューヨークではそれぞれ距
離が 1 万kmあり遅延があります．伝

4 方向から
立体像を視聴できる

新しい体験

3次元センシング・
オブジェクト追跡技術

3次元実空間
映像定位技術

裸眼 3 D映像
処理・表示技術

図 ₆ 　アリーナ型 Kirari!®
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送路の揺らぎもあり，本来はそれぞれ
の映像がずれますが，完全に同期させ
たライブ中継を実現しました．
■空間を演出する

錯覚を利用した空間演出の技術を紹
介します． ₃ 次元の映画はすでにあり
ますが，映画館では専用めがねをかけ
て見ないと像がぼけて見えます． ₂ 人
で映画を見に行き， 1 人が ₃ 次元で
観たい，もう 1 人が ₂ 次元で観たい

場合，別々のホールに入らないといけ
ません．Hidden Stereoでは，光のパ
ターンを加えることによりメガネをか
けなければ₂D，メガネをかけると₃D
で見える，錯覚を使った技術に取り組
んでいます（図 ₇ ）．

IoTの取り組み

IoTが急速に立ち上がっています．
ただ一言でIoTといっても分野により

要求条件が異なるので， 1 種類のプ
ラットフォームでさまざまなIoTに対
応することはできません．その一方で
個別にIoTのシステムをつくると，技
術の再利用が難しくなるので，アーキ
テクチャを共通化しておくことが大切
だと考えています．NTTでは，IoTの
基本アーキテクチャを定めて（図 ₈ ），
いくつかの産業分野で用途に応じた
IoTの開発を行っています．
■工場での製造 ･生産の最適化

工場のさまざまな工作機械をリアル
タイムに相互連携させ，スマートフォ
ンのように最新のアプリケーションを
自由にダウンロードすることで生産効
率を上げることができる，進化する工
場をねらい取り組んでいます．技術的
な観点では，リアルタイム性を実現す
るために，クラウドではなく工作機械
に近いエッジ側に必要機能を配備する
エッジコンピューティング技術が重要
になります．また，さまざまな種類の
工作機械の情報を共通的なデータとし
て流通させるIoTデータ交換技術や，
用途に応じてアプリケーションを使い
分けられるソフトウェアコンポーネン
ト配信技術を組み合わせ，ファナック
株 式 会 社 と 協 業 し，₂₀1₇年1₀月 に
FIELD System＊ ₃ のサービスを開始
しました．
■次世代船舶IoT実現の加速

船舶に搭載されているさまざまなセ
ンサのデータを処理し，効率的かつ安
全に運航を行う船舶IoTの取り組みを
紹介します．一般的なIoTとの大きな
違いは，船舶は海上にあり陸上のオペ
レーションセンタとは距離が離れてお

元画像　I

視差誘導パターン  D

左目用画像
L=I+D 

視差誘導パターン  ̶D

互いに打ち消し合うパターンを
2D画像に足し込み左右画像を生成

右目用画像
R=I̶D 

２Dと３D，どちらも同時
に楽しめます

2Dシーン

3Dシーン

L

R

2I

図 ₇ 　Hidden Stereo
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外部システム
用途に応じた
機能の組合せ

ソフトウェアコンポーネントプラットフォーム

図 ₈ 　IoT基本アーキテクチャ

＊3	 「FIELD（FANUC Intelligent Edge Link and 
Drive）system」は，FANUCの構想の下， 
Cisco Systems，Rockwell Automation，
Preferred Networks，およびNTTグループ
と 共同で開発した製造業向けのIoTシステ
ムです．
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り，その間が衛星回線という非常に
ビットレートが低い通信しか使えない
ことです．このような環境の中，船舶
のさまざまなセンサのデータを船上で
一次処理を行い，処理結果を陸上に送
信し，陸上のセンタからのオペレー
ション実施や，最新のソフトウェアを
配信する実証実験に日本郵船株式会
社，株式会社MTIと取り組んでいま
す．センサが船舶に局在化している一
方で，衛星回線の制約があることから，
エッジコンピューティングとクラウド
のハイブリッドの構成での処理技術が
重要になります．
■hitoe®による健康管理

リハビリ患者の方に生体信号を取る
hitoe®のシャツを着ていただき，正し
いリハビリをすることで入院期間を短
くし，早く退院できることをめざした
取り組みを紹介します（図 9 ）．今は
まだ心拍の情報だけを活用しています
が，今後筋肉の電位を測ることにより
適切なリハビリかを把握できるよう
に，藤田保健衛生大学，東レ株式会社
と取り組んでいます．このためには連
続的な生体データをリアルタイムに処

理するための高速分散処理基盤，多数
の人のデータを集めるIoTゲート技術
が重要になります．
■コネクティッドカーの取り組み

コネクティッドカーの分野ではトヨ
タ自動車株式会社と実際の要求条件の
確認へ鋭意取り組んでいます．検討を
進めると，車の台数の多さもあり，非
常に難しいことが分かってきています．

コネクティッドカーでは技術的な観
点に加えて，NTTとトヨタの組み合
わせならうまく動作するけれども他社
の車ではうまく動かない，事故になる
のでは困りますので，技術が国際標準
化され関連業界で普及する必要があり
ます．各社が一体となり取り組む協調
領域と，個別の競争領域とがあります
ので，この協調領域の技術開発を共同
で進め，標準化することをねらいとし
て Automotive Edge Computing 
Consortiumを立ち上げました．グロー
バルないろいろな企業に参加していた
だき，次の世代の自動車に貢献してい
きます．

セキュリティの取り組み

サイバーセキュリティや暗号理論の
研究開発に取り組み，通信を守ること
は重要ですが，それに加え社会や企業
を守るためには制御系セキュリティが
必要です．NTTではIoTセキュリティ
や，情報をしっかり守るITセキュリ
ティにも取り組んでいます．
■制御系セキュリティ

一般的に情報システムは機密性，情
報が漏れないことを重視しますが，制
御システムでは可用性，動き続けるこ
とを重視するという違いがあります．
そこで三菱重工業株式会社と協業し制
御系システムに対するサイバー攻撃を
自動検知して，防御策を施すセキュリ
ティ技術 InteRSePT®＊ 4 を開発しま
した．ポイントはサイバー攻撃を検知
した際，単に通信を遮断するのではな
く，例えばシステムにより，遮断すべ
きもの，遮断せずに稼動状態を継続な
ど，固有の条件に添って動作し，制御
系システム全体が継続運用できること
です．また，一般的な通信とは異なる，
発生頻度や周期が特有な制御システム
のプロトコルに対応しています．

コネクティッドカーのセキュリティ
技術にも取り組んでいます（図10）．
車はネットワークでつながった存在に
なっており，車にサイバー攻撃が行わ
れたときには，攻撃を検知して迅速に
対応することが必要です．現時点では，
車載の検知エンジンが攻撃による異常
な振る舞いを検知できるところまでは
出来上がっており，攻撃を検知したら
危なくないように停車するレベルにあ
ります．次のレベルとして，クラウド
と連携し，高精度な検知や対処ができ

効果的なリハビリプログラム
を立案し早期回復へ

リハビリ患者をモニタリング

院内だけでなく退院後の在宅支援や見守りへの応用を検討

リハビリ患者の状態を可視化

生体情報分析プラットフォーム

高速分散処理基盤

筋活動

姿勢・歩行

心理的安定度

中枢性疲労

睡眠深さ

残存体力

多量・多種
データ収容

病院

LAN

IoTゲート

LTE

在宅など
hitoe トランスミッタ

hitoe

図 9 　hitoe®による健康管理
＊4	 「InteRSePT」はIntegrated Resilient 

Security and Proactive Technologyの略
で，三菱重工株式会社の登録商標です．
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ると考えています．
■IoTセキュリティ

IoTの認証技術では，公開鍵暗号の
一種であり，識別子（ID）を利用し
た暗号方式であるIDベース暗号を用
い，クラウドとIoT機器間の相互認証
技術FSUに取り組んでいます．FSU
は国際標準 （ISO/IEC 11₇₇₀- ₃ ）に
採録された認証方式で，デバイスの認
証情報をサーバ側が持たないため，認
証情報が漏洩するリスクがありませ
ん．またデバイスにパスワードや証明
書が不要になるため，非常に簡便に認
証できる特徴があります．

IoT機器異常検知技術では，IoTゲー
トウェイが観測したトラフィック情報
や機器情報を分析サーバに転送し，機
械学習を用いて学習，監視を行います．
これにより未知のサイバー攻撃が発生
したとしても高精度に異常を検知する
技術に取り組んでいます．

■ITセキュリティ
PCなどに代表されるエンドポイン

トの防御としてのマルウェアの検知
は，現在は主にファイルのパターン
マッチングによって対応しています
が，昨今多くの亜種がつくられており，
パターンマッチングでは検知できない
マルウェアが増加しています．テイン
ト解析とシンボリック実行の ₂ つの
技術では，マルウェアを挙動で検知す
ることができます．これにより従来検
知できなかったマルウェアを検知でき
ます．

また，秘匿管理ができるブロック
チェーン技術にも取り組んでいます

（図11）．ブロックチェーンはさまざま
な場面で使われ始めており，ビジネス
の中での活用も想定されています．ビ
ジネスでは第三者に開示したくない
データを扱う場合もあります．ブロッ
クチェーンの特徴は元々，権限が分散

されていることが大きなポイントです
ので，権限を分散したままでも，誰が
データを見ることができて，誰ができ
ないといったデータの開示制御を実現
しています．

ネットワークの取り組み

ネットワークを取り巻く環境も大き
く変わってきています．トラフィック
はますます増加し，消費電力も増加し
ています．ネットワークへのアクセス
手段もモバイルと固定回線だけではな
く，Wi-FiやLoRaなどさまざまなア
クセス手段をシームレスに使い分けた
いというニーズが出てきています．通
信 設 備 のSDN（Software Defi ned 
Ne twork ing）/NFV（Network 
Functions Virtualisation）化が進展
してきていることに加え，北米では
Amazon, Google, Facebookといった
OTT（Over The Top）事業者の設備
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図１₀　コネクティッドカーへのサイバー攻撃の検知
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投資が，通信事業者を超える状況にな
りつつあります．また，通信設備のソ
フトウェア化に伴い，オープンソース
を活用する流れが見えてきています．
通信事業者のNTTとしても，今まで
のやり方では時代遅れになりますの
で，この流れをいち早く取り入れて新
しいネットワークの開発に取り組んで
います．

■ハイエンドルータの仮想化 ･汎
用化
従来のハイエンドルータは 1 つの

機器の中に，転送機能，制御機能，サー
ビス機能が搭載されていました．これ
からはこれら機能を分離し，オープン
ソースを活用して，転送機能を汎用ス
イッチやホワイトボックススイッチに
載せて，制御機能はネットワークコン

トローラに載せて，サービス機能はク
ラウドに載せるマルチサービスファブ
リック（MSF）に取り組んでいきます．
実際に試作したところ，従来に比べて
スイッチ容量の向上，省スペース化，
省電力化が可能になっています（図
1₂）．このような取り組みをグローバ
ル に 進 め て い く た め に，Open 
Network Foundationや，Telecom 
Infra Projectをはじめ，多様なオー
プンソースのプロジェクト，オープン
コミュニティ活動に参加し開発を進め
ています．

基礎研究の取り組み

最近基礎研究から商用化までの時間
が非常に短くなってきています．AI
の急速な発展により，音響系，音声系，
言語系の基礎研究が一気に実用化に移
行する場合もあります．基礎研究は，
NTTグループ，NTT R&Dの持続的
な発展のために，さらに強化すべきも
のだと考えています．
■LASOLV

基礎研究から最近出てきた，新しい
コンピュータについて紹介します．組
合せ最適化問題の一例として，巡回
セールスマン問題があります．都市を
一度ずつめぐり出発地に戻る際の総移
動コストが最小のものを求める問題で
すが，訪れる都市の組合せの数が少な
いときには誰でも簡単に解けます．と
ころが組合せの数が増えていくと，莫
大な計算が必要になります．このよう
な組合せ最適化問題は従来のコン
ピュータでは解けない問題でした．

この問題を解決するための物理現象
を利用したコンピュータとして，問題
を磁石の配置に置き換えて，磁石が一
番安定的に止まったところが答えにな
るイジングモデルという考え方があり
ます．LASOLVでは，磁石の代わり

従来のハイエンドルータ マルチサービスファブリック（MSF）

省スペース・
省電力

サービス機能

制御
機能

制御
機能
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仮想化
クラウド

…

SDN

汎用化

基本機能

NTT発
OSS

ネットワークコントローラ転送
機能

転送
機能

SW容量    約4.5割向上

装置サイズ　約2割削減
消費電力   約6割削減

汎用スイッチ・ホワイトボックススイッチ

サービスサービス

サービス サービス

図１₂　ハイエンドルータの仮想化・汎用化

構造化データ開示制御技術

第三者に開示したくないデータを扱うシーンへもブロックチェーン適用を可能に

共通鍵で暗号化

ユーザ 2の公開鍵で
共通鍵を暗号化

（鍵に鍵をかける）

データＡ

登録
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図１１　秘匿管理ができるブロックチェーン
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に光パルスを用いて，光による新しい
コンピュータを実現しました（図1₃）．
名前はLaser（光）でSolve（解決）
するところから付けています．一番の
ポイントは位相感応増幅器というキー
デバイスで，昔からNTT R&Dで取り
組んでいたものです．またほかのイジ
ングモデルを用いたコンピュータでは
約－₂₀₀度という極低温で動かすた
め，大きな冷凍設備が必要ですが，
LASOLVは常温で動く特徴がありま
す．₂₀1₇年11月からQNNcloud（1）とし
て公開しています．

今のLASOLVの性能は，₂₀₀₀ノー
ド ・ ₂₀₀万ノード結合の規模の問題が
解け，世界レベルでもトップクラスで
すが，₂₀1₉年か₂₀₂₀年には1₀万ノー
ド ・ 1₀₀億ノード間結合の超大規模計
算ができることをめざしています．

LASOLVは例えば新薬の探索や，
交通の渋滞緩和に役立ちますが，今は
数学や物理の専門知識が必要になるた
め，新薬の開発者がLASOLVを気軽
に 使 う こ と は 難 し い 状 況 で す．
LASOLVを特殊なプログラミング知
識なしで誰でも利用可能な環境を早く
つくることが大切だと考えています．
■ツチニカエルでんち®

IoTが進展すれば，さまざまなセン
サがあちこちにばら撒かれていくで
しょう．そのセンサの中にはバッテリ
や，回路があります．使用後にこれら
を回収することができれば良いのです
が，回収できない場合でも自然に悪影
響を与えない，土に還る電池をつくり
ました（図1₄）．この電池は肥料や生
物由来の材料だけで構成されていま
す．現時点ではランプが点き，ブザー
を鳴らせます．市販の電池に比べると
バッテリの容量が約1₀分の 1 で使える
時間が短いため，これをより長くする
技術開発がこれから必要になります．

お わ り に

広く世の中の方々とコラボレーショ
ンし，新しい価値を生み出していくた
めには， ₂ つの力が大事だと考えてい
ます． 1 つは私たち自身が先端的技術
を極める能力，もう 1 方はパートナー
の方々と一緒にお互いが持つ技術の強

みを組み合わせていく能力，この ₂ つ
を磨き上げ，社会や皆様の発展に貢
献 ・ 寄与できるよう，今後もしっかり
と力を注ぎ続けます．

■参考文献
（1） https://qnncloud.com/index-jp.html

光デバイスの量子力学的な特性を活かし，
さまざまな最適化問題を高速に解く新しい計算機

磁石の代わりに光の信号で表現
S

N

光通信の技術

クラウド上で
計算を体験

2017年11月から公開

常温で動作問題の答え

長さ1 kmの
光ファイバリング

位相感応増幅器 何回も周回するうちに
安定な磁石の向きの組合せに
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