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NTT R&Dフォーラム2015 基調講演

NTT R＆Dのめざす方向性

日本では，人口減少や少子高齢化，
医療費負担増大，社会インフラの老朽
化といった社会的課題や，国を元気に
するための産業競争力の強化，地方創
生，2020年のビッグイベントなどさ
まざまな課題がこれから降りかかろう
としています．加えて，ネットワーク
上を流れるトラフィックは今後ますま
す増え，セキュリティの脅威に関して
は，単に数が増大するだけではなく，
影響を及ぼす範囲が広がっていくと考
えています．

NTTグループは我々の武器である
ICTを活用しさまざまなパートナーの
皆様と協力して，これらの課題解決に
向けて取り組みたいと考えています．
NTT R&Dの役割はこれらの課題解決
に資する技術を提供することです．

NTT R&Dでは，基盤技術上に ５ つの
プロジェクト「ビッグデータ」「セキュ
リティ」「クラウド」「ネットワーク」

「メディア ・ 知識処理」を大きなテー

マとして位置付け，特定の研究所に閉
じて取り組むのではなく，研究所を横
断するテーマとして進めたいと考え
ています（図 1 ）．

Co-Innovationが拓く未来
〜Co-Innovation Leading to the Future〜

日本を取り巻く社会的環境変化等をふまえ，ICT（Information 
and Communication Technology）を活用しパートナーと協力して
諸課題解決に邁進するNTT R&Dの取り組みを紹介します．本
記事は2015年 2 月19〜20日に開催された「NTT R&Dフォーラ
ム2015」での，篠原弘道NTT代表取締役副社長 研究企画部門長
の講演を基に構成したものです．
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図 1 　R&Dの役割
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（1）　ビッグデータ：プレディクティブ
NTT R&Dが重点化する「プレディ

クティブ」なビッグデータでは，漠然
とした未来の予測ではなく，いつ ・ 何
が起こるのかを時間と空間を特定して
予測することをめざします（図 2 ）．そ
の中核技術である時空間多次元集合
データ分析は，空間と時間を 1 つの多
次元の軸としてとらえてモデル化し，
発生時期を予測する特徴を持っていま
す．また，ビッグデータ処理ではパー
ソナルデータの扱いが課題になるた
め，集合データのままで分析すること
にも取り組んでいます．時空間多次元
集合データ分析に加えて，リアルタイ
ムの機械学習エンジンのJubatus，並
びにグラフ分析技術のGraponの 3 技
術を組み合わせることによって，人 ・
モノ ・ 情報の流れを分析し，いつ ・ ど
こで ・ 何が起こるかを予測することで，
例えば，実社会における人の流れや交
通流を制御することや，通信インフラ
におけるトラフィックの制御や故障の
予測に取り組みたいと思っています．

取り組もうと思ったきっかけは，
2011年の東日本大震災であります．津
波から逃げるために大勢の方が車で避
難しましたが，ほとんどの方が同じ方
向をめざしたため，交通渋滞が起きて，
多くの命が失われました．そのときに
一番感じたのは，個別最適ではなく，
全体最適になるような誘導をしなけれ
ばならない．そのための分析技術の具
体的な取り組みをこれから進めたいと
思っています．

（2）　セキュリティ：バイ ・ デザイン
これまでは，暗号理論を核とした

データセキュリティ，マルウェア分析
を核としたネットワークセキュリ
ティ，予兆段階で脅威を検出するプロ

アクティブセキュリティ，そして，実
際に脅威が発生したときにリアルタイ
ムに対処するリアクティブセキュリ
ティの 4 つについて重点的に取り組
んできました．今後も継続してこれら
に取り組みますが，加えて，ネットワー
クやシステムを企画 ・ 開発する段階か

ら予防的対処を充実させるセキュリ
ティクオリティマネジメントも新たに
重点化したいと思います（図 3 ）．

セキュリティクオリティマネジメン
トをネットワーク設計に適用した事例
では，ネットワーク全体を見通したと
きの保護対象の洗い出し ・ そのうえで

【基本技術】　世界最先端の技術創出
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図 3 　セキュリティ　バイ・デザイン
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図 2 　ビッグデータ　プレディクティブ
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の脅威の分析 ・ リスク評価 ・ 対応策の
検討を行い，検討結果に基づいてネッ
トワーク設計並びにシステム設計に反
映していきます．このように，あらか
じめ設計段階からセキュリティを十分
考慮することによって，運用段階でセ
キュリティ対応するのに比べて，コスト

（セキュリティリスク）を100分の 1
に削減できることが明らかになって
います．

（3）　クラウド：マルチラテラル
NTTグループは，グローバルクラ

ウドを成長の柱と位置付け，コストが
安く，安心 ・ 安全にご利用いただける，
お客さまのご要望に応じて柔軟 ・ 迅速
に既存のオンプレミスから移行できる
クラウド技術に取り組んできました．
今後は，それらの技術に加えて，お客
さまが「マルチラテラル」なコラボ
レーションを実現できる，新たな技
術に取り組みたいと思っています（図

4 ）．なぜならば，今後さまざまな新
しい価値を生み出していくためには，
既存の業界に閉じたビジネスではな
く，複数の業界が連携もしくは融合す
るビジネスが非常に大事になってくる
からです．NTT R&Dでは，NTTグ
ループのデータセンター内 ・ 間で，複
数のお客さまをまたいでアプリケー
ションやデータを共有できる仕組みを
つくることや，NTTグループもしく
は外部のイネイブラーが持っている
ビッグデータ分析や映像開発技術など
と組み合わせて，単にデータを預ける
のではなく，データを複数事業者間で
うまくコラボレーションしながら解析
し新しい価値を生み出します．

（4）　ネットワーク：ディペンダブル＆
エラスティック

そろそろ新しいネットワークについ
て考える時期に来ているのではないか
と思っています．その理由は 2 つあり

ます． 1 つは技術的な観点であり，汎
用サーバの性能が飛躍的に向上してい
ることをかんがみると，従来のキャリ
ア専用装置に縛られる時代から汎用品
を活用したネットワーク ・ システム構
成に向かえるのではないかと考えてい
ます．もう 1 つはキャリアとしての観
点であり，もっと「ディペンダブル ・
エラスティック」なネットワークやシ
ステムが欲しいと考えています．この
10年間で事業環境は激しく変わりま
したが，今後も変化する環境に柔軟に
対応できるネットワーク ・ システムで
なければなりません．また，選ばれる
バリューパートナーとしてさまざまな
サービスプロバイダの方々と連携する
ためにも，多様な要求条件に対して，
迅速 ・ 柔軟 ・ 経済的にこたえていかな
ければならないと思っています．

このような新しいネットワークに対
する取り組みを，インターネット ・ 通

コラボレーションによる新たなビジネス創造

画像・音声認識 …

DevOps 故障検知 映像解析 言語処理 機械翻訳

モバイル
テスティング 人流分析

論理的な
コラボレーション環境

クラウド

A社

B社
C社

クラウド

NTTグループ内外の
さまざまなイネーブラ
との組み合わせによる
付加価値を提供

NTTグループのデータセンタ内・
間で複数のお客さまをまたいで
アプリケーションやデータを共有

アプリケーションを快適
動作させるクラウド
インフラを提供

図 4 　クラウド　マルチラテラル
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信の過去を知り未来へ活かしていくと
いう意味を持つNetroという言葉に，
大気の意味を持つAtmosphereという
言葉を合わせて「NetroSphere」と名
付けました．これまでのネットワーク
技術や知見を総合化して，ありふれた
部品を自由自在に組み合わせさまざま
なお客さまのニーズや事業環境の変化
に対応できるような空間をつくってい
きます．

NetroSphereはトランスポート，ト
ランスポートを制御するネットワーク
機能，そしてネットワーク全体を運用
するオペレーションの 3 つから成り
立っており，キーポイントは「分離」と

「組み合わせ」だと考えています（図 ₅ ）．
仮想化技術ではハードウェアとソフト
ウェアの分離といわれておりますが，
NTT R&Dは，さらに細かい部品レベ
ルの分離を考えています．

トランスポートについては，光と電
気を分離し徹底的なオール光化をめざ

します．電気処理を極力少なくするこ
とによって装置の数を減らし，保守を
する対象物を減らしていきます．加え
て，ネットワーク機能をソフトウェア
化して，ハードウェアについては汎用
品を徹底的に使う方向性を考えていま
す．この考えをNTT 1 社だけではな
く，グローバルレベルでさまざまな
キャリアと協調して，早い段階で移行
していきたいと考えています．

ネットワークの機能についても，ア
プリケーションを徹底的に部品化して
いくことが必要だと考えています．機
能間の共通要件についてはプラット
フォームとして提供することで，部品
化したアプリケーションをシンプルに
していくことを考えています．それに
より，サービスの導入 ・ 変更が容易に
なると考えています．かつ，プラット
フォームを分散化することによって信
頼性もコストをかけずに実現すること
ができると考えています．

オペレーションについては，これら
の部品をうまく運用できる機能を備
え，また，さまざまなプレイヤーの多
様な要求に迅速にこたえていくAPIを
お客さまに見せることを考えていま
す．加えて，プロアクティブな保守を
めざし，機械学習を用いてトラブルや
品質劣化を未然に予測して対処してい
きたいと考えています．

（5）　メディア ・ 知識処理：セマン
ティック＆リアル

大きな方向としては，人間を中心に
その意味をしっかり考えていくこと
と，今までの「観る」や「聞く」を遥
かに超えた臨場感溢れる体験を提供で
きるようにすることを考えていきま
す．そのために画像処理 ・ 音声音響処
理 ・ 言語処理技術が必要になるわけで
すが，大事なことは，単にリアルの再
現をめざすのではなく，人間の感性で
あたかもリアルに感じるように伝える
ことだと思っています（図 ₆ ）．その

光・電気光・電気

利用者
通信キャリア MVNO，ISP 他産業の企業

高スケール
・高信頼
高スケール
・高信頼

単機能
・高信頼
単機能
・高信頼

オンデマンド・
プロアクティブ
オンデマンド・
プロアクティブ

①トランスポート①トランスポート

②オペレーション②オペレーション

③ネットワーク機能③ネットワーク機能

機能・装置機能・装置

機能間機能間 CPU メモリ
3つの「分離」3つの「分離」 汎用品（サーバ，スイッチ）

図 ₅ 　NetroSphereの実現に向けて
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観点から，コミュニケーションの本質
である，人間はどのようにモノを見て
いるのか，聞いているのかというコ
ミュニケーション科学がベースになけ
ればならないと考えています．

コミュニケーション科学の一例とし
て「変幻灯」を紹介します（図 ₇ ）．
特殊な光を当てるだけで静止画を動い
ているように見せることができます．
人間がモノを見るときには，物体の形 ・
色 ・ 動きの 3 つをばらばらに頭の中に
取り込んで再構成しているそうです．
その原理に基づき動きとしての光を当
てることによって，あたかもそれが動
いているように感じることができます．
もう一例，コンピュータに東大の入試
問題を解かせる「ロボットは東大に入
れるか」プロジェクトの英語科目への
NTT R&Dの参画を紹介します．高度
な言語処理技術によって，2014年 9 月
の模擬試験では偏差値が41.0から５0.５
にアップし，ようやく人間の平均値を
超えることができました．

そのほかには，今後のICTの発展の
ために物理 ・ デバイスの研究開発も大
切だと考えています．昨年の主な成果
としては，電気を使わない完全光の
RAMチップについて100ビットを超え
るものを実現できました．先端的
R&Dについても，引き続き重点的に
取り組みます．

2020に向けたR&Dの取り組み

R&Dの側面からNTTが東京2020オリ
ンピック・ パラリンピック競技大会に
向けて果たすべき役割は 3 つあると
思っています．爆発的に大きくなるネッ
トワークのトラフィックに対して高品質
で安定的なネットワークサービスを提
供し続けるということ，安心 ・ 安全な

ネットワークセキュリティ対策を実施す
ること，そして，深い感動 ・ 新しい体
験 ・ おもてなしを提供することです．
■オープンイノベーションによる
諸課題解決
2020に限らず，諸課題はNTTだけ

で解けるものではありません．ビジネ
スの側面に加えてR&Dの側面でも，
さまざまなパートナーとのイノベー
ションが不可欠だと思っています．一

昨年からオープンイノベーションを声
高に言い，さまざまな取り組みを行っ
ています．オープンイノベーションに
は，比較的我々と似たパートナーと組
む場合と，我々とは全く異なる相手と
組む 2 つの場合があります（図 ₈ ）．
比較的似た相手と組んだときには，め
ざしている性能が遙かに高くなる，開
発のスピードアップが可能になるよう
な結果を得ると思っています．一方，

特殊な光で静止画を動いているように見せる

人間の「液体知覚」
の原理を世界で
初めて解明

光を当てる前 光を当てた後

図 ₇ 　光投影技術「変幻灯」

残響制御

“よりリアルに”ではなく，
“よりリアルに感じるように”

言語処理言語処理

画像処理画像処理 音声・音響処理音声・音響処理

言語・画像・音声・音響の統合，連携

コミュニケーション科学コミュニケーション科学

言語解析 知識獲得

多言語翻訳 対話処理

被写体識別 自由視点映像

4k・8k映像符号化

雑音抑圧 音声認識

図 ₆ 　メディア・知識処理　セマンティック＆リアル
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異質な相手である，お客さまや全く違
う分野の方々とのコラボレーションに
よって初めて，新たな価値創造ができ
ると考えています．その観点から，
NTT R&Dのオープンイノベーション
においては，新たな価値創造をめざし
た異質なパートナーとのコラボレー
ションを，さらに増やしていきたいと
思っています．
■具体的な取り組み

2020に向けたNTT R＆Dの具体的
な取り組みについて紹介します．

（1）　高品質で安定的なネットワーク
サービス

ネットワークについては，単に通信
トラフィックが増えるだけではなく，
例えば，競技場にトラフィックが集中
し，マラソンの先頭ランナーに従って
トラフィックが移動するような，経験
したことのない通信特性に対応してい
かなければならないと思っています．

そのような特性に応じて設備を過剰に
用意するのではなく，少ない設備で効
率的に対応できるようにR&Dとして
貢献できると考えています．例えば，
プロアクティブネットワーク制御技術
では，ネットワークの変化を線で見る

のではなく，ユーザ行動やトラフィッ
ク発生要因等の分析による面的な予測
に基づきネットワークをプロアクティ
ブに制御することにより，少ない設備
量でトラフィックに対処することがで
きると考えています（図 ₉ ）．

経路を事前に制御し
トラフィック集中を回避

ⒸOpenStreetMap
contributors

分析 予測 制御

過去のユーザ行動分析

マラソン

コンサート

コミケ

など

ユーザの位置，
移動・静止状況，
利用アプリ
など

トラフィック発生要因分析

ト
ラ
フ
ィ
ッ
ク
量

人気
コンテンツ

イベント
開催

イベント等に伴う
トラフィック変化を予測

ユーザ行動分析による
予測（検討フェーズ）

ト
ラ
フ
ィ
ッ
ク
量

現
在
トレンド
変化

イベント
開催

時
間
軸

提案
予測

従来
予測

図 ₉ 　プロアクティブネットワーク制御技術

重点化

“強み”の強化・
スピードアップ

新たな
価値創造

同質なパートナー

NTT R&D

異質なパートナー

技術 技術

技術

技術

技術 技術

技術

新たな
価値

技術 ノウハウ
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図 ₈ 　オープンイノベーションのねらい
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別の視点でトラフィック自体を制御
することにも取り組んでいます．映像
配信サービスを提供しているドワンゴ
との連携事例です．お客さまが視聴す
るときに，良好な通信環境では高ビッ
トレートで映像を送信し，良くない環
境では低ビットレートであるが映像が
中断しない程度で送信することによ
り，お客さまの体感品質を上げる取り
組みです．小規模実験を行ったところ，
映像中断発生率が33％から 2 ％まで
大幅に減り，通信データの総量も10
数％低減する効果を確認しました．

（2）　安心 ・ 安全なネットワークセ
キュリティ対策

ますます増えることが懸念されるサ

イバー攻撃は，すべての産業がネット
ワークにつながれている現状を踏まえ
ると，単に通信だけの問題ではなく，
金融 ・ 電力 ・ 交通等を含む社会的イン
フラにかかわる問題です．NTTは通
信事業者としてのセキュリティ対応力
を強化していくことはもちろん，さま
ざまな他産業との連携をもっと強化し
ていく必要があると考えています．

代表的な技術であるリジリエント ・
セキュリティでは，ネットワークから
集約した通信パターンの情報などを基
に，攻撃を自動検知して，攻撃に応じ
た回復処理を半自動的に行うことがで
きます（図10）．最近特に問題になっ
ている反射型DDoS攻撃やSlowDos攻

撃に対しても有効であり，最新の攻撃
パターンに着目しながら，必要な技術
を磨いています．

人材育成の観点では，NTTグルー
プ各社の業務を考慮したうえでセキュ
リティマネジメントやセキュリティコ
ンサルができる人材，セキュリティ運
用ができる人材，セキュリティを意識
した開発ができる人材それぞれのタイ
プを上級 ・ 中級 ・ 初級に区分し，育成
施策を進め始めています．

さらに，大学でのセキュリティ教育
の支援にも取り組んでいます．第 1 弾
として，早稲田大学に講座をつくりま
し た．学 部 生 と 大 学 院 生 向 け に，
NTTのマルウェア分析担当者が講師

SDN対応スイッチ

反射型
DDoS
攻撃

反射型
DDoS
攻撃

超大規模なトラフィックで
回線帯域を埋め尽くす

帯域輻輳帯域輻輳

攻撃トラフィックのみ
高精度に遮断

インターネット

遮断指示遮断指示

検知
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オペレータ
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ミラー指示ミラー指示

少量パケットでサーバの
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疑いのあるトラフィックを
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図10　リジリエント・セキュリティ技術
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となり，基礎的な技術解説や実践的な
演習を行うことを考えています．また，
NTTドコモが運営しているオンライ
ン講座「gacco（ガッコ）」においても，

「情報セキュリティ『超』入門講座」
を201５年の ５ 月に開講します．

この動きを，さらにさまざまな業界
に広げていきたいと思っています．業
界ごとに必要な知識をふまえた多面的
な育成の取り組みを，他産業と連携し
ながら構築したいと考えています．

（3）　深い感動 ・ 新しい体験 ・ おも
てなし

イベントに参加される観客や海外か
ら来られた観光客だけではなく，すべ
ての国民 ・ 全世界の人々に対して，深

い感動 ・ 新しい経験を与えられるよう
なおもてなしを考えたいと思っていま
す．NTT R&Dは技術開発を得意とし
ていますので，さまざまな方とのコラ
ボレーションで技術をビジネスに仕上
げたいと思います．

画像検索の分野では，アングルフリー
物体検索技術を紹介します（図11）．
リアルな立体物の撮影方向に対して非
常にロバストな技術であり，少ない参
照画像で撮影画像と結び付けることが
可能です．この技術を活用する一例と
して，参照画像に対して，英語や中国
語などでつくった多言語画像，看板が
どこにあるという位置情報，看板の意
味を説明した情報を紐付けておくこと

により，海外から来られた方がスマー
トフォンで駅の看板をかざすと，これ
が何かという情報を多言語で表示可能
になります．これは，翻訳ではなく，
あらかじめ情報をつくっておくことに
よって，日本人にとっては当たり前で
あるが海外から来られた方にとって必
要な情報を提供でき，よりきめ細やか
なおもてなしができるのではないかと
考えています．現在，本技術を活用し
東京駅周辺で実証実験を行っていま
す．特に地下エリアでは，どこにいる
か分からなくなってしまいますが，周
囲の看板や天井の模様をかざすことで
今どこにいるのかを教えられるのでは
ないかと思っています．
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…

Yaesu Exit Marunouchi
North Exit

The Imperial Palace
Marunouchi
Building
…

八重洲口

八重洲口
バス
ターミナル
…
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観光情報
データベース

図11　アングルフリー物体検索技術
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高精細映像配信の分野では，昨年の
ワールドカップブラジル大会でNHK
と協力し，8K映像をパブリックビュー
イングでライブイベントを行いまし
た．今回，複数のHEVC映像を時間ず
れがなく配信可能なメディア同期伝送
技術を確立しました．これにより，例
えばパブリックビューイングでサッ
カーを観戦しながら自分の持っている
タブレットをセカンドスクリーンとし
て別の角度から視聴しようと思ったと
きに， 2 つの映像の完全同期が可能に
なります．

音響系の分野では，100 dBを超え
るような非常に激しい騒音の環境下で
も，必要な音声を抽出することができ
る雑音除去技術を開発しました． 2 個
の汎用的なマイクを用いて，それらの
音声差を利用して必要な音声のみ抽出
することで，雑音のパワーを 1 万分の

1 まで低減できることを確認していま
す．実際に駅のガード下で，音声認識
の成功率が90％を超えるところまで来
ています．加えて，昨年からは三菱重
工業と連携し，実際の工場に持ち込ん
で騒音の中でもしっかり音声認識や会
話ができることを確認しています．

雑音除去技術をさらに進化させた
ターゲットマイク技術では，方向ごと
の雑音の空間分布を推定することに加
えて，音の立ち上がりの特性を使って，
その音だけをさらにクリアに抽出する
ことが可能になります（図12）．これに
より，例えばサッカーのキック音や相
撲のぶつかり合いの音のみクリアに抽
出し，さらに臨場感のある音をお届け
できると考えています．

ドワンゴとの連携事例である全天球
映像音響インタラクティブ視聴技術で
は，上記のような音響系技術を全方位

カメラと組み合わせることにより，ま
るでスポーツ選手のようにフィールド
の中に下りたったような臨場感を体感
可能になります．今回，視点を動かす
ことでその視点の方向から音声が聞こ
える新たな立体音響を可能にしました．

チャレンジングな取り組みとしてイ
マーシブテレプレゼンスが注目されて
います（図13）．被写体情報 ・ 奥行き
を表すような階層情報 ・ 照明情報 ・ 音
響空間情報をネットワーク越しに遠隔
地に送り，遠隔地でそれらの情報を再
構築することによって，あたかもその
場にいるような体感を実現できるので
はないかと考えています．プロジェク
ト名を「Kirari!」と名付け，2020年
に向けてパブリックビューイングで実
現したいと考えています．

材料技術の分野では，NTT R&Dと
東レが協力して実現した電気を伝える

ぶつかり音

応援

応援

キック音

応援

応援

空間情報を利用した分離
応援

応援
目的音
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インテリジェント
マイク処理

さまざまな音が混合

振
幅

周波数

振
幅

周波数
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クリアに傾聴

雑音が抑圧されて，
キック音を強調

遠隔映像
サービスへの
活用事例

キック音

図12　ターゲットマイク技術
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機能性素材「hitoe」で，ゴールドウ
イン社がスポーツウェアを，パナソ
ニック社が生体信号を収集 ・ 送信する
トランスミッターを，NTTドコモが
ランタスティック社と協力して生体信
号を利用するアプリをつくるというよ
うな，B2B2Xという形態で 1 つのサー
ビスをつくり上げるところまで達成し
ました．hitoeは，現時点では心拍を
測定してスポーツ時の負荷を確認する
目的で使われていますが，心拍だけで
なく筋電 ・ 心電などさまざまなものを
測定可能です．今後，新しいパートナー
と組むことで，筋肉 ・ メンタルの状況
を確認する選手育成や健康管理，さら
には，医療サポートなど幅広い分野に
活用できると考えています．

人間情報科学の分野では，生体情報
計測技術をスポーツ育成に活用しよう
としています．筋電の状況を測定して

運動パターンを合成音で提示する技術
であり，野球選手の育成に例えると，
腕が振れているボールなのか，もしく
は単に置きにいっているのかを音で直
感的に分かりやすく「聴こえる化」し
選手の気付きや学習を促進することを
検討している基礎研究です．

今後さらに注力すべき分野

電話の時代には，かなり大勢の方が
このコミュニケーションツールを使い
こなすことができていました．ところ
が，インターネットの時代になって，
何が便利なのか分からないという人が
出てきており，さらにスマートフォン
の時代になると，難しいから無理だと
おっしゃる方もいれば，SNSはいろい
ろな場面で個人情報をオープンにしな
ければいけないので不安だと感じる方
が出てきました．コミュニケーション

形態の格差が徐々に大きくなっている
と感じており，我々は，誰もが自然に
新しい体験を享受できるような，安心 ・
安全な世界へ導いていく必要があると
考えています．そのためにも悩み ・ 格
差を解消する「ナチュナル」を今後さ
らに注力すべきと思っています．

ナチュラルを実現にするにあたって
は，モノにICTを溶け込ませるアンコ
ンシャス，人に対してICTを溶け込ま
せるバリアフリー，情報に対して質の
向上を図るエンハンスの 3 つに取り
組んでいきます（図14）．

（1）　アンコンシャス
パスワード認証では，安全性を担保

することと引き換えに複雑さがすべて
人に押し付けられていると考えていま
す．これに対してウェアラブルな認証
デバイスをつくることによって，複雑
さを意識させないことも 1 つの方向
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図13　イマーシブテレプレゼンス
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感だと思います．
（2）　バリアフリー
今のスマートフォンは，リテラシー

の高いユーザには非常に便利で高機能
な端末ですが，あまねく広く使えるか
というと，まだ足りてない部分がある
と思っています．個々人の特徴や個性
をうまく活用して，利用する人の能力
をさらに引き出すかたちでバリアフ
リーをめざしたいと考えています．

（3）　エンハンス
例えば，あるサイトで登録 ・ 契約を

すると，個人情報の入力を求められ，
不安だからやめようということになり

ます．このようなことを解消するため
にも，ICTサービスの側からお客さま
に歩み寄るエンハンスという取り組み
が必要だと思っています．

お わ り に

NTTのような通信キャリアは，昔
は人と人をつなぐ電気通信を目的とし
ていました．その後，人と人をつなぐ
ことに加えて人と情報をつなぐ情報処
理をめざし，現在はそれをさらに越え
て，さまざまな分野 ・ 業界をICTの力
で高める「○○×ICT」をめざしまし
た．「○○×ICT」では，単に使いた

い人だけが使うのではなくて，すべて
の人が使えるような環境をつくってい
くことが大事だと思っており，そのよ
うな観点から，ナチュラル化という取
り組みを，今後強化していきたいと
思っています．
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図14　ナチュラルのアプローチ


