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NTT R&Dフォーラム2016 基調講演

NTT R&Dのめざす世界

ネットワーク上のセキュリティ脅威
が今後も拡大し，トラフィック量がま
すます増えていく状況の中で，NTT 
R&Dでは先進的な技術を提供すること
でICTをこれまで以上に実社会に浸透
させ，社会的課題の克服，産業競争力
の強化，並びに地方創生に貢献し，豊
かな社会を実現したいと考えています．

NTT R&Dでは，豊かな社会の実現
に向けて「ネットワーク」「クラウド」「セ
キュリティ」などのテーマとそれらを
支える「基礎技術」に取り組んでいます．
はじめに，近頃注目の高まっている

「AI」「IoT（Internet of Things）」 に
フォーカスして紹介します．

AI技術の方向性

最近話題となっているAIでは，人

の知能を機械で実現させることをめざ
し，人間の脳の働きを「外界を認識 ・
理解する」「推測 ・ 判断する」「外界へ
フィードバックする」の 3 つの過程と
とらえて，さまざまな分野で活用され
ようとしています．一方，人の知能と
は何かを考えた場合に，「外界を認識 ・
理解する」観点では，人の認識してい
る対象物は単に人 ・ モノだけではな
く，人の感情 ・ ニュアンスのようなも
のも認識しており，当然ながら視覚 ・
聴覚のような五感を最大限活用してい
ます．また，「推測 ・ 判断する」観点
では，人はすべての情報を取り込んで
処理しているわけではなく，必要な情
報だけに間引いて素早い判断をしてい
ると思っています．AIの囲碁では，
次の一手を見出すことをできてもなぜ
そこに碁石を置いたのかを説明するこ
とはできません．さらに，「外界へ

フィードバックする」観点では，人は
相手にとって心地良い働きかけをする
ことができ，相手や時代背景で異なる
心地良さを敏感に察知しながらコミュ
ニケーションしていると思っていま
す．そのほかにも，人は熱い飲み物の
入ったコップを持ち火傷しそうだと
思って手を離すときには，何かを考え
て離すわけではなく，直感的に離して
います．このように最近話題となって
いるAIと人の知能にはギャップがあ
ると思っています．

その観点から，NTT R&Dは人の知
性 ・ 思考そのものを模倣することをめ
ざすのではなく，人の能力を補強し引
き出す，すなわち，人の活動の一部を
代替 ・ 支援して人と共存 ・ 共創するこ
とによって人々の生活を豊かにするこ
とをめざしていきたいと考えています

（図 1 ）．当然ながら機械の得意領域と

本稿では，豊かな社会の実現に向けて，先進的な技術を提供
し，さまざまなパートナーとのコラボレーションにより新たな
価値を生み出すNTT R&Dの取り組みを紹介します．本記事は
2016年 2 月18〜19日に開催された「NTT R&Dフォーラム2016」
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人の得意領域があります．膨大なデー
タを分析し，複合事象を素早く判断す
ることでは機械の方が得意であり，徹
底的に磨き上げてNTT R&DのAIに
取り込んでいくことが必要だと思って
います．一方，人や環境を奥深く認識 ・
理解し，人に対して心地良くフィード
バックをかけることでは，まだまだ人
の得意領域であり，NTT R&Dとして
は少しでも人に追いつくように技術を
磨き上げていきます．このように人を
支援するAI，人と共創するAIの 2 つ
を足し合わせて人の能力を補強し引き
出すAIを実現していきます．
■NTTが取り組む ₄つのAI

具体的には，4 種類のAI（Agent-AI，
Heart-Touching-AI，Ambient-AI，
Network-AI）と定義して研究開発を
進めています（図 ₂ ）．最近話題となっ
ているAIに一番近いものがAgent-AI
です．人の発する情報を読み解き，人
を取り巻く状況 ・ 意図 ・ 感情を理解
し，膨大なデータに基づいて推論し，
ロボットなどを通じて人と高度な対話
を実現します．これにより，例えば，
コンタクトセンタでの定常業務の支
援 ・ 代替を行ったり，医療診断のよう
な知的活動の支援をしたり，移動 ・ コ
ミュニケーションの支援のような日常
生活の拡張につながることが，Agent-
AIの大きな特長だと考えています．

Heart-Touching-AIでは，表層的な
知識をベースとしたAIの先にある，意
識されない人の心や身体を読み解き，
深層心理 ・ 知性 ・ 本能を理解すること
で，単なる「便利」ではなく「心地良い」
人間社会を創出することをめざします．

モノにある種の “知能” を持たせて
組織的に振る舞うことを追求するのが
Ambient-AIで す．NTT R&Dで は，
2006年に「環境知能（ambient in tel li-
gence）」を提唱しました．当時ではコ

ンピュータ能力が不十分でありクラウ
ド環境なども整備されていませんでし
たが，最近の外部環境の変化を踏まえ，
Ambient-AIを環境知能の発展版と位
置付けています．人 ・ モノ ・ 環境を読
み解き，瞬時に予測 ・ 制御することを
ねらううえで，IoT技術も包含してい
ると考えています．

Network-AIには 2 つの考え方を含
みます． 1 つは，AIの技術をネット
ワークの運用に応用することによっ
て，例えば，サイバー攻撃を早期に検

知したり，通信装置などの故障をあら
かじめ予兆して安定的なネットワーク
の運用を行っていきます．もう 1 つ
は，複数のAIが有機的につながり成
長して，社会システム全体を最適化す
ることを考えています．今議論されて
いるAIでは，人 1 人の思考を置き換
えて補強するような考え方ですが，
Network-AIではさまざまなAIが連携
して集合知となることによって，さら
に新しい価値を生み出すことができま
す．一例を挙げると，災害の場合には
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狭い地域に閉じて判断し行動を起こす
ことも大事である一方，全国規模で全
体最適化することも必要になると考え
ています．言い換えれば，人の小脳と
大脳が行っていることをNetwork-AI
によって実現していきます．

4 つのAIを実現していくための技
術的な新要素としては，単なる人 ・ モ
ノの計測ではなく「解読」によって認

識 ・ 理解すること，機械学習のような
分析だけではなく「探索 ・ 探求」によっ
て推測し判断すること，単なる制御で
はなく「デザイン」によって心地良く
フィードバックすること，の 3 つの考
え方が必要になります．このサイクル
をデータサイエンス ・ 人間科学 ・ 数理
基盤の 3 つ柱によって実現していき
ます（図 3 ）．

■主なAI技術
次に，現在NTT R&Dで取り組んで

いる代表的なAI技術を紹介します．
Agent-AIの音声認識技術では，歪

みなし雑音抑圧技術とディープラーニ
ング音声認識技術を組み合わせること
で，騒がしい環境下の英語音声の認識
力 を 競 う 国 際 技 術 評 価 イ ベ ン ト

「CHiME- 3 」において，参加25機関
中で世界トップの音声認識を達成しま
した（図 4 ）．また，音声イントネー
ション ・ アクセント変換技術では，例
えば，日本語の場合には自然さを保っ
たまま大阪弁や名古屋弁のようなイン
トネーションがある話し方に変更可能
であり，ロボットに人に近い発音をさ
せることができます．

Heart-Touching-AIのボディ＆マイ
ンドリーディング技術では，人の置か
れている状況，例えば，どのぐらい集
中しているか，眠気があるか，といっ
たことを微小な眼球運動や瞳孔反応に
よって推定することができるようにな
ります．また，プロスポーツ選手の筋
活動パターンや心拍を分析し，脳科学
に基づいてスポーツに勝てる脳をつく
る研究や，触覚情報提示技術（ぶるな
び）では，情報のフィードバックの仕
方を声 ・ 映像だけではなくて，振動で
触覚に訴えかけることを考えています．

Ambient-AIの時空間予測 ・ 数理最
適化技術では，人や交通の流れを漠然
と予測するのではなく，数分後の近未
来の状況を予測することができ，AI
をネットワークに応用するNetwork-
AIのリソース ・ QoE最適化技術では，
トラフィックの変動要因に対してプロ
アクティブにコントロールし安定した
サービス品質を実現することをめざし
ています．
■AIの事例

NTT R&DのAIの取り組みとロボッ
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図 3 　AIを支える新たな要素
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トとの連携事例を紹介します．ロボッ
トというハードウェアは，例えば，対
話型のロボットや工事用のロボットの
ような，さまざまなバリエーションで
これからも発展していくと思っていま
す．その観点では，NTT R&Dが特定
のロボットにこだわってそれだけを賢
くしても，社会は変わらないと考えて
います．すなわち，あらゆるロボット
にNTT R&DのAIを 提 供 す る ア プ
ローチで進めていきます（図 5 ）．図
5 のようなさまざまなロボットに対し
て，NTT R&Dが音声認識，雑談対話，
多言語翻訳といった技術を共通的に提
供することにより，さまざまなロボッ
トをさらに発展 ・ 強化していきます．

NTT R&DのAgent-AI技術をコン
タクトセンタに活用した事例では，
オペレータの応対業務をAIに支援さ
せるため，会話の聞き取りや発話の理
解だけでなく，特にコンタクトセンタ
で大事と言われている，お客さまが
怒っているのかそうでないのかを識別
することに取り組んでいます．日本人

固有かもしれませんが，ホットアン
ガーと呼んでいる識別しやすい怒鳴っ
た怒り方と，コールドアンガーと呼ん
でいる識別の困難な静かで冷静な怒り
方の 2 種類あり，NTT R&Dではコー
ルドアンガーを会話のリズムや言葉遣
いを分析して怒りの感情を識別するこ
とを可能にしています．この技術を
使ったコンタクトセンタでのシステム

をNTTグループですでに提供を始め
ており，この分野の提供事例としてか
なり自信を持っています．

IoT技術の方向性

NTT R&Dの考えるIoTについて，
センシング，セキュリティ，ネット
ワーク ・ クラウドの 3 つのテーマか
ら紹介します（図 6 ）．

…
音声認識

音声合成

多言語
翻訳

雑談対話

Ⓒマツコロイド製作委員会
ⒸTOMYⒸSHARP CORPORATION

ロボット

SotaTM

図 5 　ロボットとAIの連携事例
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図 6 　NTT R&DのめざすIoT
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さまざまなセンサが世の中に組み込
まれるときに，それらが人や社会に
とって負担になってはならないと考え
ています．センサ自身が人や社会に違
和感のないように溶け込むことが重要
であり，ここでは “Natural” と定義
しています．人の情報を読み取る観点
では，機能性素材「hitoe」を活用し，
心拍や筋電をシャツやサポーターを身
に付けるだけで読み取ることのできる

技術に取り組んでいます．また，モノ
の情報を読み取る観点では，センサを
取り付けることも 1 つの手段として
ある一方で，例えば，ドローンを使っ
て設備を撮影し，その画像を解析する
ような手段も必要だと考えています．
さらに，IoTデバイスの測定する機能
や求められる性能が変わった場合に，
その都度デバイスを交換するのは
Naturalではないと考え，遠隔からプ

ログラマブルに変更できるようなIoT
デバイス仮想化技術についても取り組
んでいます．

IoTのデータを使ってさまざまな付
加価値を提供する際にセキュリティ
の観点が重要だと考えており，ここで
は “Reassuring” と定義しています

（図 ₇ ）．IoTの世界では，センサが高
性能なコンピューティング機能を持っ
ていないため，機能的に制約された条
件下で暗号化し真正性を保証すること
が必要になります．加えて，産業をま
たぐ多種多様なデータを集める観点で
は，これまでNTT R&Dで取り組んで
きた秘密計算 ・ 匿名化技術に加えて，
ユーザ側で個人データと公共データを
連携させプライバシを保護する技術に
も取り組んでいます．

また，IoTで扱うデータに関して，
例えば，農業のモニタリングの場合に
は少量のデータを時間的な制約なしに
処理するのに対し，工場の機械操作や
自動車の制御の場合には事故を起こさ
ないように遅延を最小限にすることが
求められており，これを 3 番目の特長
である “Real-time” と定義していま
す（図 ₈ ）．NTT R&Dでは，制御端
末に近い部分で処理を行うエッジコ
ンピューティング技術に加えて，アク
セス区間の遅延を最小化する協調ス
ケジューリング技術にも取り組んで
います．

さらに，IoTではインターネットの
ような世界中どこにでも通信できるグ
ローバルの視点に加えて，ローカル性
に着目したネットワークの構築も重要
になってくると考えています．例えば，
信号機の制御を考えた場合に，東京エ
リアの制御に大阪のことを考慮する必
要はないわけです．

これらの特長を， 前述のAmbient-
AIの技術と連携しながら，さまざまな
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情報を組み合わせ新たな価値を提供

農業など医療・
健康

スマート
シティ交通製造社会

認証された人・モノと測定さ
れた人・モノが同じであるこ
とを保証（替え玉防止）

小型センサ等に対しても
高セキュリティを担保

ユーザ側で個人情報と
公共データを連携させ
プライバシーを保護

図 ₇ 　IoTセキュリティ：Reassuring
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図 ₈ 　IoT ネットワーク・クラウド：Real-time
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価値を生み出すのがNTT R&Dのめざ
すIoTであり， “Sentient（感覚を持っ
た，知覚力のある）IoT” と呼んでい
ます．

今後はロボットも含めたさまざま
なIoTデバイスを組み合わせて自由に
サービスをつくり出す環境が重要だ
と考えており，それらのデバイスと
ビッグデータ処理技術，画像認識，音
声認識のようなエンジンを簡単に結
び付けられる汎用的で共通的なイン
タフェース，定義しやすいプログラム
言語が必要になってくると思ってい
ます．実際にR-env：連舞TMという技
術を確立し，さまざまな方々がIoTの
世界に参加しやすいような仕組みを
展開しています（図 ₉ ）．例えば，
NTTデータは金融業界のりそな銀行
とともにセンサ ・ ロボットを組み合わ
せて店頭での顧客対応に，NTTドコ
モはWHILL社の電動車いすを組み合
わせた行動促進に，第一興商はロボッ
トとカラオケの機械を連動させて介護
予防支援に各々取り組んでいます．さ
らにはR-env：連舞TMのハッカソンを
実施して仲間づくりにも取り組んでい
きます．
■IoTの事例

NTT R&DのIoT技術を機械設備の
異常検知 ・ 故障予測に活用した事例を
紹介します（図1₀）．センサの情報を
リアルタイム型大規模分散データ分析
基盤技術（Jubatus）に単に読み取ら
せるだけでは誤検知などのおそれがあ
りますが，データを読み込ませるデー
タクレンジング ・ 前処理を適切に実施
することで通常と異なる挙動をリアル
タイムに検知し，設備の故障を未然に
防ぐことを可能にしました．

ま た， 海 洋 研 究 開 発 機 構
（JAMSTEC）との共同研究である，
エッジコンピューティング技術を高度

な気象予測に活用した事例では，
JAMSTECのスーパーコンピュータ
による広域シミュレーションとNTT 
R&Dのエッジサーバによる地域特化
型の処理を組み合わせることで気象予
測の精度を上げるような取り組みを始
めています．
■セキュリティ技術

AI ・ IoTを推進するにあたり，セキュ
リティ技術のR&Dを着実に取り組んで
いきます．最近国内でもDDoS攻撃が
大規模化 ・ 巧妙化しており，迅速で効
果的な手を打つ必要があります．NTT 
R&Dでは，さまざまなネットワークの
状況を踏まえて，例えば，最適なポイ
ントで攻撃を遮断したり，経路やポリ
シーの自動制御によってサービスを回
復したり，攻撃に応じてトラフィック
を動的に制御するようなセキュリティ
オーケストレーションに取り組んでお
り，ネットワーク全体として対処して
いくことを検討しています．

また，2020年を意識した場合には，
我々だけでなく重要インフラを含むさ
まざまな企業がセキュリティに関する
情報共有，人材育成に共同で取り組ん

でいく必要があると思っており，2015
年 6 月に発足した「産業横断サイバー
セキュリティ人材育成検討会」で約40
社の企業と議論を実施しています．い
くら優秀な会社であっても 1 社だけ
でサイバーセキュリティに対抗するこ
とはできません．力を合わせて取り組
んでいきたいと思っています．

2020に向けた取り組み

NTT R&Dが2020年に向けて果たす
べき役割は，高品質で安定的なネット
ワークサービスの提供，安心 ・ 安全な
ネットワークセキュリティ対策の実
施，深い感動 ・ 新しい体験 ・ おもてな
しの提供，の 3 つあると考えており，
今回は 3 番目のおもてなしの取り組
みを紹介します．昨年のNTT R&D
フォーラムでは，NTT R&Dが考えた
技術をPoC（Proof of Concept）とし
て紹介しましたが，次のステップとし
て社会実証実験をいくつかスタートし
ています．

羽田空港の国際線ターミナルでの実
証実験では，海外から来られて日本語
の読めない方，障がいのある方がバリ

ハッカソン実施

R-env：連舞TM

DKエルダーシステム推奨機

介護予防支援

介護

状況に合わせた行動促進

交通

各種センサ

店頭での顧客対応

金融

SotaTM SotaTM

図 ₉ 　R-env：連舞TM　インタラクション制御技術
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アフリーに移動できることをめざして
います．その 1 つとして，目の不自由
な方に対して声でお知らせするインテ
リジェント音サインサービスをすでに
羽田空港で始めています．空港ではさ
まざまな雑音があり，従来であれば音
量を上げる対策になると思いますが，
NTTでは音量 ・ 声質を変えずに周波

数のスペクトラムを少し変更すること
で「通りやすい声」にしています．本
サービスにより，雑音があっても音サ
インが明瞭に聞こえるようになりま
す．また，アングルフリー物体検索技
術を活用し，スマートフォンなどをか
ざすだけで案内板が翻訳されたり，さ
まざまな情報を得られたりする取り組

みも行っています．
東京駅周辺での実証実験も行ってい

ます（図11）．ご存じのとおり，地下 ・
ビル屋内 ・ 屋外と非常に複雑になって
おり，現状の地図情報ではそれらが
シームレスにつながっていません． 
NTT R&Dの取り組む大きなポイント
としては，それらの地図をシームレス
につないで，直感的にスマートに人が
移動できることをねらっています．

また，スタジアム（遠隔地）での実
証実験では，イマーシブテレプレゼン
ス技術（Kirari!）や実写とCGを融合
する技術をスポーツビジネスに活用し
ていくことをねらい，例えば，実物大
の選手のホログラムを超ワイド映像に
同期して提示するパブリックビューイ
ングや，ヘッドマウントディスプレイ
を着けてバッターボックスに立っても
らいピッチャーが投げたボールの軌道
をリアルに体験できるようなことに取
り組んでいます．

さらに，展示会場を実証実験の場と

屋内

地下

屋外 アングルフリー物体検索技術触覚情報提示技術（ぶるなび）

スマート直感的

シームレスナビゲーション基盤技術

EV

通行禁止時間

図11　東京駅周辺での実証実験
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図1₀　機械設備の異常検知
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し た 2020 Showcaseで は，前 述 の
Kirari!を使って，本会場の講演者を
中継会場で 3 次元的に表示し，あたか
もその場で講演しているようなことに
取り組んでいます．これまでは録画し
た映像を切り抜いて表示していました
が，ほぼリアルタイムに表示できてい
ます．また，公式アプリ「かざして案
内」を配布し，時空間予測 ・ 数理最適
化技術を使って展示会場の混雑度合い
を可視化し，アングルフリー物体検索
技術を使って，さまざまな角度から展
示パネルにスマートフォンをかざすと
詳細な説明を表示することもできます．

R&Dコラボレーション

1 年間のコラボレーションの進展
について紹介します．

ネットワークの分野では，昨年
NTT R&Dが今後めざすべきネット
ワークの方向性としてNetroSphere構
想を発表しました．NetroSphereの
キーポイントである光と電気，機能と
装置，機能間の「 3 つ分離」とそれら
の「組み合わせ」によるスケーラブル
でフレキシブルなネットワークを実現
するためにはさまざまなICTベンダや
プロバイダの協力が必要だと考えてい
ます．この 1 年間で多くの方に構想に
賛同いただき共同研究開発などに取り
組んできました．

セキュリティの分野では，セキュリ
ティアプライアンスやスイッチ類をさ
まざまな組み合わせで迅速にコント
ロールできるよう，セキュリティオー
ケストレータとのインタフェースを共
用化，共通化することに取り組んでい
ます．また，サイバー攻撃に対処する
ためにはNTTグループの提供する
ネットワークだけに限らないと考えて
おり，他の通信事業者とも連携しなが
ら推進していきたいと思っています．

R&Dコラボレーションには，NTT
と同質 ・ 異質な 2 種類のパートナー
がいると思っています（図1₂）．前述
のネットワークやセキュリティの分野
では比較的同質なパートナーとのコラ
ボレーションにより，例えば，大きな
技術革新が生まれ，さまざまなプロダ
クトがスピーディに完成できると考え
ています．一方，この 1 〜 2 年の異
質なパートナーとのコラボレーション
を通して感じているのは，全く想像も

しなかった新たな価値が生まれること
です．次に，異質なパートナーとのコ
ラボレーションを紹介します．

（1）　パナソニック
非常にシンプルな端末でスマート

フォンと同等のサービスを受けられる
取り組みをパナソニックと行っていま
す（図13）．軽量な機能のみを備える
透明なシースルーデバイスをパナソ
ニックが試作し，それにNTT R&Dの
デバイス仮想化機能を活用してクラウ

技術革新・
スピードアップ

技術

技術
技術

NTT R&D

同質なパートナー

…大学ICT
ベンダ

通信
キャリア

多様なコラボレーション

…自治体・
省庁

医療・
健康自動車製造

異質なパートナー

新たな
価値創造

図1₂　R&Dコラボレーションのねらい

エッジコンピューティング技術

デバイス機能仮想化技術

ユニバーサルオブジェクト認識技術

アングルフリー物体検索技術
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シ
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図13　パナソニック×NTT
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ド上から提供することにより，新しい
サービスの可能性が広がると考えてい
ます．

（2）　三菱重工
三菱重工とのコラボレーションで

は，環境分野におけるガス濃度のオン
ライン計測のラボ試験に世界で初めて
成功しました．三菱重工のガス分析技
術とNTT R&Dの光通信用レーザ技術
を組み合わせることで，従来のサンプ
リングによる化学分析で 1 〜 2 日か
かっていた計測を数分に短縮すること
を可能にしました．

（3）　トヨタ ・ PFN
「ぶつからない」を学習するクルマ

のコンセプトを具現化し，2016年 1
月 に ラ ス ベ ガ ス に て 開 催 さ れ た
CES2016（Consumer Electronics 
Show 2016）に展示しました（図14）．
トヨタの次世代モビリティ技術，PFN
のディープラーニング技術，NTT 
R&Dのエッジコンピューティング技
術を組み合わせることによって，複数
のクルマの状態をリアルタイムに共有
しながら衝突回避の動きを学習し，自
律的にぶつかることなく走行が可能に
なります．

（4）　ドワンゴ
　2016年 1 月に開催された闘会議

2016の来場者に対して，混雑状況や
混雑予測をスマートフォンアプリ上で
提示し，約5000人の来場者の回遊を
支援しました．また，ニコニコ生放送
向けにHEVCエンコーダを活用した
ライブ配信実験を行い，従来の約半分
の情報量でハイビジョンの映像を流す
試みなども行っています．

（5）　第一興商
カラオケをエンタテインメントだけ

でなく高齢者の介護予防に活用できな
いか第一興商と実証実験を行っていま
す． 1 つはNTT R&Dのノイズ除去技
術を使って，カラオケの大音響環境下
でも話者の音声を明瞭に集音し音声認
識による楽曲検索を可能にします．も
う 1 つは前述のR-env：連舞TMを使っ
てロボットとカラオケ機器 ・ バイタル
センサなどを連携し，コミュニケー
ションロボットと高齢者との会話を図
ることでカラオケをより楽しく充実さ
せるような支援を実際の介護現場で
行っていただいています．

（6）　松竹
松竹とのコラボレーションでは，

2016年 5 月の「SHI-SHI-O」ラスベ
ガス公演をきっかけにICTを活用した
次の世代の歌舞伎にチャレンジしてい
きたいと思っています．

（7）　「hitoe」のさまざまな展開
材料技術の分野では，生体信号であ

る心電位 ・ 心拍数を測ることのできる
hitoeを使って，大林組 ・ 日本航空 ・
NTTコミュニケーションズとともに
建設作業員 ・ 空港現場社員を対象とし
た作業安全の向上に向けた実証実験に
取り組んでいます．さらにhitoeの新
しい展開として，これまでの心電位 ・
心拍数に加えて，筋電を測り始めてい
ます．防衛装備庁へ耐G装置用ウェア
を納めて計測試験で活用しています．
また，NTTデータとともにインディ
カー ・ シリーズのドライバーを対象と
した身体負荷試験を行っています．カ
シオワールドオープンでは，ゴルフの
スイング時の筋活動を計測しており，
これを応用して，2020年に向けて活用
できないか考えています．さらに，ド
コモはhitoeで取得した生体情報を活用
できるSDKを提供し，さまざまな方に
hitoeの生体情報を活用したアプリ
ケーション開発を行っていただく取
り組みも行っています．

お わ り に

NTT R&Dは今後もパートナーとの
コラボレーションを拡大していきたい
と思います．一方で，パートナーとし
て選ばれ続けるためにも我々自身が
しっかり研究開発に取り組むことが重
要であると考え，技術力を向上させて
いきたいと思います．また，コラボレー
ションをエクスクルーシブかノンエク
スクルーシブに取り組む観点では，
AIの世界で 1 種類のロボットだけが
賢くなっても世の中は変わらないこと
やIoTの世界で特定の業種だけがデー
タを集めても得られる付加価値は少な
いことを含めて考えると，ノンエクス
クルーシブを基本に考えたいと思って
います．

エッジコンピューティング技術

ディープラーニング技術

次世代モビリティ

CES2016の展示

“ぶつからない”を学習する車のデモ

図14　トヨタ×PFN×NTT


