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つくばフォーラム2019

NTT R&Dフォーラム2019
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今後の社会経済の発展のために、情報通信の果たすべき役割は重大と考えられます。

NTTは、研究開発やその成果の普及を通じて、わが国の情報通信の発展に努めるとともに、

世界の情報通信にも寄与することを考えて、右のような活動を精力的に展開しています。

成果発表、外部機関との研究交流

技術開示などによる成果の普及

標準化活動

2019年度フォーラム・シンポジウム一覧（開催順）

名 称 開催月日 場 所
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フォーラム・シンポジウム・イベント

NTTは、2019年11月11日～15日（11日、12日はプレス向け、およびNTTグループ社員向

け内覧会）の5日間にわたり、“What’s IOWN? ―Change the World”をコンセプトとした「NTT

R&Dフォーラム2019」をNTT武蔵野研究開発センタにおいて開催しました。

本フォーラムでは、6つの展示テーマ 「ネットワーク」 「AI」 「データ活用・管理」 「メディア・

デバイス／ロボティクス」 「セキュリティ」 「基礎研究」の研究開発成果に加え、「IOWN」が実現

する“Smart World”のビジョンおよび関連技術を紹介し（合わせて106件の展示）、NTT

グループの国内外のお客さま、ビジネスパートナーの皆さま、IR関係者、官公庁や大学関係者

の方々など、約17,000名ものお客さまにご来場いただきました。

基調講演では、澤田社長より「IOWNの時代へ」と題し、NTTが提唱するIOWN構想について、

3つの構成要素とそのロードマップについてご紹介しました。続いて川添研究企画部門長より

「What‘s IOWN? ―Change the World」と題し、より具体的な技術とユースケースをご紹介

しました。特別セッションでは、北海道大学大学院教授の野口 伸氏をお招きし、スマート農業

の取り組みについてご講演をいただきました。また、NTT Research Inc. の五味社長、山本

所長、岡本所長、友池所長からは、グローバルなR&Dの取り組みについて、最終日には3つの

総合研究所それぞれにおけるIOWNの取り組みについてご紹介し、基調講演の録画講演も

含めて延べ3,500名の方々に聴講いただきました。

IOWNのめざす世界の実現に向け、今後もさまざまなパートナーの皆さまと一緒に新たな

技術の開発や展開を推進してまいります。

澤田社長の基調講演模様

研究成果の展示模様（デジタルツインコンピューティング）

NTT R&Dフォーラム2019の開催
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日本電信電話株式会社 コミュニケーション科学基礎研究所（CS研）では、最新の研究成果

を体感し、身近に感じていただく機会として「NTTコミュニケーション科学基礎研究所 オープン

ハウス2019」をNTT京阪奈ビルにおいて開催しました。5月30日（木）と31日（金）の2日間で

約1,500人の方々にお越しいただきました。

オープンハウス2019では特別対談および所長講演に加え、3件の研究講演を行いました。

特別対談「スポーツの未来と人間の可能性」では、元陸上選手の為末大さんをお招きし、

スポーツの実践や分析を通じて見えてくる人間の本質について、NTTフェロー柏野牧夫と、

アスリートと研究者の立場からオープンに語り合っていただきました。山田所長の講演

「人に迫り、人を究め、人に寄り添う」では、人と人、あるいはコンピュータと人の間の

「こころまで伝わる」コミュニケーションの実現をめざした基礎理論の構築と革新技術の

創出の取り組みについて解説しました。また、CS研の研究者により、「画像や音を見聞きする

だけで賢くなるＡＩ」 「『見る力』を簡単に測る」 「いろいろな視点で似たものを探す、似たもの

つながり検索法」 の、3つのテーマについての最新の研究成果をご紹介しました。いずれの

講演も多くの来場者に聴講していただき、中継会場も混み合うほどの活気でした。

研究展示では、「データと学習の科学」 「コミュニケーションと計算の科学」 「メディアの科学」

「人間の科学」という4カテゴリーに分けられた、合計30件の研究発表が行われました。体験型

のデモも多く、来場者との議論により今後の研究に活かせるご助言を多数いただきました。

ご興味のある方は、次回のオープンハウスへ是非ご参加いただき、CS研の研究に触れ、

ご意見をくださいますようお願い申し上げます。

山田所長による講演の様子

研究展示の様子

写真掲載枠2
（ 画像の解像度は、350dpi程度、
ピクセル数：縦横800px以上を
ご支給ください。）

NTTコミュニケーション科学基礎研究所 オープンハウス2019の開催
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NTTアクセスサービスシステム研究所では、NTT筑波研究開発センタにおいて2019年10月

31日（木）、11月1日（金）の2日間にわたり、「時代を支え 次代を拓く アクセスネットワーク

～サービスを創出する世界最先端技術と、業務を変革する現場最先端技術～」をテーマに、

つくばフォーラム2019を開催しました。

今回のフォーラムは30回目という節目を迎え、これまでのアクセスネットワーク技術の変遷

と、我々がこれからめざす将来のアクセスネットワークについて、大型パネルを展示し紹介

しました。会場では時代と設備の変遷を懐かしむ姿が多く見られました。またアクセスサービス

システム研究所の最新研究開発成果について提案・展示するとともに、共催団体や

NTTグループなど計105団体による多数の展示・技術紹介を行い、約9,400名の方にご来場

いただきました。

基調講演では、井伊基之副社長より、「社会インフラの共用化に向けて」と題して、社会

課題の解決策や具体的な取り組みについて紹介しました。続いてNTT東日本の澁谷直樹

副社長より、「地域発イノベーションで豊かな未来を拓く」と題して、農業分野での最新の取り

組み事例やオープンな社会プラットフォームの実現に向けた構想などについて紹介をいただき、

多くの方に聴講いただきました。

各社の展示や技術紹介のほか、NTTアドバンステクノロジの北村和夫ビジネスユニット長、

およびAS研の田中実プロジェクトマネージャ、鬼沢武プロジェクトマネージャの3名によるワーク

ショップに加え、｢次代を拓く光ファイバケーブル技術｣ 「令和における無線の新たな展開」 の

2テーマで、共催団体、NTTグループ各社、NTT研究所の三位一体によるパネルディスカッション

を行いました。

共催団体やNTTグループなどの参加企業の皆さま方との連携・共創により、来場者アンケート

からは、97％のお客さまが来場目的を達成したという結果が得られるなど、アクセスネット

ワークの変革を共有できる場、またアクセスネットワークの発展に貢献できる場として充実した

フォーラムとなりました。

※役職は開催当時のものです。

つくばフォーラム第30回特別展示

展示会場

写真掲載枠2
（ 画像の解像度は、350dpi程度、
ピクセル数：縦横800px以上を
ご支給ください。）

つくばフォーラム2019の開催
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ＮTT物性科学基礎研究所（物性研）は、2019年11月18日（月）から22日（金）まで、

NTT厚木研究開発センタにおいて国際スクール＆シンポジウム「ナノ構造における電子・

光物性」 International School and Symposium on Nanoscale Transport and phoTonics

2019 （ISNTT2019）を開催しました。世界15カ国から231名の研究者が参集し、量子・ナノ

デバイス、ナノフォトニクス、量子物理に関する活発な議論がなされました。物性研では、

ナノテクノロジを駆使することにより、半導体、超伝導体、新材料の電子物性・光物性の探索

とそのデバイス応用を推進しています。それぞれの研究分野の交流を深め、さまざまな融合型

デバイスや新しいアイデアの創出を促進することを目的に、2009年よりISNTTを隔年で開催

しています。今回は、藤原聡（量子電子物性研究部長）、山口浩司（ナノメカニクス研究グループ

リーダ）、村木康二（量子固体物性研究グループリーダ）、後藤秀樹（物性研所長・量子光物性

研究部長）を共同議長とし、世界の第一線で活躍する研究者を招聘しました。

18日から19日の午前中にかけて主に博士課程の学生を対象としたスクールを実施し、

“Hybrid Quantum Systems”をテーマとした講義が行われました。19日午後から行われた

シンポジウムでは、Klaus von Klitzing教授（Max Planck Institute） による“Nanoscale

Transport and our New International System of Units”から始まり、著名研究者による19件

の招待講演を含め48件の口頭発表、87件のポスター発表が行われ、中村泰信教授（東京大学

／理化学研究所）による基調講演「Superconducting Circuits for Quantum Technologies」

で閉幕となりました。また、21日の夕方に開催した懇親会では、親交を深めるとともに研究内

容についての議論も引き続き行われました。参加者は、シニア、若手、学生と幅広く、世代を

超えた研究交流の場となり、さまざまな連携や人的交流につながる機会としても好評を得る

ことができました。

NTT物性科学基礎研究所 ISNTT2019の開催

スクールグループフォト

シンポジウムグループフォト
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研究開発成果などを広く周知することを目的として、以下の2種類の技術情報誌を刊行

しました。

技術誌の発行 特許・技術開示

NTT技術ジャーナルは、NTTグループにおける新技術・新サービスの

開発状況から各種事業展開を幅広く紹介する技術情報誌です。

一般の方向けに最新の技術動向が分かりやすく解説されています。

（2019年度の特集）

将来のデジタル社会を支えるネットワークの変革 ―ネットワーク
基盤編―、デジタルトランスフォーメーションの未来を切り拓く
先進的メディア処理技術 ―コンタクトセンタAI、IOWN構想特集
―オールフォトニクス・ネットワーク― など

(1) NTT技術ジャーナル（和文、月刊）

NTT Technical Reviewは、NTTグループ事業のグローバル化に

対応し、研究開発成果・アクティビティを海外に発信するための

英文技術論文誌です。（2007年4月よりWeb版のみの掲載と

なりました。）

（2019年度の特集）

Ultrahigh-speed Transmission Technology to Support High-
capacity Communications Infrastructure of the Future, Creating
Novel Functional Materials, Establishment of NTT Research, Inc.
toward the Strengthening and Globalization of Research and
Development など

(2) NTT Technical Review（英文、月刊）

広範な分野にわたる研究開発成果としての技術について、積極的に特許などを取得す

るとともに、産業界においてもタイムリーに活用できるよう、適正価格で提供しています。

■特許・実用新案の出願状況

■主な技術開示項目

RD-6

２０１７年度

● Beyond100G適用領域拡大向け小型高速デバイス

● 話者分離音声認識向けインテリジェントマイク技術

● 多心光コネクタ偏心検査技術

２０１８年度

● GNSS時刻同期精度向上技術

● 匿名加工情報作成ソフトウェア

● アクセス用アナログフロントエンド部品

２０１９年度

● 25G級高出力低消費電力レーザ

● 任意背景リアルタイム被写体抽出技術

● UI拡張技術

Copyright © 2020 NTT
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研究所の研究開発成果は、国内外の専門家会議や専門学術誌において活発に発表

されています。これは、情報通信分野の研究開発の活性化と、学術・技術の発展に大きく

寄与していると考えられます。

対外論文発表件数

RD-7

広範な情報通信の技術分野を網羅する研究開発活動を背景に、ITUやISOをはじめ、

近年活発化しているフォーラムなど各種標準化関連団体の標準化活動に積極的に参画し、

NTTの企業活動の一翼を担うとともに、世界の情報通信の秩序ある発展をめざしています。

■ITU/TTCなどの標準化機関への参加（2019年度実績）

■国際標準化会合への参加（2019年度実績）

2,880人日

（事前検討、準備作業は含みません）

■ITU-Tへの寄書状況（2013～2016年）

NTT 2.0％

日本（NTTを除く） 5.8％

諸外国 92.1％

ITU-T（旧CCITT）および総務省資料から推計。

4年ごとの集計のために（2013～2016年）のデータが最新のものです。

標準化活動

国内／国際活動者

延べ 363名

国内委員

延べ 297名

Copyright © 2020 NTT
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