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ICT分野の進展は目覚ましく、様々なサービスが生み出され、
様々な変革が進められています。生活や仕事のスタイルに
変化をもたらし、新たな常識が生み出されています。個人に
よる情報発信が容易にできるようになり、多様な価値観の
広がりを見せています。こうした変化の中心にあるのがデータ
（情報）です。データが重要な価値を生み出す源泉となり、あら
ゆる活動がデータドリブンに決められていくデータ中心社会
に変貌してきています。

一方で、データ量・流通量は急激な拡大を続けています。これ
を処理するために大量のコンピュータ等のリソースが導入
されており、結果として消費電力量は増大を続けています。
この先もデータ量は増大を続けることが予想されています。
省電力化の取り組みは各所で行われていますが、いよいよ
限界が近づいてきています。

これを解決するために、2019年にIOWN構想を発表しま
した。これは光を中心とする革新的技術を活用した、超大
容量・超低遅延・超低消費電力を特徴とする次世代コミュ
ニケーション基盤の構想です。光の技術は通信の分野では
広く利用されてきました。いわゆる光ファイバーです。光は
電気と比べると、通信距離や速さ（周波数）をあげてもほと
んど消費電力が増加しません。IOWNは光を通信だけでは
なく、コンピューティングの領域にも活用することで変革を
もたらす構想です。

IOWNの実現は、通信分野に留まらず、交通、医療、金融、
教育など多岐にわたる分野で多彩なサービスと新しい価値
を創出していくことでしょう。実現には各分野の皆様との
コラボレーションが必要不可欠です。また、実際に皆様に
IOWNの成果をいち早くご利用いただけるようにすること
が肝要です。そのためにIOWNをご利用いただく実践的な
環境を早期に提供し、皆様と共にサービスを構築し商用展開
を進めて参ります。

岡 敦子



NTT R&Dの位置づけ

NTTグループは今や全世界で900社以上、30万人以上の社員を
抱え、世界中にICTサービスを提供するグローバル企業となりました。

役割

NTT R&Dは持株会社の直属組織として、グループ全体の基礎的・基盤的
研究開発を推進するとともに、研究成果をグループ各社の事業推進に
役立てる役割を担っています。

NTTグループ

333,850名
社員数

952社
連結子会社

12兆1,564億円
売上高
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事業推進

NTT Ltd.

NTTコミュニケーションズ

ほか、
NTTグループ各社

NTTデータ

NTTドコモ

NTT東日本

NTT西日本

NTTインフラネット

日本電信電話株式会社
（持株会社）

NTT Research, Inc.

基礎的・基盤的研究開発の推進

研究成果

https://group.ntt/jp/group/at_a_glance.html



研究開発要員

NTT R&Dでは、約2,300人の研究者が基礎研究からビジネス展開を
支える実用化研究開発まで幅広く多様な研究を行っています。
IEEEフェローなど、世界的に活躍する人材を抱えています。

2018年より、新たな研究者の職群として「フェロー」 「上席特別研究員」 「特別研究員」を新設しました。
高い実績をあげ専門領域における研究成果創出に貢献する人材を認定しています。

約2,300名

アクティビティ

研究開発で生まれた成果については、特許取得や論文発表などを通じて、
グローバルな普及につとめています。

約18,000件 約2,200件／年 過去4件 受賞

計45名（OB含む）

POSITION AND ROLE OF
NTT LABORATORIES
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本ページ記載の各種数値は、断りがないものは2021年度末の情報となっております。
各数値の最新情報についてはURL/QRコードをご覧ください。

https://www.rd.ntt/organization/researcher/

https://www.rd.ntt/about/#scale

研究開発要員

特許保有数 論文・学術講演

IEEEフェロー

IEEE
Milestones
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NTTの研究開発拠点

IOWN総合
イノベーションセンタ

ネットワークイノベーションセンタ

IOWNプロダクトデザインセンタ

ソフトウェアイノベーションセンタ

デバイスイノベーションセンタ

サービスイノベーション
総合研究所

人間情報研究所

社会情報研究所

コンピュータ＆データサイエンス研究所

■ IOWN総合イノベーションセンタ
　 ネットワークイノベーションセンタ
　 ソフトウェアイノベーションセンタ

■ サービスイノベーション総合研究所
 　社会情報研究所
　 コンピュータ＆データサイエンス研究所

■ 情報ネットワーク総合研究所
　 ネットワークサービスシステム研究所
　 アクセスサービスシステム研究所
　 宇宙環境エネルギー研究所

■ 知的財産センタ

NTT武蔵野研究開発センタ

■ IOWN総合イノベーションセンタ
 　デバイスイノベーションセンタ

■ 先端技術総合研究所
　 先端集積デバイス研究所
　 コミュニケーション科学基礎研究所
　 物性科学基礎研究所

NTT厚木研究開発センタ

■ 先端技術総合研究所
　 コミュニケーション科学基礎研究所

NTT京阪奈ビル

NTTの研究開発は、国内の1つの総合センタと3つの総合研究所、およびグローバルな研究拠点である
NTT Research, Inc.で行われています。

■ NTT Research, Inc.
　 生体情報処理研究所（MEI Lab.）

NTTヨーロッパ研究開発拠点
（ドイツ・ミュンヘン）

NTT



NTT R&D LOCATIONS

情報ネットワーク
総合研究所

ネットワークサービスシステム研究所

アクセスサービスシステム研究所

宇宙環境エネルギー研究所

先端技術
総合研究所

未来ねっと研究所

先端集積デバイス研究所

コミュニケーション科学基礎研究所

物性科学基礎研究所

■ IOWN総合イノベーションセンタ
 　ネットワークイノベーションセンタ
 　デバイスイノベーションセンタ

■ サービスイノベーション総合研究所
　 人間情報研究所
　 社会情報研究所
　 コンピュータ＆データサイエンス研究所

■ 情報ネットワーク総合研究所
　 アクセスサービスシステム研究所

■ 先端技術総合研究所
　 未来ねっと研究所

NTT横須賀研究開発センタ

■ IOWN総合イノベーションセンタ
 　ネットワークイノベーションセンタ

■ 情報ネットワーク総合研究所
　 アクセスサービスシステム研究所

NTT筑波研究開発センタ

■ 研究企画部門

大手町ファーストスクエア
イーストタワー

■ サービスイノベーション総合研究所
　 人間情報研究所
　 コンピュータ＆データサイエンス研究所

グランパークタワー（田町）

■ IOWN総合イノベーションセンタ
　 IOWNプロダクトデザインセンタ　 
　 ソフトウェアイノベーションセンタ

品川シーズンテラス

■ NTT Research, Inc.
　 量子計算科学研究所（PHI Lab.）
　 暗号情報理論研究所（CIS Lab.）
　 生体情報処理研究所（MEI Lab.）

NTT北米研究開発拠点
（シリコンバレー）
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NTT

https://www.rd.ntt/organization/access/



IOWN総合
イノベーションセンタ

IOWN Integrated
Innovation Center

光電融合技術で世界の写像を作り
サステナブルな社会の
実現をめざす
6G・IOWNのコア技術となる光電融合デバイスなどの適用により、
圧倒的な省消費電力・低遅延時間を可能とする「超強力・汎用
White Box」を開発することで、「移動と固定」「ネットワークとコン
ピューティング」の融合などを実現することをめざして、NTT研究所
の基礎研究成果と、国内ベンダ／グローバルベンダが有する開発
能力の連携を強力に推進していきます。当総合イノベーションセンタ
では、ソフトウェア、ネットワーク、デバイスにそれぞれ強みを持つ
3つのセンタと、開発・普及戦略を策定する1つのセンタから構成
され、幅広い技術分野を連携した研究開発を加速することで、日本
国内だけでなく世界の社会課題解決に貢献していきます。

光トランスポート
システム

デジタル処理用
ハードウェア
アクセラレータ

インフラ
メンテナンス技術

光電融合
デバイス

コグニティブ・
ファウンデーション

AI ／データ
流通基盤技術

OSS 基盤技術

ソフトウェア
開発技術

コンピューティング
基盤技術

移動固定融合

Sustainable World
by Photonics-Electronics
Convergence Technology



https://www.rd.ntt/iic/

コンピューティングの電力効率を改善する
White Box技術

IOWNの多彩なアプリケーションや高度に制御されたネットワークを支えるためには、 
膨大なコンピューティング能力が必要になります。最新のソフトウェアや光電融合技術を
用いたハードウェア技術による新しいコンピュータアーキテクチャを提案し、電力の増加
を抑えながら高い演算能力の提供をめざします。

無線＆有線の連携／融合に向けた
移動固定融合ネットワーク技術

4G/LTEや5Gに代表される移動ネットワークと光ファイバに代表される固定ネット
ワークでは、ネットワーク処理や運用にさまざまな違いがあります。無線・光の技術境界
を超えてネットワークがつながり活用される社会に向けて、移動・固定といったネット
ワーク種別にかかわらず、高度なネットワークの処理・運用を行う技術へ取り組んで
いきます。

IOWN実現に向けた
革新的なコンピューティング基盤技術

実世界の大量かつさまざまなデータを高速・高効率に収集・分析し、価値へと変換する
AI／データ流通基盤技術やソフトウェア開発技術の研究開発、オープンソースソフト
ウェア（OSS）のサポート活動に取り組んでいます。

光インタフェースを抜本的に小型化・
低消費電力化する光電融合デバイス 

シリコンチップ上に光処理および光・電気変換機能を集積するシリコンフォトニクス技術と、
デジタル信号処理などの電子回路と一体化する光・電子コパッケージ実装技術により、 
光と電気の処理を融合した光電融合デバイスを実現し、光インタフェースの抜本的な小型
化・低消費電力化によって情報伝送の大容量・経済化に貢献します。
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サービスイノベーション
総合研究所

Service Innovation
Laboratory Group

すべての“ひと”が幸福であり、
安心・安全・健康に自分らしく
暮らせる社会の実現
複雑化する社会課題・ビジネス課題、また、多様化するライフスタ
イルなどに対する新たな価値創造に向けた研究開発として、「人間」 
「社会」「コンピューティング」を基軸とした技術革新にチャレンジ
しています。サイバー・フィジカルを融合させた高度なシステム（デジ
タルツインコンピューティング）により、地球・社会・個人の間で調和的
な関係が築かれる世界の実現をめざしています。

サイバネティクス

人の
デジタル化

空間情報処理 Well-being

情報倫理

暗号・
セキュリティ

次世代
コンピューティング

基盤

データサイエンス

行動経済学

UI/UX

Creating New Value through
Digital Twin Computing



https://www.rd.ntt/svlab/

人の能力を最大化し新しい体験としての
価値を創出する技術

現実世界（人・社会）とサイバー世界のシームレスなつながりによる、身体的・心理的・社会的
インタラクションを通した人の能力を最大化する、新しい体験としての価値を創出する
技術の研究に取り組んでいます。

社会システムや人間社会の変革と発展に
貢献する技術

誰もが生き生きと暮らせるWell-beingを支え続ける技術、ICT技術と人文社会科学を
融合させた社会システムの変容を促す技術、高精度データを統合し未来予測する技術、 
Smart Worldを人々に受け入れられる安心・安全な世界にするための技術などの研究を
複合的に取り組んでいます。

データ処理の仕組みを刷新し
新たな価値を創出する計算機科学

飛躍的な性能スケールの実現をめざし、計算機を構成する制御、演算、記憶の仕組みを
刷新する研究、また、これまで以上により汎用的な問題を解くことを可能とするAIアルゴ
リズムやAIに変わる新たな基礎アルゴリズムの創出をめざした研究に取り組んでいます。

デジタルツインコンピューティング技術

心や感情などの感性によるコミュニケーション技術、人とともに成長・共存する分身技術
（Another Me）、未来社会の姿を探索する技術、地球と社会・経済システムの包摂的な
平衡解を導出する技術などの研究に取り組んでいます。
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2030年を見据えた
革新的ネットワーク技術の創出
これまでの情報通信システムを変革し、従来技術の限界および消費
電力の壁を越えて、今後の社会を支えていく革新的な情報処理基盤
であるIOWN構想の実現に貢献します。具体的には、すべての情報
伝送と中継処理をフォトニクスベースへ転換することでネットワーク
のポテンシャルを最大化する技術や、ユーザニーズに応え、迅速な
サービスを提供する自己進化型ゼロタッチオペレーションや無線
アクセスの最適化技術、固定網と移動網の融合やアプリケーション
サービスと連携した将来のネットワークアーキテクチャ、社会が地球
環境に与える影響をプラスマイナスゼロにする技術、地球環境の変化
による影響を社会が受容できるようにする技術などの研究開発に
取り組んでいます。

情報ネットワーク
総合研究所

Information Network
Laboratory Group

オール
フォトニクス・
ネットワーク技術

データ処理
ネットワーク
基盤技術

インフラ
ストラクチャ技術

アクセス
システム技術

ワイヤレス
アクセス技術

オプティカル
ファイバ

アクセス技術

環境適応技術

オペレーション
技術

ネットワーク
アーキテクチャ

ネットワーク
AI

環境負荷
低減技術

Flexible, Smart, 
and Sustainable Network



社会問題の解決をめざす
協調型インフラ基盤技術

ネットワーク技術とコンピューティング技術を融合させ、複数アクセスネットワークや分散
データセンタ、デバイスなどを協調制御することで、さまざまな社会問題の解決をめざす
技術の研究開発に取り組んでいます。インフラサービスの基盤として提供することで、
農業ICTや高度コネクテッドカーなどの将来の社会サービスに貢献します。

高信頼でスマートな伝送を実現する
オールフォトニクス・ネットワーク技術

最先端のフォトニクスデバイスをベースに光ネットワーク基盤の大容量・省電力・超低
遅延で高信頼かつスマートな伝送機能を実現するオールフォトニクス・ネットワーク技術
の研究開発を進めます。サービスごとに最適な専用網を提供することにより、帯域や遅延
に律速されないストレスフリーなネットワークを実現します。

6G・IOWN時代に向けた
将来無線アクセス技術

多種多様な無線アクセスを用いて、6G・IOWN時代の低遅延・ 高信頼・大容量といった
要件を満たす品質を、End-to-Endで維持し続ける無線技術の研究に取り組んでいます。
環境や振る舞いの先読みを可能とする予測技術、インテリジェントな空間形成技術、さら
には上空方向のネットワークを実現する衛星通信技術などにより、「つながり続ける」を
実現します。

海洋中の二酸化炭素量を低減させる
生物学的CO₂変換技術

海洋中のCO₂を光合成で吸収する藻類と、それをエサとする魚介類にゲノム編集を
適用し、CO₂を魚介類の貝殻や軟骨などに固定する技術の研究開発に取り組んでいます。
藻類の光合成能力と魚介類の炭素固定能力をゲノム編集技術により増加させ、これらの
食物連鎖におけるCO₂固定量を増加させることで、海洋中のCO₂削減に貢献します。

https://www.rd.ntt/inlab/
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先端技術
総合研究所

Science and Core Technology
Laboratory Group

世界一・世界初、
驚きを創出する研究を推進

大容量光
トランスポート

超高速・
高収容
ワイヤレス

光電融合
デバイス

ウェアラブル
センシング
デバイス

ナノ
エレクトロニクス

ナノ
フォトニクス

多様脳科学

クロス
モーダル
情報処理

NTTにおける事業領域の拡大、社会に変革をもたらす新原理・新
コンセプトの創出、地球環境・人にやさしい技術の実現をめざして、
先端技術の研究に取り組んでいます。具体的には、革新的な情報
通信ネットワークの実現をめざした通信大容量化技術、次世代情報
通信分野を開拓するデバイスやサブシステム、安全で持続可能な環境
を実現するサステナブル技術、光電融合により消費電力の限界を打
破する情報処理技術、コミュニケーションの壁を打ち破る人間・情報
科学、バイオ技術や新しい物性原理の発見などです。幅広い知識・
見識を持つグローバルパートナーと連携しながら、競争力の拡大と
世界一・世界初、驚きの創出を目標に研究開発を進めています。

Basic Research



情報通信インフラを支える
超高速・大容量の光・無線伝送技術

ポスト5Gを見据え、情報通信インフラに求められる膨大な通信トラヒック需要に応える
ため、1波長当たり1Tbps超・１ファイバ当たり1Pbps級の大規模デジタル光信号処理
技術や空間多重光伝送技術、軌道角運動量を活用した世界初のテラビット級無線伝送
技術など、超高速・大容量通信を実現する革新的な光・無線伝送技術の研究開発を進め
ています。

ウェアラブル生体・環境センサを活用した
スマートヘルスケア応用

心電・心拍などの生体情報に加えて、温度や湿度の環境情報を取得・送信するウェアラブ
ル生体・環境センサを開発しました。機能素材hitoe®を用いたウェアに装着することで、
着用者の生体・環境情報に基づいて体内の温度上昇を推定する技術を研究し、作業者や
高齢者の体調管理などスマートヘルスケアに貢献していきます。

光と電気の処理を1つのチップ上で
動作可能とする光電融合技術

通信で培った光技術の情報処理分野への展開として、CMOSチップのすぐ近くまで光
の送受信機を近づけるコパッケージ実装や、チップ間・チップ内の通信の光化に取り組
んでいます。将来的には、CMOSと光回路を密に連携させ、電気処理と光処理を融合し
た光電融合型プロセッサの実現により、大幅な低消費電力化をめざします。

人を深く理解し人の能力に迫ることで
「心まで伝わる」コミュニケーションを実現
人と人のみならず、AIと人の間の「心まで伝わる」コミュニケーションの実現をめざして、
基礎理論の構築と革新技術の創出に取り組んでいます。人を深く理解し究める多様脳
科学や人間情報科学、人の能力に迫るクロスモーダルメディア処理や機械学習の研究を
通じて、人に寄り添い、人と共創するAI（人工知能）を実現します。

ウェアラブル生体・環境センサ

機能素材 hitoe®

https://www.rd.ntt/sclab/

CROSS-MEDIA

HUMAN SCIENCE DIVERSE BRAIN

DATA & MACHINE
LEARNING

THAT REACHES THE HEART
COMMUNICATION
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機械学習・データ科学センタ イノベイティブフォトニックネットワークセンタ ナノフォトニクスセンタ

理論量子物理研究センタ バイオメディカル情報科学研究センタ スマートデータサイエンスセンタ

デジタルツインコンピューティング研究センタ 基礎数学研究センタ

特定分野の研究センタ

IOWN総合
イノベーションセンタ

サービスイノベーション
総合研究所

情報ネットワーク
総合研究所

先端技術
総合研究所

革新的通信方式に基づくネットワークシステム構成、新たな付加価値を
生む通信サービス方式の研究開発など未来ねっと研究所

NTT研究所の取り組み

将来のネットワークサービスを実現するネットワークアーキテクチャや
ネットワークシステムを支える基盤技術、通信トラヒック・品質・オペレーション
の研究開発など

ネットワークサービスシステム研究所

スマートな社会を実現するアクセスシステム技術、ワイヤレスアクセス技術、
オプティカルファイバアクセス技術、インフラストラクチャ技術やオペレー
ション技術の研究開発など

アクセスサービスシステム研究所

圧倒的にクリーンな次世代エネルギーや環境負荷低減技術、地球環境と
社会の未来を予測し環境に適応する技術の研究など宇宙環境エネルギー研究所

ヒューマンセントリックに基づき、サイバー世界発展の急加速に伴う実世界
とサイバー世界の新たな共生に関する革新的研究開発人間情報研究所

ICTにより高度化する社会システムや人間社会の変革と発展に向けた、広範
な社会価値、セキュリティ、プライバシー、倫理、法律・制度などの融合的
研究開発

社会情報研究所

規模や複雑さの観点から扱うことが困難であったデータを処理可能とし、
人や社会に有用な価値を創出する、革新的な計算機科学とデータサイエンス
の研究開発

コンピュータ＆データサイエンス研究所

光と電子の融合により新たな価値創造をもたらす先端的なデバイス・材料
の研究開発など先端集積デバイス研究所

情報通信に変革をもたらす情報科学と人間科学の新概念・新技術の創出
などコミュニケーション科学基礎研究所

速度・容量・サイズなどネットワーク技術の壁を越える新原理・新コンセプト
の創出など物性科学基礎研究所

市場ニーズや社会の要請からバックキャストした開発・普及戦略を策定し、
技術開発から普及活動、導入支援までを一貫して推進IOWNプロダクトデザインセンタ

移動固定融合を支える革新的なネットワーク／アクセスシステムの実現と、
ネットワークのソフトウェア化の研究開発ネットワークイノベーションセンタ

将来の社会基盤となる革新的なコンピューティング基盤技術の研究開発と
事業活用時のサポートの推進ソフトウェアイノベーションセンタ

次世代情報通信分野および新 ICTビジネス分野を開拓するデバイス、
サブシステムの研究開発デバイスイノベーションセンタ

https://www.rd.ntt/organization/laboratory/NTTの研究開発体制
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グローバルな研究拠点の取り組み

私たちの使命は、次世代技術の基礎的研究開発を推進し、人々にとってよりナチュラルな世界を築く
技術を進歩させることで、人類の発展を促進することです。そのため、NTT Research, Inc.では、
NTT研究所が蓄積してきた独自技術を支える研究領域に着目して、海外をはじめとした外部の優れた
研究者を招へいし、国内と連携する新たな研究チームを組成しています。さらに、革新的創造への取り
組みとして、事業会社とも積極的に連携し、グローバルビジネスの競争力強化につなげていきます。

NTT
Research,
Inc.

Physics & Informatics
Laboratories

PHI Lab. PHI Lab.は、現在の最先端情報処理を大きく前進させるための基本原理と新しい技術の解明
に向けて、光学技術を用いた量子情報科学と脳をはじめとする神経科学の両分野にまた
がる、まったく新しい学術的分野の開拓を探求しています。PHI Lab.の使命は、情報集約型社会
における現実の問題に対して、シンプルで効率的かつ実用的な解決手法を構築することです。
そのために、量子物理学と脳科学の基本原理の中で「コンピューティング」を再考し、ハード
ウェアとソフトウェアを同時に開発することをめざします。NTTには、基礎研究を探求し
それを実社会に届けるという長年の伝統があります。PHI Lab.においても、物理学者、コン
ピュータサイエンティスト、脳科学者、電気エンジニアが協力して、新しい計算フレームワーク
を実用化するための環境を育んでいます。

Cryptography & Information
Security Laboratories

CIS Lab. CIS Lab.は、多くの情報がさまざまな形で行きかう情報社会において理想的な安全性を実現
するための暗号技術や理論の開拓を大きな目標とし、世界トップの暗号理論研究所としてこの
分野を先導する研究を行っています。暗号は高度に情報化された社会で不可欠なものです。
今後私たちの住む世界は現在の姿をはるかに超えたものとなるでしょうが、暗号を中心とした
セキュリティやプライバシー保護はその中核技術として一層重要な役割を果たすことになり
ます。CIS Lab.では世界トップの暗号研究者が集結して基礎研究を行い、長期的に世の中を
大きく変えるような課題に取り組んでいます。CIS Lab.の研究者は、属性ベース暗号、準同型
暗号、および関数型暗号などで革新的な研究成果を世界に先駆けて発表してきましたが、今後
さらに予期しないような新たな進展をめざして研究を進めています。例えば、量子計算により
暗号はどう変わるか？ブロックチェーンが与える「信頼」とは？プログラムの難読化により
生まれるものは？秘密計算による未来の姿は？など数々の未知の問題に取り組んでいます。

Medical & Health Informatics
Laboratories

MEI Lab. MEI Lab.は、個々の人の健康状態の改善を促進するというビジョンのもと、患者が主体的に
医療に向き合う患者参加型医療を念頭に、個別的、予防的、予測的な治療やウェルネスを促進
する医療、健康科学の進歩の研究に取り組んでいます。 具体的には、個別化された精密医療
を実現するために、コンピュータ上に患者のレプリカを構築するバイオデジタルツイン技術
を通じて、個々人に適した革新的なヘルスケアの実現をめざしています。さらに個々人
のその時々の健康回復や維持だけでなく、現在から将来の世代にまたがるグローバルな
コミュニティ全体のヘルスケアの改善を目論んでいます。最初の取り組みとして、心臓・循環
器疾患を対象にしたバイオデジタルツインをターゲットにしています。バイオデジタル
ツインでは、生物医学工学の原理、モデリングとシミュレーション、データサイエンス、および
人工知能を含むさまざまな情報処理技術と、細胞に対して投薬の反応などを直接的に調べる
Organs-On-Chipなどの実験的な技術との組み合わせにより、革新的なヘルスケアをめざ
します。

https://ntt-research.com/

ORGANIZATION OF NTT R&D



PHILOSOPHY AND
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LSP方式による音声合成簡易実験機
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1948年に発足した電気通信研究所（NTT研究所の前身）の初代所長である吉田五郎氏が
掲げた言葉です。世界をリードする技術を生み出し、それを実用化することで社会や産業・
学術の発展に寄与していく強い思いが込められています。

知の泉を汲んで研究し実用化により

世に恵を具体的に提供しよう

1948年
1952年
1960年

逓信省電気通信研究所発足
逓信省の通信事業を引き継ぎ日本電信電話公社発足
電気通信研究所茨城支所開設

復興の時代 ～通信技術の国産化をめざして～1948～

1986年
1991年
2005年
2013年

SC形光コネクタの実用化
MPO形光コネクタの実用化
ホーリーファイバを用いた「曲げフリー光ファイバコード」の開発
北米研究開発拠点 NTT Innovation Institute, Inc. 設立

競争から協調の時代 ～世界をリードし、ともに未来へ～1986～

2019年

2021年

世界最小の消費エネルギーで動作する光トランジスタを実現
NTT Research, Inc. 3研究所発足（量子計算科学、暗号情報理論、生体情報処理）
IOWN（Innovative Optical and Wireless Network）構想を提唱
IOWN総合イノベーションセンタ設立

IOWN構想の具現化へ ～ナチュラルな世界の実現に向けて～2019～

VAD法光ファイバ母材製造装置

1966年
1972年

1975年
1977年
1980年
1983年
1985年

光通信に関する基礎研究開始
横須賀電気通信研究所発足
つくば建設技術開発室発足
高圧縮音声符号化のためのLSP（線スペクトル対）方式の開発
光ファイバ母材の製造技術〈VAD法〉の開発＊1

G3ファクシミリの国際標準化＊2

厚木電気通信研究所発足
日本電信電話公社の民営化により日本電信電話株式会社（NTT）発足

成長の時代 ～新しい通信サービスで世界レベルへ～1966～

NTT R&Dのあゆみ

NTT R&Dの理念

＊1. 古河電気工業・住友電気工業・フジクラ（当時 藤倉電線）との共同研究による。
＊2. KDDI（当時 国際電信電話）との共同研究による。

曲げフリー光ファイバコード

G3ファクシミリ端末
「ミニファクス MF-2」

SC形光コネクタ

光トランジスタ

光ファイバ断面
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ITU-Tへの寄書状況（2017～2020年）ITUなどの公的標準化機関への参加(2021年度実績)

国内／国際活動者

延べ 名155

公的国際標準化会合への参加（2021年度実績）

延べ 人日  （事前検討、準備作業は含みません）1,035

国内委員

延べ 名286
NTT 1.8 %

日本（NTTを除く）3.8 %

諸外国 94.4 %

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（2017～2020年）のデータが最新のものです。

本ページ記載の内容は、2021年度末の情報となっております。最新情報についてはURL/QRコードをご覧ください。

標準化活動

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。

団体および賞名 件名 受賞者

紫綬褒章

文部科学省

令和3年度科学技術分野の文部科学大臣表彰

若手科学者賞

Optica (formerly OSA) 
Optica Fellow

コヒーレントマルチキャリア多値変調大容量光伝送方式の開発

シリコン量子ドットを用いた高精度単電子制御の研究

For pioneering contributions to ultra-high-speed and
low-power-consumption membrane lasers.

宮本 裕

電子情報通信学会
名誉員

‒ 守谷 健弘

山端 元音

電子情報通信学会

第82回電子情報通信学会

功績賞

長年にわたり微細加工技術を駆使した集積ナノフォトニクスの研究に従事し、

ナノ構造による新しい光学現象を解明し、

その結果を応用して光通信用デバイスの超小型化及び

超低消費エネルギー化を達成した。

納富 雅也

松尾 慎治

IEEE Fellow For contributions to blind source separation of noisy and
reverberant speech signals.

荒木 章子

https://www.rd.ntt/about/openrd/#standardization

https://www.rd.ntt/about/openrd/#commendation
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