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（NTT I3：エヌ・ティ・ティ　アイキ

ューブ）をサンフランシスコ空港近く

のサンマテオに設立しました。スター

トアップ時におけるNTT I3の主要ミッ

ションは、北米のNTTグループ会社の

ビジネスに対応した技術を、様々なベ

ンチャー企業が集積するシリコンバレ

ーの先進技術とNTT R&D技術をうま

く連携させながらスピーディにIPとし

て開発・提供してマーケットインのサ

ービス開発を加速することです。また

NTT I3のアクティビティは、北米にお

けるNTTグループの連携強化や、プレ

ゼンス向上にも大きく貢献していま

す。実際、Gartner社が昨年８月に

発表した「Market Trends: Managed

Security Services, Worldwide, 2013」

では、NTTグループが、

グローバルのMSSPの

マーケットトレンドで上

位から３番目のランクと

して認識いただきました

が、これは NTT I3が

NTTグループのGartner

社の窓口としてセキュリ

ティの取り組みの認知度

向上に積極的に活動し

た成果だと考えています。

将来は、これら北米発の成果をグロ

ーバルに展開していくことを視野に入

れています。その意味では、グローバ

ルビジネスの成長をドライブする足掛

かりにしたいと思っています（図１）。

NTT I3の CEOにはインド人の

Srini Koushikが就任しました。彼は

北米のマーケットを熟知し、ITベンチ

ャーの起業経験もあるので、非常にア

ジリティの高い活動を展開するには相

応しいということで招聘しましたが、

期待以上の活躍をしてくれています。

－グローバルでの競争力向上以外

の取組みについては・・・・。

篠原 新中期経営計画では「お客さ

まから選ばれるバリューパートナー

に」を掲げています。これは、R&D

の立場で言うと、昨年の新年号でも

お話ししましたが、自分たちだけで研

究開発を行うのではなくて、オープン

－2012年11月発表の中期経営計画

を踏まえ、変革のドライバーとして

R&D強化と成果投入のスピードアッ

プに取り組まれてきましたが、この1

年の状況からお聞かせください。

篠原 2012年11月に発表した新中期経

営計画の柱の１つに、グローバル・ク

ラウドサービスを事業の基軸にグロー

バルマーケットでの競争力の強化があ

ります。そのためには、マーケットの

近くでニーズをいち早く取り入れなが

らIP（Intellectual Property）を開発し

ていくことが重要ということで、2013

年４月にNTT Innovation Institute, Inc.

2012年11月、「お客さまから選ばれるバリューパートナーへ」をコンセプトにした中期
経営計画「新たなステージを目指して」を発表したNTTグループ。この1年間、変革のド
ライバーとしての重要な役割を担ってきたR&D部門の振り返りと、新たなステージに向
けた2014年のR&Dビジョンについて、篠原弘道常務取締役研究企画部門長にうかがった。

オープンイノベーションを
加速・本格化し、新たな価値の
創出にチャレンジ

日本電信電話㈱
常務取締役　研究企画部門長

篠原弘道氏

大企業 

先進国市場 

新興国市場 

中堅中小企業 

アナリスト 

パートナー 

カスタマー 

（1）クラウド 

（2）セキュリティ 

（1）開発したIP 
　  展開 

（2）標準化した 
　　サービスを展開 

グループ内外への 
コミュニケーション 

クラウド、セキュリティを始めとして、北米発マーケットインのサービス開発を加速 

図1 NTT I3の設立

―2012年11月発表の中期経営計画
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R&D強化と成果投入のスピードアッ
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1年の状況からお聞かせください。
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イノベーションを基軸にR&D活動を推

進しています。その具体例として、昨

年７月に締結したドワンゴ社との業務

提携が挙げられます。これは、NTT研

究所が持つ技術の高度化や適用領域の

拡大と、ドワンゴ社が提供する

niconico（ニコニコ動画・ニコニコ生放

送）等のサービスの進化、より効率的

なサービス提供を図ることを狙いにし

ています。NTT研究所のメディア、

UI／UX分野、ネットワーク／QoE分

野などの技術を実際にドワンゴ社のお

客さまに使っていただき、それをフィ

ードバックして新しい技術開発を考え

るというものです。ドワンゴ社とはい

くつかのワーキンググループを作って

具体的な連携テーマをすでに走らせて

います。

－どんなテーマがありますか。

篠原 一例をお話ししますと、NTT研

究所のネットワーク品質評価技術を活

用し、ネットワークの混雑状況も踏ま

えたうえでお客さまの満足度が一番高

くなるような映像配信技術や、ユーザ

ーが自由に視聴位置を変えながら臨場

感を体感できる「インタラクティブ・

パノラマ映像合成配信技術」を活用し、

高臨場な360度パノラマ映像体験サー

ビスの可能性を検討しています。また、

ロバストメディア探索技術を用いて、

同一ソースの映像や音声を使った二次

創作コンテンツを瞬時に特定する技術

についても取り組んでいきたいと思っ

ています。我々からみて一番嬉しいの

は、自由な発想に基づく価値観・判断

基準とスピード感を持つドワンゴ社の

若い技術者と、NTT研究者どうしがお

互いに刺激し合うことによって成長し

ていく可能性があると

いうことです。そうい

う観点で今後は人材交

流も進めていきたいと

思っています。

－「R&Dフォー

ラム2013」で“連鎖

するイノベーショ

ン”をテーマに基調

講演をされました

が・・・・。

篠原 NTTグループの成長エンジン

として、バリューパートナーへの変革

のドライバーの役割を担うためには、

従来のように一つの研究所内に閉じた

イノベーションの連鎖だけでなく、研

究所の枠を超えた「越境する連鎖」、

非常に強いイノベーションの回りに他

のイノベーションが凝集することでさ

らに大きなイノベーションを実現する

「凝集する連鎖」、複数のイノベーショ

ンを融合することで新しい価値を創出

する「融合する連鎖」の３つの連鎖を

強化する必要があります。この取り組

みを加速することによって、当初の研

究開発目的とは別の想像外の使われ方

をする「イノベーションの折り曲げ効

果」も得られると思っています。ただ

し、折り曲げることが出来るのは、お

客さまや第三者です。したがって、オ

ープンイノベーションを成功させる最

大の鍵は、“自分たちでパートナーを

探して選ぶ”のではなく、“相手に選

ばれる”ことだと思っています。それ

によってもっと大きなマーケットを目

指せる可能性もあるわけです。“選ば

れる”ためには、積極的に当該技術の

持つポテンシャルなどの情報発信を行

い、興味を持って下さるパートナーの

方と上手く連携していくことが重要だ

と思っています。

－イノベーションの連鎖を加速す

るために、具体的にどんな取組みを

行っていますか。

篠原 NTT研究所の一番強い部分、

強い技術を核に、他の関連技術を組

み合わせることによって、これまで

にない成果を出そうということで、

既存の組織とは別にバーチャルな３

つの最先端研究センタを作りました。

１つは「ナノフォトニクスセンタ」

で、微細加工技術を用いたナノフォ

トニクス構造や光素子の研究を行っ

ている社内の研究者が集まって、ナ

ノフォトニクス技術を駆使した新し

い光集積デバイスの研究開発を進め

ています。具体的な研究開発成果と

して、LSIチップの内部配線の光化

を目指して、世界で最も小さな消費

電力で動作する半導体レーザの開発

に成功しました。従来の1/10以下の

5.5フェムトジュールという超低消費
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―どんなテーマがありますか。

―「R&Dフォーラ

ム2013」で“連鎖

するイノベーショ

ン”をテーマに基

調講演をされまし

たが・・・・。

―イノベーションの連鎖を加速する

ために、具体的にどんな取り組みを

行っていますか。
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きたいと考えています。また、この

取り組みによってセンタを作らなく

ても自然に研究者たちが自律的に動

いて協力し合うようなマインドも定

着できれば望ましいと考えています。

－今お話しいただいた以外の、オ

ープンイノベーションによる成果例

をお聞かせください。

篠原 今、私は特殊なシャツを着て

います。NTT研究所では、繊維の表

面に導電性高分子をコーティングす

る技術を開発しました。このシャツ

はその素材を用いています。このよ

うにスマートフォンに波形が表示さ

れていますが、これが現在の私の心

拍情報です（写真１）。シャツから出

た生体信号を常時モニタリングして

います。皮膚に粘着させ計測する電

極を体に貼るのではなく、シャツを

着るだけですから、まったく負担に

はなりません。このように技術とし

ては出来上がっており、非常に反響

も大きいのでかなり期待しています。

今後、世の中に広く出していくため

には、この素材を使って物を作って

下さる方々とも連携し、様々な活用

法の検討を一緒に進めていきたいと

考えています。例えば、生体信号を

常時モニタリングできる特長を生か

し、在宅での健康管理や疾病予防な

どの健康増進に活用していきたいで

すし、将来的には薬事法をクリアす

る必要はありますが、医療分野での

応用も考えていきたいと思います。

もう１つ期待しているのは、昨年の

インタビューでもご紹介した臨場感あ

るサラウンド再生を実現する「残響制

御技術」です。すでに一部のオーディ

オ機器に実装されていますが、残響制

御技術の持つポテンシャルから見る

と、もっと魅力的な使い方ができるの

ではないかと考えていました。そこで、

昨年10月開催された「第20回ITS世

界会議東京2013」では、三菱電機様の

カーオーディオに残響制御技術を実装

してデモを行いました。本当に車の中

がオーディオルーム並みに臨場感溢れ

ていました。こういった点を積極的に

アピールし、皆様に使い方を考えてい

ただくことを中心に取り組みたいと思

っています。

また、早くから期待されていた光

を自在に曲げられる電気光学結晶

KTNの応用については、浜松ホトニ

クス様と連携することができ、同社

とNTT-AT社との協業によって冠動

脈検査に使用する1.3μm帯のOCT

（光干渉断層計）光源として販売開始

されました。今後、眼底検査OCTで

普及が期待される1.05μm帯の光源

をはじめとするラインナップ拡充を

目指したいと考えています。

その他の事例として、NTT研究所

が開発中の高精度に電界を測定する

光ファイバを活用した「電気光学

エネルギーでデータ伝送可能なこの

半導体レーザを用いて、今後LSI全

体の電力消費の50％以上を占める電

気配線を光化することができれば、

ICT機器の消費電力を40％程度削減

することが可能になります。

２つ目は、「イノベイティブフォト

ニックネットワークセンタ」で、文字

通り光通信の伝送容量を徹底的に大き

くし、増大する通信トラヒックを収容

可能なスケーラブル光ネットワークを

実現しようということで研究開発を進

めています。すでに、光ファイバ1本

で1ペタビット、2時間のハイビジョ

ン映像5000本を1秒で送れる技術を実

現していますが、これをさらに高速に、

かつ伝送距離も伸ばしていくことにチ

ャレンジしています。

３つ目は、「機械学習・データ科学

センタ」で、最近非常に話題になって

いるビッグデータ分析に関する革新的

な技術開発に取り組んでいます。NTT

研究所内には、様々なアプローチでビ

ッグデータ領域の研究開発をしている

研究者が各研究所にいます。本センタ

では、機械学習技術、バッチ型データ

処理基盤技術、オンラインデータ処理

基盤技術、さらには実応用領域など、

ビッグデータの関連技術者が力を合わ

せて取り組んでいます。

－組織を作った狙いは・・・・。

篠原 既存の組織とは別のバーチャ

ルなセンタを作って、みんなで協力

し合って革新的なものを研究開発し

ていくことが狙いであり、上席特別

研究員をリーダーとするそれぞれの

分野のCOEとして、未来の情報通信

に大きな飛躍をもたらす核にしてい
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写真1 生体電極による心拍情報

―組織を作った狙いは・・・・。

―今お話しいただいた以外の、オー

プンイノベーションによる成果例を

お聞かせください。
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（EO）プローブ」の応用があります。

JAXA様と協力して、「はやぶさ」

のような小惑星探査機等で使用され

ているマイクロ波放電式イオンエン

ジンのマイクロ波電界計測に世界で

初めて成功しました。これにより、

今後マイクロ波放電式イオンエンジ

ン内部の各種現象を解明し、さらな

る性能向上に貢献できるものと期待

されています。

－新たなステージに向けたR&Dの

取り組みをお聞かせください。

篠原 2020年にはビッグイベントが

日本で開催されます。この頃には、

我々は ICTという技術を提供するこ

とで、パートナーの方々とのコラボ

レーションすることによって新しい

価値を提供していきたいと考えてい

ます。新たなステージに向けて、

R&D部門としては ICTを活用して、

「便利で豊かで安心安全な社会活動・

社会生活環境」の実現に向けてチャ

レンジしたいと思っています。

具体的な取り組みの１つに、ネット

ワーク制御の研究開発が挙げられます

（図３）。爆発的に増加するトラヒック

の急増や緊急時のバースト的なトラヒ

ック集中に対して柔軟に対応できるよ

うに、これまでのような何か起こって

から対応するリアクティブな対応か

ら、ビッグデータ分析を活用してプロ

アクティブに予測制御する技術にチャ

レンジしています。核になるのは、

“SDN（Software-defined Network）”

に基づくソフトウェアによるネット

ワークコントロール技術

と、お客さま近くにある

サーバに計算処理を分散

配置し、そこで一次処理

などを行うエッジコンピ

ューティング技術です。

また、コネクテッドデ

バイスの増加に伴い、

Wi-Fi基地局の高密度化

に伴う電波干渉による速

度低下は、大きな課題で

す。例えば、スタジアムなどでWi-

Fiの利用者が増えると速度が落ちる

とか、高精細／大容量映像を一斉に

視聴すると視聴が困難になるといっ

た点です。この課題を回避するため

に、基地局を単純に増設するのでは

なく、ソフトウェア制御技術を用い

たダイナミックセルによる干渉回避

や、パケットロス等のない高品質な

一斉同報配信技術を使った伝送効率

の向上にチャレンジしていますが、

基地局を超小型化し、警備員さんの

腕に着けられないかといったことも

夢見ています。スタジアムなどが空

いている時は警備さんも少なく、混

雑している時は沢山の警備員さんが

いるわけですから、ダイナミックに

基地局を設定できるというわけです。

このように、研究開発を推進するだ

けでなく、フレキシブルな実現手法

の検討も進めていければと思ってい

ます。

－最後に、新年の抱負をお聞かせ

ください。

篠原 昨年、オープンイノベーション

やイノベーションの連鎖と言い始めま

した。前述したドワンゴ社との提携な

ど、具体的な成果も出てきましたが、

こういった取り組みをより本格化して

いきたいと思っています。そのために

は、２つのポイントがあります。１つ

は、すでにお話しした“選ばれる”た

めに、ずば抜けて尖っている技術・特

徴ある技術をさらに研ぎ澄ます。もう

１つは、技術開発は、実社会で何らか

の価値を生み出すことが最終目標です。

したがって、実社会の中で価値を生み

出すためのサービサーをどうするかな

ど、サービスのイノベーションやビジ

ネスモデルまで含めて、個々の研究者

が出来るように仕上げる。今年1年で

すぐに仕上がるとは思っていませんが、

この２つの観点からオープンイノベー

ションを本物にしたいと思っています。

もう１つは、冒頭で述べたように

北米におけるR&D展開は、2013年

にスタートし順調に離陸できたと考

えています。これから高い高度の巡

航路を守って操縦できるかどうかは

2014年にかかっていますので、NTT

I3の活動を継続的にやっていけるよ

うにしたいと思っています。

－本日は有難うございました。

（聞き手：特別編集委員　河西義人）
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発生情報を元にした事後対処（リアクティブ）から 
ビッグデータ分析を活用した予測対応（プロアクティブ）へ 

ハードウェアの単純増設（Hardware-intensive）から 
ソフトウェアによる効率的ネットワーク制御（Software-defined）へ 

リアクティブ 

トラヒック 

事象発生 変動検知 

トラヒック 

事象発生 

プロアクティブ 

ビッグデータ分析 

＜プロアクティブ制御＞ 

＜ソフトウェア制御技術を用いたダイナミックセルによる干渉回避＞ 

干渉 協調 

図3 ネットワーク制御へのチャレンジ

―新たなステージに向けたR&Dの

取り組みをお聞かせください。

―本日は有難うございました。

―最後に、新年の抱負をお聞かせ

ください。

http://www.bcm.co.jp/
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