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2 サービスイノベーション総合研究所

IOWN 構想の実現に向けた
サービスイノベーション総合研究所の取り組み
サービスイノベーション総合研究所では、IOWN 構想の実現に向け、社会を構成するヒト・モノのデジタル化とそれに伴い可能とな
る大規模・高精度・高速な未来社会予測、実世界へのフィードバックを行う技術の研究開発を進めています。ここでは、昨年の
成果をご紹介します。

はじめに

ボール・リーグ戦（Fubon Guardians
vs Rakuten Monkeys）の試合映像を、
視差なしワイドカメラで撮影し、Tai-

昨年は、新型コロナウイルスの影

mall ショッピングセンタ屋外に設置

響により、社会のすべてがその生活

する特設ブースに、12K のワイド映

様式の変更を余儀なくされました。

像をリアルタイムに伝送するという

このような状況に直面し、私たちが

イベントです（図 1）。

めざす情報通信サービスの研究開発

本案件は、研究成果が海外で活用

の内容自体も再考することとなり、

される事例であるとともに、コロナ

大きな変化があった年となりました。

禍の影響で日本側のメンバーが台湾

サービスイノベーション総合研究

に渡航することができず、台湾の

所では、メディアロボティクス、メ

サーバを遠隔操作しながら構築支

ディア処理、革新的なコンピュー

援・技術指導から事前リハーサルま

ティング基盤、デジタル化社会を支

での技術サポートを全てリモートで

えるセキュリティといった分野の研

実施するという、研究所の歴史でも

究開発を核に、IOWN 構想の実現を

珍しい事例でした。本件を、大きな

めざしています。そのような研究

トラブルもなく成功させられたこと

テーマから、コロナ禍で求められる

で、海外のグループ会社に対しても

成果を創出することもできたので、

技術サポートができるという知見を

以下で 2020 年の取り組みについて

得られたことは大きな収穫でした。

紹介します。

生活を便利にするための技術とし
て、AI による空調の最適化に取り組

メディアロボティクス

日本電信電話株式会社
サービスイノベーション総合研究所
所長

川村 龍太郎氏

んでいます。室内の温度変化は、滞
在人数の変化、外気温の変化、空調
による送風温度・送風量の変化が複
雑に絡み合い、かつ時定数が大きい
ため、室温の制御はモデル化が難し
い問題です。これに対し、室温変動
の要因の一つを予測する「常時型滞
在人数予測技術」
、算出したシナリ
オそのものやその他の要素による室
温変動を再現する「室温再現技術」
、
さらにはそれらと組み合せること

視差なしワイド映像合成技術

NTT Taiwan Solutions Ltd. による
Ultra Reality Viewing 商用提供第一弾
として、10 月に台湾で顧客デモイベ
ントが実施されました。台湾の桃園
国際野球場で実施された台湾ベース
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で、実際の空調制御シナリオを算出

げられたのは、長年にわたり培って

量の音声データにもとづき、高品質

する「最適シナリオ算出エージェン

きた技術力の賜物であると自負して

かつ多様な音声を合成することがで

ト技術」の 3 つの技術によって解決

おります。開発においては、一般の

きるようになりました。ただし、声

をめざしています。実証実験におい

方でも入手しやすく、使いやすいも

優の合成音声を利用するためには、

ても良い結果が出ており、商用化に

のになるように検討を重ね、安価、

権利調整が必要であり、手軽な利用

向けて開発をすすめていきます。

受話器型のデバイス、かつ、電池駆

が難しいという運用面での課題があ

動での提供にこだわりました。その

りました。技術面だけでなく、権利

ために必要となる低演算量／低メモ

面もクリアすることで、サービス提

リ化や通話の品質を上げる低遅延化

供を成し遂げることができました。

メディア処理
新型コロナウイルスの影響により
生活様式が大きく様変わりし、これ

のため徹底したアルゴリズムの改良
が実現のポイントとなりました。

コンピューティング基盤

まで何気なく会話していた状況でも

NTT ドコモは、NTT テクノクロ

ガラスやアクリル板、ビニールで遮

ス、声優事務所のアクロスエンタテ

我が国の長期的課題のひとつとし

られる機会が増えましたが、音声が

インメント、企画会社の GADGET

て、インフラとして我が国の社会経

通りにくくなるため、会話をするの

と共同で、アクロスエンタテインメ

済活動を支え、国内物流の約 4 割を

が困難な状況が生まれています。

ントに所属する声優延べ 24 名の音

占めている内航海運を担う船員の高

そこで、これまで培ってきた音響

声合成をワンストップで提供するこ

齢化、人員確保の難しさ、が挙げら

信号処理技術（エコーキャンセラ、

とができる音声合成クラウドサービ

れており、
地方経済や関連産業（造船・

ノイズ抑圧）を応用して、自分の声

ス「Future Voice Actors」を 2020

舶用機器、保険等）に及ぼす影響も

起源の振動だけを 99.9% 以上抑圧し、

年 11 月 6 日より提供しています。

大きいことから、国と業界が一体と

同時に騒音も低減することで、あた

本サービスは、手軽に有名声優の合

なってその解決に取り組んでいます。

かも窓がないかのような会話を実現

成音声を利用できる国内初のサービ

船の無人化、自動化は、こうした

するデバイスを開発しました（図 2）
。

スなのですが、多様な声と表現を可

課題の解決策として期待されていま

非常事態宣言下の 5 月から検討を

能とする NTT の最新の音声合成エ

すが、船陸間の通信環境整備や障害

始め、11 月下旬には販売開始を実現

ンジン「Saxe」が活用されています。

物を瞬時に避けることが難しいなど

するという短期間での開発を成し遂

これまでの研究により、話者の少

の技術面、開発への莫大な資金が必
要などの経済面から、これまで無人
運航船の開発はほとんど行われてい
ませんでした。
無人運航船がつくる未来の可能性
を世界に示すとともに、物流革命、
および業界の発展を促進させること
を目的に、自動運航船に関する技術
を追い求める日本の海事産業企業・
団体などと DFFAS プロジェクトに
参画し、日本財団の支援の下、NTT
と MTI は、2025 年までの本格的な
実用化という目標に向けて、世界初
となる無人運航船実現に向けた共同

図２
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研究を開始しました（図 3）
。
IOWN 時代における AI（人工知能）
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のです。本論文で発表した暗号解読
法は、今後も世界中で研究される暗
号設計において、安全性指標となる
重要な役割を持ちます。
残 る 2 本 の う ち の 1 本 は NTT
Research CIS LAB の Waters 博士が
受賞しており、NTT グループで 2 本
の受賞となりました。このようなレベル
の高い研究の積み重ねにより、安心・
安全なサービスの実現に貢献します。
一般にイメージされるセキュリティ
図３

とは少し違う取り組みとして、農業・

無人運航船実証実験の共同研究テーマのイメージ

食品産業技術総合研究機構との作物

は、ヒトをも超える能力を有するだ

Crypto は暗号分野の最高峰国際会

データの共有に関する研究がありま

けでなく、エネルギー効率に優れる

議であり、Crypto 2020 では、採択

す。作物データの共有は各組織や企

持続可能な技術であるべきです。そ

論文 85 本（採択率 85/371=22.9％）

業が保有しているが、 技術ノウハウ

のような AI として、GPU 高収容化

の中から最も優れた論文 3 本に本

の流出やデータの知財化への悪影響

やイベント駆動アプローチによる AI

賞が与えられました。

等の懸念から、組織間での積極的な

推論について研究を進めています。

Best Paper Award を受賞した、藤

共有による利活用が進んでいません

GPU 高収容化では、複数カメラ・複

堂研究主任が著者の論文「Improved

でした。 複数組織に独立して存在す

数ユーザからの映像を束ね、GPU を

Differential-Linear Attacks with

る作物データを安全に共有・分析を

共有しながら推論処理することで、

Applications to ARX Ciphers」 は、

NTT の世界最高速の秘密計算技術

GPU あたりのカメラ・ユーザ数を向

差分線形攻撃と呼ばれる解読法の理

を用いて実現することで、これまでに

上させています。またイベント駆動

論を発展させ、ソフトウェア環境で

得られなかった作物に関する新たな

アプローチでは、地理的に分散した

優れた性能を有する ARX 型暗号の

知見の獲得をめざします（図 4）。

計算リソースを活用し、定常的な入

安全性評価を行った結果を論じたも

力データを適切にイベント化し、必
要なときに必要なだけの推論を実施
していくことで、計算・ネットワー
クコストを削減し、消費電力を大幅
に削減することが可能になります。
これらの成果の一部は NTT 東日本に
おいて、映像 AI 解析サービス向けの
処理基盤を実現する技術として活さ
れています。

セキュリティ
2020 年 8 月に開催された暗号分
野 の 国 際 会 議 Crypto 2020 に て、
Best Paper Award を受賞しました。
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図４

作物ビッグデータの安全かつ高度な利活用の検証
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や救急需要に影響を与える気象デー

２つの新しいセンタの取り組み

以降の成果について紹介します。

タなどを活用して、時々刻々と変化

新たな未来社会を切り拓くための

する地域ごとの救急出動件数を予測

4 つの挑戦（以下、グランドチャレ

2020 年 3 月にスマートデータサ

し、それに見合う救急隊の最適配置

ンジ）を研究開発目標として 11 月

イエンスセンタとデジタルツインコ

を求めることで、限られた救急リソ

に策定しました。

ンピューティング研究センタという

ースの効率的な運用を可能とする技

新しい組織を立ち上げたので、それ

術の開発に取り組んでいます。これ

言語や文化の違いだけでなく、経

ぞれについて紹介します。

により、救急隊が救急現場に到着す

験や感性などの個々人の特性の違い

るまでの時間を短縮することができ

を超えて、心の中の捉え方や感じ方

データ価値化のための実問題を起点

るのです。今後、シミュレーション、

を直接的に理解し合える新たなコ

にした実践的データ分析・AI 技術の

実証実験を通してさらに検証を実施

ミュニケーションを実現します。

研究開発と実用化をめざすセンタとし

し、救急隊運用高度化の実現に向け

て発足しました。様々な産業ドメインを

て研究開発を進めていきます。

スマートデータサイエンスセンタは

（1）感性コミュニケーション

（2）Another Me
配 偶 者 でも子 供 でも親 友 でもな

対象とし、真に解くべき実問題の設定

（3）NTTグループ社内に向けては、

い、新たなかけがえのないパートナー

と解決を、事業・パートナーとともに

ビジネス営業データの分析を通し

として、 人 生における機 会を 10 倍

現場にて自ら実践し、それを通じた研

て、営業戦略を立案する DX、及び回

に拡張し、自らと共存し共に成長す

究・実用化により、世に大きく貢献す

線開通業務を対象とした業務デジタ

る分身「Another Me」を実現します。

ることをめざしています（図 5）。以下

ル化を実現するDXを実践していま

では、取り組み成果を 3 つ紹介します。

す。
営業戦略を立案するDXについて

未来の社会の姿を探索し、そこか

（1）コネクティッドカーの普及を想定

は、金融などお客様DXにも展開して

ら個人が望む行動を選択できる「未

し、日本で初めて全国をカバー可能な

います。また、回線開通業務を対象

来社会探索エンジン」を実現します。

レーン別渋滞検知技術を確立しまし

とした業務デジタル化の方法論につ

た。渋滞付近の走行車に搭載されたド

いては、業務デジタル化技法として

包摂的な平衡解の導出

ライブレコーダとGPSによる位置情報

確立しました。今後はNTTグループ

地球環境が備える自律性と、その

を用いて、低コストかつ高精度な渋滞

内への展開をめざしていきます。

（3）未来社会探索エンジン

（4）地球と社会・経済システムの

一部としての社会・経済システムの

検知を実現しました。今後、運転支援

デジタルツインコンピューティン

自律性を調和させた包摂的な平衡性

や自動運転への活用により、高度な移

グ研究センタの取り組みについて

と、そこへ導く社会システム変容の

動支援と交通流最適化をめざします。

は、本誌 2020 年 11 月号の特集を

複数の選択肢を示します。

（2）過去の膨大な救急搬送データ

ご覧いただくとして、ここではそれ

シティ

居住地エリア
（救急隊）

農業

金融

運輸

おわりに

自社DX

人流・最適誘導
オフィス・商業エリア

お客さまの
DXサポート
実施事業領域
×
（国内/海外）

NTTグループ
の
DX推進

AI技術
ツール・基盤
図５
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以下を研究者が各事業の現場にて実施
・お客様の業務分析、問題抽出、問題解決手法
の設計
・ 問題解決に有用なデータの特定、データ収集
方法設計
・ 適用可能なAI、データ分析技術の選定、改良
・ AI実装、データ分析
・ 世界で利用可能なAI、データ分析技術の
調査、評価、利用ノウハウ蓄積、拡張
・ 技術目利き、情報提供
・ 蓄積されている技術で解決できない問題に
対しては、必要な研究開発を実施

スマートデータサイエンスセンタの概要
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データ価値化の実問題を
起点にしたアプローチ

お客さま

数年でコロナ禍が収束した後も、
定着した新しい生活様式が完全に元
に戻ることはないでしょう。そのよ
うな状況では我々がめざす IOWN 構
想や、社会を構成するヒト・モノの
デジタル化に関する技術がますます
重要になります。これによって、安
心、安全で便利な社会の実現に貢献
する所存ですので、ご期待ください。
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