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1 自動車インダストリ

大転換期にある自動車産業に活かす、
培ってきた経験と先進技術への対応力
CASE や MaaS といった新たな領域が進展し、大転換期にある自動車業界。NTT データの自動車インダストリにおいても、
時代の変化を捉え、Connected 領域、Autonomous 領域の研究開発に取り組んできた。これらの活動を通じて、次世代
モビリティ社会の社会実装に一層寄与し、更にはモビリティを起点とした社会課題の解決を目指す。

̶はじめに、所掌されている業務に
ついてお聞かせください。

増えるデータ量への対応
と、走行車両へのサービス

第五製造事業部は、2017 年

に求められるリアルタイ

よりトヨタ自動車様と NTT グルー

ム 処 理 を 両 立 さ せ る ICT

プにて進めているコネクティッドカ

基盤の社会実装を目指し

ー ICT 基盤に関する研究開発に携わ

ています。

小寺

っているメンバをコアとして拡大さ

この技術開発は、具体的

せ、2020 年 7 月に発足しました。現

なユースケースを想定し、

在、CASE の C（Connected） 領 域

机上だけでなく実フィール

にフォーカスしています。

ドで実車を使った検証を繰

コネクティッドカーは日本でも順
調に増えてきており、将来的には数

（右）株式会社 NTT データ

第五製造事業部長 小寺 基夫氏
（左）株式会社 NTT データオートモビリジェンス研究所

り返して行っていることが特徴です。
例えば、
「同じ道路でも特定のレー

千万台に増えていくのは確実です。

ンだけが渋滞している時に、その原

通信される情報も、CAN・車載カ

因を判定し渋滞車列を避けることが

メラや LiDAR の情報に加え、乗車

できるか」という大規模商業施設の

中のエンターテイメントなどにも拡

入口などで想定される事象を設定し

張されていきます。

た実験（図 1）では、データ処理基

台数と通信量の掛け算で爆発的に

しカメラの画像データを取
得、③隣接レーンの車速を推
定し渋滞判断、④通知、といっ
た技術を同時に磨いていま
す。
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動運転システムの検証IP「GARDEN」
の研究開発や、自動運転技術をリー
準化団体との共創型 R&Dプロジェ
クトを推進中です（図2）。
目指しているのは、正しい完全自
動運転となるように検証するハイブ
リッド AI の創生です。マシンラー
ニングに代表される大量データを学
習・統計するデータ駆動型 AI と、
人ならではの論理思考を計算機処理
可能なアルゴリズムにした理論知識
型 AI の、それぞれの良い所を組み
合わせるものです。運転で言えば、

NTTデータオートモビ

データ駆動型 AI はカメラ等の画像

リ ジ ェ ン ス 研 究 所（ 略 称：

センサーで捉えた情報を脊髄反射的

中井

ユースケースを設定した実験

中井 章文氏

ドする国内外のOEM や Tier、各国標

盤に加え、①渋滞地点の割り出し、
②付近の最適車両を見つけ出
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代表取締役社長 CEO

ARC）では、CASEの A（Auto-

に処理するモード 1 プロセスで活

nomous）領域に注力し、今春

き、理論知識型 AI は大脳処理のよ

に OSS提供を予定している自

うに見識と論理を以て事故を回避し
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ながらも経済合理性や乗り心地等ま

る管制システムのように、個々のク

でを配慮した高度なドライビング戦

ルマの世界から、ソフトウェアでク

略を判断するモード 2 プロセスで

ルマとヒトやクルマ同士つないで新

活きます。

しい「しくみ」や「価値」を創造す

現在、自動車専用道路等のごく限

る こ と で、CASE の S（Shared &

られた運転シーンで自動運転の実用

Service）領域も含めた次世代のモ

化が始まりつつあります。しかし、

ビリティ社会に貢献していきたいと

日本の複雑な一般道路への実用で

考えています。

は、信号機のない交差点で、死角に

中井

歩行者がいながら、救急車が後ろか

改革を実施しました。それまで、キ

ソースを拡大し、NTT データグルー

ら迫っているようなエッジケースは

ャッツという社名で、車載ソフトウ

プ自動車インダストリの R&D セン

稀ではありません。さらに、国や文

ェアの開発手法や各種ツールの強み

ターを目指す新会社 ARC として生

化が異なればまた違った認知・判断

を生かし、個別車載 ECU 上の組込ソ

まれ変わりました。

が必要になるでしょう。今後、この

フト開発革新に貢献してきました。

ような難題を、高価になる AI 半導

これからの自動車業界では、個別

は、次世代モビリティ社会を支える

体を搭載しなくても解決し、未来の

単独のハードデバイスで実現してい

ソ フ ト ウ ェ ア に 不 可 欠 な Auto-

モビリティの一斉普及を加速するブ

た機能群が、協調統合された車載コ

nomous、Mobility、Intelligence を

レークスルーを創るのが夢です。

ンピュータ上のソフトウェアとなり、

組み合わせました。構造改革発表後、

̶自動車業界は大きな転換点にあり

小寺さんがリードしている車外のコ

幸先よく、公益社団法人自動車技術

ます。どのように取り組んでいきます

ネクティッドシステムとも連携して

会主催「第 2 回自動運転 AI チャレ

か。

いきます。そこでは、センサー・ア

ンジ」に社員が挑戦し、最優秀賞を

先の研究開発に加え、2020

クチュエータにおけるモード 1 に加

受賞しました（図 3）。

年 4 月トヨタグループのモビリティ

えて、より大切なのは車載という特

̶最後に目指す姿や今後の目標につ

サービスを担うトヨタコネクティッ

殊な計算機環境で人間のドライバー

いてお聞かせください。

ド様と業務提携を結びました。OEM

相当の判断を行うモード 2 機能まで

中井

と ICT 企業の業務提携は、まさにデ

遂行するソフトウェア IP の研究開発

gitalize human intelligence and

ジタル時代の到来と言えます。

であり、NTT データグループによる

improve automated mobility. ヒト

チャレンジが求められています。

が持つ高度な知恵を駆使した自動化

小寺

ここでは、例えば、必要な場所に
必要な台数のサービスカーを配車す

当社は 2020 年に大きな構造

そこで、旧キャッツの研究開発リ
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第 2 回自動車運転 AI チャレンジ

社名の「オートモビリジェンス」

当 社 の ミ ッ シ ョ ン は、 Di-

ソフトウェア技術を発明・提供し、
便利で豊かになる次世代モビリティ
社会を支えることを目指します。
小寺

虫の目、鳥の目、魚の目といっ

た言葉がありますが、1 台の自動車
のいわば虫の目を、数千万とつない
でいくことで、全体（鳥の目）や時
間軸（魚の目）での洞察が可能とな
ります。そこで得られた知見・英知
を、改めて社会へとフィードバック
していく。こういったクルマと社会
図2

GARDEN の技術を採用した産官学研究プロジェクトでの様子
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を繋ぎ合わせる次世代モビリティ社
会に寄与していきたいと思います。
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