
ニューノーマル時代に資する
技術シーズ集

～新型コロナウイルス対策～



NICT SEEDs（NICTシーズ集） の最新版は、以下でご覧いただけます。

皆様へ

ご相談・お問い合わせ先

NICTオープンイノベーション推進本部
ソーシャルイノベーションユニット 戦略的プログラムオフィス

情報通信研究機構（NICT）では、新型コロナウイルス感染の急速

な拡大を受け、2020年6月12日にNICT特別オープンシンポジウム

“アフターコロナ社会のかたち”をWeb開催し、ICTによる感染対策

への貢献や社会経済活動の変革、さらにアフターコロナ社会のか

たちなどについて、産業界や大学からの講師をお招きし議論を深

めました。その後、"新型コロナウイルス対策への貢献が期待され

るNICTの研究開発・社会実証の取組"を2020年8月3日にホーム

ページで紹介しております。

この度、上記取組をもとに、ニューノーマル時代に資することが期

待されるNICTの技術シーズについて特集いたしました。

ご参考にしていただければ幸いです。

お問い合わせはこちら

https://www2.nict.go.jp/publicity/open-symposium/
http://www.nict.go.jp/pljukk00000001c4-att/COVID19_NICT_Contribution2.pdf
https://www2.nict.go.jp/cgi-bin/cgimail/201904250015/index.cgi
https://www2.nict.go.jp/oihq/seeds/


◆社会全体で自動翻訳を育てる翻訳バンク： 専門分野の用語や表現も学習した高精度自動翻訳エンジンを提供します 4

◆屋内自動走行実現に向けたＡＩカメラセンサ： 介護や医療現場での対人接触を最小限にする移動支援を実現します 5

◆衛星通信ネットワーク等を利用した遠隔医療： 衛星通信実験を通して培った技術やノウハウを提供できます 6

◆メッシュ型VPNネットワークOS ： 臨時医療拠点間を結ぶ仮想専用線（VPN）を網の目状に容易に構築できます 7

◆エッジ指向型感染患者遠隔診断システム： 低遅延4K映像伝送で新型コロナ患者の双方向型遠隔問診を実現します 8

病院、家庭等における感染拡大防止のような医療分野等への貢献

経済活動と感染拡大防止の両立のような社会経済活動への貢献

◆ロボット活躍社会を支えるIoT無線技術： IoT無線によるフロア移動支援で人とロボットの協調活動を可能にします 9

◆在宅勤務環境の構築支援システム： テストベッドの通信環境を活用した支援システムの構築に貢献しています 10

◆AIがSNSで災害情報収集と情報提供： AIが住民とLINEで対話をして災害対応・コロナウイルス対策を迅速化します 11

◆グリーンリカバリーの評価指標： 体温計のように誰もが分かる数字で地球大気の健康度を測ります 12

真のDXを達成するアフターコロナ社会の実現への貢献

◆XRを利用した遠隔コミュニケーション技術： 遠くの人も同じ空間にいるかのような自然な遠隔対話を実現します 13

◆Beyond 5Gにおける超高速無線通信技術： テラヘルツ無線通信で遠隔臨場感、遠隔存在感を実現します 14

◆Beyond 5G向け光ファイバー無線デバイス基盤技術： テラヘルツ信号と光信号のシームレスな変換を実現します 15

◆高速中短距離光インターコネクト： テラビット級光トランシーバで超臨場感遠隔コミュニケーションを実現します 16



社会全体で自動翻訳を育てる翻訳バンク
専門分野の用語や表現も学習した高精度自動翻訳エンジンを提供します

病院、家庭等における感染拡大防止のような医療分野等への貢献

キーワード：AI、ニューラルネットワーク、自動翻訳、エコシステム

新型コロナウイルスで再認識されたように、感

染症など専門分野の大量情報を素早く日本語

化する高精度自動翻訳の有効性は極めて高い

ものです。

NICTでは翻訳データ（原文と訳文の対を集め

たもの）と深層学習に基づいて自動翻訳エンジ

ンを構築して、 「みんなの自動翻訳」(webサイト)

で翻訳精度をお試しいただくと同時に、民間各

社を介して社会実装しています。

自動翻訳の精度向上のためには、各専門分

野の翻訳データを大量に集積することが不可欠

です。NICTでは翻訳データのご提供を受ける

「翻訳バンク」という活動を総務省と連携して実

施しています。

製薬・医療の分野においても既に高精度エン

ジンを技術移転しており、商用サービスとしても

お使いいただけます。また、さらなる高精度化の

ために翻訳データの増量が不可欠です。製薬・

医療の分野のデータ提供へのご協力をお願いし

ます。

提供いただいた翻訳データは、他の翻訳デー

タと共に自動翻訳の精度向上に役立てます。精

度が向上した自動翻訳技術を実際に使っていた

だくことで、翻訳の効率が上がり翻訳データの蓄

積も加速しますので、その結果自動翻訳の精度

が更に向上することになります。

社会全体で自動翻訳を育てながら高精度自動

翻訳を活用していくというエコシステムが生まれ

ると考えています。

新型コロナウイルス対策への貢献

成果活用の可能性

翻訳バンク
https://h-bank.nict.go.jp/

みんなの自動翻訳
https://mt-auto-minhon-mlt.ucri.jgn-x.jp/

先進的音声翻訳研究開発推進センター 隅田英一郎

病院、家庭等における感染拡大防止のような医療分野等への貢献
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屋内自動走行実現に向けたAIカメラセンサ
介護や医療現場での対人接触を最小限にする移動支援を実現します
ワイヤレスネットワーク総合研究センター ワイヤレスシステム研究室 表 昌佑

コロナ対応 医療分野

キーワード：スマートパーソナルモビリティ、自動走行の車いす、屋内スマート電子カーブミラー

介護福祉施設、病院、ショッピングモール等の屋内

環境におけるスマートパーソナルモビリティの自動走

行をサポートする研究開発をしています。特に、開発

された屋内スマート電子カーブミラーは、カメラの画

像からAIのリアルタイムの物体検出、検出物体判別、

検出物体の位置推定等の機能を装備しています。

図・写真等

成果活用の可能性

さらに、屋内の自動走行の車両との連携も行っています。継続して実用研究を行っていますので、実

証試験の共同研究、及び事業化を検討される企業に技術移転が可能です。

「屋内スマート電子カーブミラー」を用いた屋内
環境把握による安全・安心な自動走行を実現

屋内スマート電子カーブミラー

構成 特徴

カメラセンサ • 30fps, 60fps
• 単眼カメラ

物体検出装置 • 機械学習による物体別検出（車、人、
パイロン、車いす）

• 検出範囲（30~40m)
• 距離判定（誤差1m前後）
• 全画像、ROI、Text

無線装置
（802.11ac)

• 通信距離（30~40m)
• 最大Throughput（350Mbps)
• 遅延（200ms)

病院、家庭等における感染拡大防止のような医療分野等への貢献

高齢者の重症化のリスクが高いといわれている新型

コロナウイルスの感染防止のためには、ソーシャルディ

スタンスを保つことが大切です。しかし、介護や医療に

従事する方々は高齢者との接触が必要不可欠です。

介護や医療施設などにおいて、人と人との接触を最大

限に回避しながら高齢者の移動を助けるため、自動で

道を走る「自動走行の車いす」のような「スマートパーソ

ナルモビリティ（Smart Personal Mobility)」の普及への

期待が高まっています。このような状況を踏まえ、「屋

内スマート電子カーブミラー」を開発しました。

「屋内スマート電子カーブミラー」は、屋内を自動走行

する車両の位置を確認し、道の危険や障害物を事前に

検知し車両や歩行者に知らせる人工知能（AI）カメラセ

ンサです。「屋内スマート電子カーブミラー」の活用によ

り、自動走行の車いすや歩行者に道の状況を教えるこ

とで危険を回避し、事故防止につながります。安全・安

心なスマートパーソナルモビリティの期待が高い介護福

祉施設、病院、ショッピングモール等への適用が期待さ

られます。

【プレスリリース】

5Gの超低遅延を活用した知的交通インフラの構築に向けて、報道発表

https://www.nict.go.jp/press/2018/05/16-1.html

【文献】

スマートモビリティシステムを支える交通インフラ：スマート電子カーブミラー 、電子情報通信学会、Vol.119, 

Num. 166、 pp. 29 - 34. 
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衛星通信ネットワーク等を利用した遠隔医療
衛星通信実験を通して培った技術やノウハウを提供できます
ワイヤレスネットワーク総合研究センター 宇宙通信研究室

コロナ対応 医療分野

キーワード：衛星通信、遠隔医療、フレキシブルネットワーク

各都道府県で局所的に新型コロナウイルス感

染症への感染が拡大した場合に、即座の診断

や対応が必要です。医療リソースに余裕がある

地域の病院等から即座に地上や衛星通信ネット

ワークでつなぎ、当該地域の医師が新型コロナ

ウイルス感染者の診断や対応を遠隔で実施で

きるようなネットワーク環境の構築を目指します。

衛星通信ネットワークを利用することで、島しょ

部や船舶等でクラスタが発生した場合にも即座

の対応が可能となります。

NICT宇宙通信研究室では、超高速インター

ネット衛星「きずな」（WINDS）を用いて衛星通信

回線を使用した手術支援ロボット（DaVinci)の手

術映像の伝送、メディカルラリーへの参加（災害

現場と対策本部を衛星通信回線で結び対策本

部の医師から指示を出す防災訓練）、また島しょ

部や船舶等との衛星通信実験を実施し、ノウハ

ウを蓄積しています。

ETS-9プロジェクト：

https://www2.nict.go.jp/spacelab/pj_ets9.html

スペースICT推進フォーラム：https://spif.nict.go.jp/

成果活用の可能性

病院、家庭等における感染拡大防止のような医療分野等への貢献

今後打ち上げ予定の技術試験衛星9号機

「ETS-9」や既存の衛星を利用した遠隔医療シ

ステム実現に向けた評価試験を実施します。ま

た、コロナ禍で多様化する人々の生活環境への

対応に向けたフレキシブルネットワークの構築に

向けて、衛星を使った研究開発を実施します。こ

れらの研究開発では、遠隔医療は重要なユース

ケースの一つとして考えています。

更にユーザー企業等の連携関係の拡大のた

め「スペースICT推進フォーラム」を立ち上げまし

た。フォーラムへの参加により、最新の衛星技

術の情報が得られるとともに、遠隔医療等に関

するユースケースの議論を行うことも可能です。
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メッシュ型VPNネットワークOS
臨時医療拠点間を結ぶ仮想専用線（VPN）を網の目状に容易に構築できます

耐災害ICT研究センター 応用領域研究室

キーワード：VPN、ネットワークOS

このネットワークOSを組み込んだ製品の実用

化や、本技術を含んだシステムインテグレーショ

ンについて、企業との連携を希望します。

なお、本技術はナシュア・ソリューションズ株式

会社との共同研究により開発したもので、関連

する特許及びソフトウェアは同社へ技術移転し

ていますが、ご相談に対応することが可能です。

【文献】
M.INOUE, Y.OWADA, “NerveNet Architecture and Its Pilot Test in Shirahama for Resilient

Social Infrastructure,” IEICE Trans. Com., Vol.E100.B, No. 9, pp. 1526-1537, Sep. 2017.

【関連動画】
NerveNet（YouTube NICTchannel）
【特許】
特許第5560478号、特許5633773号、特許5382805号、特許5464360号
[1] Raspberry PiはRaspberry Pi財団の登録商標です。

成果活用の可能性

インターネット

拠点

拠点

拠点

VPN

V
PN VPN

同⼀のLAN環境を実現

病院、家庭等における感染拡大防止のような医療分野等への貢献
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メッシュ型VPNネットワークOS

「NerveNet OS」の活用

ホテルなどの新型コロナウイルス感染症にお

ける軽症者の受け入れ施設と医療機関の間で

は、セキュアで容易に構築できる専用線が必要

になります。

NICTが開発した、メッシュ型VPNネットワーク

OS「NerveNet OS」は、小型シングルボードコン

ピュータ（Raspberry Pi[1]）等の汎用PCにイン

ストール可能で、既存のインターネット上に専用

線（VPN）を網の目状に構築できるネットワーク

OSソフトウェアです。このソフトウェアをインス

トールした装置を複数の拠点間に設置すること

で、離れた拠点間であっても、同一のLAN環境

を実現できます。

また、複数の拠点間を網の目状に接続できる

特徴から、一般的なVPNのように、VPNサーバ

が単一障害点になり、負荷が集中するといった

課題を解決できます。

新型コロナウイルス対策への貢献

https://www.youtube.com/watch?v=rgpmy5sD9Fk&feature=youtu.be


エッジ指向型感染患者遠隔診断システム
低遅延4K映像伝送で新型コロナ患者の双方向型遠隔問診を実現します

総合テストベッド研究開発推進センター 村田 健史

キーワード：HpVTプロトコル、遠隔医療、エッジコンピューティング

NICTテストベッドのリソースを用いて本システムを体験的に利用するサービスを準備中です。

【文献】
K. T. Murata, P. Pavarangkoon, S. Phon-Amnuaisuk, T. Mizuhara, K. Yamamoto, K. Muranaga and T. 

Aoki, "A Programming Environment for Visual IoT on Raspberry Pi," in The 5th IEEE International 

Conference on Cloud and Big Data Computing (CBDCom 2019), Fukuoka, Japan, Aug. 5-8, pp. 987-

992, 2019, doi: 10.1109/DASC/PiCom/CBDCom/CyberSciTech.2019.00180.

成果活用の可能性

病院、家庭等における感染拡大防止のような医療分野等への貢献

8

軽症でホテルや自宅で療養している新型コロナウイルス感染患者に対し、医療関係者が直

接患者と接することなく遠隔から診断できるシステムが期待されています。

NICTがクレアリンクテクノロジー社と協力して開発してきた映像伝送用通信プロトコルHpVT

（High-performance Video Transmission）を用いた映像IoT技術は、インターネットやモバイル

通信などの非ワイドバンド系ネットワークにおいても高品質・低遅延の映像伝送を可能とします。

この技術のポイントは次の通りです。①映像伝送を行うエッジコンピューター上で、AIを用いた

1次処理を行います。患者の位置、様子（動き）、顔色などから異常を検知します。②病室から

は最大で4K×4台（8K相当）の映像伝送を行います。③遠隔医師はPTZ（パン・チルト・ズー

ム）操作により選択された任意の4Kカメラを操作します。遠隔医師は着目する方向から必要な

ズーム率で患者を診断します。④バイタルセンサーデータを並行して伝送することで映像だけ

ではなく患者の基礎データをリアルタイムで表示します。⑤映像伝送だけではなく音声の双方

向通信を行います。

新型コロナウイルス対策への貢献



ロボット活躍社会を支えるIoT無線技術
IoT無線によるフロア移動支援で人とロボットの協調活動を可能にします

総合テストベッド研究開発推進センター ソーシャルICTシステム研究室

キーワード：ロボット、Wi-SUN、BLE、NFC

新型コロナウイルス対策への貢献
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経済活動と感染拡大防止の両立のような社会経済活動への貢献

警備・清掃・案内等を行うロボットに加え、消毒作業を行うロボット、モノの運搬や飲料等の自

動販売を行うロボット等、ニューノーマル時代では、人との接触を避けつつ多様なサービスを提

供するロボットが広く活躍する社会の到来が期待されます。

NICTでは、様々な業種のロボットが人と共存・協働する構内空間において利用できるフロア

移動（エレベーター移動）支援の仕組みを、NFC及びBLE（近距離無線通信）、Wi-SUN（省電

力IoT無線通信規格の一つ）の複数の免許不要IoT無線規格を活用して実現しました。まず

NFCで読み取った行き先情報等をWi-SUNで発信し（WiWi-Assistant)、ロボットをフロア移動

に適切なエレベーターまで誘導します。次にロボットがエレベーター内外のボタン部分に設置さ

れた小型のIoTボタン押下デバイス（WiWi-Finger）とBLE通信を行い、エレベーターの呼出しと

行き先フロアを指定し、異なるフロアの行き先までスムーズに移動します。IoTボタン押下デバ

イスをエレベーター内外のボタン部分に設置するだけで可能となります。

株式会社JR東日本商事、アンドロボティクス株式会社と共同で、実証実験を実施予定です。

本技術は、構内を移動するロボットやエレベーター操作のためのボタン部分がBLEを用いた

無線通信機能を備えることから、ロボットはエレベータのボタンを押さなくても希望するフロアに

移動することができます。新型コロナウイルス接触確認アプリと同様の原理で、ロボットが陽性

者との接触を検知･記録し、更に周辺の離れたデバイス等にWi-SUNで伝達することも可能で

す。このように、病院内等での応用としても期待されるものです。なお、屋外空間においても、

押しボタン信号との連携などの活用も期待されます。技術相談や技術移転の対応が可能です。

成果活用の可能性

実証実験の様子（動画）を公開中！https://www.nict.go.jp/social-ict/

①NFCで注文情報等を取得
Wi-SUNでロボッ ト に送信

WiWi-Assistant

②Wi-SUNでエレベーター乗り口に誘導
BLEで呼出し 、 行き先フロアを指定

WiWi-Finger

③Wi-SUNで注文発信元まで誘導

注文発信場所
（ 食品・ 飲料等） WiWi-Alert

https://www.nict.go.jp/social-ict/


在宅勤務環境の構築支援システム
テストベッドの通信環境を活用した支援システムの構築に貢献しています。

総合テストベッド研究開発推進センター

経済活動と感染拡大防止の両立のような社会経済活動への貢献

キーワード：ネットワーク、IoT、エミュレーション、SDN、実証実験環境

新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言を受け、感染拡大防止策として在宅勤務

環境の整備が急務となる中、本格的なテレワークシステムの環境整備が困難な中小企業・組

織も少なくありません。このため、NICT総合テストベッドでは、関係する研究機関、大学、企業

等と連携して、超高速研究開発ネットワークテストベッド(JGN)の通信環境を提供し、2021年10

月末まで同テストベッドを活用した在宅勤務環境の構築支援システム（シンクライアント型VPN

テレワークサービスの実証実験システム）の試験構築に貢献しています。

会社・大学等PC

大規模分散
中継システム

自宅PC

SSL VPNトンネル

シンクライアント型VPNテレワークサービスの
実証実験システム イメージ図

本システムは、インターネット上に構築される

セキュアな「分散型クラウドゲートウェイ中継シ

ステム」を介して、職場のPCと自宅のPCを接

続する仕組みで、職場で使用するPCおよび自

宅のPCに専用ソフトウェアをインストールする

ことで、一般的なインターネット回線から、職場

のPC画面にリモートアクセスすることが可能な

ものです。

Internet InternetJGN等

10

上記実証実験のように、 NICT総

合テストベッドは、多様な分野の技

術検証と社会実証の一体的な推進

が可能な検証プラットフォームとして、

産学官、地域のみなさまの研究開

発に活用されています。

超高速研究開発ネットワークテスト

ベッド（JGN）、広域SDNテストベッド

（RISE）、大規模エミュレーションテ

ストベッド（StarBED）、大規模 IoT

サービステストベッド（JOSE）等のテ

ストベッドから自由に組み合わせて

利用することが可能です。

【関連HP】NICT総合テストベッド https://testbed.nict.go.jp/

【関連動画】NICT総合テストベッド紹介ビデオ（YouTube NICTchannel）
北陸StarBED技術センター紹介ビデオ（YouTube NICTchannel）

ご相談・お問い合せ先： テストベッド事務局電子メール：

成果活用の可能性

企業・大学等によるイノベーションの創出や共同研究のために、ぜひご活用ください。

大規模エミュレーションテストベッド
100万台レベルのエミュレーションによるハードウェア･ソフトウェアの検証基盤

約1000台のPCサーバ

超高速研究開発ネットワークテストベッド
最先端のネットワーク技術の検証と国内外における実証環境の構築を支援

国内海外24拠点、最大100Gbps帯域伝送

広域SDNテストベッド
SDN技術によりICTサービスの実証環境をユーザーが自在に構築可能

15拠点間でネットワーク仮想化

大規模IoTサービステストベッド
IoT技術の検証基盤とIoTサービスのフィールド実証環境を提供

1ペタバイトストレージ

⚫キャラバンテストベッド ●IoTゲートウェイ
⚫LPWAテストベッド ●AIデータテストベッド
⚫他の機構内テストベッドや設備

更なる統合化

JGN

StarBED

RISE

JOSE

経済活動と感染拡大防止の両立のような社会経済活動への貢献

新型コロナウイルス対策への貢献

https://testbed.nict.go.jp/
https://www.youtube.com/watch?v=spNFAbn4Ej0&list=PLBwwDuSrrNU1fGtg_b4MYR2lP792ejt5R
https://www.youtube.com/watch?v=02TkjR8ZHos&list=PLBwwDuSrrNU2IX5Cl2Gfu_SLtLPW490_n&index=2&t=0s
https://www2.nict.go.jp/cgi-bin/cgimail/201905240010/index.cgi


AIがSNSで災害情報収集と情報提供
AIが住民とLINEで対話をして災害対応・コロナウイルス対策を迅速化します

データ駆動知能システム研究センター・耐災害ICT研究センター応用領域研究室 大竹 清敬

キーワード：AI、SNS、災害、避難支援

SOCDAの技術は、2018年から開始されたSIPにて

研究開発中ですが、社会実装も並行して進めており、

NICTにて開発したソフトウェア等をライセンスし、商用

サービスのトライアルが一部開始されています。その

ような商用、あるいは、研究開発を目的としたソフト

ウェア（辞書等も含む）ライセンスや、各種技術相談等

が可能です。

【文献】

「AIを用いてSNS上の災害関連情報を活用する防災・減災に関する取組」大竹清敬, ITUジャーナル, Vol. 50, 

No.8, pp.8-11, 2020.

成果活用の可能性

経済活動と感染拡大防止の両立のような社会経済活動への貢献

11

新型コロナウイルスの感染が拡大しているなかで、

大規模災害が発生すると、今まで以上に複雑な対応

が求められます。たとえば、厳しい定員制限による

避難所不足、車中泊を含む自主避難先に支援が行

き届かないといった問題に対応する必要があります。

NICTは、内閣府の第2期SIPにてこういった課題に

も対応できる防災チャットボットSOCDA（ソクダ）の

研究開発を進めています。SOCDAはLINEの上で住

民と対話し、災害時に対話を通して被災状況を把握

したり、避難に有用な情報を住民に提供するなどの

機能を持ちます。NICTでは、このSOCDAが対話を

通して収集した情報を分析し、可視化するための技

術について研究開発しています（DISAANA・D-

SUMMの技術を応用、発展させています）。災害時

の避難所でのクラスター発生や、感染を心配する高

齢者の避難の遅れといった課題に対応するため、自

主的に発生する避難所も含めた各種状況把握、避

難に関する適切な情報提供をLINEを用いて自律的

に行い、災害対応、コロナウイルス対策を迅速化し

ます。

経済活動と感染拡大防止の両立のような社会経済活動への貢献

新型コロナウイルス対策への貢献



テラヘルツ研究センター 佐藤 知紘, 笠井康子

病院、家庭等における感染拡大防止のような医療分野等への貢献

キーワード：グリーンリカバリー、地球大気の健康、指標、キレイな空気指数

新型コロナウイルスが世界に拡大した中、経

済活動や人間活動の縮小により、大気汚染が

深刻なロサンゼルス、インド、中国など、世界的

に環境改善が見られました。アフターコロナ時代

には、これまで不可能と思われていた気候危機

(Climate crisis)への取組みと経済発展の両立

「グリーンリカバリー」の実現が求められます。

NICTテラヘルツ研究センターでは、地球の大

気汚染を世界共通の基準として公平に評価する

指数「キレイな空気指数 “Clean aIr Index (CII,

チイ）”を提案しています。CIIを用いることで、

我々が日々の健康管理のために体温を測るよう

に、地球大気の健康状態を数値として測ること

が可能となります。

CIIを用いることで、例えば、グリーンリカバリー

の指標化が可能になります。また、田舎の空気

に新たな付加価値を与えることができ、キレイな

空気が、リモートワークが新しいワーキングスタ

イルとして当たり前となるwithコロナ時代におけ

る居住地選びのアピール材料の一つとなります。

CIIの定義式は、すでに以下の論文で公知の

技術であり、CC BY 4.0ライセンスの下、どなた

にもご活用頂けます。少しでも興味を持って頂け

ましたら、ぜひ一度ご連絡下さい。共同研究の

検討や技術相談等をさせて頂きます。CIIの活

用例の一つとして、右図に新型コロナウイルス

感染拡大により中国の大気汚染が一時的に改

善されたことを表した記事をご紹介します。

成果活用の可能性

ウェザーニュース トピックス
新型コロナ流行で中国の大気汚染は低下
日本への流入も減少か (2020/3/3)
https://weathernews.jp/s/topics/202003/030125/

※これまでに計6度、約1月に1度の頻度で
記事をリリース

その他、CIIが活用された例：
朝日新聞 Globe+ (2020/8/6)
https://globe.asahi.com/article/13609035

グリーンリカバリーの評価指標
体温計のように誰もが分かる数字で地球大気の健康度を測ります
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【文献】

Sato, T. O., Kuroda, T., and Kasai, Y.: Novel index to comprehensively evaluate air cleanliness: 
the Clean aIr Index (CII), Geoscience Communication, 3, 233-234, https://doi.org/10.5194/gc-3-
233-2020, 2020.

経済活動と感染拡大防止の両立のような社会経済活動への貢献

新型コロナウイルス対策への貢献

https://weathernews.jp/s/topics/202003/030125/


XRを利用した遠隔コミュニケーション技術
遠くの人も同じ空間にいるかのような自然な遠隔対話を実現します

脳情報通信融合研究センター（CiNet） 安藤 広志、Juan LIU，Michal JOACHIMCZAK

コロナ対応 医療分野

キーワード： 複合現実（Mixed Reality）、テレプレゼンス、3D再構築、遠隔コミュニケーション

アフターコロナ社会においては、三密・接触型

のコミュニケーションはできる限り避けて、テレ

ワークやオンラインでの交流が望まれています。

しかしながら、現状のWeb会議システムでは、

実空間のコミュニケーションのような親密な意思

疎通を行うことは必ずしも容易ではありません。

そこで、私たちは遠隔空間をサイバー情報で

融合し、あたかも実空間で対話しているかのよう

な自然で直感的な遠隔コミュニケーションの実

現を目指しています。特に、遠隔地にいる人の

3D情報を実時間で再構築・伝送し、複合現実

（MR: Mixed Reality）技術を用いて実空間の中

に等身大で再現させて自然な対話ができるMR

テレプレゼンス技術の開発を進めています。

このような技術が実現できると、視線・ジェス

チャ・表情などの非言語情報を豊かに伝達する

ことが可能になり、リモートでも実世界の対面コ

ミュニケーションに近い親密な意思疎通が可能

になると考えています。

奥行きセンサの情報をもとに実時間で人の正

面3D像を再構築する技術を開発しました。また、

従来の2Dのビデオ会議と比較して、対面対話の

緊張感が生じることも生体情報分析等から明ら

かにしました。

今後は、企業との共同研究等を進めて数年後

の実用化を目指していきます。

【文献】

M. Joachimczak, J. Liu and H. Ando (2019) , Effects of the Size of Mixed-Reality Person 
Representations on Stress and Presence in Telecommunication, International Journal of 
Semantic Computing, 13 (3), 311-328

新型コロナウイルス対策への貢献

成果活用の可能性

奥行きセンシングMR-HMDを装着

3D形状を実時間で
再構築・伝送

通信

実空間に3D映像を
重畳して表示

３Dバーチャル人物との対話を実現

真のDXを達成するアフターコロナ社会の実現への貢献
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Beyond 5Gにおける超高速無線通信技術
テラヘルツ無線通信で遠隔臨場感、遠隔存在感を実現します
テラヘルツ研究センター テラヘルツ連携研究室

真のDXを達成するアフターコロナ社会の実現への貢献

キーワード：Beyond 5G、テラヘルツ、超高速無線通信

感染症対策のため人々が離れて（分散して）暮

らすようなアフターコロナ社会において、Beyond

5Gは遠隔臨場感、遠隔存在感（テレイグジスタ

ンス）を実現する次世代情報通信インフラとなり

ます。その構築のために不可欠なテラヘルツ波

を用いた超高速無線通信技術の研究開発を推

進しています。この技術を確立することにより、

テラヘルツ波を用いた100Gbit/s～1Tbit/sの超

高速無線伝送を、VRやAR等の大容量画像

データのリアルタイム送受信に用いる数m程度

の極短距離から、無線フロントホール・バック

ホールに利用可能な1km程度のカバレッジのも

のまで実現することができます。

テラヘルツ無線通信を実現するための基盤技

術として、従来より高い周波数で動作可能なトラ

ンジスタ等の高性能電子デバイスや、量産性と

システム化に優れるシリコン集積回路技術を用

いたテラヘルツ送受信機、精密な基準周波数の

生成や超高速変復調が可能な光デバイス技術

等の研究開発を進めています。さらに、将来的

にテラヘルツ波を無線通信に利用するための国

際的な標準規格策定にも積極的に取り組んでい

ます。

Beyond 5Gへの適用をはじめ、テラヘルツ無

線を通信やセンシングに用いるための技術開発

にご興味のある企業や団体との共同研究・技術

協力を希望します。

【関連プレスリリース】 https://www.nict.go.jp/press/2019/02/19-1.html

「毎秒80ギガビットのデータ伝送を可能にするシリコンCMOS集積回路を用いた300ギガヘルツ帯ワンチップ

トランシーバの開発に成功」 2019年2月19日

成果活用の可能性

窒化ガリウム（GaN）トランジスタの断面写真

開発した300GHz帯受信シリコン集積回路とそ
れを内蔵した受信機モジュール

国際標準規格IEEE 802.15.3dの300GHz帯
チャネル割り当てと無線通信の応用例
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新型コロナウイルス対策への貢献

真のDXを達成するアフターコロナ社会の実現への貢献

https://www.nict.go.jp/press/2019/02/19-1.html


Beyond 5G向け光ファイバー無線デバイス基盤技術
テラヘルツ信号と光信号のシームレスな変換を実現します

未来ICT研究所 フロンティア創造総合研究室 梶貴博、山田俊樹、大友明

真のDXを達成するアフターコロナ社会の実現への貢献

キーワード： Beyond 5G、リモートアンテナ技術、テラヘルツセンシング

アフターコロナ社会では、Beyond 5Gによる

AR、VR端末を用いた、医療現場や会議室、教

室、スタジアムでの超高精細コンテンツの共有

や、物理的空間を越えた超リアル遠隔コミュニ

ケーションの実現が期待されています。そのた

めには、超高速・大容量無線通信を可能にする

テラヘルツ（THz）波の利用が必要であり、テラ

ヘルツ波の信号波形を光ファイバーで伝送する

光ファイバー無線（RoF）の技術が重要になりま

す（図1）。その実現に向けて、NICTでは、テラヘ

ルツ信号と光信号をシームレスに変換する超高

速有機電気光学（EO）デバイス技術等の研究開

発を推進しています。

有機EO材料は、無機非線形光学材料よりも

高効率であるとともに、数百GHz以上の超高速

動作が可能であるという特徴を持ちます。このよ

うな特徴を生かし、テラヘルツ波信号（例えば、

100-300 GHz帯信号）の光信号への直接変換

を可能にする革新的デバイス等の実現を目指し

ています（図2）。

本技術は、高性能かつ低コストなBeyond 5G

リモートアンテナを実現するための基盤技術で

あり、2030年代以降の社会実装に向けて、企業

や団体との共同研究を希望します。また、テラヘ

ルツセンシング、イメージングデバイス等の共同

研究についても希望します。

成果活用の可能性

光ファイバー THz信号

光信号 リモートアンテナ
ユニット

図1 テラヘルツ波を用いた光ファイバー

無線（RoF）の概要

図2 電気光学（EO）ポリマー導波路を

用いたテラヘルツ信号・光信号直接変換

デバイスの模式図と動作原理

100-300 GHz
電磁波

数mm

【文献】
T. Kaji, I. Morohashi, Y. Tominari, Y. Ogawa, N. Sekine, T. Yamada, A. Otomo, IRMMW-THz 2019.

T. Kaji, Y. Tominari, T. Yamada, S. Saito, I. Morohashi, A. Otomo, Opt. Express, 26, 30466−30475 (2018)

【特許】
WO/2019/039530 
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新型コロナウイルス対策への貢献

真のDXを達成するアフターコロナ社会の実現への貢献



高速中短距離光インターコネクト
テラビット級光トランシーバで超臨場感遠隔コミュニケーションを実現します

未来ICT研究所 フロンティア創造総合研究室 大友明、山田俊樹、梶貴博

真のDXを達成するアフターコロナ社会の実現への貢献

キーワード：光変調器、光トランシーバ、テラビット

アフターコロナ社会の高品質な臨場感のある遠隔コミュニケーションの実現には、通信データ

伝送容量の増大への対応が不可欠となっています。今後、データ処理装置間の中短距離通信

では100Gbaud/0.8T〜1.6Tbpsの標準化が計画されており、それに対応した高速大容量光トラ

ンシーバの導入が必要です。この高速化に対応するために、100Gbaud超高速光変調器を実

用化し、テラビット級光トランシーバを開発・製品化することを目標に、研究開発を推進していま

す。具体的には、わずか100nm幅のSi狭隙溝（スロット）導波路にEOポリマーを充填したSi/有

機ポリマーハイブリッド光変調器（図下）により、従来比1/100以下の消費電力で100Gbaudの

実現を目指します（表）。

NICTでは、高性能なEOポリマーの開発からSi/有機ポリマーハイブリッド加工プロセス開発

まで、 100Gbaud超高速光変調器の基盤技術の研究開発を行っています（図）。すでに、可視

からCバンドまでの広い波長域で低電圧駆動が可能なEOポリマーや、実用レベルの耐熱性、

耐光性を実現する技術を開発しています。本技術の一部は、すでに企業に技術移転しデバイス

試作用の材料として販売されていますので[1][2]、是非ご試用ください。この技術を応用した新

規デバイス・システム開発にご興味のある企業や団体との共同研究の他、技術相談等にも対

応できます。

【文献】 T. Yamada, I. Aoki, H. Miki, C. Yamada, and A. Otomo, Mater. Chem. Phys. 139, 699 (2013).

【特許】 特許第5945905号

[1] https://www.tcichemicals.com/eshop/ja/jp/commodity/N1056/

[2] http://www.kncweb.co.jp/sales/index.html

成果活用の可能性

材 料 EOポリマー
Si/EOポリマー
ハイブリッド

Siフォトニクス

構 造

速度 > 100Gbaud > 100Gbaud < 50Gbaud

性能指数1

（VL）
2.2

0.12

(目標値)
2

性能指数2

（VLa）
2.2

1.2

（目標値）
12

集積化 ✕ ◯ ◯

表 光変調器の比較

Si

EOポリマー

110nm

EOポリマー充填Siスロット導波路断面

Oバンド用
高性能EOP

従来のCバ
ンド用EOP

図 高性能EOポリマーと加工プロセス開発
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新型コロナウイルス対策への貢献

真のDXを達成するアフターコロナ社会の実現への貢献

https://www.tcichemicals.com/eshop/ja/jp/commodity/N1056/
http://www.kncweb.co.jp/sales/index.html
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