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グローバルコミュニケーション開発推進協議会
グローバルコミュニケーション開発推進協議会概要

事務局(NICT)
総会、部会の開催 等

技術部会
AIによる多⾔語同時通訳等の実現のための研究開発
及び社会実装の促進
①多⾔語翻訳技術の⾼度化に関する動向調査
②産学官連携によるロードマップの具体化や研究基盤の

充実⽅策の検討
③社会実装に向けた課題の抽出、解決⽅策の検討

幹事会

NICT 先進的⾳声翻訳
研究開発推進センター

AIによる多⾔語翻訳技術をはじめとする
⾼度な⾃然⾔語処理技術の研究開発
及びこれを⽀えるAI研究基盤の整備
①先進的な研究開発の実施及びロードマップ

の作成
②エンジンの開発、提供
③コーパスの整備、モデルの提供
④技術ライセンスの提供

⇔
協
⼒普及促進部会

多⾔語翻訳システムのさらなる普及・発展の促進
①ベストプラクティス（普及・発展の事例）の共有、発信
②普及・発展の促進に向けた課題の抽出、解決⽅策の検討
③周知･広報の推進

国⽴研究開発法⼈情報通信研究機構（NICT）を中⼼に産学官の⼒を結集し、世界の「⾔葉の壁」をなくしグローバルで
⾃由な交流を実現する「グローバルコミュニケーション計画」を推進することを⽬的として、平成26年12⽉17⽇(⽔)に設⽴。
2025年の⽇本国際博覧会（⼤阪・関⻄万博）を⾒据え、AIによる「同時通訳」を実現し、その社会実装を⽬指すなど、
多⾔語翻訳技術の更なる⾼度化に向けた研究開発等を推進すべく、策定された「グローバルコミュニケーション計画2025」
(https://www.soumu.go.jp/main_content/000678485.pdf）を産学官連携によるオールジャパン体制で推進。

【会⻑】
中央⼤学国際情報学部 教授
/東京⼤学 名誉教授
須藤 修

【副会⻑】
⽇本電信電話株式会社
常務執⾏役員 研究企画部⾨⻑
岡 敦⼦

凸版印刷株式会社
相談役 中尾 光宏

国⽴研究開発法⼈情報通信研究機構
理事⻑ 徳⽥ 英幸

【幹事】
株式会社インターグループ
事業統括マネージャー 武⽥ 隆夫

株式会社ＡＴＲ－Ｔｒｅｋ
代表取締役社⻑ 深⽥ 俊明

ＫＤＤＩ株式会社
取締役執⾏役員専務 技術統括本部⻑
吉村 和幸

コニカミノルタ株式会社
上席執⾏役員 伴野 篤利

ソニーグループ株式会社
執⾏役員 R&D、品質マネジメント、
事業開発プラットフォーム担当 テクノロジー
インフラストラクチャーセンター⻑ ⽟井 久視

東芝デジタルソリューションズ株式会社
取締役 ⽵本 潔

奈良先端科学技術⼤学院⼤学
データ駆動型サイエンス創造センター
教授 中村 哲

⽇本電気株式会社
サービスプラットフォーム統括部
シニアディレクター 平井 真樹

⽇本放送協会
放送技術研究所⻑ 今井 亨

パナソニック ホールディングス株式会社
執⾏役員 グループCTO ⼩川 ⽴夫

株式会社⽇⽴製作所
執⾏役専務 社会ビジネスユニットCEO
永野 勝也

株式会社フィート
専務取締役 浜⽥ 洋

フェアリーデバイセズ株式会社
代表取締役 藤野 真⼈

富⼠通株式会社
執⾏役員 EVP 富⼠通研究所 岡本 ⻘史

ポケトーク株式会社
Web&セールスディビジョン
セールスディレクター 渡辺 潔

マインドワード株式会社
代表取締役COO ⼩林 照⼆

ヤマハ株式会社
執⾏役員 ⾳響事業本部⻑
武永 伸⼀

総会
全体の活動⽅針 等

【組織体制】

本推進協議会に関する問い合わせ先 :   グローバルコミュニケーション開発推進協議会 事務局
E-Mail :                                                    Tel : 042-327-7340



京浜急⾏電鉄株式会社
関⻄エアポート株式会社
⼀般社団法⼈全国ハイヤー・タクシー連合会
中部国際空港株式会社
東京急⾏電鉄株式会社
東京国際空港ターミナル株式会社
東京地下鉄株式会社
中⽇本⾼速道路株式会社
成⽥国際空港株式会社
東⽇本旅客鉄道株式会社
東京都交通局

⼀般社団法⼈ジャパンショッピングツーリズム協会
株式会社東急百貨店
東京商⼯会議所
株式会社パルコスペースシステムズ
三井不動産株式会社
株式会社三越伊勢丹
三菱地所株式会社
森ビル株式会社

⼤阪市
⾹川県交流推進部
京丹後市
公益財団法⼈国際研修協⼒機構
つくば市
栃⽊県
東京都産業労働局
内閣官房 国際博覧会推進本部事務局
公益社団法⼈2025年⽇本国際博覧会協会

株式会社IP DREAM
株式会社アクティバリューズ
株式会社朝⽇出版社
株式会社アスカコーポレーション
株式会社アットグローバル
株式会社アドバンスト・メディア
アニチャイナ株式会社
株式会社ABELON
株式会社Alis
Arithmer株式会社
アルファサード株式会社
株式会社unlock
株式会社イー・マーケティング
株式会社インターグループ
WIPジャパン株式会社
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株式会社エー・アール・アイ
NTTアドバンステクノロジ
MIS九州株式会社
エレコム株式会社
沖電気⼯業株式会社
株式会社久保⽥情報技研
株式会社⼩松製作所
ゴールデンダンス株式会社
コニカミノルタ株式会社
株式会社CIJ
株式会社JVCケンウッド・公共産業システム
シャープ株式会社
ジャトー株式会社
成光精密株式会社
セイコーソリューションズ株式会社
ソニーグループ株式会社
ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社
⼤⽇本印刷株式会社
TOA株式会社
株式会社東芝
東芝デジタルソリューションズ株式会社
デル株式会社
凸版印刷株式会社
トヨタ⾃動⾞株式会社
トヨタ紡織株式会社
⽇本アイ・ビー・エム株式会社
⽇本電気株式会社
⽇本ヒューレット・パッカード合同会社
パナソニック オペレーショナルエクセレンス株式会社
パナソニック コネクト株式会社
パナソニックソリューションテクノロジー株式会社
パナソニック ホールディングス株式会社
株式会社ピクセラ
株式会社⽇⽴製作所
富⼠通株式会社
ポケトーク株式会社
HOYA株式会社
株式会社本⽥技術研究所
ヤマハ株式会社

■メーカ
エリアポータル株式会社
⽇本電信電話株式会社
東⽇本電信電話株式会社
株式会社NTTドコモ
北上ケーブルテレビ株式会社
KDDI株式会社
株式会社KDDI総合研究所
株式会社KDDIテクノロジー
⽇本放送協会
株式会社放送サービスセンター

■放送・通信

⼀般社団法⼈医療国際化推進機構
NTT東⽇本関東病院
⼤阪市⽴⼤学医学部・⼤学院医学研究科
京都府⽴医科⼤学
熊本⾚⼗字病院
⼀般社団法⼈国際医療健康交流機構
有限会社コスモス
⼀般社団法⼈情報通信医学研究所
東京⼤学医学部附属病院
地⽅独⽴⾏政法⼈東京都⽴病院機構
公⽴⼤学法⼈奈良県⽴医科⼤学
公⽴⼤学法⼈和歌⼭県⽴医科⼤学

⼀般社団法⼈南⿂沼市観光協会
株式会社JTB
株式会社JTBコミュニケーションデザイン
⽇本電波塔株式会社
⼀般社団法⼈⽇本旅⾏業協会

■観光

■交通

■ショッピング

淺川槙⼦（愛知⼯科⼤学）
⼀般財団法⼈宇宙システム開発利⽤推進機構
岡崎直観（東京⼯業⼤学）
河原達也（京都⼤学）
菊井⽞⼀郎（科学技術振興機構）
⿊橋禎夫（京都⼤学）
けいはんな情報通信オープンラボ研究推進協議会
定延利之（京都⼤学）
佐藤晶⼦（⼤阪観光⼤学）
国⽴研究開発法⼈情報通信研究機構
須藤修（中央⼤学、東京⼤学）
⾼岡咏⼦（上智⼤学）
⾕⼝和弘（安⽥⼥⼦⼤学）
鶴⽥知佳⼦（東京外国語⼤学）
中岩浩⺒（名古屋⼤学⼤学院情報科学研究科）
中村哲（奈良先端科学技術⼤学院⼤学）
松井知⼦（統計数理研究所）
間野⼀則（芝浦⼯業⼤学）
⼭⽥ 優（⽴教⼤学）
若林秀樹（宇都宮⼤学）

■⼤学・研究機関

株式会社ウェルビーマーケティングジャパン
Wovn Technologies株式会社
株式会社エーアイ
株式会社AIサポート
株式会社エイアンドピープル
株式会社ATR－Trek
株式会社ATR－Promotions
株式会社駅探
Xtra株式会社
SCSK株式会社
株式会社SJKインターナショナル
株式会社SWL JAPAN
SBS東芝ロジスティクス株式会社
株式会社NTTデータ
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所
株式会社MCL
株式会社オネスト
有限会社オフィス結アジア
オリックス株式会社
株式会社KADOKAWA
株式会社川村インターナショナル
株式会社管理⼯学研究所
株式会社QTmedia
京都イノベーション株式会社
株式会社グリーンリビング
株式会社⾼電社
株式会社神⼾デジタル・ラボ
⼀般社団法⼈固有名詞協会
株式会社コングレ・グローバルコミュニケーションズ
株式会社Qoncept
株式会社サイマル・インターナショナル
さくらインターネット株式会社
株式会社サン・フレア
有限会社ジーアム
株式会社シーエスエム
株式会社CCHサウンド
株式会社シグマクシス
株式会社時事通信社
株式会社シードプランニング
株式会社シミズオクト
ジョルダン株式会社
株式会社3ink
スマートカルチャーゲートウェイ株式会社
株式会社ゼンリンデータコム
株式会社チャプターエイト
株式会社中央コリドー
株式会社ティーガイア

■⾃治体等
DefinedCrowd Japan株式会社
Datatang株式会社
株式会社電通
株式会社Togenryu
株式会社東和エンジニアリング
株式会社⼗印
トランスコスモス株式会社
株式会社ナブラ・ゼロ
⽇本特許翻訳株式会社
株式会社バオバブ
株式会社パン・パシフィックリテールサポート
株式会社パンフィットネットワーク
株式会社PIJIN
株式会社ビックカメラ
株式会社ヒューマンサイエンス
株式会社フィート
フェアリーデバイセズ株式会社
有限会社フォント
株式会社フュートレック
株式会社ブリックス
フリットジャパン株式会社
株式会社ブレイン
プロアクシアコンサルティング株式会社
株式会社ポリゴン・ピクチュアズ
株式会社ホンヤク社
株式会社翻訳センター
マインドワード株式会社
株式会社マルコネクト
未来創造株式会社
株式会社みらい翻訳
株式会社メイテツコム
株式会社メディアコミュニケーションズ
株式会社メディアキャスト
YAMAGATA株式会社
⼋楽株式会社
株式会社YUIDEA
株式会社USEN
株式会社ゆびさし
株式会社読売新聞グループ本社
ライオンブリッジジャパン株式会社
有限会社ライフウェア・サービス
ランゲージワン株式会社
株式会社リクルートライフスタイル
RemoSpace株式会社
株式会社リョービシステムサービス
⽼テク研究会
株式会社ロゼッタ
ワークシフト・ソリューションズ株式会社

■各種サービス

■医療


