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競争環境の変化

ICTは，「IP化」「ブロードバンド化」
「モバイル化」「端末の小型化」「処理
速度の高度化」と進化を遂げてきまし
た．また，「クラウド化」も進み，計
算処理を行う場所は，かつてメインフ
レームで集中処理をしていましたが，
今やデバイスとサーバが連携して複雑
な処理をしています．

このような中，NTTのビジネスも
大きく様変わりをしています．端末と
通信網サービスを一体的に提供してい
た電話型の時代と違い，現在はいろい
ろなサービスを組み合わせてご利用い
ただいています．多様なプレイヤーが
参画することでサービスを利用する
方々にとっては，選択肢が非常に広
がったと考えています（図 1 ）．

このような時代の競争力とは何で

しょうか．通信ビジネスだけでなく，
他の業界でもICTを活用したさまざま
なサービスが提供され，利用者はどの
サービスを使うか自由に選択できる時
代になりました．また，他のサービス
への乗り換えも容易になったため，
サービス提供者は一度選ばれるだけで
はなく，選ばれ続ける必要があります．
選ばれ続けることが，これからの競争
力だと考えています．

それでは，選ばれ続ける力とは何で
しょうか．もはや 1 社でさまざまな
ユーザのニーズにこたえることは大変
難しい時代になったと考えています．
すなわち，選ばれ続けるには「コラボ
レーション力」「コラボレーションを
する力」「コラボレーションをしても
らえる力」が重要となります．

中期経営戦略の基本的な考え方

2015年 5 月に発表した中期経営戦
略において，私はB2B2Xモデルを推
進していくと申し上げました．これま
でNTTの諸先輩は「INS構想」「VI&P
構想」「マルチメディアビジョン」「レ
ゾナントビジョン」といった，このデ
ジタル社会を予言したようなビジョン
をつくってきました．かつて，音声通
話が主役だったころは，通信事業者は
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図 1 　競争環境の変化

本稿では，NTTグループの「B2B2Xビジネスモデル」の取り
組みについて紹介します．本記事は，2017年 2 月に開催された

「NTT R&Dフォーラム2017」での，鵜浦博夫NTT代表取締役社
長の講演を基に構成したものです．
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「x ICT」による新たな価値創造
～B2B2Xビジネスの深化～
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お客さまに直接サービスを提供するメ
インプレイヤーでした．現在は，ネッ
トワークが単品のサービスではなく，
アプリケーションやデバイスとセット
で選ばれる時代となりました．そのよ
うな中で，私たち通信事業者はメイン
プレイヤーではなく，たくさんの選択
肢の中の 1 つ，One of themになりま
した．ただしOne of themではありま
すが，価値のあるOne of themになっ
てみせると，宣言しました．

そのような思いを込めて，NTTの 3
文字の最初のNをNext Value Partner，
2 番目のTをTransformation，最後の
TをTrusted Solutionsと割り振った
ことがあります．さまざまなユーザの
皆様のビジネスモデルやライフスタイ
ルのトランスフォームをお手伝いする
バリューパートナーとして，新しい
B2B2Xモデルを推進するためにみず
からも自己変革を遂げていくというの
が，中期経営戦略の大きな柱でした．

B2B2Xモデルへの取り組みの 
ねらい

B2B2Xモデルを通じて，世の中に
多様な価値を創造していきたい．そし
て，さまざまなパートナーの皆様とコ
ラボレーションすることによって，新
しいエコシステムを生み出していきた
いと考えています．NTTグループは
ライフスタイルの変革や社会的課題の
解決に向けた新しいサービス，付加価
値をつくり出すために，それらを提供
するサービス提供者，センターBのビ
ジネスモデルの変革をサポートしてい
きます．NTTが提供できる価値はい
ろいろとあります．例えば，人工知能

（AI）やIoT（Internet of Things）と

いったICT技術，また，ユーザインタ
フェース技術，セキュリティツールを
サービス提供者の方々に提供すること
で，新しい価値の創造をサポートして
いきたいと考えています．

B2B2Xモデルは，これまでのよう
な個人や企業といった消費者へ，
NTTグループが直接サービスを提供
して収益を拡大するモデルから，パー
トナーの皆様とともに，より幅広い
サービス提供者を通じて，消費者の皆
様に付加価値を届けるビジネスモデル
へ変革する取り組みです（図 2 ）．

B2B2Xモデルへの取り組み状況

これまでのB2B2Xモデルの取り組
みを紹介します．2015年 4 月と 9 月
に札幌市，福岡市と包括連携協定を締
結し，それぞれの都市が抱える社会的
課題の解決に取り組むこととしまし
た．これまでもWi-Fiなどを用いて，
海外からの観光客がどのようなルート
で，どこを観光し，何を購入している
かといった分析を行い，札幌市，福岡
市に貢献させていただいています． 

また，2016年 4 月以降，松竹株式

会社，株式会社クボタ，日本プロサッ
カーリーグ（Jリーグ）などにセンター
B（＝サービス提供者，メインプレイ
ヤー）となっていただき，コラボレー
ションを開始しました．ここでは，ファ
ナック株式会社，松竹株式会社，ツー
ル ・ ド ・ フランスとのコラボレーショ
ンの具体例を紹介します．
■ファナック株式会社

ファクトリーオートメーションと，
ロボットの世界的サプライヤーである
ファナック株式会社は，製造業の現場
で使用される工作機械などの各種機器
をネットワークで接続し，そこから生
み出されるビッグデータを賢く活用す
ることで，これまでにないスマートな
製造現場を実現しようとされていま
す．これを実現するのがファナック社
の オ ー プ ン プ ラ ッ ト フ ォ ー ム，
FIELD systemです．

NTTは株式会社プリファードネッ
トワークス，その他のパートナーとと
もに，AIやエッジコンピューティン
グ技術を提供し，このFIELD system
の開発 ・ 商用化のお手伝いをさせてい
ただいています．このコラボレーショ

図 2 　B2B2Xモデルへの取り組みのねらい
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ンにおいては，NTT研究所がエッジ
コンピューティング技術，NTTコミュ
ニケーションズがシステムの構築 ・ 運
用，NTTデータがアプリケーション
開発を担当しています（図 ₃ ）．AIと
エッジコンピューティング技術を組み
合わせることで分散型機械学習を行
い，機械から収集されたデータを，エッ
ジ（工作機械に近い場所）でリアルタ
イム処理することで機械がお互いに，
柔軟かつ素早く，賢く協調できます．
今までにない高度な製造業を実現し，
デファクトスタンダード化をめざして
いるところです．
■松竹株式会社

松竹株式会社とのコラボレーション
による，歌舞伎での新しい演出を実現
した取り組みを紹介します．2016年
4 月，株式会社ドワンゴが主催してい
るニコニコ超会議で，超歌舞伎の公演
を行いました．NTT研究所が開発し
たイマーシブ ・ テレプレゼンス技術

「Kirari !Ⓡ」を用いて，歌舞伎俳優の
中村獅童さんが，ボーカロイドの初音
ミクとの共演や，舞台上で分身したか
のような演出を実現しました（図 ₄ ）．

ニコニコ超会議は若い人たちが多く
来場する大きなイベントです．若い人
たちにも非常に評判が良く，松竹株式
会社は，2017年もニコニコ超会議で
新しい歌舞伎をご披露したいと話して
います．

こういった伝統的な歌舞伎に新しい
ICTを加味することで，若い人たちを
はじめとした新たなファンの拡大に期
待をしています．このような取り組み
はまさしく，日本経済が直面している，
消費拡大につながる 1 つの大きな武
器になると考えています．

図 3 　B2B2Xモデルへの取り組み例①
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図 4 　B2B2Xモデルへの取り組み例②
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また，2016年 5 月には，ラスベガ
スで行われた歌舞伎の市川染五郎さん
による舞台挨拶を，リアルタイムに羽
田空港に転送しました．市川染五郎さ
んがあたかも羽田空港にいるように，
マスコミの皆さんとの質疑応答を行い
ました．同時に，羽田空港の視聴者に
ヘッドマウントディスプレイを装着し
ていただき，あたかもラスベガスの舞
台会場にいるかのようなVR体験をし
ていただきました．

さ ら に，2017年 3 月11，12日 の 2
日間，熊本地震の復興祈願を兼ねて，
熊本県庁で「歌舞伎シアターバーチャ
ル座」を無料公開することになりまし
た．バーチャルではありますが，市川
染五郎さんをはじめ歌舞伎俳優が目の
前で演じているかのような，臨場感あ
ふれる作品として多くの方に楽しんで
いただけると思います．
■ツール ・ド ・フランス

世界最大の自転車レースであるツー
ル ・ ド ・ フランスでも，NTTグルー
プのDimension Data社が技術協力を
させていただいています．各選手の自
転車のサドルの下のセンサから，位置
情報をDimension Data社のビッグデー
タトラックに送信し，そのデータを分
析することで，選手のスピードや選手
の位置などが分かります（図 5 ）．こ
れらの情報がTVやスマートフォンに
リアルタイムで配信されます．観戦者
はTVなどを見ながら選手の位置関係
などを把握することができ，従来とは
違った楽しみ方ができます．

これらの仕組みにより，観戦者の楽
しみ方が進化するだけでなくて，実は
監督や選手の戦い方もより進化してい
ます．私も2016年 7 月，ツール ・ ド ・

フランスの観戦に行きましたが，ある
チームディレクターから，「選手をサ
ポートするためのデータがありすぎて
大変疲れる」というコメントをいただ
いたほどです．今後は他のデバイスと
組み合わせることで，各選手のバイタ
ルデータを配信することも可能です．
このような情報が加われば，出場チー
ムの監督はより戦略的な判断ができる
ようになるでしょうし，トレーニング
の方法も変わると考えています．

私たちが共通して考えていること
は，サービス提供者，センターBの皆
様がリアルなビジネスを成功，拡大し
ていくお手伝いをすることです．消費
を拡大し経済を成長させるには，まず
メインプレイヤーであるサービス提供
者のビジネスが成功することが大切だ
からです．その先に，これらのビジネ
スを支えていく私たちの成長があると
思います．

さらなるB2B2Xモデルの推進

B2B2Xモデルを推進するにあたり
重要なポイントを説明します．一番重
要なことは，サービス利用者であるX
をしっかりと定義することです．Xを
しっかり定義することができれば，お
のずとサービス提供者やパートナーと
の協業体制や，適切なビジネスモデル
など も 見 え て く る の で は な い で
しょうか．

自動運転を利用するケースを例に紹
介したいと思います．足腰が弱ってい
る方，障がいを持った方が，どのよう
なユーザインタフェースでその自動運
転車を利用するでしょうか．音声入力
や，さまざまなユーザインタフェース
が必要になると考えています．また，
雑音や騒音の中で，その人の声を明確
に聞き取れるような技術も必要です．
日本各地の方言を聞き分ける技術も必
要になります．このようなインタ
フェースをそれぞれの車に用意するの

図 5 　B2B2Xモデルへの取り組み例③
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ではなくて，共通仕様として，クラウ
ド上で個別のユーザの事情に対応でき
るような車を開発していくべきです．

一方で，インタフェースやさまざま
な安全装置を備えた自動運転車は，高
価なものになりかねません．また，ユー
ザの利用頻度を考えると，ビジネスモ
デルもおのずと，所有型ではなくて，
いわゆるシェアード型になるのではな
いかと考えます．では，シェアード型
のビジネスモデルとして，それを提供
するのはどのようなプレイヤーが良い
でしょうか．私は，地方自治体が積極
的に関与すべきではないか，さらに言
うと，地場のタクシー会社や公共交通
機関がジョイントして，センターBの
プレイヤーとなったらどうかと考えて
います．

自動車メーカーや私たちがサービス
提供者になるのではなく，レフトBと
して，新しいビジネスモデルや新しい

サービスを提供するサポーターになっ
ていくことが，実はこの自動運転技術
のスピードを上げていくために効果的
だと感じています．

このように技術からのみ考えるプロ
ダクトアウトではなくて，先ほど申し
上げたとおり，Xというものをしっか
り定義し，すなわち新しい価値や新し
い感動は何か，ということを定義する
ことによって，新しいパートナー，新
しいビジネスモデルが生まれてくると
思います．

Society 5.0実現による日本再興

図 6 は第 5 期科学技術基本計画と
して，内閣府が「日本の未来の産業創
造と社会変革に向けた新しい取り組
み」というテーマの中で超スマート社
会の実現を掲げ，キーワードとして
Society 5.0を推進していくことを示
したものです．

Society 5.0とは，狩猟社会，農耕
社会，工業社会，情報社会，そして，
次に超スマート社会がスタートしてい
くことを表しています．Industry 4.0

（第 4 次産業革命）も包含した幅広い
テーマで，まさしくこれこそが日本の
次のコンセプトであるべきだと認識し
ています．

この内閣府の方針を受け，日本経済
団体連合会（経団連）もこの取り組み
を開始し，Society 5.0の推進に向け
た行動計画を策定しました（1）．

経団連がめざす社会のイメージとし
て，「人口減をものともしないスマー
トな社会」「高齢者や女性等，あらゆ
る個人が活躍できる社会」「サイバー ・
フィジカルいずれも安全 ・ 安心な社
会」「都市と地方がつながり，あらゆ
る場所で快適に暮らせる社会」「環境
と経済が両立する持続可能な社会」と
いう 5 つのサブテーマが設定されま

超スマート
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・IoTの活用範囲をさまざまな分野に広げ，社会を変革 
・サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合
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図 6 　Society 5.0 （第 5 期科学技術基本計画）
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した．また，具体的な検討領域として，
「都市」「地方」「モノ ・ コト ・ サービス」
「インフラ」「サイバー空間」が示され
ています．

経団連の行動計画をまとめたものを
図 7 に示します．このように，行政と
経団連，つまり官民が連携して未来社
会の創造に向け，Society 5.0を推進
していきます．Society 5.0を実現す
るために重要なものは，AI，ビッグ
データ，IoTです．IoTにより，さま
ざまな社会のデータがビッグデータと
して蓄積され，AIによって解析され
ることにより，さまざまな社会的課題
や地球的な課題が解決されていくこと
が期待されています．しかし，このよ
うな社会的課題の解決は，各企業や各
自治体が持っているデータをそれぞれ
囲い込んでいては実現できません．産
業をまたいだ社会全体でのデータ共有
が不可欠です．

データ活用における課題

データを社会全体で活用しようとす
るときに問題になるのは，個人情報の
扱いです．個人データは誰のもので
しょうか．収集した企業のものでしょ
うか．それとも，個人のものでしょうか．

2016年 4 月にEUがデータポータビ
リティの権利の導入を可決しました．
欧州では，GoogleやAppleが収集した
購入履歴等の個人情報を各個人が取り
戻したり，自分の個人情報を別の事業
者に渡すことが可能になるといった法
整備が行われようとしています．日本
においても個人情報の取り扱いは非常
にセンシティブなテーマであり，慎重
に進める必要があると思います．

私は，個人データは誰のものかとい
うよりも，さまざまなデータは社会の
ものであり，住民のものであるという
コンセプトを各方面に提言しています．

このようなセンシティブな情報の取
り扱いに向けて，NTT研究所では，

秘密分散 ・ 秘密計算という技術を開発
しています．個人データを暗号化し，
分散保存することでセキュアに保管
し，かつデータ解析をする際にはデー
タ解析者が生データに触れることな
く，解析結果のみを得ることができる
技術です．こういった技術を用いて，
日本全体でビッグデータの活用が進む
ような取り組みを行っていきます．

また，社会全体でのデータ共有，デー
タ活用に向けては，個人情報の取り扱
い以外にもさまざまな課題がありま
す．まずは，良質のデータを幅広く集
める必要があります．最近，AIやビッ
グデータの社会で最大のリスクは，悪
意や意図的な間違いデータを賢いAI
が正しく処理することだと思っていま
す．間違いデータを基に，交通信号が
とんでもない動きをするかもしれませ
ん．発電所等の制御装置が，何のトラ
ブルもないのに危険だと判断して自動
的に止まるかもしれません．良質な
データを幅広く集めるには，そういっ
た間違いデータを排除できるようなセ
キュリティ技術も必要になると考えて
います．そして，その公正な利用を担
保していく必要があります．公正な利
用とは何か．前述のとおり，私はまず，
住民サービスの向上や社会的解決の課
題につなげることが公正な目的だと考
えています．もちろん個人情報を守る
ための暗号化や，悪用を防ぐための
チェック体制も必要です．データ
フォーマットの標準化，暗号の標準化
も必要であると考えています．

自治体をハブにしたデータ共有

データの共有，利用の課題をクリア
する 1 つの方法として，私は，地方自

図 7 　Society 5.0実現による日本再興

Society 5.0は日本再興に向けた最重要戦略
そのコンセプトのもと，世界に先駆け
将来の希望が持てる豊かな社会を実現し，

各国への展開によって世界経済の持続的な発展にも貢献

Society 5.0に向け実行すべきテーマは多く存在＊

今回の「行動計画」をはじめ，重要な領域において
政府・地方自治体や大学・研究開発法人，

ベンチャー企業を含む幅広いパートナーとともに
実現に向けた活動を推進

働き方や教育，社会の仕組みの改革等，
新たな社会システムの構築に向けた提案も加速

経団連
提言抜粋

＊ライフサイエンス，フィンテック等
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治体が中心となってビッグデータを収
集し，利活用を促進させるスキームが
良いと考えています．社会的な課題の
解決に向けてさまざまな情報を組み合
わせて扱う必要がありますが， 1 つの
企業がこうした情報を集め，利用する
ことには問題があろうかと思います． 

地方自治体の持つ人口や住民情報，
地図情報，防災情報，観光情報等のデー
タをオープン化し，また，各企業が保
有しているビッグデータを公共財とし

て，産業界に提供することによって，
さまざまな情報の統合活用の可能性が
広がり，地域ビジネスの発展にもつな
がるのではないでしょうか．

地方自治体がサービス提供者となり
住民サービスを向上させるイメージを
図 8 に示します．

NTTグループはパナソニック株式
会社や株式会社日立製作所などのパー
トナーの方々と一緒に，自治体をサ
ポートするようなツールを提供してい

きたいと考えています．地方自治体に
は，先ほど申し上げた地域社会のデー
タ共有，データ活用の旗振り役となり，
住民サービスの向上や地場産業の発展
をめざしていただきたいと思っていま
す．地方自治体といっても，全国で同
時に取り組むことは稼働上，大変困難
となりますので，現時点では札幌市，
福岡市と協定を締結させて，取り組み
を開始しています．

地方自治体との取り組みは，地方自
治体がレフトBに移り，センターBに
は地場産業が登場していくように進化
させていきたいと考えています．地方
自治体とNTTや他のプレイヤーの
方々がパートナーとなり，地場産業を
サポートし，地域経済の発展に貢献し
ていきたいと考えています．このよう
な活動が日本のもう 1 つの大きな
テーマであり，地方創生につながると
考えています．

B2B2Xモデルを支える技術

最後に，NTT研究所をはじめとす
る事業会社が，サービス提供者の皆様，
センターBの方々に提供している技術
の例を図 9 に示します．

引き続きNTTグループは，皆様方
とコラボレーションすることによっ
て，新しい価値や新しい感動を生み出
し，日本の経済の発展，また，世界の
さまざまな課題の解決に貢献していき
ます．

■参考文献
（1） http://www.keidanren.or.jp/policy/2017/010.

html
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