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ITがビジネスや生活の環境を変え
ることで，新たな市場の創出や既存ビ
ジネスモデルの刷新がもたらされてい
ます．こうした状況に適応し最適な経
営判断を実施するには，将来変化をと
らえ，進むべき道を解き明かすことが
重要です．NTTデータでは，将来を
予見することがお客さまのビジネス変
革と持続的な成長を促すと考え，将来
変化をとらえる取り組み「NTT DATA 
Technology Foresight」を推進してお
り，2012年から対外的に情報発信を開
始しました．

NTT DATA Technology Foresight
の策定においては，今後 3 年から10
年の間にインパクトを与える先進技術
や社会動向を継続的に調査していま
す．具体的にはインターネットや書籍
などの公知情報から政治，経済，社会，
技術の 4 要素，いわゆるPEST（Politics，
Economics，Society，Technology） に
て動向分析を実施しています．加えて，
国内外におけるさまざまな分野の有識
者にインタビューを行い，幅広い情報
の収集 ・ 議論を実施しています．

これらの情報に基づき，NTT DATA 
Technology Foresight 2017では，60の

政治 ・ 経済 ・ 社会の重要課題と，154の
革新技術 ・ サービスを抽出しました．
それらの知見を基に議論を重ね， 9 つ
の将来変化を導出しています（図 1 ）．
最終的には，これらの将来変化を重ね
合わせて見えてくる情報社会の大きな
潮流を分析し， 4 つの「情報社会トレ
ンド」を導出しました（図 2 ）．また，
154の技術がもたらす社会へのインパ
クトを分析し，8 つの「技術トレンド」
を導出しました（図 3 ）．本稿では，
以下各情報社会トレンドについて概説
します．なお，技術トレンドについて
はこの後の記事で紹介します．

情報社会トレンド

ITの進展により既存社会の制約が
緩和され，社会の仕組みにさまざまな
変革がもたらされています．社会には
もともと種々の傾向が存在しますが，
技術革新や新サービスの出現，社会課
題解決ニーズの高まりによって社会に
変革をもたらす慣性，継続性の高いト
レンドとして現れたものが情報社会ト
レンドです．

情報社会は今まさに大きな転換点を
迎えようとしています．この転換点を
代表する大きな潮流として，NTT 
DATA Technology Foresight 2017で
は 4 つの情報社会トレンドを策定し
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図 1 　将来予測手順

NTT DATA Technology Foresight 2017の
概要と情報社会トレンド

先進技術の登場や経済・社会構造の変化が，急速にビジネス環境に大き
な変革をもたらす昨今において，ITの進展がもたらす将来を予見する力が
ますます求められています．NTTデータでは，将来変化をとらえる取り組
み「NTT DATA Technology Foresight」を推進しており，本稿ではNTT 
DATA Technology Foresight 2017の概要と， ４ つの情報社会トレンドを紹介
します．
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図 2 　情報社会トレンド
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ました．社会における個の影響力が高
まり，参加型による開かれた連携が拡
大している点や，デジタルな世界が日
常生活の一部となり，インターネット
を通じて常に新たな価値が提供される
社会へと向かいつつある点について紹
介します．
■個の影響力拡大が社会の変革を

促進する
ソーシャルメディアの普及により個

人の発信力が高まり，サービスの提供
者にとっては無視できない圧力となっ
てきています．製造分野では消費者の
要望に応じたパーソナライゼーション
へのシフトが進んでおり，このパーソ
ナライゼーションは，インディビジュ
アリゼーション（個別化）にまで深化
し始めています．ソーシャルメディア
における発信内容の分析や，家族や資
産等の情報，その人自身の状態や行動
等のリアルタイム分析を組み合わせる
ことで，成約率や好感度の上昇がみら
れるようになりました．

一般消費者がサービスの提供者にな
る途が拓けたことで，市場秩序を揺る
がす例も増えています．自動車や宿泊
施設のシェアリングは，タクシー業界
やホテル業界の反発を招く一方，既存
業界の硬直的なサービスに不満を感じ
る利用者が，規制を受けないベン
チャー企業の参入を支持し，拡大が続
いています．

個の働き方も多様化が進んでいま
す．フリーランスで働く人口は増加し
ていますが，特に，専門性の高い個人

が世界中から自身の能力を活かせる仕
事を選ぶ例が増えてきました．大企業
でもフリーランスの活用が進んでお
り，企業や組織が重要な業務を外部の
技能労働者に依頼するようになれば，
組織のオープン化が進むでしょう．

個の力はすでに世の中に定着し，社
会における主体間の関係性に変化をも
たらしています．個の影響力は引き続
き強い状態を維持し，業界の変革，新
たな制度の整備が進むでしょう．企業
にとっては，変化の先を見据えた十分
な備えが必要です．
■オープンな連携が新たな社会の

仕組みを生み出す
インターネットは，一元的な管理機

構が存在せず，誰もが参加できる情報
流通の仕組みです．この分散型でオー
プンな仕組みが，社会全体に広がりつ
つあります．

モノのインターネット（IoT：Internet 
of Things）は，最近になって急速に一
般的になりつつあり，産業界では，イ
ンダストリー4.0やインダストリア
ル ・ インターネットと呼ばれる製造業
の革新につながっています．部品や製
造機械等に取り付けたセンサと，ヒト

（労働者），生産計画，プロセス等を相
互に連携させ，調達 ・ 生産段階から出
荷後までを含めた製品ライフサイクル
全体を通じ，種々の観点からの最適化
が図られています．

また，仮想通貨のように，国家や中
央銀行等の発行主体を持たず，分散化
されたオープンな元帳により信頼性を

担保し，価値の流通を実現するものも
登場しました．通貨に代わる決済手段
としてだけでなく，仮想通貨と有形，
無形の資産を連携させ，権利関係や契
約関係の管理 ・ 移転等を行うこともで
きます．

API（Application Programming 
Interface）エコノミーと呼ばれる，
企業間の情報連携に基づく一体型の
サービス提供も増えています．企業が
保有する情報やシステムの機能の公開
が，異業種を含めた幅広い関係者を巻
き込んだ連携を実現し，利用者にとっ
て利便性の高い新たなサービスやイノ
ベーション創出に結びついています．

このような分散型の仕組みは，現在
は一部の先進的取り組みが中心です
が，仲介者を必要としない価値交換方
法として，将来的には社会に広く浸透
していくでしょう．現在，中央集権的
管理が行われている仕組みのうち，国
際間の決済や送金のようにもともと中
央管理者が存在しない分野から順次分
散型に移行すると考えられます．
■進化する価値が既成概念の転換を

促す
工業社会から知識社会への移行に伴

い，価値の源泉が有形のモノや資産か
ら無形の情報，デザイン，機能などの
活用へとシフトしています．同じ製品
であっても，得られる価値は利用者の
価値観，状況，使い方によって異なり，
情報分析等によりさらに高い価値を引
き出すことが可能となります．

自動車，機械，家電などのモノがイ
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ンターネットに接続されるようになれ
ば，これまでITの世界で行われてい
たことがフィジカルな世界でも行われ
るようになるでしょう．例えば，コン
ピュータやデジタル機器ではユーザに
よるソフトウェアのアップデートが一
般的に行われています．これがより広
範なモノの世界に適用されるようにな
ると，機能追加や性能の向上等のメ
リットを買い替えなくても享受できる
ようになる可能性があります．

自己学習機能を持ち，自ら判断し自
律的に行動するAI（人工知能）を搭
載した自動運転車，ドローン，ロボッ
トなど（スマートマシンと総称します）
も登場しました．スマートマシンが普
及すると，社会において人間や機械の
果たす役割や機能が変化すると想定さ
れます．工場や施設では無人化が進み，
機械の監視もスマートマシンが行うよ
うになると考えられます．

このような進化によって，新たな課
題も発生します．スマートマシンが自
己学習した能力が原因で事故が発生し
た場合，その責任を所有者，利用者，
製造者，ソフトウェアの開発者等にど
こまで問えるかという問題が発生しま
す．また，セキュリティの脆弱性を突
かれて大規模な停電や交通網のマヒが
起こると，社会全体が機能不全に陥る
おそれもあります．障害が発生した場
合の影響を極小化する仕組みや，ス
マートマシンが予期していない行動を
起こしたときに阻止する仕組みを備え
ることも必要でしょう．

■フィジカルとデジタルの融合が 
生活やビジネスの可能性を広げる
主要な音声認識ソフトの認識率は

90%以上に達し，人間に近い水準まで
進んでいます．家電製品の操作やレス
トランの予約，eコマースでの注文等
は，スマートホーム機器への自然な呼
びかけでコントロールできるようにな
り，相手がフィジカルな存在なのかデ
ジタルな存在かを意識しないようにな
ると考えられます．家庭用のコミュニ
ケーションロボットは話し相手になる
だけでなく，音声パターンにより感情
の変化や病気の兆候を発見し，苦痛を
緩和したり，ヘルスケアスタッフに通
知したりできるようになるかもしれま
せん．

遠隔医療やテレワークなどの普及
は，フィジカルとデジタルの融合によ
り時間と空間の制約を乗り越え，サー
ビスがヒトの所にやってくるととらえ
直すことができます．従来は，距離の
克服に映像と音声を使用する方法が主
流でしたが，VR（Virtual Reality：
仮想現実）技術を使って人工的につく
り出した環境とテレプレゼンスにより
臨場感が増します．現実の世界とデジ
タル情報をリアルタイムで重ね合わせ
るAR（Augmented Reality：拡張現実）
技術，およびそれらを組み合わせた
MR（Mixed Reality：複合現実）技術
も，徐々に身近になりつつあります．

このようなフィジカルとデジタルの
融合は，企業にデジタルビジネスへの
変革を迫っています．従来は，ビジネ

ス上の判断を行うのはすべて人間でし
たが，デジタルビジネスにおいては，
人間に加え機械，モノ，取引など，ビ
ジネス上のすべての構成要素がそれぞ
れのレベルに応じて判断を行うように
なります．その結果，従来は全く考え
られなかった対応が求められ，既存の
組織や仕組みではデジタルビジネスの
利点を十分に活かせない可能性が高く
なります．発想を根本から見直す必要
があり，企業活動だけでなく，産業構
造にも転換をもたらすでしょう．

下條  　彰

技術革新のスピードはめまぐるしく，最
新技術の活用がビジネスにおける鍵となり
ます．NTT DATA Technology Foresight 
が皆様のビジネス革新に貢献できることを
願っております．

◆問い合わせ先
NTTデータ
	 技術革新統括本部
	 技術開発本部
TEL	 050-5546-2308
FAX	 03-3532-0487
E-mail　ndtf kits.nttdata.co.jp


