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日本が抱える社会的課題

日本は課題先進国といわれて久しい
ですが，残念ながら課題解決先進国に
は至っていません．日本が抱える社会
的課題として，人口減少，超高齢化，
インフラの老朽化，都市の集中，環境
問題などが挙げられます．内閣府の「未
来投資戦略2017」では，これらの課
題を克服し，中長期な成長を実現する
鍵は，IoT（Internet of Things），ビッ
グデータ，AI（人工知能）などの第
4 次産業革命のイノベーションをあ
らゆる産業や社会生活に採り入れるこ
と，つまり，先端技術により，さまざ
ま な 社 会 的 課 題 の 解 決 を め ざ す
Society 5.0を実現することとされて
います．

ICTが発展し，ネットワークやIoT
の利活用が進む中，世界ではドイツの

「インダストリー4.0」，米国の「先進
製造パートナーシップ」，中国の「中
国製造2025」など，ものづくりの分
野でICTを最大限に活用し，第 4 次産
業革命ともいうべき変化を先導してい
く取り組みを打ち出しています．一方，
日本では，ものづくり分野だけではな
く，革新技術の開発と多様なデータの
利活用によって，政府，産業，社会の
デ ジ タ ル 化 を 進 め る 取 り 組 み を
Society 5.0として推進しています．

経団連も，Society 5.0の取り組み
により，以下をめざすべき社会として
挙げています．

① 　人口減をものともしないスマー
トな社会

② 　高齢者や女性等，あらゆる個人
が活躍できる社会

③ 　サイバー ・ フィジカルいずれも
安心 ・ 安全な社会

④ 　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

⑤ 　環境と経済が両立する持続可能
な社会

農業における人口減少，産業競争力
の低下という課題に対しては，例えば
農場に設置したセンサで収集された作
物の生育環境などのビッグデータや気
象情報をAIで分析 ・ 加工し，その結
果を利活用することで生産性向上を実
現するといった解決策があります．

Society 5.0の世界は，データを活
用し，サイバー空間と現実空間の融合
による社会全体の最適化が実現された
世界であり，さまざまな分野のデジタ
ルトランスフォーメーションにより実
現します．

デジタルトランスフォーメーション
とは，ICTツールにより，さまざまな
データの集積や経営におけるデータの

本稿では，NTTグループの「B2B2Xモデル」や「新たな価値
創造によるSociety 5.0の加速」について紹介します．本記事は，
2018年 2 月22～23日に開催された「NTT R&Dフォーラム2018」
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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価値創造の好循環をめざして
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利活用を実現し，新たなビジネスモデ
ルの創出や既存ビジネスを変革するこ
とです．

2004年にスウェーデンのエリッ
ク ・ ストルターマン教授が提唱した概
念ですが，その後，デジタルトランス
フォーメーションを取り巻くICT環境
やデータの取扱いにかかわる制度は大
きく変化してきました．例えば，ICT
ツールについては，AIやIoTの進化，
データ処理については，エッジコン
ピューティング技術の導入により処理
は分散され，高速化が進んでいます．
さらに，流通するデータ量の増加やそ
れを支える回線容量は拡大しました．
また，データを集積 ・ 利活用する際の
セキュリティ対策技術の進展や，法制
度の整備も進みつつあります．これら
の環境変化を受けてデジタルトランス
フォーメーションは，構想段階から実
践段階へ移行してきています（図 1 ）．

B2B2Xモデル

Society 5.0の世界は，さまざまな
分野のデジタルトランスフォーメー
ションにより実現します．Society 5.0
の実現に向けて，NTTグループは企
業や自治体等のデジタルトランス
フォーメーションをサポートし，新た
な価値創造をめざす取り組みを進めて
います．
■B2B2Xモデルへの取り組みのね
らい
NTTグループは新たな価値創造の

加速をめざし，多様なサービスプレイ
ヤーとのコラボレーションを推進して
います．さまざまな分野のサービス提
供者（B2B2XのミドルB）のデジタ
ルトランスフォーメーションを黒衣

役，触媒役としてサポートし，ライフ
スタイル変革や社会的課題の解決に貢
献する取り組みが，私たちのB2B2X
モデルです．

私たちは，企業や自治体等のデジタ
ルトランスフォーメーションをサポー
トできるさまざまなサービスやツール
を有しています．例えば，従来からの
強みである通信インフラに加えて，
NTTのR&Dで培った音声 ・ 言語処理
技術やデータ解析技術などのAI関連
技術，エッジコンピューティング技術
などを活用したツールやサービスを
メインプレイヤーの皆様に提供して
います．

これらの取り組みにより，ライフス
タイル変革や社会的課題の解決につな
がる新しい価値（X）が生み出されてい
くと考えています（図 2 ）．

昨年だけでも，新たにヘルスケアか
ら自動車，運輸，製造，農業，観光と
いった，さまざまな分野のサービス提
供者との協業を進めてきました．

■リアルとバーチャルが融合した
歌舞伎
伝統芸能の分野では，松竹株式会社

とNTTのR&Dが生み出した技術との
コラボレーションにより，時空を超え
る新たな価値創造にチャレンジしてい
ます．

2016年 4 月，2017年 4 月に開催さ
れた「ニコニコ超会議」（株式会社ド
ワンゴ運営）において，松竹株式会社
はNTTのイマーシブテレプレゼンス
技術「Kirari!®」を用いた新たな演出
を導入し，「超歌舞伎」を披露しました．
この演目では歌舞伎俳優の中村獅童さ
んとバーチャルシンガーであるボーカ
ロイドの初音ミクが共演しました．こ
のような演出を取り入れた演目を実現
することにより，松竹株式会社は若年
層の顧客拡大につなげることができま
した．

また，2017年 3 月には，震災の復
興を祈願した「歌舞伎シアターバー
チャル座」を熊本県庁で開催しました．
この取り組みでは，専用劇場以外での
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図 1 　デジタルトランスフォーメーションは実践段階へ
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興行を実現し，観劇機会を拡大するこ
とができました．

直近では2017年11月に八代目中村
芝翫さん，四代目中村橋之助さん，三
代目中村福之助さん，四代目中村歌之
助さんが，リアルとバーチャルが融合

した初の歌舞伎となる「京結夢現連獅
子（みやこむすびゆめのれんじし）」
を披露し，私たちはそのサポートをさ
せていただきました．中村芝翫さん以
外の 3 名は，中村芝翫さんがいる先斗
町歌舞練場から1.5 km離れた宮川町歌

舞練場で演じ，その映像を先斗町歌舞
練場へリアルタイム伝送することで，
中村芝翫さんと 3 名のバーチャルな
連獅子の共演が実現しました．このよ
うにNTTの技術を用いて，演者が離
れたところにいても，あたかも同じ場
所で演じているような演出が可能とな
りました（図 3 ）．

Society 5.0の加速に向けた　 
取り組み

ここまで，Society 5.0の実現をめざ
すNTTグループの取り組み（B2B2X
モデル）を紹介してきました．ここか
らはSociety 5.0の実現を加速させる
ための取り組みを紹介します．

デジタルトランスフォーメーション
は，さまざまな企業により進捗し始め
ています．しかしながらその取り組み
は個別の取り組みであり，多くは分野
横断的な取り組みではありません．私

図 2 　B2B2Xモデルへの取り組みのねらい
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・新たな価値創造の加速をめざし，多様なサービス提供者との協業を推進
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社会的課題の解決

新たな価値創造

パートナー
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図 3 　新たな価値創造のサポート

松竹株式会社　×　NTT　　伝統芸能とICTの融合による新たな感動

新たな価値創造
 ・新たな演出よる顧客層の拡大
 ・専用劇場以外での興行による観劇機会の拡大
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は，個別分野だけではなく，分野を横
断するデジタルトランスフォーメー
ションを進めることが，Society 5.0
の実現の加速につながると考えていま
す．つまり，重要なのは分野を横断し
たデータの集積，オープン化，そして，
そのデータの利活用環境を整備するこ
とだと考えています．
■データ集積，利活用の現状と方
向性
現状，データを集積する主体はバラ

バラで，企業や自治体が個別にデータ
を集積しています．私たちが保有して
いるデータは極めて良質なものです
が，そのボリュームは海外のデジタル
ジャイアンツに比べれば少ないかもし
れません．しかし，正確で良質なデー
タをマッシュアップすることができれ
ば，デジタルトランスフォーメーショ
ンのスピードを上げられると考えてい
ます（図 4 ）．

農業の改革について考えてみましょ
う．農業の生産性向上や食の安全性を
高めるためには，農業生産のデジタル
トランスフォーメーションだけでは不
十分です．物流や食品加工，また，食
品の流通など，分野横断的な取り組み
が重要です．しかしながら，デジタル
トランスフォーメーションに必要な
データの集積，オープン化を横断的に
取り組む主体は明確ではありません．
これは，日本がこれからSociety 5.0
を進めるにあたっての大きな課題だと
考えています．

米国や中国のようにデジタルジャイ
アンツがデータの集積，利活用を進め
ていくことは，残念ながら日本では難
しいと思っています．そこで，どうい
う方法論があるのか，どういう解決の

方向性があるのかを考えることが重要
となります．データは集めることが目
的ではなく，そのデータを正しく利用
することが本来の目的です．また，デー
タは誰のものなのかという議論も起き
ています．集めた事業者のものなのか，
それともデータを生み出した個人のも
のなのか．私は，データは社会のもの
であり，住民のものであると考えてい
ます.つまり，データは地域社会の発
展のために利用されるべきではないか
と思っています．
■新たなエコシステム

私は，データの利活用によって産業
や社会のデジタル化を進めるSociety 
5.0を加速させるためには，新たなエ
コシステムが必要だと考えています．
それは，市町村や県レベルではなく，
数百万人という規模の地域ブロック単
位で，公的な機関（産官学の共同体）
がデータの管理者となり，データの集
積とオープン化を進めるエコシステム
です．

なぜ地域ブロック単位なのかという
と，社会的課題には地域性があるから
です．公的な機関を主体とする理由は，
社会的課題を解決するためには行政が
中心的な役割を果たす必要があるから
です．社会的課題を解決するために行
政がデータを集めることには大義があ
ります．また，企業に対しては中立的
な存在であり，セキュリティについて
も責任を持てると考えています．

私は，正確で網羅的なデータをオー
プン化することにより，そのデータを
利活用する企業やベンチャー企業が，
次の新たな価値を創出できるエコシス
テムの実現をめざしていきたいと思っ
ています（図 5 ）．

加えて，企業が積極的にデータを提
供する仕組みとして, 公的な機関に
データを提供した企業，またはその
データを利活用した結果を提供した企
業のみが，ビッグデータを参照できる
仕組みをつくりたいと思っています．
価値のあるエコシステムをつくること
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図 4 　データ集積，利活用の現状と方向性
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で，海外のデジタルジャイアンツに対
しても正しいデータを参照可能とする
代わりに，彼らが持っているデータを
その地域に還元させることもできるの
ではないかと考えています．そうする
ことで，地方は自立し，グローバルな
共存が可能な社会をつくれるのではな
いかとも考えています．
■札幌市における価値創造の取り
組み
私たちは，札幌市が主体となって

データの集積，オープン化を進めてい
る取り組みを, 地域ブロック単位のエ
コシステムを実現するファーストス
テップとしてサポートしています．
2015年 9 月に札幌市と「さっぽろま
ちづくりパートナー協定」を締結し，
札幌市の社会的課題解決のサポートに
努めています．また，2016年 7 月に
地元の産官学メンバーで構成される

「札幌市ICT活用プラットフォーム検
討会」が設立されました．そこでは，
データの集積，オープン化の指針やプ

ラットフォームの要件，運用体制につ
いて検討されています．各部会におい
ては，「スポーツ ・ 観光」「交通 ・ 雪対
策」「健康」に関するICT活用が検討
されています．

（1） 　データの集積 ・ 利活用による
価値創造

ここで，札幌市が取り組んでいるイ
ンバウンド観光に関するデータ利活用
事例を紹介します．取り組み当初は札
幌市のデパート，スーパー，ドラッグ
ストアの 3 社がデータの集積，利活用
を開始しました． 3 社が観光客の購買
情報などを持ち寄り，全体の購買デー
タと自社の購買データを比較すること
によって，個社では気付かなかった購
買傾向を明らかにすることができまし
た．それにより， 3 社はマーケティ
ング戦略を変えることで見逃し市場
を発見し，売上を拡大することができ
ました．

札幌市の取り組みは，現在ではホテ
ルなども加わり20数社の規模まで拡

大しています．今後は各社の活動成果
がデータとして札幌市に環流し，再び
オープン化されることで，新たな価値
創造につながっていくことが期待され
ています．

また，観光客の決済サービス多様化
というニーズに対しては，地場企業が
電子マネーを導入することで，観光客
の利便性向上という価値創造につなげ
ることができると考えています．決済
の電子化が進むと，地場企業の現金ハ
ンドリングコストを削減できるだけで
はなく，デジタルデータで捕捉できる
決済範囲が広がるため，より効果的
なプロモーションも可能となります

（図 6 ）．
雪のシーズンには，除雪車の効率的

な運用をめざした道路情報の収集 ・ 分
析や運行計画の策定，札幌市民に対し
ては除雪状況を提供するといった取り
組みも行っています．

（2）　ICT活用プラットフォーム
こうした取り組み成果を踏まえ，

2018年 1 月31日，「札幌市ICT活用プ
ラットフォーム DATA-SMART CITY 
SAPPORO」が一般財団法人さっぽろ
産業振興財団により運用開始されまし
た．プラットフォームに集積した官民
データを，地場企業や住民などが利用
できるWebサイトになっています．収
集したデータを分析したコンテンツの
提供や，企業間でデータを共有，比較，
分析できる環境が整備されつつあり 
ます．

このように札幌市がリーダーシップ
を発揮して，データの集積，オープン
化を進めてきた結果，地場企業がデー
タを利活用し，新たな価値創造につな
がる取り組みが進行しています．引き

1234 Kwh
Smart Meter

・ 地域ブロック単位で公的な機関が主体となり，さまざな企業，自治体のデータを集積
・ 正確で網羅的なデータをオープン化　　

地域ブロック単位

オープン化
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（産官学の共同体など）

・・・

・・・

データ提供

循環

図 5 　新たなエコシステムのイメージ
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続き，分野横断的なデータの集積，利
活用が広がり，新たな価値創造が連鎖
することで，社会的課題の解決が加速
していくことが期待されています．

そして，この札幌市の取り組みを広
げて，北海道全体といったような，よ
り大きな地域ブロックを単位とした取
り組みとすることで，さらに効果的な
データの集積，利活用が可能となると
考えています．複数の地域ブロックが
切磋琢磨し，その成果が日本全体に広
がることで，Society 5.0の世界の実
現は加速していくのではないかと考え
ています．

（3）　秘密分散 ・ 秘密計算技術
データの集積，利活用を支えるセ

キュリティ対策技術の一例として，
NTTのR&Dが開発した秘密分散技
術 ・ 秘密計算技術があります．NTT
の秘密分散技術は2017年10月，国際
標準化機構（ISO）が発行する同分野
初の国際標準技術として採択されま
した．

秘密分散技術とは，暗号化された
データを複数サーバに分割し分散保存
することで，強固なセキュリティを実
現する技術です．また，秘密計算技術
はデータが分散されたまま，しかも，
暗号化されたままで計算処理を行うこ
とが可能な技術です．これらの技術を
活用すると，複数のデータセンタに分
散して情報を保存することで， 1 つの
データセンタのデータが盗まれても情
報は漏洩しません．また， 1 つのデー
タセンタが災害等でデータを消失して
もデータの復元が可能です．情報分析
時には元データに戻すことなく処理す
ることができます（図 7 ）． 

Society 5.0の実現に向けて

今後とも，私たちNTTグループは, 
バリューパートナーとしてさまざまな
分野のデジタルトランスフォーメー
ションをサポートしていきます．また，
新たなエコシステムによる分野横断的

なデータの集積，オープン化，利活用
環境の整備を後押しすることで，
Society 5.0の実現を加速させていき
たいと考えています．

図 7 　秘密分散・秘密計算技術

秘密分散技術※

複
数
の
断
片
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散

 ※ 2017.10.23 国際標準採択

機密情報 秘密計算システム「算師®」を開発
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＜インバウンド観光での事例＞
自社と市全体の購買傾向との比較
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図 6 　データの集積・利活用による価値創造
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