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IoT/ビッグデータの時代へ

全世界のデジタルデータ量は2000
年から2020年までの20年間で約6000
倍に増加し，またインターネットに接
続するデバイス数は2020年には約500
億台になると予想されています．これ
は世界人口の約 7 倍の数です．こうし
た莫大なデータを処理するマシン（コ
ンピュータ）も進化しており，2020
年のスーパーコンピュータは2000年
と比較して ₈ 万倍以上の処理性能を
持つといわれています（図 ₁ ）．

マシン性能の進化に伴い人工知能
（AI）も進化しており，1997年にIBM
社の「ディープブルー」がチェスで，

「ロジステロ」がオセロで当時の世界
チャンピオンに勝利しています．通常，
指し手の数はオセロが1060，チェスが
10120といわれています．それに対して

将棋は10220，囲碁は10360となっており，
AIが人間に勝利するのは難しいとい
われてきましたが，最近将棋や囲碁の

世界でもプロ棋士がAIに負かされて
きています．また，2020年までにAI
を東京大学に合格するレベルに向上さ

※　出典：IDC「The Digital Universe Decade in 2020」より作成
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図 ₁ 　IoT/ビッグデータの時代へ

本稿では，NTTグループのIoT（Internet of Things）とビッグ
データの利活用に向けた，具体的な取り組みについて紹介しま
す．本記事は，2016年 2 月18～19日に開催された「NTT R&D
フォーラム2016」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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NTTグループのビジネス変革
～IoT/ビッグデータの活用～
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せるプロジェクトも進行しています．
IoTにより今まで以上に莫大なデー

タが生み出され，それに対して進化し
たマシンとAIを使って，今まで到底
処理できなかったデータ分析が可能に
なるという，IoTとビッグデータの時
代が到来しています．

ビッグデータ活用の方向性として
は，まず企業の生産性向上が挙げられ
ます．これは各企業が自社で集めるこ
とができるビッグデータを利用して，
業務の効率化 ・ 高度化を推進するもの
です．各企業は集めたビッグデータを
分析することで，例えば故障の事前予
測や機器の動作の最適化を行うことが
できます．これを実現するキーとなる
のはM2M（Machine to Machine）技
術や集めたビッグデータを分析する
AI ・ 機械学習技術です（図 ₂ ）．ドイ
ツではこうした取り組みをインダスト
リー4.0，また，米国ではインダスト
リアル ・ インターネットと呼んで企業
のビジネスモデルを変革し，また，産
業構造の変化を促しています．

例えば，ロールスロイス社は飛行機
のエンジンを全く新しいビジネスモデ
ルで提供し始めています．「トータル
ケア」と呼ばれる長期の包括契約です．
これはジェットエンジンの稼動時間を
ベースに料金算定するもので，もちろ
んそこにはエンジンの状態をセンサで
把握し，整備修繕計画を最適化するこ
とが含まれています．こうしたモデル
は今後，航空業界のビジネスモデルの
変革につながってくるのではないかと
考えています．

社会的 ・ 地球的課題の解決

ビッグデータ活用のもう 1 つの方
向性として，社会的 ・ 地球的課題の解
決があります（図 ₃ ）．交通 ・ 医療 ・
環境 ・ 農業 ・ 製造 ・ 教育など，さまざ
まな分野の情報を収集してビッグデー
タ化し，これらを公共財として世の中
に提供することによって，さまざまな
社会的 ・ 地球的課題を解決していこう

というものです．
例えば，交通と医療のデータを掛け合

わせることで，救急時の患者輸送の時
間短縮につなげる，また，環境と製造の
データを結びつけることで，無駄な電力
消費を抑えてエネルギー問題の解決に
つなげるということが考えられます．

こういった産業間をまたがる情報連
携が新たな価値を生み出す可能性を秘
めています．先ほどドイツや米国の取

企業内での効率化・高度化

インダストリー4.0 インダストリアル・インターネット
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・機械学習
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図 ₂ 　産業構造の転換
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図 ₃ 　社会的・地球的課題の解決
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り組みを紹介しましたが，日本では社
会全体でこれらのデータを共有し，活
用していく仕組みをつくりあげていく
のが良いのではないかと考えていま
す．2016年 1 月22日に第 5 期科学技術
基本計画が閣議決定されました．その
中では，現状の課題として，「エネル
ギー制約」「少子高齢化」「地方の疲弊」

「自然災害」「安全保障環境の変化」「地
球規模課題の深刻化」などがうたわれ
ています．これらの課題解決に向けて，
日本型のIoT/ビッグデータの活用を
推進していく必要があります．またこ
うした課題は特に地方において顕著に
表れていることから，本取り組みは地
方創生にもつながると考えています．
■社会インフラの維持

地方の社会インフラの維持は，現在
大きな課題となっています．高度経済
成長期に構築したトンネルや橋梁，道
路などの経年劣化が進みメンテナンス
が必要であることに加え，老朽化した
ビルの外壁や看板の落下などの危険も
あります．NTTグループは電柱やと
う道，マンホールのメンテナンスが通
信インフラの維持に不可欠と考え，長
年，振動や画像分析，雨水の検知によ
る劣化予測といった効率的なメンテナ
ンス技術を磨いてきました．しかし，
このノウハウをそのまま社会インフラ
の維持というテーマにも適用し，メン
テナンスの範囲を広げると，保守対象
が非常に広範囲になってしまいます．
振動センサの検知値や画像データだけ
でなく，市民の投稿 ・ 申告などの情報
もビッグデータとして取り込み分析す
ることで，危険な個所を事前に把握し

たり，効率的な保守や更改計画の策定
が可能となると考えます．
■自動車の自動運転

昨今，自動車の自動運転が注目を浴
びています．この分野においても社会
全体でのデータ共有が欠かせません．
例えば，走行中の各自動車が目的地情
報を共有すると，AIがそれぞれのルー
トをうまく分散し交通渋滞を回避する
ことが可能になります．また，凍結な
どの道路情報や，事故情報，緊急車両
の情報などをリアルタイムに共有する
ことで，個別最適ではなく，全体最適
を実現することができます．

データ共有 ・ 利用の課題

前述のような社会全体でのデータ共
有，データ利用の実現に向けては，大
きく 2 つの課題があります． 1 つは

「データを集める仕組み」，質 ・ 量とも
に充実させる仕組みづくりが必要で
す．例えば，オープンデータを利用し
た場合は，その利用によって生み出さ
れたデータを，さらにまた共有のビッ
グデータ ・ オープンデータとして社会
に還流させるといったルールです．

特定の企業グループや業界に偏った
データにならないよう，中立的な機関
がデータ収集の旗振り役になる必要が
あると考えています．もちろん多種多
様なデータの標準化，プロトコルをそ
ろえていくことも必要です．

もう 1 つは「安心 ・ 安全に利用する
ためのルールづくり」です．悪質な使
い方や，個人情報の漏洩は，当然防ぐ
必要があります．また，ビッグデータは，
なりすましや改ざんを防ぐ暗号化に加

えて匿名性の維持にも配慮しなければ
なりません．あるデータと別のデータ
を混ぜると匿名性が低くなるケースが
あります．また，利用目的，利用方法，
情報の取り扱いなどのデータ活用時の
ルールづくりも必要となります．

社会的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，一企業が情報を独占するこ
とには，必ずしも賛同が得られるとは
思っていません．こうした取り組みの
促進にあたっては，自治体のリード，
自治体がハブとなることが必要だと考
えています．地方自治体が持つ，人口
情報や地図情報，防災情報といった基
本データと各企業がIoTにより収集し
たビッグデータをまとめて，自治体が
公共財のオープンデータとして産業界
に提供する．このように，一企業に閉
じることなく自治体を経由してさまざ
まな情報を統合し活用することで，
ビッグデータの可能性が一挙に広が
り，地域型ビジネスの発展にもつなが
るのではないかと思います．また，先
ほど申し上げたようにビッグデータを
利用した場合には，利用した結果を
フィードバックすることで，ビッグ
データの 2 次利用， 3 次利用を促進
させることにより，質 ・ 量ともにより
良質なオープンデータを形成すること
が可能になります．こうした地方発の
取り組みにより地方産業の活性化が期
待でき，これが日本型エコシステムの
構築につながると考えています．また，
ビッグデータの利用は成功報酬型とす
ることにより地域のベンチャーの利活
用がさらに進むことになるでしょう．
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残念ながら，一部では無料Wi-Fiで
集めたデータを転売しようという動き
があります．私はNTTグループで
Wi-Fi事業を展開するNTTブロード
バンドプラットフォーム社には，一次
利用で小銭を稼ぐなと言っています．
そうしたデータの用途は個人のプライ
バシ等を含めて，次の発展にはつなが
らないと考えているからです．

IoTを活用した都市インフラの強化

次にIoTを活用した事例を 2 つ紹介
します．
■ハンブルグ港の事例

1 つはドイツのハンブルグ港の事
例です（図 ₄ ）．ハンブルグ港はドイ
ツの最大の港湾であり，そのコンテナ
取扱量は日本の 1 位， 2 位である東
京港 ・ 横浜港の合計よりも多い港で
す．東京ドーム約1600個分の敷地内
をトラックが毎日 3 万3000台も行き
交うため，慢性的な渋滞が課題になっ
ていました．大型船を通過させるため
の可動橋梁もあり，さらに渋滞に拍車
をかけていました．交通渋滞解消に向
け，橋梁の上げ下げに加え，トラック ・
鉄道 ・ 船などの運行状況のデータをす
べてビッグデータとして収集し，収集
したデータを解析することによりマル
チモーダルのトラフィックを最適化し
ています．加えて，コンテナの搬送，
鉄道などへの受け渡しの自動化を行う
ことで，現在 1 ヘクタール当りの取扱
量は日本でもっとも効率の良い名古屋
港の倍以上の実績を上げています．
■Enevo社の事例

次にフィンランドのEnevo社の事例

を紹介します（図 ₅ ）．欧米には街角
に大きなゴミ箱が置いてあり，毎日ト
ラックが回収にあたっています．これ
が交通渋滞をはじめとする数々の社会
問題の一因となっています．この問題
に対して，Enevo社はIoT技術を使っ
て各ゴミ箱の堆積状況をビッグデータ
化することで，収集するゴミ箱を選定

し，最適なルートでゴミ収集を実現す
る方法を地方自治体に提供しました．
結果として，自治体はゴミ収集トラッ
クの台数を半減でき，渋滞緩和の効果
に加え，自治体のコスト削減にもつな
がっています．

このようにIoT技術により無駄を省
き，その分を新たなIT投資につなげ
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図 ₅ 　Enevo社の事例
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図 ₄ 　ハンブルグ港の事例
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るという好循環を生み出しています．

地方自治体との連携

NTTグループは地方自治体との取
り組みを具体的に進めるため，2015
年 4 月に福岡市と「包括連携協定」を，
9 月には札幌市と「まちづくりパート
ナー協定」を締結しました．福岡，札
幌の地域的特性を活かし，地方創生の
実現に向けた「集中事例」として取り
組んでいきます．両市はそれぞれ一般
会計，特別会計，企業会計の合計額が
2 兆円弱の都市規模で，さまざまな取
り組みを試みるのに最適な都市規模だ
と考えています．

現在，福岡市は中国人観光客をはじ
めとするインバウンド需要によって，
港が飽和状態になっています．また，
札幌市は2017年に冬季アジア大会が
開かれる予定であり，早急にさまざま
な課題の解決が迫られています．

こうした都市では，さまざまな企業
や市民，各種団体からビッグデータを
収集し，自治体に集積し，これらをオー
プンデータとして社会全体で利活用し
ようとしています．観光 ・ 交通 ・ 輸
送 ・ 医療 ・ 介護などさまざまな分野で
の利用検討が図られ，産業振興 ・ 防
災 ・ 公共インフラ効率化などにつなげ
ていくことが期待されています．

これに対して，NTTグループだけ
でできることには限界があります．す
でに主旨にご賛同いただいているさま
ざまなプレイヤーの皆様と協力して，
この取り組みを進めていきたいと考え
ています．

IoT/ビッグデータの時代のセキュ
リティ技術

■情報保護技術
こうしたビッグデータの利活用に

向けては情報保護技術が不可欠です．
図 6 はNTTグループが開発に取り組
んでいる秘密分散 ・ 秘密計算という情
報保護技術のイメージです．秘密分散
はデータを暗号化したうえでクラウド
上の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
するものです．秘密計算技術は分散さ
れた状態のままでデータを復号せず，
暗号化されたままで計算処理を行いま
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 つのセンタのデータが
万が一盗まれても情報は漏洩しません
し，また，他のセンタが災害等でデー
タを消失しても情報が復元可能になり

ます．情報を分析するときにも，作業
担当者は元データに触れることなく処
理することが可能です．
■個人情報の匿名化と解析

2015年10月に情報処理学会のコン
ピュータセキュリティ研究会が主催す
る第 1 回プライバシーワークショッ
プというイベントが行われました．こ
のイベントにおいて，個人情報を扱う
技術を競う，匿名加工再識別コンテス
トがあり，NTT研究所チームが優勝
しました．ビッグデータは各々の個人
情報が分からないように匿名化する
と同時に，全体の情報分析も行う必要
があります．つまり，元の情報を分か
らなくするように情報を秘匿する匿
名化と元の情報から実社会に役立て
る解析を同時に行わなければなりま
せん．

このようなセキュリティ技術は
NTTグループが得意としている分野

データセンタA

データセンタB

データセンタC

BUDAIdWRNzqz
XCwa4fSBtqRd
wJmF+X60UxoF
k0+DgNrJ4ZR9
nm8lMIlleL5GPz
3vnzNRhlxk3XA
AAABU

BUDAIdWRNzqz
XCwa4fSBtqRd
wJmF+X60UxoF
k0+DgNrJ4ZR9
nBSAAAAFQMB
vnzNRhlxk3XAA
AABU

BUDAIdWRNzqd
1EbljUAAAAVA
wJmF+X60UxoF
k0+DgNrJ4ZR9
nBSAAAAFQM
Bm8lMIlleL5GPz
AAAAB

<個人情報>
氏名
性別
生年月日
住所

・人流情報
・購買活動
・道路交通
・医療統計
・ハザード
情報など

<統計情報>

分析結果

データを
復号せずに
計算

複
数
の
断
片
に
分
割

・氏名
・性別
・生年月日
・住所 など

<個人情報>

機密情報

秘密計算技術秘密分散技術

① 1つのセンタのデータ
が盗まれても復元不可

②災害等で1つのセンタのデー
タが消失しても復元可能

③作業担当者も元データ
に触れず処理を実施

図 6 　情報保護技術
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です．引き続き，産業界や政府，大学
とも連携して強化に努めていきます．

IoT/ビッグデータの時代の情報 
処理技術

■社会インフラでの活用に向けて
先ほど，自動車の自動運転にビッグ

データを活用する事例を紹介しまし
た．このシステムの実現には迅速なレ
スポンス（リアルタイム性）が要求さ
れます．交通渋滞が発生すると局所的
な処理の集中が発生しますが，社会イ
ンフラとして活用する以上，一瞬のシ
ステムダウンも許されません．この問
題の解決のため，NTTではエッジコ
ンピューティング技術の研究を進めて
います．

エッジコンピューティング技術は通
常よりもネットワークのエッジ側，つ
まり自動車などに近い位置にサーバを
設置することでレスポンスタイムを早
くする技術です．通常インターネット
サーバに接続する際には約100 msの
レスポンスタイムを要しますが，本技
術を採用することで 5 ms以下にする
ことをめざしています．

協創（Collaboration）の時代へ

私は 3 年ほど前から，これからはコラ
ボレーションの時代だ，と申し上げてき
ました．最近読んだ一橋大学の名和高
司先生の本に「キョウソウ」には競争

（Competition），協創（Col lab o ra tion），
共層（Co-sourcing）の 3 つのレイヤ
があると書かれていました（図 7 ）．
これからのIoT/ビッグデータの時代
においてデータ共有が進むと，真ん中

の協創（Col lab o ra tion）の重要性が
増すと考えています．さらに，さまざ
まな分野で協創（Col lab o ra tion）が
進むと，今までの競争（Competition）
の形が多角化し，次元が違った世界に
なるのではないかと考えています．

ご 存 じ の と お り，2015年 2 月 に
NTT東日本 ・ 西日本のFTTHのビジ
ネスモデルをそれまでの小売り中心の
モデルから，卸の「光コラボレーショ
ンモデル」に変更しました．これまで
競争（Competition）のレイヤに位置
していたFTTHを，他の事業者が自社
のサービスと組み合わせて販売できる
協創（Collaboration）可能なモデル
に変革しました．現在ドコモをはじめ
とするさまざまなプレイヤーがFTTH
を組み合わせた独自のサービスを展開
し競争（Competition）をしています．
将来的には，モバイルサービスも協創

（Collaboration）レイヤに移行するで

しょう．こうしたコラボレーションモ
デルが新たなサービスや付加価値の競
争に発展していきます．

Society 5.0

前述の第 5 期科学技術基本計画に
おいて，いくつかの社会的課題が挙げ
られていると説明しました．これらを
解決する方策として，政府は「超ス
マート社会」というコンセプトを提唱
しています．

これは「必要なもの ・ サービスを，
必要な人に，必要なときに，必要なだ
け提供し，社会のさまざまなニーズに
きめ細やかに対応でき，あらゆる人が
質の高いサービスを受けられ，年齢，
性別，地域，言語といったさまざまな
違いを乗り越え，活き活きと快適に暮
らすことができる社会」と定義されて
います．

IoTの活用範囲をモノづくりだけで

出典：名和高司　「CSV経営戦略」より作成

共層
Co-sourcing

協創
Collaboration

競争
Competition

これから

共層

協創

競争

これまで

図 7 　協創（Collaboration）の時代へ



NTT技術ジャーナル　2016.410

NTT R&Dフォーラム2016 基調講演

はなく，さまざまな分野に広げ社会を
変革し，サイバー空間とフィジカル空
間を高度に融合することで，こうした
社会を実現しようとしており，この一
連の取り組みを政府は「Society 5.0」
と名付けました（図 ₈ ）．

第 5 期科学技術基本計画では11分
野においてシステムを開発し，これら
の共通プラットフォームを構築するこ
とで，「超スマート社会」を実現する
としています．まさに社会全体での
データ共有をめざしていることがお分

かりになると思います．なお，5.0と
いう数字は，狩猟社会，農耕社会，工
業社会，情報社会と発展してきて， 5
番目に「超スマート社会」が位置付け
られることに由来しています．

NTTグループCSR憲章

図 ₉ は2006年に制定したNTTグルー
プCSR憲章です．メインテーマは「人
と社会と地球がつながる安心 ・ 安全で
豊かな社会の実現」で， 4 つのコミュ
ニケーションによって実現する構成に
なっています．当時はあまりに抽象的
な表現で恥ずかしいと思いましたが，
現在，まさしくこのような時代が到来
していると感じています．NTTグルー
プは，次世代に向けた事業変革のビッ
グチャレンジとして，人と社会，人と
地球のコミュニケーション形成に全力
で取り組んでいきます．

超スマート
社会

5.0
情報社会

4.0
工業社会

3.0
農耕
社会

2.0
狩猟
社会

1.0

スマート生産
システム

スマート・フード
チェーンシステムおもてなしシステム地域包括

ケアシステム

統合型材料開発
システム

新たな
ものづくりシステム

高度道路交通
システム

自然災害に対する
強靭な社会

インフラ
維持管理・更新

地球環境情報
プラットフォーム

エネルギー
バリューチェーン

②共通プラットフォームを構築①11のシステムを開発

・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

超スマート社会

図 ₈ 　Society ₅.₀
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図 ₉ 　NTTグループCSR憲章


