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—DTCにおけるヒトDT
将来、DTCは社会や世界を深く、

広く変えるだろう。DTCの適用例
として“より深く”の視点からは、「知
的業務・技能を強化する能力拡張」
「自身の意思決定への活用」等が想
定される。一方、“より広く”の視
点から見ると「未来都市のデザイン」
や「地球規模のデジタル再現」等へ
の適用が考えられる。

DTC研究センタが現在研究に取
り組んでいる「ヒト DT」はその大
半に関係するものであり（図１）、
ヒト DTとは「ヒトの内面・個性の
デジタル化と、人間社会の多様性に

基づく相互作用の計算」を意味する。
　
—ヒトDTを介したサイバー空間
でのインタラクション
それでは、DTC におけるヒト DT

が実現することにより、どのような
ことが可能になるのだろうか？
まず、ヒトの活動範囲を実世界か
らサイバー空間まで拡大することを
可能にする。そして、自分とサイバー
空間上のあらゆるデジタルツインと
のインタラクションは自らのデジタ
ルツインを通じて行うことができる
ようになる。さらに、その結果を実
世界の自分にフィードバックさせる

ことで、サイバー空間での活動から
得られる経験を実世界と同様に得る

NTTデジタルツインコンピューティング研究センタ（以下、DTC研究センタ）では、デジタルツインコンピューティング（以
下、DTC）構想に基づき、ヒトのデジタルツイン（以下、ヒトDT）について研究を推進している。本稿では、ヒトDTへの
挑戦と今後の展望について述べる。
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能力拡張
2030年以降、知的業務・技能を強化
する能力拡張や、自律的に行動・成長
するデジタルツインとの協働を実現

時空間を超えた人知活用
2030年以降、多様な個性や専門性を
掛け合わせ、瞬時の合意形成やアイ
デア創発に活用

人流/交通流の最適制御
空間と時間の４D情報を活用した人
流/交通流等の制御。2030年までに
気象、スケジュールまで組み合わせた
混雑/渋滞/CO2最少社会を実現

未来都市のデザイン
４D情報の中長期の変動予測による
都市開発計画、2030年以降、ヒトの
社会活動まで試行/予測した新たな街
づくりの実現

医療健康
2024年以降、生体センシングとライ
フスタイル分析による個別化・予測型
の医療、行動変容に活用

意思決定
2030年に様々な自身の可能性・未来
像を提示し、自らの意思決定に活用

都市エネルギー予測
2030年までに都市レベルでリアルタ
イムなエネルギー・インフラ（電気、ガ
ス、水道他）の需要予測・高効率利用
を実現

地球規模のデジタル再現
2030年以降、地球全体の地形、気候
変動等をデジタル化し、大規模自然災
害の予測・対策し、持続可能な国・街づ
くりを実現

図１　DTCの適用例におけるヒトDTの関連範囲（赤線内がヒトDTに関わる領域）
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ことが可能となる（図２）。

—ヒトDTで無限に拡がる世界
将来、DTCにおけるヒト DTは、

身体的・生理学的な特徴といったヒ
トの外面だけでなく、内面までもを
表現することが可能となるだろう。
それは、ヒト DTは、以下の２つの
要素から構成されるからだ。
①状態や行動
・心拍等の生理情報
・発話や態度、感情等心理的行動情報
・移動や身体動作等運動的行動情報
・場所や状況、衣服等環境情報
・住所や職業、人間関係等社会的情
報
②個性・特徴
・行動傾向、性格、価値観等人格・思考
・知覚、知識、言語能力、身体能力等
上記の要素から、ヒト DTの振る
舞いを想定し、サイバー空間におけ
る他者からの働きかけに対し、あた
かも本人のように反応するだけでな
く、自律的に駆動させることで、他
者に対して働きかけを行うことも可
能となる。
また、DTCにおけるヒトDTには、

的な活動を、あたかも自分自身のよ
うに行うことが可能だ。また、社会
的側面や多様性に基づくインタラク
ションが実現できることで、ヒトの個
性まで考慮した精密な分析・予測等
も可能となる。そして、自分のコピー
に代理で仕事をさせるといった、強
力なパーソナルエージェントさえも創
造できる。さらに、実世界の自分と
は独立して、自らの派生デジタルツ
インが仮想社会で行った活動や獲得
した経験のフィードバックを受けるこ
とで、自らの活動・経験とすること
が可能になるだろう。

—デジタルツインによるヒト同士
のインタラクション
ここで、ヒト同士の関係を想定し

てみる。個性まで再現するヒトDTに
より、過去／未来の自分との対話に
よる自己理解や発見、故人等実在し
ないヒトとのインタラクションによる知
識・経験の活用が可能になる。さら
に、自らの経験をより直接的に相手
に体験させるような深い意思伝達や
知識・経験共有、メンバーの価値観
を考慮した多様性や共通性に基づく

2つの側面がある。1つは実世界の
自分がサイバー空間上の様々なデジ
タルツインと直接インタラクション
するためのインターフェース。例え
ば VR（Virtual Reality） ／ AR

（Augmented Reality）／MR（Mixed 

Reality） や BMI（Brain Machine 

Interface）のようなデバイスを通じ
て、サイバー空間での経験を実世界
の自分に伝達したり、　自分の知覚
特性に適応した形でサイバー空間を
経験したり、交換・融合といった演
算によって他者の能力を組み込んで
自分を派生デジタルツインとして拡
張し、言語運用能力等拡張された能
力を、様々なデバイスを通じて実世
界で発揮する、といったことが可能
になる。
もう 1つは、DTC の特徴である
複製演算により、派生デジタルツイ
ンとして自分のコピーを創出し、活
動・経験をさせることができるという
点だ。ヒトDTは状態や行動を表す
データだけでなく、判断や行動の傾
向といったヒトの個性を表現するモデ
ルも有する。従って、仮想社会にお
ける他者とのインタラクションや自律
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図２　ヒトDTを介したサイバー空間でのインタラクション
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てみよう。DTC を活用した合意形
成では、実世界の人を介さず複数の
デジタルツインからなる集団の考え
方の傾向をシミュレーションしてタ
イムリーに可視化したり、その場に
いない有識者のデジタルツインから
の働きかけにより暗黙知を引き出す
ことで、その集団ならではの新たな
アイデアの創発や意思決定がスムー
ズに実現できることが期待できる。
また、DTC ではデジタルツインの
「複製」によって、実世界の状態と
は関係なく同時に複数の仮想社会に
デジタルツインを存在させることが
できるため、実世界では時間・空間
の制約上不可能であった超多人数の
合意形成が瞬時に可能になると考え
られる。

—ヒトDTの可能性に向けて
ヒト DTを実現するための技術

は、第３次ブームの火付け役となっ
たビッグデータ分析や DNN（Deep 

集団内の合意形成、さらには集団間
における多面的な交渉妥結オプショ
ンに基づく交渉等、これまでにない
高度な人と人とのインタラクションが
実現できる。デジタルの利点を活か
した高速・大規模・非同期なインタ
ラクションにより、その価値はさらに
増大すると考えられる。

—ヒトDTのユースケース
以上に述べたように、ヒト DTは、

個人の知識や経験等の記憶を持ち、
まるで本人と同じ個性や価値観を持
ちながら、思考・判断を行うことが
できるため、実世界の本人に代わり、
さまざまなタスクに従事させること
が可能である。特に実世界で行われ
るものと同じコミュニケーションを
デジタルツインが代替することで、
複数の人とのコミュニケーションを
必要とするような高度なタスクを実
行できるようになる。
会議における合意形成を例にとっ

Neural Network）によって既に萌芽
している。このまま AI技術が進歩
すれば、ヒト DTの技術開発もビッ
グデータ分析や DNNと同様に、実
現に向けて加速していくだろう。AI

技術の進歩によって、いわゆるシン
ギュラリティを超えた世界において
は、AIは人間の能力を超えたスー
パーヒューマンとなる可能性があ
る。スーパーヒューマンが最適解の
あるタスクにおいて、短期間で解を
導くことができることに対して、ヒ
ト DTはオリジナルのヒト（個）が
存在し、そのオリジナルの思考や能
力の範囲で解を導くことになる。し
かしながら、その複数の個が集合す
ることで多様性が生まれ、意見が対
立するような唯一の最適解が存在し
ないような難しいタスクにおいて
も、その多様性によって創造性の高
い新しい解を導く可能性を秘めてい
る。(図３)
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図３　個性を活かしたヒトDTの方向性


