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ヒトのデジタルツインへの挑戦と今後の展望
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。

基づく相互作用の計算」を意味する。

—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

—ヒト DT を介したサイバー空間

として より深く の視点からは、
「知

でのインタラクション
それでは、DTC におけるヒト DT

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

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

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

らサイバー空間まで拡大することを

の適用が考えられる。

可能にする。そして、自分とサイバー
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ようになる。さらに、その結果を実
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人流/交通流の最適制御

未来都市のデザイン

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

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

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

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

意思決定

医療健康

都市エネルギー予測

地球規模のデジタル再現

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

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

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

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
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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 を介したサイバー空間でのインタラクション
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集団内の合意形成、さらには集団間

てみよう。DTC を活用した合意形
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AIの
潮流

方向性

個性を活かしたヒト DT の方向性
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