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NTTグループでは、グループ各
社の DX推進および B2B2Xモデル
の目標達成を支援する DX推進人材
育成の共通スキームを定義し、グ
ループ各社に実践する組織である、
「AI工場」の設置を進めている。
技術企画部門イノベーション戦略
担当の大林春彦担当部長は、「NTT

グループをネットワーク×デジタル
企業に進化させるため、DX人材育
成・活用について、NTT グループ
全体で数千名規模のデータ活用人材
を育成することをイメージして推進
しています」と語る。
染井隆徳担当課長は、「NTTグ

ループ各社は自社やお客様 DXを推
進する上で、何を課題とするべきか
の課題設定力、設定した課題を解決
する力、課題解決の基盤となるプ
ラットフォーム整備、それを活用す
る人材育成やノウハウ（暗黙知等）
共有などの面で様々な共通課題を抱
えている。これらの課題解決に向け
て、NTTグループが目指す共通的
な世界観を定義し、机上検討ではな
く現場に寄り添い実践を通じアジャ

イルで課題解決に取り組む AI工場を
各社に立上げることから始めました」
と述べる。「これまでは業務毎に存在
する個々の課題に対し個別最適化を
追求したシステムを用いて課題解決
を図ってきた。今後はお客様社内で
全体最適化を図りデータを活用する。
更には、競合他社が保有するデータ
であっても、競争領域と協調領域を
定め、協調領域については業界間を
跨いだデータ活用を志向していく。
公正競争条件を確保することを前提
に、これらデータ活用を推進するこ
とで新たな価値創造を実現し、業界
課題や社会課題の解決を図ることを
ToBe像として掲げています」（図 1）。

AI工場には各事業ドメインの有
識者が参画し、活動を推進している。

NTTの DX人材育成のベースと
なる新たなスキームは、データ活用
人材が現場と一体となって課題解決
を実践。実践を通じて習得した成功
や失敗経験を形式知化しナレッジ展
開することで、データ活用人材の更

なる育成に役
立てることを
目指している。

AI工場では、
個別最適化され
たデジタル技術
について、より
広いビジネスや
技術観点で課題
を再設定し、全
体最適化するこ
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社に設置し、データ活用人材の育成・強化に取り組んでいる。本稿では、「AI 工場」をコンセプトにした実践的な取り組
みを紹介する。
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図 1　AI 工場が目指す世界観
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とで自らのDXを強化する。更には、
自らの成功体験を電力・ガス等のイ
ンフラ業界や公共団体等にも拡大
し、将来的には Smart City等へも
応用することでお客様の DXを真の
成功に導くことを目指している。
スマートインフラ／メンテナンス

領域においてデジタルツイン化を目
指しデータ /AI活用を実践した各社
の例を図 2に示す。
「AI工場では、ビジネス /開発 /

運用等の様々なメンバが一体とな
り、自社やお客様業務の DX推進に
向け従来業務の効率化や省力化と
いった視点ではなく、ビジネスの在
り方の変革や真因の追究といった視
点でデザインシンキングを進めてい
る。何を課題とするべきかの課題設

定から現場と共に実践形式で推
進し、これまでになかった新た
な価値創造につながっているこ
とが素晴らしいと思っていま
す」（染井氏）。

データを活用したビジネスを
展開するためには、それに見合

うスキルを持つ人材の育成が不可欠
である。データサイエンティストと
呼ばれるデータ活用人材の認定プロ
グラム /育成プログラムの最適化に
取り組んでいるのが、人材育成ス
キームだ。
総務部門人事・人材開発担当の小
林千紗担当課長は、「最初に着手し
たのは、NTTグループにおけるデ
ジタル人材の定義になります。図 3
に示すように、「データ活用人材」を、
データサイエンティスト協会のスキ
ルレベル等を参考に、データコンサ
ルタント・アナリスト・エンジニア
の 3種類の人材タイプに分け、レ
ベルも経験・知識・スキルに応じ、
業界を代表するレベルの高い専門性
を持つ専門人材（エッジ）、実際に

プロジェクトを推進する中核人材
（シニアコア・コア）、入門人材（ベー
ス）の 3つに分けて整理し、育成
できるような環境を整備しました。
そして、データ活用を推進する中核
人材（シニアコア・コア）の育成を
強化することとしました。」と語る。
中核人材は、シニアコアとコアの
2つのレベルに分かれている。シニ
アコア人材は、DXスキルを持ちプ
ロジェクトをマネージできる人材で
コア人材を育成する役割も担う。コ
ア人材は、シニアコアの支援のもと、
プロジェクトの企画・実行を一人称
で推進できる人材をイメージしてい
る。今後は育成人数の目標を定め、
目標達成に向けた具体的なアクショ
ンについて定める予定とのことだ。
人材育成のスキームを検討する総
務部門人事・人材開発担当の小田晃
弘担当部長は、「事業を牽引するのは
人です。本スキームは事業と人事が
一体となって進められるように設計
しています。必要な人材を定義し、
各社が AI工場において育成を行える
環境を整えたいと考えています」と
述べ、小林氏は、「育成は、研修に加
えて実践の場をいかに設けるかが重
要です。AI工場と連携を取り、研修
を行った人材を実践の場に送り込ん
でいける流れを支援したいと思って
います。」と抱負を述べている。
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