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NTTアーバンソリューションズがめざす
未来の街づくり

2 街づくり DTCTM で「成長し続ける街」を実現

「ヒトがどんな体験をする場にしたいか」を重視
して予測した未来の街を、DTC を活用して実現
NTT グループの街づくりでは 街づくり DTC が重要な役割を果たす。本稿では NTT アーバンソリューションズ株式
会社（以下、NTT アーバンソリューションズ）が街づくり DTC を活用してどのように街づくりを進めるのか、またどの
ような街を実現しようとしているのかについて説明する。

デジタルツインコンピューティ
ングの価値が街づくりの価値
そのものに
NTT アーバンソリューションズ
は 2021 年 2 月 2 日、NTT と 共 同

ざしている次世代コミュニケー
ション基盤構想 IOWN（アイオ
ン：I n n o v a t i v e O p t i c a l a n d
Wireless Network） の な か で、
主要技術分野の 1 つに位置付け
られている。

で街づくり DTC による未来の街づ

近年製造業を中心に活用が進み

くりに向けた技術開発と街区実証実

始めているデジタルツイン（以下、

験を行うと発表した ※。 DTC（デ

DT）は、設計情報や IoT で収集し

ジタルツインコンピューティング）

たデータなどを活用し、現実世界

は NTT が 2030 年頃の実用化をめ

（左）NTT アーバンソリューションズ株式会社

取締役 デジタルイノベーション推進部長

上野 晋一郎氏
（右）NTT スマートデータサイエンスセンタ

主席研究員
兼

にあるモノを仮想空間で再現する

プロジェクトマネージャ 社家 一平氏

というものだ。この DT を用い
て現実世界では難しいシミュレー

されました。その中で DTC のパー

ションや可視化を行い、その結果

トでは『デジタル空間に都市空間や

を機器・設備の制御や設計・管理

交通環境、ヒトを再現し、能力の交

などに活かす取り組みが目立つ。

換・拡張、個人の多面的意思決定、

一方、NTT の DTC 構想ではモ

疾病拡散の予測・抑制などを実現す

ノやヒトを対象とし、ヒトの内面

ること』などをめざしています。我々

までデジタルで表現することに挑

は『NTT グループならではの街づ

戦している。さらにヒトやモノの

くり』を進めていたことから、この

DT を掛け合わせる DTC により、

IOWN の DTC 構想を街づくりに応

新たな価値を提供することをめざ

用できると考え、 街づくり DTC

している（図 1）。

の取り組みをスタートさせました。」

この DTC を街づくりに活用す

（上野氏）

る こ と に な っ た 経 緯 に つ い て、
NTT アーバンソリューションズ
取締役の上野氏は次のように述べ
図1
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IOWN における DTC の概念図

NTT サービスエボリューション研究所

ている。
「2019 年、IOWN 構 想 が 発 表

デジタル活用のアプローチを
「モノからコトへ」、
「コトからヒトへ」転換
NTT アーバンソリューションズ
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は街づくりにおけるデジタル活用に

しい体験＝ユーザエクスペリエンス

く開発しようとする街の特徴を生か

ついて、
「街区価値の連鎖を生む武

（UX）
』を徹底的に考えることです。

した価値を考案し、その実現のため

器」
、すなわちバリュードライバー

『ヒトがどのような生活を送ること

の DT を検討する。まず取り組んだ

ができれば嬉しいのか』を考えるの

のは、オフィス・商業エリアの街区

「デジタルを活用するにあたって

ですが、1 〜 2 年後に実現できてし

管理に役立つ 6 つの DT と 16 の提

は、
『街のビジョンに基づき利用者

まうようなことではなく、6 〜 7 年

供価値の抽出であった（図 2）。現

の価値（＝コト）を人間中心で考え

後、さらにその先のようなタイムス

在これらの具体化に向けた技術開発

ることが大切』です。デザイン性が

パンの未来を予想します。しかも街

や実証実験が進められている。

高いビル、お洒落な空間、最新の

じゅうでのさまざまな生活体験を幅

ICT などのようにモノはもちろん重

広く予測し、そこで必要になること

要ですが、それらはビジョンやコト、

を検討します。」（社家氏）

と捉えている。

人間中心の発想に基づき設計され、

DT ／サービスの連鎖により
実現する新たな価値の例

このように検討した未来の街の実

DT 同士をコンピューティング（連

実現されるべきものです。
『こんな

現を想定しながら、街の DT を構築

鎖）することによりどのような新た

ヒトが集ってくれれば／こんな生

し、それを活用したあらゆるシミュ

な価値を提供することが可能か、街

活・活動をしてほしい』、『そのヒト

レーションを行って新たなサービス

のオフィスで働くヒトにとっての価

にどのような価値を提供していく

の創出につなげるという取り組み

値を例に紹介する。

か』を念頭に置いた空間づくりを大

が、街づくり DTC の大きな特徴と

切にしています。
」
（上野氏）

なっている。

どのような街になると良いかを
徹底的に考える

シチュエーションごとに DT を
構築し、街全体での価値連鎖を
可能に

NTT が 2020 年に開設した NTT
スマートデータサイエンスセンタ

まず出社するとその日のスケ
ジュールに応じた最適なオフィス空
間が用意されている。ランチタイム
になれば、スケジュールやバイタル
などの健康情報、ビル内の情報から、
何を食べると良いか、また最適な休

街じゅうでのさまざまな生活体験

憩時間の過ごし方がレコメンドされ

は、
「実問題を起点にした価値創出

を予測し、新たな価値を創出するに

る。たとえば店舗の混雑が予想され

に向けた実践的データ分析・AI 技

は、街全体のシミュレーションが必

る場合、「ベンチが空いているので

術の研究開発」をミッションとして

要だが、非常に複雑で難易度も高い。

ベンチでお弁当を食べる」ことがレ

いる。データを活用した価値創造に

そこで街の構成要素を「特定のシ

コメンドされる。このレコメンドに

取り組んでおり、
テーマの 1 つに「シ

チュエーション」のような単位で分

従いベンチに着いたら、街区のモビ

テ ィ」 が あ る。 現 在 の 世 の 中 や

割して DT を構築し、DT 同士をコ

リティがちょうど良いタイミングで

NTT の事業における課題から未来

ンピューティング（連鎖）させると

店舗からお弁当を運んできてくれ

を想像し、その未来に向けて今現在

いう現実的な手法を採用している。

る。ランチタイム後に会議が予定さ

必要な技術を開発するという、コン

街づくり DTC の検討にあたっては

れていれば、オフィスに戻った時点

サルティングとサービス企画と技術

社家氏が「NTT だけで未来の街を考

で会議に必要な設備や備品の用意、

開発を、一気通貫で実現する活動を

えているのではありません」という

リモート会議の設定などが完了して

実践している。これがまさに街づく

ように、さまざまな街の地権者をは

いる、といった具合だ※。

り DTC につながる取り組みであっ

じめとする多数のステークホルダー

サービス提供の場面が単一の場所

た。現在同センタで街づくり DTC

とディスカッションを重ねてきてい

ではなく街全体に及ぶこともあり、

の研究開発に取り組んでいる主席研

る。
「こんな未来の価値があると良い」

この価値の連鎖による街づくりのメ

究員の社家氏は、次のように述べて

というアイディアをこれまでに数百

リットは説明が難しい面もある。そ

いる。

のような単位で抽出している。

こで NTT アーバンソリューション

「重要なことは『未来の街での新
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これらのアイディアを元に、新し

ズと NTT は、未来の街づくりを映
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価値の拡張

自動化
効率運用

SDGs

省エネ・フードロス

過ごしやすさ

DT連鎖機能

コスト削減

寄り添った
サービス提供

【DTC】

飲食フードロスDT

店舗運営DT

街区管理DT
エネルギー制御最適化

需要予測による
余剰食材のシェアとプライシング制御

需要予測と人の行動予測から
混雑推定と顧客分散最適

空調自動制御

オペレーション最適化
数分後の人の移動を
予測したEVの効率運転

個人のプロファイルと外部要因と、
メニューの詳細から要因抽出

環境最適化

行動傾向予測

個人単位の街区行動予測
プロアクティブ行動リコメンド

街区エリアの時間ごとの
エリア最適割り当て

利用者の行動予測、
オーダーに応じた
最適配置・最適経路

街区MaaS最適化

人の健康状態や、行動予測、
スケジュールに応じた環境調整

嗜好反映の需要予測
購買リコメンド

エリア最適化

街区内移動モビリティ最適化

作業予測、最適配置・最適経路

購買・嗜好傾向予測

テナント運営DT

モビリティDT
清掃・警備・保全最適化

健康状態予測

バイタル等から健康状態推定、
行動・食事リコメンド

配膳量最適化

需要予測から、
レイアウト、
人員配置、在庫/調達最適化

移動設備運転最適化

個人むけサービスDT

需給・プライシング最適化

顧客体験最適化

個人の行動予測と交通状態予測を
反映した配車最適

物品供給・配置最適化

個人の行動も含めた
需要予測と自動補填

街区行動リコメンド
健康・嗜好・行動の予測を
反映した行動支援

街づくりDTC
図2

商業・オフィスエリア向けを中心とする DT と提供価値

像でわかりやすく表現し、広く見て

おけば、それらを組み合わせることに

て、成長し続ける街を実現すること

もらえるよう公開している（図３） 。

よって、毎回専用のシステムを構築す

が必要です。このプロセスの中でも

ることなく、さまざまな価値提供や課

やはり『ヒト中心』を徹底追及すべ

題解決が可能になります。」（社家氏）

きであり、価値を実現するためには

※

DT はさまざまな価値提供に
活用可能
個 々 の DT を 単 一 の 目 的 で は な
く、さまざまな用途で活用できるこ
と自体にも価値がある。

街づくりは開業した後の
エリアマネジメントが重要、
成長し続ける街づくりへ

「従来は提供したい価値が決まる

NTT グループがめざす街づくり

と、その実現のために必要なデータ

は竣工したら終わり、ではなく、そ

収集の仕組みや予測モデルなど、専

こからがスタートだ、と上野氏は述

用の ICT の仕組みを構築しがちでし

べている。

ICT はもとより、設備・空間、運営
の三位一体で考え実現していくこと
が重要と考えています。」（上野氏）

ICT が一つの街区だけでなく
複数街区をつなげて
成長を加速していく
「街の継続的な成長を裏で支える

た。 一方、街づくり DTC で取り組ん

「設備・空間、運営、ICT を三位

ICT」は、個人情報等の非特定処理

でいるように、人流やヒトの趣味趣向、

一体で計画し竣工した街が、更に成

をしたデータが、一つの街区だけで

外部環境や、 店舗・オフィス・共用

長し続けるための仕組みが重要と考

なく複数の街区で蓄積・活用される

部といった建物の利用形態など、個

えています。街が成長し続けるため

ことで、予測の精度を高め、より高

別の DT に分けてそれぞれ構築して

には、企画段階で目論んだ価値が提

い価値を提供していくことを可能に

供されているか、その

する。データを解析し、より快適な

価値が継続して提供さ

街づくりに活かすというループを一

れ続けているかなどを

つの街区だけでなく、他の街区でも

分析し、お客様の声を

利活用していくことを街づくり

聴き、新たなチャレン

DTC の中で実現していく。

図3
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街づくり DTC が実現するオフィス空間のイメージ

ジをしていく運営が何

さらに、商用化されたサービスを

よ り 大 切 で、 そ れ を

実装するだけでなく、実証の積み重

ICT が 裏 で 支 え 続 け

ねを通じた新しいサービスの創出に
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チャレンジしていく。この仕掛けは

第一世代

一つのビルや街区に閉じた取り組み
ではなく、新たな街づくりの際には、

第二世代

センシングネットワーク
データストック基盤
特化型AI
【データウェアハウス】

れを実証した街に商用サービスとし
てフィードバック、実装していく。

位置情報
（人流データ）

これらの取り組みから、「時間が

現実と対となる仮想世界
個々のデジタルツインが
仮想世界で動く
【4D・BIM＆デジタルツイン】
デジタルツインを個別に利用
自動運転

ロボット制御

医療

がる、そんな世界を街づくり DTC

宿泊データ

で実現したい」と上野氏は語る。

Hotel

入場者データ

観光施設

図4
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ICT を活用した街づくりが進化した先にある

自動
意思決定

複製・融合・交換

衛星写真

データベース

経過しても常に新しい価値が積みあ

複数のデジタルツインが仮想
世界で動き、拡張した能力を
現実世界にフィードバック
【DTC
（IOWN）
】
デ ジ タ ル ツ イ ン コ ン ピ ュ ー テ ィン グ︵ Ｄ Ｔ Ｃ ︶

サービスとして進化させ、更にはそ

未来
仮想世界を活用する世界

近未来
デジタルツインの世界

現在
すでに実現しつつある世界

他の街で実証したサービスを商用

第三世代

街づくり DTC

ルドを作ります。 そのミラーワールド

は、 街に住まう人、 集う人、 働く人

街区における ICT を活用した新た

は、少し先の未来を予測し、予測に

が主役であり、その人たちが ICT や

な価値の提供というと、
「スマートシ

基づき現実世界に価値をフィードバッ

デジタルを意識することなく、その価

ティ」や「都市 OS」を思い浮かべる

クする仕組みです。この世代では、

値を享受できるような街づくりです。

人が多いかもしれない。都市 OS は

高速シミュレーションによりリアルタイ

我々は、 街に関わる一人ひとりの皆

現実世界のデータを目的に応じて収

ムに現実世界に直接・間接にフィー

様が、もっと活き活きと暮らし、想像

集し、蓄積・分析してその結果を

ドバックすることで、 その 時、 その

を超えた感動や出会いがあり、来る

フィードバックするための仕組みだ。

状況に応じた価値を、その空間やそ

たびに新しい発見でワクワクするよう

NTT アーバンソリューションズ

こに住まう人一人ひとりが享受できる

な、成長し続ける街づくりを、コーディ

仕組みを実現します。」（上野氏）

ネート役として実現していきたい。そ

はすでに実現しつつあるこの世界を
「第一世代」と定義している。過去

街づくりで社会課題の解決に
貢献する企業として
成長することをめざす

のデータを収集し、ビッグデータ解
析して、仮説を人間が立てて、実行・
検証する仕組みである。

NTT アーバンソリューションズは

一方、街づくり DTC でめざして
いる世界を「第二世代」
、
「第三世代」

街づくり DTC の実用化に向け、NTT

の街づくりと位置付けている（図 4）
。

研究所をはじめ NTT グループ各社

「第二世代」は、メーカーや医療

（NTT データ、NTT コミュニケーショ

現場で既に実現されている DT の世

ン ズ、NTT ド コ モ、NTT 東 日 本、

界で、
仮想空間上にモノの双子（DT）

NTT 西日本、NTT コムウェア等）と

を作り、新製品の開発、性能テスト

密接に連携している。また街づくり

をすることを可能にする仕組みであ

のステークホルダーである地域や地

る。街づくり関係では、3D で都市

権者の皆様と、NTT グループやパー

空間をサイバー上で再現する等の

トナー企業が連携するための旗振り

DT 化も活用されつつある。

役、調整役として協創による街づく

「我々がめざす『第三世代』では、
複数の DT を複製・融合・交換する
ことにより、仮想空間上にミラーワー
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りを進めている。今後に向けた抱負
を上野氏は次のように述べている。
「NTT グループがめざす街づくり

のために研究所技術も、NTT グルー
プのノウハウも結集し、街づくり DTC
やその他の ICT をフル活用し、情報
活用に際しては、倫理・個人情報の
扱いに最大限配慮しつつ、新しい価
値をお届けし続けたいと思います。」

※ 2021年2月2日のニュースリリース「
『未
来の街づくり』を実現するNTT グループの
デジタル基盤『街づくりDTC™』技術開発、
実証実験の開始について」を参照。
https://www.ntt-us.com/news/2021/02/
news-210202-01.html
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