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昨年 7月に、SV総研は、IOWNに
おける「デジタルツインコンピュー
ティング」を用いて、新たな価値を
創造するために組織を再編した。新
たな価値として「“ひと”のWell-

being」を設定し、社会動向・課題を
踏まえて８つの世界観を策定して研
究開発に取り組んでいる。

Well-beingの実現にあたっては、
すべての“ひと”が、身体の健康
（wellness）そして、心・精神の健康
（mindfulness）という両面が満たさ

れる必要がある。人が起きてから寝
るまでのシーンを想定してWell-

beingになれる４つの世界観を策定
した（図１）。
また、社会の様々な場面での他者
との関わりの充実、住空間や環境・
自然との永続的な共生が重要であり
それらを実現する 4つの世界観を
策定した（図２）。それぞれの世界
観を実現するために必要な研究テー
マに加え、8つの世界観を支えるコ
ンピューティング基盤、セキュリ
ティ・トラスト基盤、ネットワーク
などの共通基盤の研究開発に取り組
む。本稿では、ICT技術にとどまらず、

京都大学大学院文学研究科 出口康夫
教授の提唱する全体論的自己観（Self 

as We※）の考え方を取り入れた
「Social Well-being Network（SWN）」、

サービスイノベーション総合研究所（以下、SV総研）では、個人の価値観、社会課題が多様化する時代、サイバーとフ
ィジカルの融合が進むこれからの世界において、すべての“ひと”が、身体の健康（wellness）そして、心・精神の健康
（mindfulness）という両面が満たされた Well-being な状態となるための技術革新をめざして研究開発を進めている。

3 サービスイノベーション総合研究所

サービスイノベーション総合研究所がめざす
Well-beingを実現する世界観
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SV総研が中長期でめざす
Well-being を実現する世界観
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分散型社会において、離れて
いることを全く感じさせない
実在感で、ストレスの無い、オ
フィス、教室、医療等のコミュ
ニケーションを実現（同室
感、アイコンタクト、
触感）

文化や価値観の違い、障が
いによる感じ方の違い等、言語
化が困難な人間の内面部分の
ギャップを越え、相互理解す
る。ダイバーシティや世界規
模の課題を解決

日々の食のアドバイス、障が
い者のサポート、長期の体調
管理、疾患治療前の完全シミュ
レーションからメンタルヘル
スケアまで、健康不安のな
い生活

一日の生活における
Well-beingのシーン例

朝（家庭）

昼
（オフィス） 

夜（家庭）

自分と同じ人格を持ったもう
一人の自分（Another Me）が
自らに代わって様々な経験や
知識を獲得し、自分にフィード
バックすることで豊かな生
活を実現

自己超越 

Another Meの１日の経験
を自分にフィードバック
（転写）

自己実現 

生涯健康サポート 

リモートコミュニケーション 感性コミュニケーション

Another Me 

図１　1日の生活におけるWell-being を実現する世界観
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NTTの提唱する“ひと”のデジタル
ツインコンピューティングを活用し
た「感性コミュニケーション」
「Another Me」、これらのサービスを
実現するために欠かせない、「次世
代 AI」を紹介する。

「Social Well-being Network」では、
哲学の知見を踏まえ、多様な価値観
を持つ人と人、人とモノが、“われわ
れ”として関わり合い、利他的に共
存できる繋がりを研究している。
過度な市場競争による格差拡大や
環境破壊等により、社会の持続可能
性が問われており、経済合理性でな
い新たな豊かさとしてWell-being

が注目されている。Well-beingは、
“よい状態”を示す概念だが、人に
よって何がよいのか異なるため、多
様な価値観が尊重され、自律的に活
動した結果、Well-beingを実感でき
ることが大切と考える。また、コロ
ナ禍をきっかけに、分散型社会への

移行が一気に進んだことで、場所に
制約されない働き方等の新たな可能
性が期待できる一方、集団からの孤
立・孤独や、集団の分断が加速され
るなど負の側面もある。即ち、分散
型社会でのWell-beingでは、前述
した個の自律を尊重しながら、個人
の価値観等の違いを認め合い、関わ
り合いながら集団の調和を、いかに
両立するかが本質的課題と考える。
上記課題の解決に向けて、サイ

バー・フィジカル空間を組合せるこ
とや、使い分けるサイバー・フィジ
カル社会活動圏において、東アジア
文化圏が源流の「Self as We」の考
え方を基本に、通信の高度化によっ
て、人と人が分断されるのではなく、
多様な価値観を持つ人と人、人とモ
ノが、“われわれ”として関わり合い、
自らの幸せと他の幸せが利他的に共
存する繋がりを可能にする社会イン
フラの実現をめざしている。

サイバー
空間社会

ネットワーク（光多地点ダイレクト接続、エクストリームNaaS）

コンピューティング基盤・端末（４Dデジタル基盤・街づくりＤＴＣ、次世代ＡＩ）
セキュリティ・トラスト基盤（セキュアデータ活用、セキュア光トランスポート）

 

リモート空間転送 未来社会探索 

地球・人間活動の包摂的  
サステナビリティ  

Social Well-being
Network（SWN）

イベント会場（スポーツ・エ
ンタメ）の臨場感・一体感を共
有。また、世界各地の観光体験
を実現。場所を限定しない、都
市・地方共存型の社会づくり

サイバー／フィジカルでの
様々な活動に対し、幸せの度合
いを取り入れ、　心身ともに
満たされる、新たな人のつ
ながり、コミュニティ活
動を実現

交通流から長期の環境変化
まで、人・都市・自然の共生の
シミュレーションをすることで、
快適な街づくり、レジリエント
な地域社会を実現

地球規模での経済・社会生活・
自然環境・生態系の相互作用を
循環系として捉え、平衡な状
態、サステナビリティを実現
（水・エネルギー・食料）

図２　Well-being を支える社会基盤

Self as Weの考え方を基本に、多様な価値観を持つ人と人、人とモノが、
“われわれ”として関わり合い、自らの幸せと他の幸せが利他的に共存する繋がりを
可能とする社会インフラ

サイバー・フィジカル社会活動圏

「集団」の調和 「個人」の自律

サイバー・フィジカル社会活動圏

利他的共存

Self as We
われわれ＝自己

Social Well-being Network

社会インフラ
可能にする

図３　Social Well-being Network

“われわれ”として関わり合う
Social Well-being Network
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「感性コミュニケーション」では、現
在、言語や文化の違いだけでなく、
経験や感性などの個々人の特性の違
いを超えて、心の中の捉え方や感じ
方を直接的に理解し合える新たなコ
ミュニケーションの実現をめざすことを
研究開発目標にしている。
本目標の実現に向け、①本人の感
じ方がどのようなものかを推定する
「感性モデリング技術」、②個人ごと
に異なる感性の表現を、相手に適応
した形で変換・提示するための「感
性変換提示技術」、③受容性などの
人の内面やコミュニケーションの場
などに介入することで、心の中での
捉え方や感じ方の変化を促すための
「状態変容・環境構築技術」の研究
開発に取り組んでいる。
「感性コミュニケーション」の実
現により人と人との相互理解が更に
促進され、 マイノリティの感性も含
めた社会の創造や、多様な感性の交
換による様々な知識や手法の創造に
つながるなど、人の多様性を活かし

ながら共に活動し刺激・成長し合え
る包摂的な社会をめざしている。

「Another Me」では、自分と同じ
人格を持ったもう一人の自分（Another 

Me）が自らに代わって様々な経験や
知識を獲得し、自分にフィードバックす
ることで豊かな生活を実現する事をめ
ざすことを研究開発目標にしている。
本目標の実現に向け、①人生にお
ける機会を狭めている時間・空間・
能力の制約を超越するため、ユーザ

自身としての活動を Another Meが
自動的に代理で実施できる「自律
エージェント技術」、② Another Me

の活動を自身がなしたことのように
感じ，達成感や成長を体験するため
の心理的なテレポーテーションや
フィードバックを実現する「経験転
写技術」、③ Another Meの社会浸
透に向けた、自分というものの捉え
方をも踏まえた哲学・倫理・法的課
題の検討に取り組んでいる。

「次世代AI」では、社会の Well-

Beingを支える社会基盤構築に向
け、AIが人や社会を『観察』して
デジタル化し、その人にとって必要
な情報や価値が何なのか、それをど
のように提供すればよいのかを『判
断・推論』することをめざすことを研
究開発目標にしている。
本目標の実現には、人や社会に溶

け込める能力を持った AIが社会のい
たるところに普遍的に存在し（図６）、
協調して人と社会を『観察』、『判断・
推論』することが必要と考えている。
そのため、人間の脳と同様に、少な

感性コミュニケーション

コミュニケーションの場コミュニケーションの場コミュニケーションの場

既存の概念/記号で
表現できないもの

コミュニケーションの場コミュニケーションの場コミュニケーションの場コミュニケーションの場コミュニケーションの場コミュニケーションの場

既存の概念/記号で
表現できるもの

感性を扱えるようにする 感性が伝わるようにする
相互に理解できるようにする

センシング
状況評価

感性的介入理解度共有
感性変換 感性提示センシングセンシングセンシング

感性モデリング技術
感性提示感性提示感性提示

感性変換提示技術

理解度共有

感性モデリング技術 感性変換提示技術感性モデリング技術 感性変換提示技術
状態変容技術

感性コミュニケーション

マイノリティの感性も含めた社会創造 多様な感性の交換による知識や手法の創造

図４　感性コミュニケーション

タスクごとに様々な
タイプのAnother Me

 

個人性学習や
経験転写による

ユーザとAIの密結合

 
 
 

自己概念の拡張 

経験転写 

自律性 

社会受容性 

個人性
獲得・再現

身体拡張 

デジタルツイン  
構築・成長  

Another Me 

図 5　Another Me

人々の自己実現を加速する
Another Me

人や社会活動における価値を
高める次世代AI

経験や感性など個々の違いを
超える感性コミュニケーション



19ビジネスコミュニケーション　2022  Vol.59  No.1

NTTのR&D戦略－IOWN構想の「今」特集特集NTTのR&D戦略－IOWN構想の「今」特集特集

いデータから学習可能かつ、汎用的
に多数のタスクを実行可能な「汎用・
軽量 AI技術」、様々な場所に AI機
能が存在・自律連動する「AIネットワー
ク技術」を研究開発している。
「汎用・軽量 AI技術」の初期バー
ジョンとして、MediaGnosis ™を開
発した。図 7に示すように、音声・
音響情報、画像・映像情報、自然言
語情報のすべてに対応し、音声認識、
属性推定、テキスト変換、顔情報理
解、感情理解、年齢／性別推定など
を同時並行に実施できる。また、知
識統合型アーキテクチャにより、さ

るが、サービスを利用する“ひと”
中心の考え方をすることが重要だと
考えている。今後も８つの世界観を
実現するにあたり、ICT技術に留ま
らず哲学、倫理学など様々な分野の
パートナーの皆様と研究開発を推進
していく。

まざまな機能の連携が容易となり、
これまでよりも少ないデータ量で、
人のように効率的な学習が実現でき
る。多様なアプリケーションを、1
つの AIにより実現し、従来よりも
スピーディに開発が可能である。今
後、次世代 AI ではパーソナライズ
ドサービスを素早く提供することで
人をWell-beingに導く基盤やサービ
スに繋がる展開を考えている。

SV総研では、技術は重要ではあ

※ チームなどの何らかの行為を共にする人々
や、道具や環境などのあらゆる事物からなる
系（“われわれ”）を一つの自己と捉え、その
中の“ひと”としての私は、その他の人やモ
ノと同じく、“われわれ”から行為の一部を委
ねられている存在とする考え方

おわりに

センターAI 街中のエッジAI

家中のエッジAI 都市中のエッジAI

世界のエッジAI

音声・音響
情報

画像・映像
情報

自然言語
情報

知識統合アーキテクチャ

図６　人や社会に溶け込むAI

図 7　MediaGnosis


