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高度な先進技術に囲まれた豊かな現代社会は、

多様な方向に専門化した多くの人間が

互いに協力し続けることによって実現されました。

遠く離れた世界中の見知らぬ人間をつなげ、

デジタル化された様々なデータの伝達を可能にするICT技術は、

多くの人間が互いに協力できる世界を大きく広げました。

近年では、実世界のヒトやモノの膨大なデータをICT技術によって集め、

それらのデータ分析結果を実世界に迅速に反映することで、

人の行動や社会の仕組みがますます効率化されるだけではなく、

ヒトの能力自体を人工知能やバイオテクノロジーを用いて

拡張できる時代に突入してきています。

本書は実世界を反映したヒトやモノの高精度なデジタル表現を用いて、

実世界の制約を超えた多様な世界を

「デジタルツイン」としてサイバー空間上に創生し、

更にそれを用いた高度な計算・通信処理による価値を実世界に反映することで、

サイバー空間上で能力拡張された人間が互いに協調できる、

新しいデジタル社会の実現を目指し

「デジタルツインコンピューティング構想」を策定するものです。

はじめに
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　実世界とサイバー空間とを結びつ
ける「デジタルツイン」が、ICT技術の
進展により実現され、注目されてきて
います。
　デジタルツインとは、例えば工場に
おける生産機械、航空機のエンジン、
自動車などの実世界の対象につい
て、形状、状態、機能などをサイバー
空間上へ写像し、正確に表現したも
のです。
　デジタルツインを用いることで、サイ
バー空間内で対象物に関する現状
分析、将来予測、可能性のシミュレー
ションなどを行うことが可能となりま
す。更に、その結果に基づいて実世
界の対象をインテリジェントに制御す
るなど、サイバー空間の特長である
ICT技術を活用しやすいことの恩恵
を実世界の対象にフィードバックさせ
ることが可能になります。
　また、モノだけでなくヒトに関しても、
例えば医療分野におけるMRIやCT
画像などのデータは、既存のデジタル

ツインの一形態と考えられます。
　現在において、このデジタルツイン
の概念は、実世界の対象を特定の目
的のために再現することに特化して
います。例えばモノであれば、生産機
械のデジタルツインによる稼働状況
モニタリングや、航空機エンジンのデ
ジタルツインによる故障予測・保全な
どがあります。ヒトであれば、個人の使
用状況のデータに基づく課金サービ
スや、個人の健康状態のデータによ
る疾病予測といったヘルスケアなど
が例として挙げられます。
　それぞれのデジタルツインは、各ア
プリケーションに必要な精度と範囲で
実世界の対象を表現したものであり、
目的に沿った方法で、サイバー空間
上で分析・シミュレーションなどの計
算・操作がなされます。
　今後、実世界の様々な対象のデジ
タルツイン化が進むことにより、産業
を超えた異種・多様なデジタルツイン
を相互作用（インタラクション）させた

り、それらを組みあわせたりすることに
よる、大規模なシミュレーションに対す
る要請が高まってくると考えます。
　例えば、生産機械単体から、生産
ライン、工場全体、さらには流通などを
含めたサプライチェーン全体の再現
や、建物、道路、自動車、市民などを
掛け合わせた都市全体の再現の実
現などです。
　しかしながら、現在のデジタルツイ
ンは目的に応じて作成・利用されてい
ることから、様々なデジタルツイン同
士を掛け合わせて相互作用（インタラ
クション）を行うことは困難です。
　また、現在のヒトのデジタルツイン
は、医療・健康などを目的とした生理
学的なデータが中心であり、ヒトをモ
ノとして再現するにとどまっています。
このため、コミュニケーションや、社会
生活についての高精度なシミュレー
ションといった、ヒトの内面まで再現
する必要がある領域については実現
が困難です。

既存のデジタルツイン（「再現」）と課題

本章では、まず、既存のデジタルツインの状況と課題について簡単にまとめます。
次に、本書で策定するデジタルツインコンピューティング（DTC: Digital Twin Computing）
について、既存のデジタルツインと比較する形で、その特長やアーキテクチャについて示します。

Digital Twin Computing コンセプト　
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　これまでのデジタルツインの枠組み
は、実世界の対象をサイバー空間上
に写像し、それに対して分析・予測など
を行うものでした。また、その分析・予
測などの結果を実世界に逆写像する
ことで活用してきました。
　私たちが目指す「デジタルツインコン
ピューティング（DTC）」の概念とは、こ
れまでのデジタルツインの概念を大きく
進展させるものであり、多様なデジタル
ツインを自在に掛け合わせて様々な演
算を行うことにより、これまでになく大
規模かつ高精度な実世界の再現、さら

には実世界の物理的な再現を超えた、
ヒトの内面をも含む相互作用をサイ
バー空間上で実現することを可能とす
る新たな計算パラダイムです。
 後述するデジタルツイン演算により、
実世界とは異なる条件についても、実
世界の「再現」という範囲を超えて、サ
イバー空間においてシミュレーション
し、実空間で活用していくことを目指し
ます。
　この、DTCの特長の一つである、デ
ジタルツインに対して実行する「デジタ
ルツイン演算」は以下の通りです。

デジタルツイン演算は、多様なデジタルツインを任意に組み合わせて仮想社会を構成
し、分析・予測などを行うことを可能とする、デジタルツイン間の大規模かつ複雑な相互
作用ための共通的な手段を提供します。

実世界では単一である実体のデジタルツインを複製してサイバー空間に配置する、ある
いは異なるデジタルツイン間で構成要素の一部を交換や融合を行うことで、物理法則を
超えた直接的な相互作用や実在しないモノ・ヒトのデジタルツインの生成を可能としま
す。これにより実世界を起点とした「再現」ではなく、サイバー空間を起点として実世界を
超越した仮想社会の「創生」を行います。

ヒトの外面だけでなく内面、例えば意識や思考などまで表現することによって、ヒトの行
動やコミュニケーションなどの社会的側面についても高度な相互作用を行うことが可
能となると考えています。また、ヒトそれぞれの個性まで表現することで、平均として統計
的に丸められた無個性な個体間の相互作用ではなく、個々人の特徴を踏まえた多様
性に基づく相互作用が可能となるでしょう。

　これらの特長により、多様なモノやヒ
ト同士が、実世界の制約を超えて高度
な相互作用を行うことが可能な仮想
社会を創生することができます。ヒトの
活動機会がサイバー空間上の仮想社
会まで進展することによって人間の可

能性が拡大し、SDGs （Sustainable 
Development Goals） などの様々な
社会課題を解決する社会デザインや
意思決定など、これまで実現し得な
かった革新的サービスの創出が可能と
なります（図1）。

　さらにもう一つ、DTCの大きな特長
として、ヒトの内面までの再現に挑戦
することがあげられます。

Digital Twin Computingの特長

CHARACTERISTICS
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　DTCは、限定的な目的のためにデ
ジタルツインを使うのではなく、多様な
デジタルツインをサイバー空間上に配
置し、一つの世界全体を創り出しま
す。このために、ヒトやモノの種類や
業界の違いを超えた統一的なフォー
マットで表現したデジタルツインを定
義します。これにより、従来は組み合
わせて利用することが難しかった様々
な種類のデジタルツインを相互作用さ
せながら動作させることが可能にな
り、複雑な仮想社会の創生ができる
ようになります。
　またDTCでは、従来のデジタルツイ
ンのように有りのままの現実をデジタル
化するだけでなく、存在しない世界をも

創り出すことを目的とします。このため
にDTCでは、目的に応じた環境条件を
持つ仮想社会を作り、その中に実世界
では存在しないものも含めた多様なデ
ジタルツインを配置して、存在しない世
界における試行や制御を可能としま
す。例えば、物理的には考えられない程
の大勢の人々が話し合う広大な会議
室を仮想社会内に作って超多人数で
の議論を行う、あるいは月面や海中の
重力や浮力などの物理法則を再現した
仮想社会を作って、その上に都市デザ
インを行うことが可能になります。これに
より、多様な環境条件下でヒトやモノの
デジタルツインを動作させ、それらの振
る舞いを確認できるようになるでしょう。

仮想社会の創生
CREATION
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　DTCでは、デジタルツイン間の構成
要素単位での演算により、実世界に
は存在しない性質や性能を持つデジ
タルツインを創出することが可能となり
ます。これを「派生デジタルツイン」と
呼びます。
　演算の対象となるデジタルツインの

構成要素の種類としてはデータとモデ
ルがあります。データはモノやヒトの形
状、状態を観測・推定した値です。例え
ばモノの部品間の角度、回転数、ヒト
の体温、観測している映像、感情、記
憶などが該当します。モデルはモノやヒ
トの機能を再現するための情報です。

例えばモノの部品の開閉機能、走行
機能、ヒトの価値観、能力などが該当
します。これらの構成要素に対して演
算を行うことで、新たなデジタルツイン
を創出します。そのデジタルツイン間の
構成要素の演算には「交換」「融合」
「複製」の3種類が存在します（図2）。

演算による派生デジタルツイン（「交換」「融合」「複製」）

「交換」:
デジタルツインの間で、データおよびモ
デルを移し替えます。例えば外国語会
話モデルと単語データを上書きするこ
とでデジタルツインに現実を超えたコ
ミュニケーション能力を持たせることを
可能にします。

「融合」:
デジタルツインの間で、データおよびモ
デルを組み合わせて更新し、新しいモ
ノやヒトのデジタルツインを作ります。異
なる時間、空間のデジタルツインを融
合させた新しいモノを作ることや、異な
るヒトやモノを重ね合わせ能力を拡張
することが考えられます。

「複製」:
デジタルツインそのものを複製します。
これにより、同じデジタルツインを増や
し別々の仮想社会で利用することが可
能となります。

DERIVED
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DERIVED

EXCHANGE, FUSION, DUPLICATION
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DTCにおける「ヒトのデジタルツイ
ン」は、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
にします。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
行われます。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ことが
可能となります（図3）。
　DTCにおけるヒトのデジタルツイン
は、身体的・生理学的な特徴といった
ヒトの外面に関するデジタル表現だけ
でなく、内面までデジタル表現します。
ヒトのデジタルツインは、実世界及びサ
イバー空間でのヒトの状態や行動を表
すデータ（例えば、心拍などの生理情
報、発話や態度、感情などの心理的行
動情報、移動や身体動作などの運動
的行動情報、場所や状況、着ている衣
服などのヒトを取り巻く環境情報、住所
や職業、人間関係などの社会的情報
など）と、ヒトの個性・特徴を再現するモ
デル（例えば、行動傾向、性格、価値
観をモデル化した人格・思考モデル
や、知覚、知識、言語能力、身体能力
などをモデル化した能力モデルなど）か
ら構成されます。モデルはデジタルツイ
ンの振る舞いを規定し、サイバー空間
における他者からの働きかけに対して

あたかも本人のように反応することに
加え、仮想社会において自律的に駆
動させることで、本人のように他者に
対して働きかけを行うこともできます。
　DTCにおけるヒトのデジタルツインに
は、二つの側面があります。一つは実世
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
ためのインタフェースという側面です。
これは、例えばVR（Virtual Reality）／
AR（Augmented Rea l i t y）／MR
（Mixed  Rea l i t y）やBMI（Bra i n  
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
世界の自分に伝えることを可能にしま
す。自分の知覚特性に適応した形でサ
イバー空間を経験できる他、DTCの特
長である交換・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、拡張され
た能力（例えば言語運用能力など）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となります。
　もう一つの側面は、DTCの特長で
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・経験をさせられるという側面です。
ヒトのデジタルツインは状態や行動を
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
デルも有することで、仮想社会におけ

る他者とのインタラクションや自律的な
活動を、あたかも自分自身のように行う
ことが可能です。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・予測などが可能となります。ま
た、3章のユースケースで示すように、
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
が実現できるでしょう。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
とが可能になるでしょう（図4）。
　個性まで再現するヒトのデジタルツ
インにより、過去／未来の自分との対
話による自己理解や発見、故人など実
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ります。
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
く交渉など、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ま
す。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すでしょう（図5）。

ヒトのデジタルツイン

HUMAN
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Figure 3: Interacting
in cyber space
through human digital twins

Figure 5: Various interaction patterns between humans through digital twins
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　DTCは、実世界のヒト・モノのセンシ
ングによるデジタルツインの生成、デジ
タルツイン間の演算による派生デジタ
ルツインの生成とそれらを組み合わせ

た仮想社会の構築、そして実世界へ
のフィードバックを行います。DTCアー
キテクチャは、図6に示すレイヤで構成
されると想定されます。

Digital Twin Computingのアーキテクチャ

［サイバー／フィジカルインタラクション層］
実世界のヒト・モノのセンシングによりデジタルツインを生成する
ために必要となるデータを収集する機能と、仮想社会での試行
や制御の結果を実世界にフィードバックする機能を提供します。

［デジタルツイン層］
収集されたデータやモデルの蓄積、及びそれらを用いたデジタ
ルツインの生成・蓄積を行います。

［デジタルワールドプレゼンテーション層］
デジタルツイン層に格納されたデジタルツインに対する演算（複
製・融合・交換）により派生デジタルツインを生成します。また、
派生デジタルツインを組み合わせて仮想社会を構築します。

［アプリケーション層］
デジタルワールドプレゼンテーション層を活用したアプリケー
ションの実装を可能とし、実行します。

ARCHITECTURE
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ARCHITECTURE
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　DTCにおけるヒトのデジタルツイン
では、思考や意思決定・行動プロセス
が個人性を備えた形でモデル化され
ます。そのため、複数のデジタルツイ
ンを集めて、仮想社会を創生すること
で、その仮想社会における人々の生
活をシミュレートし、多様な未来の可
能性を予測できるようになります。統
計的にモデル化された画一的なヒトを

用いたシミュレーションと異なり、多様
なヒトの思考や行動を反映すること
で、より高精度なシミュレーションを実
現することが可能となります。また、仮
想社会全体のシミュレーション結果を
組織や社会の意思決定に利用する
だけでなく、個々のヒトに対するミクロ
なレベルのシミュレーション結果を、自
身の行動などを決定するために利用

することも可能です。
　「融合」や「交換」によって、新たな
知識や能力を付与した派生デジタル
ツインを用いることで、もし新しい知識
を身に付けたらどうなるのか、といった
別の未来の可能性を予測し、社会や
自身を成長させるために利用するの
も面白いかもしれません。

ヒトのデジタルツインによるユースケース

［未来予測］

　ヒトのデジタルツインは、個人の知
識や経験などの記憶を持ち、本人と
同じように思考・判断を行うことができ
るため、実世界の本人に代わり、様々
なタスクに従事させることが可能で
す。特にDTCでは、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
タルツイン同士で実現することで、一
人での作業だけでなく、複数の人との
コミュニケーションを必要とする高度

なタスクを実行できるようになります。
その代表的な例は会議における合意
形成です。
　DTCでの合意形成は、与えられた
条件内で予め定められた尺度で最良
となる解を見つけるような古典的な解
探索とは異なり、デジタルツイン同士
での議論によって、実世界での会議
と同じように情報交換・駆け引き・説得
などが行われ、制約が緩和されたり、

事前には想定していなかった合意に
至ったりすることが起こりえます。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
ルツインが存在することができるため、
場所や時間に拘束されず、超高速に
複数の議論を実施できる点は、現実
の会議を越えた新たな価値となると考
えています。

［合意形成］

　古くは書物や絵画、近年では映画
などの手段によって、人々はあらゆる
感動を他者と共有してきました。昨今
のSNSの流行も、だれもが発信者に
なる感動共有手段の1つであると捉え
ることができます。
　DTCでは、人の感情までもセンシン
グし、記録・再現・伝播することが出来ま
す。つまり、感動体験者の視点での物
事の見え方を再現し共有するだけでな
く、溢れ出た感情そのものを、リアルに
再現し、他者に共有することが可能で

す。従来のような「正しい空間再現」や
「量子化された荒い感情把握や表現」
などのセンシング・記録・伝播技術に留
まらず体験者ならではのフォーカスや時
空のゆがみ、五感や意識までをもセンシ
ング・記録・伝播することを目指します。
　例えば、今の自分のデジタルツイン
を過去の自分のデジタルツインと「交
換」することで、初めて我が子を抱きあ
げた当時の心の動きを再度体感でき
るようになります。また、自分のデジタ
ルツインにスポーツ選手本人のデジタ

［感動共有］

ルツインを「融合」することで、従来は
想像することしかできなかった、そこに
至るまでの経験に基づく想いを体感で
きるようにもなります。このようにDTC
による感動共有は、単なる写真や映
像による記録や物理的な視点の共有
を超えて、その瞬間・そのヒトの感じた
言葉などで表現できない心の動きまで
も伝えることで、従来の文字や画像、
映像によるコミュニケーションの枠を
超えた新しいコミュニケーションの形
になると考えています。

Digital Twin Computingのユースケース
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本章ではデジタルツインコンピューティングのユースケース例を示します。

未来予測

合意形成

感動共有

USE CASES 1
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　DTCを使って、現在はまだ存在しない
都市デザインを行うことができます。例え
ば、新しい都市を作る際に、その立地条
件や気候を持つ仮想社会を構築し、そ
こに既存の都市から住居やビル、電力
などのインフラのデジタルツインを「融
合」して合成したモノを配置することで、
その都市の最適な面積やインフラの構
造を事前にシミュレーションすることがで
きます。またそこに住む人々もデジタルツ
インとして配置することで、生活習慣や
文化も加味したヒトと都市の相互作用を
シミュレーションし、その都市で息づく社
会活動までも再現することができます。

［未来都市のデザイン］

　DTCを使えば、町全体の交通流も設
計することができます。町全体の道路や
鉄道などの交通システムを仮想社会と
して構築することで、それらの移動手段
を変化させた時の影響をためしてみるこ
とが可能です。例えば、個人の価値観
の変化を基に自家用車をシェアリング
カーのデジタルツインに「交換」した場
合の交通流への影響を評価したり、住
民をより高齢者のデジタルツインに「交
換」した場合の個人のニーズや嗜好の
変化による利用する交通機関の変遷を
分析したりすることが考えられます。この
ような時間変化に伴ういくつもの複合
的な未来のパターンを予測する上で、
DTCの柔軟さが効果を発揮します。

［最適な交通流の制御］

モノのデジタルツインによるユースケース
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　DTCにより、住環境のリアルなシミュ
レーションも可能になります。比較的小
さな空間である居住スペースやオフィ
ス、スタジアムのような環境においても、
気温や湿度に留まらず、家具や什器と
住人の相互作用を精緻に再現すること
で、住み心地や使い勝手を住人の視点
から評価することが可能になります。ま
た、ヒトのデジタルツイン同士を「融合」
することで将来的に住民が増えた場合
や、スタジアムに人が殺到した場合など
の状態を再現し、モノの制御と環境変
化の影響を予測することができます。

［住環境の制御］

USE CASES 2
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人間理解:

DTCの特徴である精密なヒトのデジタル
ツインとそれを用いた社会シミュレーション
の実現のために、ヒトの外面／内面さらに
は集団としての人間に関する洞察を、学際
的に深めていく必要があります。

プライバシー:

個人に由来するデータから構成されるヒト
のデジタルツインの適切な生成・保護及び
管理は必須であり、制度・技術や個人／社
会の便益などの観点から、その方策を検討
する必要があります。

　また、DTCの普及に伴う社会的なインパクトについても、上記の課題と合わせて検討し、社会的な
合意を見出すことにより、DTCの恩恵を社会全体で享受できるようにしていきたいと考えています。

DTCの実現に向けて解決すべき課題の例:

デジタル倫理:

これまで以上に社会的課題に適用される
DTCによる未来予測や判断に対して、多
様性、透明性、公平性が求められるでしょ
う。また、ヒトの能力拡張により、あらゆるヒ
トが、仮想社会を通じて活躍し、夢をかなえ
ることができる、そういう社会を実現できる
可能性がある一方で、ヒトや社会がどこま
でデジタルに依存していくべきかなど、倫理
的側面からの様々な論点が想定されます。

デジタル社会の価値観:

実世界とサイバー空間の融合が加速する
と、資源や資本も実世界からサイバー空
間に拡張され、実世界に存在する様々な
境界を容易に超えることが可能となりま
す。この結果、貨幣や国家、イデオロギー
などの実世界における従来の価値観が変
化し、新たな価値観が誕生する可能性も
考えられます。これらの可能性や影響範
囲に関する考察が求められるでしょう。

DTCによる社会的インパクトに関する論点の例:

今後、DTCの実現によってもたらされる新しい価値は、以下に述べるような課題の解決と社会実装を通じて、社会に幅
広く浸透していくでしょう。しかし、この課題解決や社会実装は、ICT技術関連のプレーヤーだけでは実現不可能であ
り、幅広い領域の学術分野の専門家や、多様な産業界のプレーヤーとのコラボレーションが必要です。

今後の展望
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○社会科学（社会学、社会心理学、教育学、経済学）
○人文科学（人間科学、心理学、哲学、倫理学、文化人類学）
○自然科学（生物学・バイオ・ゲノム、物理学、地球科学）
○応用科学（システム科学、AI、メディア工学、HMI、
　計算機科学、ネットワーク、都市工学、医学）
○学際領域（行動科学、認知科学、コミュニケーション科学）
　など

　我々は、以下に挙げるような幅広い学際的なパートナーと共に、さら
なる課題や論点の抽出と深い検討を行い、解決や合意を図ることで、
DTCを真に有用なものとして作り上げていく必要があると考えます。

OUTLOOK
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DIG ITAL  TWIN

本コンセプトの社会実装に
向けては、多様な産業界の
プレーヤーとのコラボレーショ
ンも重要です。サービス横断
的に活用できるというDTC
の利点を活かし、この新しい
価値を社会に幅広く浸透さ
せていきたいと思います。
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COMPUT ING

「DTCイノベーション・フォー
ラム」により、DTCを一緒に
作り上げていくパートナーを
募集します。このコンセプトを
具体化し、新しい価値で社
会を進歩させるために、共に
イノベーションを巻き起こし
ましょう!
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DTCイノベーション・フォーラムについて

［連絡先］ dtc-office-ml@hco.ntt.co.jp

DTCイノベーション・フォーラムは、DTCコンセプトの精密化、実現方法の具体化、
様々な課題の分析と解決策の検討、研究開発、フィールドトライアルなどを通じた社
会実装の推進など、DTCの実現に向けた取り組みを共同で進めるためのコラボ
レーションフレームワークです。
DTCのコンセプトに賛同し、共同で作り上げていくことに関心のある方は、以下にご
連絡ください。

INNOVATION
FORUM

CONTACT
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