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ションであり、時にIoTテクノロ
ジーとシステムのシミュレーショ
ンした計装機器を組み合わせた
ものある。ツインは、データサイ
エンス、機械学習、供給の最適
化、物理世界へのアクションのた
めの洞察を支援する。

デジタルツインの市場規模は、
38億米ドル（2019年）から358
憶米ドル（2025年）となり、年間
成長率38%と予測されている。

次世代のデジタルツインの潜在的能力を活かして企業を
設計し、最適化し、そして変革に導く

†MarketsandMarkets, 
“Digital twin market worth 
$35.8 billion by 2025.”
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物理世界をデジタル空間に正確に再現した世界を想像してみ
て欲しい。それがデジタルツインである。デジタルツインでは、
仮想的なコラボレーション、センサーデータの取り込みと状

態の素早いシミュレーション、what-ifシナリオの明確な理解、より正
確な結果の予測、そして物理世界をコントロールする指示が可能に
なる。

今日、企業はデジタルツインをさまざまな方法で利用している。自
動車 1、航空機 2の分野では、製造のバリューチェーン全体の最適化
や革新的製品の開発に欠かせないツールとなっている。エネルギー
分野では、油田サービス事業者が大量の採掘データを取得および分
析を行い、デジタルモデルを構築しリアルタイムに採掘作業を支援し
ている3。医療分野では、心臓血管の研究者たちが、臨床診断、教育、
訓練のために、非常に正確な心臓のデジタルツインを作り出してい
る4。また、スマートシティマネジメントの注目すべき取り組みの一つ
として、シンガポールが都市計画、維持管理、そして災害対応プロジェ
クトに同国の詳細な仮想モデルを使用している5。

デジタルツインは、物理的な対象やプロセスのあらゆる側面をシミュ
レーションできる。さらに新しい製品の技術図面と寸法はもちろん、設
計段階から消費者に至る広範なサプライチェーンにおいて構成部品の
相互の関連や変遷を「ものづくり」のデジタルツインとして表すことも
できる。また、製造現場の物理的な機器・設備を「メンテナンスされた」
状態として表す場合もある。このシミュレーションでは、機器がどのよ
うに動作するか、エンジニアがどのように保守するか、さらにはこの機
器・設備から生産される製品が顧客にどのように関係しているかまで
捕捉する。デジタルツインはさまざまな形態があるが、いずれも物理
世界を表すデータを取り込んで利用することである。

デジタルツイン
物理世界をデジタル空間に 
橋渡しする

デジタルツイン

73



Markets and Marketsによる最近の調査による
と、そのような取り組みはすでに行われており、デジ
タルツイン市場（2019年には38億米ドル相当）は
2025年までに358億米ドルに達すると予測されてい
る6。

このような成長の要因は何なのか。そして、なぜ今
なのか。つまり、デジタルツインは目新しくないからで
ある。2000年初頭以来、先進企業は、デジタルモデ
ルを使用して製品やプロセスを改善する方法を探索
してきた7。当時からデジタルツインの可能性は明ら
かだったが、多くの企業にとっては、デジタルツインを
作成する上で大量の関連データ処理に必要な接続性、
処理能力、データストレージ、そして帯域幅が大幅な
コスト高であり、利用が進まなかった理由である8。

デジタルツインのトレンドは、急速に進化するシミュ
レーションとモデリング能力、相互運用性とIoTセン
サーの改善、そしてツールとコンピューティング処理
基盤の可用性の向上によって、勢いを増している。そ
の結果、大小を問わず、さまざまな業界の組織でデ
ジタルツインの能力を利用しやすくなっている。IDC
の予測によると、2022年までに IoTプラットフォーム
ベンダーの40%がデジタルツインを作成するために、
シミュレーションプラットフォーム、システム、および必
要な機能を統合するようになり、メーカーの70%が
この技術を使ってプロセスシミュレーションやシナリ
オ評価を実施するようになる9。

同時に、大量のデータにアクセス可能になること
で、これまで以上に詳細かつダイナミックなシミュレー
ションが可能となる10。長年のデジタルツインユーザ
にとっては、ぼやけた白黒のスナップショットからカラ
フルで高解像度のデジタル画像に移行するようなも

のである。加えて、デジタルソースから追加される情
報が多ければ多いほど、画像はより鮮明になる。

モデル+データ=洞察と真の価値

デジタルツインの可能性は、設計プロセスを合理化
し、プロトタイプテストの多くの側面を排除できるため、
エンジニアのツールの選択肢の一つとして注目されて
いる。エンジニアは、3DシミュレーションやARやVR
などのヒューマンコンピューターインターフェースを
用いることで11、製造方法や使用する材料、および関
連ポリシー、規格、規制に対する設計の準拠など製
品の仕様を決定できる。これは、設計が完成する前に、
エンジニアが潜在する製造の実現性、品質、および耐
久性の問題を特定することに有益である。その結果、
従来のプロトタイピング活動が加速し、製品はより効
率的かつ低コストで製造活動に移行する。

デジタルツインは、デザインに留まらず、企業が現
場で製品や機械の予知保全を行う方法についても変
革しようとしている。機械に組み込まれたセンサーが
リアルタイムでデジタルツインに実績データを送信し、
故障が発生する前に特定して対処するだけでなく、お
客様固有のニーズに合わせてサービスや保守プラン
を仕立てることも可能である。ロイヤル・ダッチ・シェ
ルは最近、2年間のデジタルツイン・イニシアティブ
を立ち上げた。これは、石油・ガスのオペレータがオ
フショア資産をより効果的に管理でき、従業員の安全
性を高め、予知保全の時期を探ることを支援する12。

デジタルツインは、サプライチェーン、流通および
調達業務、さらには関与する労働者の個々のパフォー
マンスを最適化するのに役立つ。この取り組みの一例
として、世界的な消費材メーカーであるUnileverは、
数十の自社工場の仮想モデルを作成することを目的
としたデジタルツインプロジェクトを開始した。各拠
点では、工場機械に組み込まれた IoTセンサーが実
績データをAIや機械学習アプリケーションに送り、分
析を行う。分析された業務運用情報はデジタルツイン
シミュレーションに供給され、作業者が予知保全を実
行し、成果を最適化し、規格外製品によって生じる無
駄の排除の機会を特定できる13。

デジタルツインは、企業
が現場で製品や機械の
予知保全を行う方法につ
いても変革しようとして
いる。
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スマートシティ構想では、デジタルツインを利用して、
交通渋滞の改善や都市計画などにも取り組んでいる。
シンガポールの遠大なバーチャル・シンガポール構
想は、セルタワーや太陽光発電の計画から交通パター
ンや歩行者交通のシミュレーションまで、あらゆるこ
とを可能にする。潜在的な用途の一つに、F1レース
のために市による毎年恒例の道路閉鎖期間の緊急避
難計画を立て、避難経路の決定を可能にするものが
ある14。

何が変わったのか

過去10年間で、デジタルツインの適用可能性は、
次のような多くの推進要因によって加速した。

• シミュレーション
デジタルツインを構築するためのツールは、処理能
力と洗練度において向上している。現在では、複雑
なwhat-ifシミュレーションを設計し、検知された
現実世界の条件から逆算し、膨大なシステムを必
要とせずに何百万ものシミュレーションプロセスを
実行することが可能である。さらに、ベンダーの数
が増加するにつれて、オプションの範囲は拡大し続
けている。最後に、機械学習機能は洞察の深さと
有用性を高めている。

• 新しいデータソース
LIDAR（光検出と測距）やFLIR（前方監視型赤外
線）などのリアルタイム資産監視技術からのデータ
は、デジタルツインシミュレーションに組み込むこと
ができる。同様に、機械やサプライチェーン全体に
組み込まれた IoTセンサーは、オペレーションデー
タを直接シミュレーションに投入し、継続的なリア
ルタイム監視を可能にする。

• 相互運用性
過去10年間で、デジタル技術を現実世界に統合
する能力は劇的に向上した。この改善の大部分は、
IoTセンサーとの通信に関する拡張された業界標
準やオペレーション技術関連ハードウエア、そして
多様なプラットフォームを統合したベンダーの努力
に起因する。

• 可視化
デジタルツインシミュレーションを作成するために
必要となる膨大な量のデータは、時に分析を複雑
にし、有意義な洞察を得ることに労を要すること
がある。高度なデータの可視化は、リアルタイムに
情報をフィルタリングおよび抽出することにより、こ
の課題を解決する。最新のデータ可視化ツールは、
基本的なダッシュボードや標準的な可視化をはる
かに超えて、インタラクティブな3D、VRおよびAR
ベースの可視化、AI対応の可視化、リアルタイムス
トリーミングなどの機能を搭載している。

• 計装
IoTセンサーは、組み込み型と外付け型ともに、小
型化、高精度化、低価格化、高性能化が進んでいる。
ネットワーク技術とセキュリティの高度化により、現
実世界の状況に関するより詳細でタイムリーかつ正
確な情報を取得し、従来の制御システムを仮想モ
デルに統合することができる。

• プラットフォーム
強力で安価なコンピューティング処理能力、ネット
ワーク、およびストレージの可用性とアクセスの向
上は、デジタルツインの主な実現要因である。一
部のソフトウエア企業は、クラウドベースのプラット
フォームや IoT、分析機能に多額の投資を行うこと
で、デジタルツイントレンドをより活性化させるだろ
う。これらの投資の幾ばくかは、業界固有のデジタ
ルツインのユースケース開発を加速させる継続的
な取り組みに充てられる。

費用対効果

デジタルツインを強化するAIと機械学習のアルゴ
リズムは大量のデータを必要とするが、多くの場合、
製造現場のセンサーからのデータは、不整合や欠落
あるいはそもそも一貫して収集されていない可能性
がある。そのため、特に、課題が多く、サービスなど
の停止コストが最も高い業務領域では、チームは今す
ぐデータの収集を開始する必要がある。必要なインフ
ラとデータ管理のアプローチに着手することで、効果
を得るまでの時間を短縮できる。
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新しいプロセス、システム、およびデバイス用にデ
ジタルツインシミュレーションを作成する場合でも、プ
ロセスを完全に計測できるとは限らない。化学的・
生物学的反応や極端な条件下では、プロセス自体を
直接測定することは不可能であろう。場合によっては、
物体を計測することは、費用対効果が低く、実用的
でないことがある。その結果、組織は代替策（例えば、
タイヤにセンサーを取り付けるのではなく、車両の計
装とセンサーに頼る）や検出可能なもの（例えば、化
学的または生物学的反応から生じる熱または光）に
目を向ける必要がある。

センサーの価格が下がっている中で、どれだけの
センサーがあれば十分なのだろうか。費用対効果の
バランスをとることが重要である。現代の航空機エン
ジンには、数千から数万のセンサーが搭載されており、
毎秒何テラバイトものデータが生成されている。メー
カーは、デジタルツイン、機械学習、予測モデルを組
み合わせて、パイロットが燃料消費を最適化すること
や、保全を積極的に行うこと、航空会社がコストを管
理することを支援するためのアドバイザリーを提供し
ている15。しかし、ほとんどのユースケースでは、プロ
セス内の主要な入力、出力、経過を検出するために
戦略的に配置されたわずかな数のセンサーしか必要
としていない。

今後のモデル

今後数年のうちに、複数のデジタルツインのユース
ケースが業界全体に広く展開されるだろう。ロジスティ

クス、製造、サプライチェーンでは、機械学習と5Gの
ような先進的なネットワーク接続を組み合わせたデジ
タルツインが工場や世界中の商品の流れを追跡、監
視、経路決定、最適化する機会がますます増えるだろ
う。場所や状況（温度、湿度など）をリアルタイムで
可視化することは当然のことと考えられる。また、「管
制機能」は、人手を介さずに、在庫の移動を指示した
り、組立ラインのプロセスステップを調整したり、コン
テナをルート変更したりすることで、是正措置を講じ
ることができる。

単なる製品販売から、製品とサービスを組み合わ
せたり、as-a-serviceにして販売する組織は、新しい
デジタルツインのユースケースを開拓している。デジ
タルツインを組み込みセンサーに接続し、それを財務
分析や予測に利用することで、予測、価格設定、アッ
プセルの機会の改良と最適化が可能になる。

例えば、企業は消耗品の使用状況を監視し、追加
の保証やメンテナンスオプションを提供することがで
きる。あるいは、農業、運輸、スマートビルディング
などさまざまな業界で、アウトプットやスループットを
as-a-serviceとして売ることもできる。実現能力と洗
練度が高まるにつれ、デジタルツインをモデル化にし
た製品やサービスの新しいマネタイズ戦略（収益化）
を追求する企業が増えると予想される。

デジタルの世界における 
未来のモデリング

デジタルツインのトレンドが今後数年で加速すると、
より多くの組織がデジタルツインを使用してプロセス
を最適化し、データに基づいた意思決定をリアルタイ
ムで行い、新しい製品やサービス、ビジネスモデルを
設計する機会を開拓することになる。製造業、公益事
業、エネルギーといった、資本集約的な資産とプロセ
スを持つ業界は、すでにデジタルツインのユースケー
スの先駆けとなっている。アーリーアダプターがそれ
ぞれの分野で先行者優位性を示すようになれば、ほ
かの企業も追随するだろう。

長期的には、デジタルツインを正確に実現するには、

費用対効果のバランスを
とることが重要である。
現代の航空機エンジンに
は、数千から数万のセン
サーが搭載されており、
毎秒何テラバイトもの
データが生成されている。
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エコシステム全体でシステムとデータを統合する必要
がある。顧客のライフサイクル全体のデジタルシミュ
レーションや一次サプライヤだけでなく、そのサプライ
ヤを含むサプライチェーンのデジタルシミュレーション
を作成することは、業務に関する洞察に富んだマクロ
な視点を提供することになるかもしれないが、内部の
デジタルエコシステムに外部の実体を組み込むこと
も必要になる。現在、ポイントツーポイント接続以外
の外部統合に満足している組織はほとんどない。この
不都合に対する躊躇を克服することは、継続的なチャ

レンジを伴うが、取り組む価値がある。将来的には、
企業がブロックチェーンを使用して情報サイロを破壊
し、その情報を検証してデジタルツインシミュレーショ
ンに投入するようになるだろう。これにより、これま
でアクセスできなかった大量のデータが解放され、シ
ミュレーションがこれまで以上に詳細かつ動的で、潜
在的に価値のあるものになる可能性がある。

まさに今、デジタル組織を白黒からカラーに進化さ
せる時期である。さあ、はじめよう。
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A irservices Australiaは、航空業界の次なる
進化に備えている。欧州大陸の航空管制サー
ビスを提供している同社は、今後20年間で、

対象とする空域における従来型の航空便の量が倍増
すると予測している。一方、空飛ぶタクシーから配達
用ドローンまで、低空域を飛行する無人航空機の出
現は、新たなインテリジェントシステムの必要性を促
しており、すでに困難な仕事をもたらしている。

Airservicesは、データの価値を活用し、未来の情報
管理サービスを提供するためのイニシアティブを開始
することによって、これらの課題に取り組んでいる。こ
れらのイニシアティブのうちの一つとして、IoTと機械
学習機能を組み合わせたデジタルツインが、どのよう
にAirservicesの能力を強化して現在および今後の
航空交通を管理できるかを探ることが挙げられる。

Mick Snellが率いるサービス戦略チーム16は、あ
る実用的な目的をもって2019年初頭にデジタル
ツインの開発プロジェクトを開始した。その目的と
は、デジタルツインが現在の航空交通網を管理する
Airservicesの能力を高めることができるかどうかを
判断するというものだ。例えば、飛行経路の改善、離
陸時間の最適化、遅延の低減に利用できるだろうか
という問いである。

チームはまず、過去の航空交通データを使って
Airservicesの航空交通ネットワークのデジタルツイ
ンを開発した。チームは当初の目的を証明する4つの
概念実証を完了させており、既存の航空管制システム
と並行してそれらのパイロットを開始することを見据
えている。すでに概念実証を通じて、より良い航空管
制を行うための、リアルタイムの条件に基づく飛行経
路の最適化を可能としている。

このデジタルツインプロジェクトはまだ開発途上だが、
Airservicesの従来の働き方を強化するための検証
の場としても役立っている。同社の伝統は、24時間

365日安全にナビゲーションサービスを提供すること
にある。安全で、効率的で、信頼性の高いサービスを
提供することに常に重点を置いているため、増長する
空域の複雑さに対してAirservicesは新しいソリュー
ションを開拓せざるを得なくなっている。

デジタルツインプロジェクトは、何が実現可能かを判
断する際のAirservicesの価値感を変えることに役
立っている。チームはアジャイル開発のアプローチを
試験的に採用し、安全性に対する拘りを維持しつつも、
市場投入までの時間を改善した。チームは短いスプリ
ントで反復、テスト、学習を行いながらより早く本番用
ソフトウエアを展開し、安全で正確な予測を提供し続
けている。Airservicesのスタッフは航空に関する深
い専門知識を持っているが、高度な分析機能を構築
して実装するには、専門的なテクノロジーの知識も必
要だった。チームはこのギャップを、関連性の高い経
験と既存のテクノロジーを提供するベンダーやアドバ
イザーを活用して補完した。

一方で、チームはデジタルツインに関連するユース
ケースを開拓し続けている。例えば、航空交通管制
官は現在、交通量に関係なく割り当てられた空域で
業務を行っている。管制官のワークロードを最適化す
るため、チームはデジタルツインを使用して、固定さ
れた地理的な場所ではなく、予測される顧客の需要
に基づいて管制官に空域を割り当てることを計画し
ている。

最適化は、航空管制官がより迅速で賢明な判断を下
すために、その場でwhat-ifシナリオをサポートする
大量のリアルタイムデータを必要とする非常に複雑な
課題だ。デジタルツインは、Airservicesの顧客（パ
イロット）がその瞬間において最も重要な事項に基づ
きフライトを最適化することを可能とする。例えば、空
域と経路を最適化することは、定時到着を増やし燃
料を節約するのに役立つが、パイロットは、乗客がフ
ライトの乗換えに失敗するのを避けるために、燃料を

最前線からの学び
 
離陸の準備を：Airservices Australiaは
航空の未来に進入する
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犠牲にして速い速度を優先することもある。

最終的に、Airservicesはデジタルツインを用いて自
社の空域に影響を与える破壊的イノベーションを促す
戦略を開発し、テストすることを計画している。戦略
立案の担当者は、将来の多次元空域を管理するため
の幅広いシナリオを迅速にテストすることができるよ
うになるだろう。

概念実証フェーズが完了した後、チームは試作に移
行している。現在のデータを使ってさらに数ヶ月間
試験を行い、2020年に本格開発を開始する予定だ。
Snellは、次のように報告している。「我々は従来より
はるかに速く成果を創出することが可能となっている。
これまでの8年間に比べて、ここ8ヶ月の方がより進
歩している」

 
牽引力の獲得：ブリヂストンのデジタルツインが
革新的なビジネスモデルを推進

ブリヂストンは、世界最大のタイヤとゴムのメー
カーであり、モビリティソリューションのリー
ダーへと変貌しつつある。同社は、タイヤ管理

サービスから、自動車メーカー、フリートオペレーター、
個人ドライバー向けの製品ポートフォリオに革命をも
たらすデジタルケイパビリティを開発し、中核事業を
再考している。

デジタルツインテクノロジーは、ブリヂストンの変革
ジャーニーの中心だ。同社は、タイヤの寿命と性能
を向上させるための研究開発ツールとして、センサー
データによって強化されたデジタルツインシミュレー
ションを数年間使用してきたが、それはまだ始まり
に過ぎない。デジタル戦略ディレクターの Jerome 
Bouletとデジタルエンジニアリングディレクターの

Hans Dorfi17は、彼らのチームと共に、収益性の向
上、競争優位性の維持、タイムトゥマーケットの短縮、
最先端の「タイヤ・アズ・ア・サービス」の提供を目
標に掲げ、最終的にブリヂストンのバリューチェーン
全体に洞察（Insight）を提供するための高度なデジ
タルツインを開発している。

欧州のフリート会社は、キャッシュフローを最適化し、
総所有コストを削減する手段として、キロメートル単
位の従量課金モデル（PPK）に徐々に移行している。
しかし、ビジネスモデルは単純な一方、1キロメート
ル当たりの適正な価格を設定することは決して容易
ではない。タイヤの寿命は、荷重、速度、道路状況、
運転行動など、さまざまな要因によって大きく左右さ
れる。デジタルツインは、さまざまな運転条件をシミュ
レートすることで、これらの相互に関連する条件がタ
イヤ性能にどのように影響するかを把握できる。しか
し、デジタルツインに対する現実世界のデータインプッ
トがなければ、PPKが競争力を持ち、持続的に利益
を上げられる適正価格を設定することは、不可能で
はないにしても困難である。

ブリヂストンはPPK市場に参入することで戦略上の
飛躍を遂げた。同社はこの先行導入者の強みを用い
てパフォーマンスデータを収集し、それを高度なアナ
リティクスアルゴリズムに注入した。

ビジネスモデルは単純な
一方、1キロメートル当
たりの適正な価格を設定
することは決して容易で
はない。
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Dorfiはこう話している。「『ビッグデータを持っている
なら、なぜデジタルツインが必要なのか、なぜ単にア
ナリティクスを行わないのか』と尋ねる人もいる。私
は、『アナリティクスは重要な役割を果たしているが、
それはデジタルツインを補強するだけだ』と説明する。
デジタルツインはタイヤの多次元のパフォーマンスを
捉えることができ、まだデータが存在しない開発中の
製品にも適用することができる」。彼はデジタルツイ
ンをブリヂストンのデジタルインフラの重要な要素と
考えている。流入するセンサーデータは補完され、ク
レンジングされ、処理される。そしてデジタルシミュ
レーションとアナリティクスが適用され、メンテナンス
やローテーション、そのほかブリヂストンとその顧客に
とってより多くの価値を提供できる要素に対して意思
決定できる洞察（Insight）を引き出すことができる。

ブリヂストンはデジタルツインの強化を続けている。
2019年のWebFleet Solutionsの買収 18や次世代
センサーの開発によって、車両やタイヤの使用状況を

リアルタイムで把握することが可能となり、車両の走
行状況に応じて適切なタイヤを選択したり、タイヤの
摩耗や故障を回避するための情報の提供を可能とす
る。デジタルモデルがより正確になるにつれて、ブリヂ
ストンはPPKビジネスモデルのより高度なユースケー
スに対応していく。

ブリヂストンは現在、デジタルテクノロジーを活用し
てフリートカスタマーの価値を高めている。将来的に
は、ドライバーからフリート管理者、小売業者、流通
業者、製造業者に至るまで、バリューチェーン全体を
接続し、デジタルツインテクノロジーの利用を拡大す
る予定だ。先を見たときに、自動運転車が走行する
世界において安全基準を周知する機会があるとリー
ダーたちは考えている。「我々は自社が未来を牽引す
るイネーブラーとして準備ができているか確認してい
る」とDorfiはいう。「そして、そこにデジタルツインテ
クノロジーが登場するのだ」

 
武田薬品工業はデジタルツインで
end-to-endの製造自動化を追求

武田薬品工業は、世界の患者に革新的な治療
法を届けるため、常に科学的なブレークス
ルーを追求している。Christoph Pistek19

は同社の開発ライフサイクルにおけるイノベーション
をリードし、有望な研究アイデアを目に見える医薬品
に変えている。彼のチームは、ビジネス上の製造パー
トナーが実際に医薬品を製造する方法のプロセスも
開発している。

この業界は厳格な品質管理規制によって厳しく規制さ
れているため、製造現場に導入する前に、開発ラボで
プロセスイノベーションのコンプライアンスを徹底的
にテストする必要がある。患者に新薬を届けるには最
大15年かかるため、Pistekは常に実験とビジネスプ
ロセスを加速させる方法を探している。

デジタル時代であっても、医薬品の製造工程には手作
業が含まれることがある。例えば、バイオ医薬品、ワ
クチン、およびそのほかの生物由来の医薬品の製造
には生化学反応が含まれており、その反応は多様で
測定が難しく、自動化を困難にしている。そして、ある
製造段階から次の製造段階へと自動的に進む方法を
完成させた人はいない。真のend-to-endでの製造
自動化は、業界の「聖杯」になったとPistekはいって
いる。

ここでデジタルツインが登場する。これらのツールは、
彼のチームが実験を加速し、新しい製造アプローチを
開発し、判断や予測に必要なデータを生成することで、
複雑な化学的および生化学的プロセスの自動化を実
現できる。
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そのために、Pistekと彼の開発チームは、開発ラボ
で製造プロセスの高度な仮想モデルを構築した。チー
ムはプロセスステップごとにデジタルツインを構築し、
一つのステップから別のステップに流れるフローを制
御および自動化する全体のデジタルツインを通じてす
べてのパーツを繋げ、製造プロセスのend-to-end
のシミュレーションを形成している。

化学反応のモデル化は複雑だが、生化学反応のモデ
ル化はより一層複雑で不規則である。多くの場合、リ
アルタイムセンサーは要求されるアウトプットを監視
できず、アウトプットの品質は何時間あるいは何日も
不明のままだ。その代わりに開発チームは、AIと機
械学習を組み込んだデジタルツインに、「ソフトセン
サー」、つまり代替策を利用して得たデータを取り込
み、生化学反応の完了に必要な時間を予測しようと
している。「重要な点は、デジタルツインのアーキテク
チャーがシステムの自己進化を可能にすることだ」と
Pistekはいう。「追加の測定を行い、ソフトセンサー
の結果を品質管理ラボから戻ってくる真の測定値と比
較するたびに、予測をより正確に行うことができる」

一部の製薬会社は、自動化の鍵はより優れた機器、
センサー、テクノロジーの問題だと考えている。しか
し、Pistekは異なる意見を持っている。「製薬企業に
とっての真のイネーブラーは、プロセス全体および周
辺の制御アーキテクチャーであり、その基盤となるの
は、開発中に時間の経過とともに成熟していく高度な
デジタルツインだ」。最終的な目標は、人間の介在な
しに自動化プロセスを制御および操作できるデジタル
ツインである。

武田薬品工業の開発ラボでは、この統合されたアプ
ローチのエコシステムが一つの形態として稼働してい
る。それは、同社で最も急速に成長しているバイオ医
薬品であり、製薬において最も複雑な製造プロセスを
持つカテゴリーである。デジタルツインが操作可能で
あり、アーキテクチャーが構築され、メソッドが確立さ
れているといった、基本的な活動は完了している。

現在、チームはプロセスをより堅牢なものにするため
に改良している。Pistekは、この自動化アプローチを
開発ラボ内で、来年中にすべての形態に拡張する予
定だ。また、2～3年後には、この自動化アプローチ
の洗練された事例が商用の生産現場で活用されるよ
うになると同氏は期待している。

デジタルツインにおける生物学と化学反応のモデル
化は簡単ではなく、再現するのは困難だ。Pistekは
デジタルツインの構築を考えている人たちにこうアド
バイスしている。「待っていてはいけない、怖がらずに、
とにかくやってみることだ。これは時間のかかる学習
プロセスだ。武田薬品工業では、デジタルツインは病
気の治療法を見つけたり、苦しんでいる人を助けたり
といった、我々がなさねばならない仕事にとって不可
欠なケイパビリティである」

化学反応のモデル化は
複雑だが、生化学反応の
モデル化はより一層複雑
で不規則である。
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人々は、交通渋滞を引き起こすインフラ、またその改善に何十年もかかることに不満を抱いている。我々の
使命は、交通量、大気の質、温室効果ガスの排出量を改善するための政府の要件を満たしながら、サン
ディエゴの人口増加と健全な経済に対応する輸送システムを計画、開発することだ。もちろん、我々はさ

まざまなコミュニティーと協力して、予想する提言に対する一般の支持を確立しようとしている。プロジェクトを迅
速に進めるために我々ができることは、スケジュールから数ヶ月、あるいは数年を
削ることだろう。

SANDAGのプランナーやデータモデラーが、FutureScapeTMをベースとした軽
快なデジタルツイン（または「スケッチプランニング」ツール）を開発している理由
はここにある。FutureScapeTMは、都市や地域全体のような大規模システムのデ
ジタルレプリカを作成するモデリングであり、シミュレーションプラットフォームであ
る。我々はFutureScapeを利用して、政府が委任している旅行需要モデルを補完
している。これは、我々がアクティビティベースモデルと呼ぶマクロシミュレーション
ツールである。

規制当局は、このモデルを通じた提案を実行し、提案が連邦政府および州政府の
基準を満たしていることを証明するように要求している。これは根気が必要な困難
なプロセスであり、校正、テスト、処理に数ヶ月を要し、完了までに数週間かかるこ

ともある。新しいスケッチツールにより、従来の輸送手段や革新的な輸送手段の幅広い選択肢を迅速に評価でき
るようになる。アクティビティベースモデルは、提案された輸送ソリューションが規制要件を満たしていることを証
明するために、最も有望なソリューションを算出するだろう。

例えば、我々の目標の一つは、サンディエゴの最も人口の多い住宅地と地域最大の雇用センタとの間のラッシュ
アワーの混雑を緩和することだ。自動車中心の地域では、従来から道路拡幅が主流だったが、スケッチツールを
利用することでほかの選択肢との比較が可能になると考えている。これらのオプションには、高速鉄道または路面
電車が含まれるが、ツールからの結果は、数週間ではなく、数時間または数日で届くはずだ。

もちろん、規制をクリアすることは一つの要素にすぎない。交通計画の担当者も、「我々がそれを作ったら、彼らは
利用するだろうか」と考えなければならない。さまざまなシナリオを評価することが、質問に答える鍵となる。アク
ティビティベースモデルの履歴データは、主に過去の通勤者調査と旅行記録に基づいているため、将来の利用率
と需要を予測する際に動的かつ最新のデータを使用できていない。我々は、新しい交通手段に応じた行動をより
よく予測できるように、近時のデジタルデータ、そして最終的にはAIをスケッチツールに組み込む作業を進めてい
る。また、オンデマンドの交通手段や、ライドシェアリング、電動スクーター、自転車、無人車両が実行可能なオプショ
ンとなった時には、それらを組み込むなど、モビリティの新たなトレンドを組み込む提案も検討していきたいと考え
ている。

リアルタイムのトラフィック管理をサポートするためにもデジタルツインを使用している。私は、このツールにAIの
機能強化を加えることで、日々の交通渋滞を減らすための積極的な意思決定が可能になると考えている。現在の
システムは、現在の交通量を3分ごとに評価するマイクロシミュレーションツールを使用して、交通渋滞に適切に
対応している。通常の交通パターンを混乱させるインシデントが生じると、ツールは、変更可能なハイウェイメッ
セージを通じて一時的に別の道に迂回させるなど、一連のソリューションを生成することができる。我々は、潜在
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的な交通障害をリアルタイムで検知することを目的としたAIベースの計画を開発している。何万人ものラッシュア
ワー通勤者を誘導する場合、数分が重要となる。

高速でインタラクティブなフィードバックを可能にすることで、デジタルツインの概要計画は、複雑な輸送問題に対
する革新的なソリューションを迅速に開発するのに役立つだろう。SANDAGでは、FutureScapeのようなデータ
中心のツールが、魅力的で環境にも有益な多数の選択肢を車中心の文化に慣れ親しんだ多くの人々に示すよう
に、重要な役割を果たすと考えている。



人体の完全なデジタルツインが誕生するのは数年後、あるいは何十年も先のことかもしれないが、研究者
たちは、DNAから人間へと変化させる生物学的プロセスの解明に取り組んでいる。今日の研究は、遺伝
子配列決定および機能ゲノミクスの進歩、集団の長期健康データの増加、および高度な分析能力の向上

によって可能になっている。この拡大するナレッジベースは、最終的には医療専門家が遺伝性疾患や障害を制御
または予防するのに役立つデジタルシミュレーションに情報を提供することになるだろう。

気が遠くなるほどのプロジェクトである。ヒトの体内では、DNAが細胞増殖を指示
している。細胞増殖は個々の細胞内で「発現」され、血液細胞、神経細胞、筋細胞、
免疫細胞など数百種類もの細胞をつくり出す。さまざまな種類の細胞が結合して
組織を形成し、それが結合して臓器を形成する。例えば、肝臓を構成する組織には
10種類以上の異なる細胞が存在することがある。

生物学的システムのより良い仮想モデルを作るための第一歩として、我々は細胞の
組織や臓器、そして最終的には循環系のようなシステム全体への発達に影響を与
える「指示」を理解することに取り組んでいる。我々の研究は単細胞ゲノミクスの
開発に基づいている。最近まで、科学者たちが研究することができたのは、細胞の
グループのみだった。ゲノム解析をサポートするのに十分なDNAとRNAを単一の
細胞から抽出する技術力がなかったからである。我々は、単一細胞ゲノム学の知見
を次のレベルへと進め、単一細胞がどのようにして組織や臓器のさまざまな細胞型
の根底にある遺伝子調節システムを構築するのか理解する必要がある。

カリフォルニアにあるウォン教授の研究室では、細胞内での遺伝子発現の調節を研
究しており、異なる遺伝子がどのように発現し、それらの遺伝子が最終的に作られ
る細胞にどのように影響するかを理解しようとしている。我々は、高度な数学モデ
ルを用いて、細胞がどのようにして組織に成長するのかをよりよく理解しようと、膨
大な量のデータを研究している。

細胞と組織の次は臓器である。北京にある張教授の研究室では、その臓器のさま
ざまな部分を構成する細胞のタイプとサブタイプを理解するために心臓を研究して
いる。心臓がどのように作られているかをより深く知ることで、心臓の問題がどのよ
うにして起こるのかをより理解できるようになると期待している。研究室で観察され

ていることと、一般の人々の心臓の状態を比較することで、どのような状態がどのような健康上の結果 （プラスか
マイナスか）につながるのかをより正確に予測できると期待している。

我々は、特定の組織や臓器の研究にとどまらず、人間の循環系のデジタルシミュレーションの構築を目指している。
我々は、電子カルテや大規模な研究マッピング（Human Cell Atlasプロジェクト20など）によって生成された大
量のデータを取り込むためのフレームワークを開発している。しかし、データセットだけではあまり有用ではない
ため、我々はデジタルツイン（多階層因果ネットワーク、機能するシステムと異なる層の間の基礎となるつながり
を表現するための複雑な数学的モデル）タイプを構築している。いつの日か、ゲノム中のDNAから得られたすべ
てのデータを一般人の健康状態と結びつけることができ、細胞の指示、細胞の種類、組織、臓器、健康状態の結
果がどのように相互に関連しているかをより理解できるようになることを期待している。
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今後3年以内に、ゲノムシステムの解釈に役立つ定量的な層ごとのモデルを構築することを目標としている。医師
が新生児のゲノム配列を調べ、その変異（すなわち、参照ゲノムとの相違点）の影響やほかの要因を理解し、病
気の解決または予防のための洞察につながる日が来ることを期待している。時間が経つにつれて、研究者たちは、
病気やそのほかの変化が体にどのように現れるかをよりよく理解し、シミュレートするのに役立てるために、これら
の発見を利用して、人体全体のデジタルツインを作り出すかもしれない。それまで、我々は世界中の研究者ととも
に、多くの研究を推進する必要がある。
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今後の展望

物理的な世界をシミュレートするデ
ジタルツインテクノロジーは何年も
前から存在しているが、新たな進歩
によって現在の機能を見直す必要が
出てきた。安価なセンサーとIoT、
機械学習、そしてクラウドの高速で
柔軟な特性の組み合わせは、より洗
練された分析とリアルタイムシミュ
レーションを可能にする。製造シナ
リオでは何年も前からこれらの機能
が使用されてきたが、企業は運用、
都市計画、スマートインフラなどに
デジタルツインを導入する方法を模
索している。さらに、企業がas-a-
serviceのビジネスモデルへ移行を
模索している中で、ますます高度化
するデジタルツインがもたらす効果
は詳しく検討する価値がある。そう
なると、テストや実験を行うための
少額の投資を行うか、イノベーショ
ンをより広くサポートするために大
規模な投資を行うか、難しい判断と
なるだろう。

デジタルツインテクノロジーが IoT
やAIと統合されるにつれて、その活
用効果は増大する。現在のビジネス
環境では、潜在的なテクノロジーに
よって引き起こされる混乱は、組織
全体に重大なリスクをもたらすこと
がある。デジタルツイン方式による
プロセスの効率化では、少なくとも
初期段階で、リスクが大幅に高まる
ことはない。しかし、デジタルツイン
テクノロジーへの依存が高まるにつ
れ、企業はセンサーネットワークな
どから大量のデータを収集するよう
になり、それによってプライバシーや
サイバーリスクが増大する可能性が
ある。同様に、デジタルツインシステ
ムが、複数のas-a-serviceを提供
する新しいビジネスモデルを可能に
するようになれば、組織はこれらの
新しい収益ストリームが、ファイナン
ス、テクノロジー、および既存のビ
ジネスモデルにどのような重大な影
響を与えるかを理解する必要がある。
潜在的なリスクが重大である場合は、
IT部門とビジネス部門がデジタルツ
インプロジェクトを進める前に、そ
れらを測定してリスクを管理するた
めの戦略を策定する必要がある。

デジタルツインは、組織の収益に影
響を与える可能性が高まっているが、
CFOや彼らのチームからは十分に
理解されていない。ファイナンス部
門の多くにとって、製造プロセスとサ
プライチェーン倉庫の従来のデジタ
ルツインシミュレーションは、製造ま
たはエンジニアリングが所有するブ
ラックボックスとなっている。しかし、
デジタルツインは、高品質のシミュ
レーション、機械学習、組み込みセ
ンサーの可用性の向上により、可能
性のある技術に変わりつつある。製
品の販売から製品とサービスの組み
合わせやas-a-serviceモデルへと
移行しつつある組織においては、信
頼性の高いデジタルツインを使って
いるところもある。彼らは、組み込
みセンサーを使って利用状況を把握
し、利用方法のリコメンデーション、
プロアクティブなメンテナンス、また
は収益性の最適化などを目的とし
た新しいサービスを作っている。IT
部門と協力して、現在のデジタルツ
インの活用方法と将来的な活用の
可能性について理解することは、新
しい製品とサービスの設計と提供を
サポートするために、ますます重要
になっている。

ストラテジー ファイナンス リスク

Tech Trends 2020

86

Risk Finance Strategy

Risk Finance Strategy
Risk Finance Strategy



あなたのシステム、プロセス、製品、またはアウトプット
のうち、デジタルツインのパイロットとして有力な候補は
どれですか。

デジタルツイン機能をサポートするために、現在どのよう
なインフラと技術プラットフォームを導入していますか。

XaaSモデルに移行したり、製品にサービスをバンドルす
る場合、デジタルツインによって市場投入までの時間を短
縮し、全体的なコストを削減するにはどうすればよいで
しょうか。

要点
将来的には、人、サービス、グローバル企業、さらには都市にさえ、デジタルツインが存在する
可能性がある。今後18～24ヶ月では実現しないだろうが、デジタルツインのトレンドは、今後
数年間進化し、成長するだろう。パイロットやプロトタイプは、企業がデジタルツインから恩恵を
受ける分野を特定するのに役立つが、今こそこの次の破壊的変革フェーズを受け入れる時だろう。

さあ、はじめよう

デジタルツイン
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デジタルツインの本質
2018年から「デジタルリアリティ」、「インテリジェ

ントインターフェース」と続いたトレンドは、本年「デ
ジタルツイン」としてより実務レベルでの価値創出の
実現にフォーカスした内容となっている。2019年6月
に経済産業省から発信された「デジタル時代の新た
な IT政策大綱」では、企業がデジタル技術をビジネ
スに適用し、新たなビジネスモデルを創出し、成果を
出すという期待が込められている。
特に、物理世界とデジタル世界の融合については、
日本の現場の強みをデジタル技術で生かす絶好の機
会であり、そのためのテクノロジーが2020年に大き
く動き出すタイミングとして認知されている。

5Gを含む、デバイス、センサーとの接続性やそれ
らデータの収集・蓄積技術、活用にむけたモデリング、
シミュレーション技術は、海外での事例をうけて日本
でも製造業をはじめ、流通業、医薬業界で活用が進
むと予想している。
すでにアーリーアダプターにおいては、技術研究や
概念実証（Proof of Concept）をはじめ、一部、試
行・本番化利用を進めているが、今後は、プラット
フォームを活用した効率的かつ効果的なPoV（Proof 
of Value）を実践し、多方面でソリューション適用
の幅と業界のサプライチェーンに展開されると考え
ている。
デジタルツインの本質は、テクノロジーで時空を超

え、ナレッジやノウハウをグローバルの「もの・サー
ビス」または「人」に適用、展開できることにある。また、
そのモデルは、再現性の高いシミュレーションモデル
や精度の高いフィードバックシステムにより洗練し続
けるモデルに高度化できることにある。
この点、日本における、今後差し迫った構造課題（少
子高齢化、グローバル化プレッシャー、日本企業の相
対的価値下落など）を解決するポテンシャルがあると
もいえる。
特に場所と時間の制約を解消し、知識やナレッジを

バーチャルなふるまいの場で再現し、日本企業の強み
である現場力を生かした新たなビジネスモデルを再
発見する環境が整ったことになる。

デジタルツインに 
おける国内の動向

Industry 4.0に始まった IoTの適用は、製造業に
おける工場が主流であったが、興味のトレンドはイン
フラ企業（エネルギー企業や道路事業、都市開発な
ど）へとシフトしつつある。
インフラ企業ではその業務特性上、広範囲のエリア
を対象に計画や工事、設備保全（巡視・点検・修理）
を行う必要があるが、少子高齢化の進展による労働
人口の減少が大きな課題となっている。
例えば、日本の電力業界においては2020年4月

に送配電事業の法的分離が実施されることで、送電・
配電を扱う部分が分社化される。送配電事業は各地
に張り巡らされた送配電線や鉄塔・電柱を管理する
必要があるが、人口減少による人員不足に追い打ち
をかけるように電力の託送料金の値下げ圧力が大き
くなっている。
デジタルツインを活用し、センサーからの送配電情
報や鉄塔の状態、天気などの外部環境情報を取得・
シミュレーションすることで、予知保全を行い、現場出
向の削減や品質の向上を実現することが期待されて
いる。
また、都市開発においてもスマートシティの実現に
むけてデジタルツインは注目されている。
都市空間をデジタル化し、さまざまな情報をセン

サーから取得・シミュレーションを行う。例えばゴミ
に関する情報を取得し、ゴミの回収や掃除、ゴミ箱設
置などの計画を行うことができる。あるいは天候や雨
量、水の流れを取得することで、災害時のシミュレー
ションを行うこともできる。人の流れもセンサーで取
得することで、交通や導線の計画、緊急時の避難指示
などのシミュレーションも可能となるだろう。

デジタルツインを 
支える技術の発展
デジタルツインを実現するためのコアな技術は、ほ
とんどの場合、IoTセンサーと実データをリアルタイ
ムに反映するシミュレーションモデルである。デジタ
ルツインにおけるシミュレーションモデルは既存のシ
ミュレーションモデルを発展させ、研究室から実環境
に引き出したようなものである。現実の動作とリンク

日本のコンサルタントの見解
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させることで個々の製品の稼働状況を把握し、不具
合の予測や非効率性の診断が可能となる。
センシングデバイスは日々進化しており、光セン

サー・加速度センサー・ジャイロセンサーに始まり、
GPSやカメラ、マイクなどもIoTセンサーとして活用
が始まっている。
スマートスピーカーもIoTセンサーとして活用され
る事例も増えている。
深度センサーや空間アレイマイク、方位センサーを
搭載した高度なAIセンサーも登場している。通常の
カメラやセンサーでは検知できない3次元の物体情
報を取得することが可能となり、デジタルリアリティを
活用した3次元のデジタルツインにも応用が期待さ
れる。
今後は IoTが発展するにつれて、IoT機器がセン

サーとして活用されることになるだろう。例えばスマー
トホームやコネクティッドカーについても、サービス
を提供する一方でセンサーとしても情報を提供し、そ
れらがデジタルツインとして活用されることになるだ
ろう。

IoTセンサーが増加し、広範囲に配置されると、今
度はセンサーの管理も困難になってくる。数万～数
百万台のセンサーを管理することになると、その管理
システムもIoT専用のものが必要となってくる。
センサーの管理は物理的なものであるため、位置
情報やモジュールバージョン管理、電源、使用年数な
どを含めたライフサイクルの管理が必要となる。デー
タセンタやクラウドに配置された数百台のサーバでさ
え管理が煩雑となりがちであるが、それらが広範囲に
多種多様なセンサーが数百万台となると想像するだ
けで、大変であることが容易に想像できる。遠くない
未来に独自のUXを搭載した IoTセンサー専用のマネ
ジメントソリューションが必要とされるだろう。

デジタルツインの今後の展望
2020年3月より、5Gの商用サービスが順次開始

される。また、ローカル5Gの許認可をうけたサービ
スベンダーも増えてくることが予想されており、企業
は新事業検討においてデジタルツインの可能性や実
現のためのプラットフォームを一気に利用し始めるこ
とが予想される。特に製造業では、工場の自動化の
みならず、設備の稼働率を上げると同時に、デジタル
ツインのモデルを対象とした稼働後の遠隔監視や劣
化予知など、定常稼働から異常状態をいち早く把握し、
保全タイミングの予測が可能となるだろう。合わせて、
各設備のセンサー情報から今まで想定できなかった
相関の強いパラメータ（問題因子）の把握や洞察が可
能となり、シミュレーションモデルとして完成度の向上
も可能となる。また、5Gなどの高速かつ低遅延の技
術を活用し、即時に多数の機器・設備においてリモー
トオペレーションも管理の高度化、効率化を実現でき
る。さらに、医療現場においては、人体の各機能をバー
チャルな臓器や器官に再現したうえで、手術の事前リ
ハーサルや、挙動のシミュレーションを体現でき、医
療の精度アップと安全性の確保も可能となるだろう。
徐々に、実績を上げていく中で、重要な視点として、

デジタル空間における秘匿性やセンシティブデータの
扱いが重要となる。そのための法整備や規制に対す
る準備も並行して行う必要がある。

Socirty5.0にうたわれている社会基盤として活用
する上で、自社の対応方針やプラットフォームを前提
としたアーキテクチャーの方針も各社が考慮すべきで
ある。特にデータセキュリティ、および物理空間以上
のデジタル空間のセキュリティ攻撃への対処とそれを
運用する体制の整備は欠かせない。
最後に、これらを支える人材については、最もクリ

ティカルで時間のかかる課題であり、データを活用で
きる人材の育成と支援プログラムを社会全体で整備
する必要がある。
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IoT戦略&アーキテクチャーコンサルティング領域も担当。

デジタルツイン

93



Sign up for Deloitte Insights updates at www.deloitte.com/insights. 

  Follow @DeloitteInsight

  Follow @DeloitteOnTech

dupress.deloitte.com/tech-trends

Tech Trends 2020  日
本
版

デロイトインサイトについて
デロイトインサイトはビジネスや公共サービス、そしてNGOに関わる人々にインサイトを与える、オリジナルの記事
やレポート、定期刊行物を発行しています。私共のプロフェッショナルサービスを提供する組織とビジネスや学術に
関わる共著者から研究結果や経験を引き出し、企業幹部や政府のリーダーとなる方々に、幅広い視野で議論を進め
ていただくことを目的としています。
デロイトインサイトはDeloitte Development LLC.によって発行されています。

本誌について
この出版物は一般に公開されている情報だけを含んでおり、Deloitte Touche Tohmatsu Limitedおよびそのメン
バーファーム、関連法人は、この出版物により、会計・ビジネス・ファイナンス・投資・法律・税務その他のプロフェッ
ショナルとしてのアドバイスやサービスについて影響を受けるものではありません。この出版物はプロフェッショナル
としてのアドバイスやサービスを代替するものではなく、ファイナンスやビジネスの成果に関わる、組織の決断や行動
を判断する際の基礎資料となるものでもありません。ファイナンスやビジネスに影響し得るいかなる行動・決断につ
いても、事前に適切なプロフェッショナル・アドバイザーに相談されることをお薦めします。
この出版物に基づく判断により個人が損失を受けた場合でも、Deloitte Touche Tohmatsu Limitedおよびそのメ
ンバーファーム、または関連法人は、いかなる責任も負うものではありません。

デロイト トーマツ コンサルティング合同会社

〒100-8361 東京都千代田区丸の内3-2-3 丸の内二重橋ビルディング
Tel 03-5220-8600　Fax 03-5220-8601
www.deloitte.com/jp/dtc

デロイト トーマツ グループは、日本におけるデロイト アジア パシフィック リミテッドおよびデロイトネットワークのメンバーであるデ
ロイト トーマツ合同会社ならびにそのグループ法人（有限責任監査法人トーマツ、デロイト トーマツ コンサルティング合同会社、デロ
イト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社、デロイト トーマツ税理士法人、DT弁護士法人およびデロイト トーマツ コー
ポレート ソリューション合同会社を含む）の総称です。デロイト トーマツ グループは、日本で最大級のビジネスプロフェッショナルグ
ループのひとつであり、各法人がそれぞれの適用法令に従い、監査・保証業務、リスクアドバイザリー、コンサルティング、ファイナンシャ
ルアドバイザリー、税務、法務等を提供しています。また、国内約30都市以上に1万名を超える専門家を擁し、多国籍企業や主要な
日本企業をクライアントとしています。詳細はデロイト トーマツ グループWebサイト（www.deloitte.com/jp）をご覧ください。

Deloitte（デロイト）とは、デロイト トウシュ トーマツ リミテッド（�DTTL�）、そのグローバルネットワーク組織を構成するメンバーファー
ムおよびそれらの関係法人のひとつまたは複数を指します。DTTL（または �Deloitte Global�）ならびに各メンバーファームおよびそ
れらの関係法人はそれぞれ法的に独立した別個の組織体です。DTTLはクライアントへのサービス提供を行いません。詳細は www.
deloitte.com/jp/about をご覧ください。
デロイト アジア パシフィック リミテッドはDTTLのメンバーファームであり、保証有限責任会社です。デロイト アジア パシフィック リ
ミテッドのメンバーおよびそれらの関係法人は、それぞれ法的に独立した別個の組織体であり、アジア パシフィックにおける100を
超える都市（オークランド、バンコク、北京、ハノイ、香港、ジャカルタ、クアラルンプール、マニラ、メルボルン、大阪、上海、シンガポー
ル、シドニー、台北、東京を含む）にてサービスを提供しています。

Deloitte（デロイト）は、監査・保証業務、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリー、リスクアドバイザリー、税務およびこ
れらに関連するプロフェッショナルサービスの分野で世界最大級の規模を有し、150を超える国・地域にわたるメンバーファームや
関係法人のグローバルネットワーク（総称して �デロイトネットワーク�）を通じFortune Global 500®の8割の企業に対してサービ
スを提供しています。�Making an impact that matters�を自らの使命とするデロイトの約312,000名の専門家については、（www.
deloitte.com）をご覧ください。

本資料は皆様への情報提供として一般的な情報を掲載するのみであり、その性質上、特定の個人や事業体に具体的に適用される個
別の事情に対応するものではありません。また、本資料の作成または発行後に、関連する制度その他の適用の前提となる状況につい
て、変動を生じる可能性もあります。個別の事案に適用するためには、当該時点で有効とされる内容により結論等を異にする可能性
があることをご留意いただき、本資料の記載のみに依拠して意思決定・行動をされることなく、適用に関する具体的事案をもとに適
切な専門家にご相談ください。

© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.


	disclaimer.pdf
	DLS3校_Tech Trends 2020_日本語版_表紙




