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デジタルの力でビジネスが変わる！ 
お客様のデジタル革新を加速させる「MetaArc」

FUJITSU Digital Business Platform

MetaArc



MetaArc
FUJITSU Digital Business Platform

今、あらゆる分野でデジタル・テクノロジーを取り込むことで、

お客様のデジタル革新やICT最適化が加速しています。

富士通は、クラウドをはじめ、モバイル、IoT、アナリティクス、セキュリティ、

AI（人工知能）などの最先端ICTと、長年培ってきた豊富なノウハウを融合し、

お客様のデジタル革新を実現するためのプラットフォームとして

「FUJITSU Digital Business Platform MetaArc（メタアーク）」（以下、MetaArc）を提供しています。

本冊子では、MetaArcの概要とともに、企業や業界の枠を“超えてつなぎ”、

お客様のデジタル革新を実現した事例をご紹介します。
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な価値を生み出しています。AI（人工知能）やロボッ

トなどの新たなテクノロジーの活用で、その価値

はより大きなものになっていきます。テキストや

画像データだけでなく、無数のセンサーから生み

出される膨大なデータを機械が自ら学習し、人の

判断や知識創造をサポートするようになるからです。

　流通・小売業における的確な需要予測、製造業

における故障の予兆監視や予防保全など、以前は

“夢物語”と思われていたシナリオが現実のものに

なりつつあります。人が機械と協調しながら新た

な価値創出に挑む――。デジタル革新による新時

代が、今まさに始まっているのです。

待ったなしのデジタル革新
企業の取り組みが本格化

　急スピードで進行するデジタル革新が、各業界

に影響を与えています。例えば、流通業界では、

急成長するオンラインビジネスに対する競争力強

デジタル化の波 
創造的破壊の力
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コンシューマ・ネットビジネス
新たな産業革命

広範な産業・社会への影響

第2の波

第1の波

第3の波

第4の波

Mobile Internet
■ リアルタイム　■ どこでも

Internet of Things （IoT）
■ リアルとデジタルの融合

AI・ロボット　■ 知識支援　■ 人との協働

Internet
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が強く求められているのです。

　あらゆるモノがインターネットにつながるIoTが、

この流れに拍車をかけています。インターネット

につながるデバイスの数は飛躍的に増加し、

2020年には500億を超えるといわれています。様々

なモノに埋め込まれたセンサーやコンピュータが

クラウドにつながり、ビジネスや社会生活に新た

IoTからAI、ロボットへ
到来するデジタル化の波

　デジタル化の進展は、ICTの役割を大きく変え

てきています。コスト削減や業務効率化を図る

「ツール」としてだけでなく、競争力強化やイノベー

ション創出を図る「ソリューション」としての役割
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効率化
（31%）

成長
（30%）

脅威への対応
（23%）

脅威への対応
（30%）

効率化
（26%）

成長
（23%）

効率化
（40%）

成長
（23%）

イノベーション
（22%）

成長
（40%）

効率化
（25%）

イノベーション
（16%）

効率化
（41%）

成長
（28%）

イノベーション
（21%）

第 1 第 2 第 3
業 種

取り組む理由

金 融

運 輸

製 造

流 通

医 療

化がデジタル化の焦点となっています。一方で自

動車業界は、電気自動車や自動運転への車自体の

革新から、カー・シェアリングのような新しいビ

ジネスモデルへの対応まで、様々な方面でディス

ラプティブ（破壊的）な影響を受けています。金融

業界では、新しい決済技術や銀行を仲介しない個

人間金融取引のようなビジネスモデルが変革をけ

ん引。このように各業界で企業が直面する課題は

異なりますが、デジタル革新の目的がビジネスの

成功である点は共通です。

　富士通が実施した調査（注）によると、企業が変

革を進める主な動機は3つに集約されています。

5つの業界のうち3つにおいて、デジタル化に取

り組む理由の第1は業務効率化やコスト削減であ

り、第2はビジネスの成長です。金融業では、業

務効率化とビジネスの成長の優先度がほぼ同じで

すが、これらに続いて競合の脅威への対応も変革

に取り組む強い動機となっています。しかし、運

輸業では競合の脅威への対応が変革に取り組む第

1の理由です。これらは、革新的なFintechサー

ビスやモビリティサービスの動きが、金融や運輸

業界に大きな影響を与えているからだと推定され

ます。一方で、製造および医療業界は業務効率化

やコスト削減、流通業はビジネスの成長を強く志

向しています。

　さらに調査によると、回答したほぼ全てのネッ

ト企業がすでにデジタル革新に取り組んでおり、

非ネット企業も3社に2社はすでにデジタル革新

に着手しているという結果が得られました。そし

て、様々な課題を乗り越えて、いくつもの企業が

デジタル化を通じてビジネス成果を生み出してい

ることが分かりました。

　このように各業界において「デジタル革新」は、

すでに“待ったなし”の状況です。その活動を支援

するため、富士通は「FUJITSU Digital Business 

Platform MetaArc（メタアーク）」（以下、MetaArc）

を提供します。企業や業界の枠を超えて人・モノ・

情報をつなぎ、お客様の競争力強化とイノベーショ

ン創出に貢献してまいります。

（注） 世界16カ国、1500人のビジネスリーダーを対象としたデジタル革新に関する調査を2018年2月に実施

MetaArc

■ デジタル革新に取り組む理由（非ネット企業）
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　そして4つ目がオープン技術の採用です。オー

プン技術の採用により、富士通のSEだけでなく、

他社の開発者やサービス提供者との協業・共創

が容易になります。他社クラウドサービスやオン

プレミスとのハイブリッド環境での運用にも対応

しています。新しいビジネス領域や異業種とのコ

ラボレーションを図り、革新的な価値を共創する

「デジタル・エコシステム」の場として成長させて

いくこともできるのです。デジタル革新の実現は、

成長を目指す企業の必須命題です。富士通は

MetaArcをベースに、最先端テクノロジーを活用

したデジタル革新を支援し、お客様と共に次世代

につながるイノベーション創出を目指していきます。

とが可能になります。例えば、金融業界向けに提

供される「Finplex」では、保険などのフィールド

営業職をサポートするAPIや顧客の問い合わせに

応答するAIを活用したチャットボットのプラット

フォームを利用できます。また、製造業向けのも

のづくりプラットフォーム「COLMINA」では製造

設備に取り付けられたセンサーなどのエッジ部分

から集められたデータを使って、製造オペレーショ

ンをリアルタイムに可視化し、効率化を図ります。

その他にも、流通業向けのIoTプラットフォーム

「SMAVIA」や位置情報を活用したモビリティ・サー

ビス「SPATIOWL」やスマート農業を支援する

「Akisai」なども提供しています。

富士通が提供する「MetaArc」
4つの特長でデジタル革新を支援

　MetaArcには、大きく4つの特長があります。

　1つ目は最先端技術を実装していること。クラ

ウドをベースに、モバイル、IoT、ビッグデータ、

AI、セキュリティなど先進のICTを駆使し、お客

様のビジネス変革を支援します。

　2つ目は「SoE」と「SoR」の連携を実現できること。

SoEとは、人やモノをつないで新たなイノベーショ

ンを創出するシステム。SoRは従来の企業内のデー

タを記録し業務処理を行う情報システムのことです。

　MetaArcではこの2つのシステムのシームレス

な連携が可能です。それを支えているのが、富士

通のSI実績です。富士通が自ら社内実践した成果

に加え、豊富なSI経験に基づく知見やノウハウを

基にSoEとSoRの連携を図り、新たな価値創出の

基盤づくりを支援します。さらに、富士通が持つ

640以上の業務システムのMetaArcへの移行を推

進中です。自らの実践を通じて獲得した課題解決

のリファレンスを、より多くのお客様に提供する

狙いがあります。

　3つ目が業種別のプラットフォームサービスの

提供です。各産業におけるデジタル革新を実現す

るためのSaaS、PaaS、ソリューションパッケー

ジをMetaArc上で提供しており、お客様は各業種

に特化したデジタルサービスを迅速に開発するこ

インダストリー
プラットフォーム ものづくり

COLMINA モビリティ

SPATIOWL

医療

流通

SMAVIA

食・農業

Akisai
金融

Finplex

MetaArc
モバイル IoT アナリ

ティクス AI セキュリティ ブロック
チェーン

クラウド

…

特集 お客様のデジタル革新を加速させる「MetaArc」
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MetaArc

活用コンサルティング

 モバイル  IoT  アナリティクス セキュリティ ブロックチェーン

クラウド
AI

導入支援 構築 運用

ハードウェア・ソフトウェア

Zinraiディープラーニングシステム

AIソリューションサービス

API Zinraiディープラーニング

Zinraiプラットフォームサービス

FUJITSU Human Centric AI Zinrai（ジンライ）
富士通は、「人と協調し、人を中心としたAI」を目標に掲げて、研究開発に取り組んでいます。
そして、培ってきたAIの知見や技術を結集し「Human Centric AI Zinrai」として体系化。
Zinraiは、「知覚・認識」「知識化」「判断・支援」の機能と、それらを高度化し成長させる学習機能と先進技術で構成されます。
この技術をベースに開発するサービスは、MetaArcの中に位置づけられています。

FUJITSU Human Centric AI Zinrai 

人／企業／社会
センシング アクチュエーション

画像処理
音声処理

感情・状況認識

自然言語処理
知識処理・発見
パターン発見

推論・計画
予測・最適化
対話・推薦

ディープラーニング学習 機械学習 強化学習

脳科学先端研究 社会受容性 シミュレーション

知覚・認識 知識化 判断・支援

Zinraiの技術

Zinraiが提供するサービス     

詳細は
Webで
チェック

――Zinraiのどんな機能を試されましたか。
手塚氏：今回は「Zinraiディープラーニング」を試しました。「基本
API」では汎用的に利用することができる音声テキスト化や自然文
解析、「目的別API」では利用シーンごとに組み合わせられる需要
予測を使ってみました。

――実際に使ってみていかがでしたか。
河村氏：海外大規模サービスと遜色ない性能だと思います。自然
文解析では、日本固有の名詞や住所などの認識に強みがあると感
じました。

――Zinraiディープラーニングの使用感はどうでしょうか。
関本氏：GUIで行うバッチ型学習は、ディープラーニング用のフレー
ム・ワーク「Caffe」とGUIで設定を行います。R、Pythonなどの専
門的な言語を習得する必要がないので、とにかく簡便な印象を受
けました。GPUはなんとP100で、かなり高速に実行できます。

──これからのZinraiにどんなことを期待していますか。
河村氏：日本語ドキュメントが用意されているのでかなり心理的
なハードルが低いです。利用ユーザーがAIで成果を上げ、今以上
に盛り上がって、事例や開発情報が増えていってほしいですね。

 株式会社ジェナ

手塚 康夫 氏

株式会社TOKAIコミュニケーションズ

関本 正光 氏　 河村 遥平 氏

User's Voice

AIを使ってみた！

（注）このコンテンツは2018年3月にteratail Report（https://teratail.com/report）に掲載されたものを基に作成しています 07



MetaArcで実現するデジタル革新①

イオンフィナンシャルサービスが
取り組む情報銀行での
パーソナルデータ利活用

富士通が実施した「世界15カ国の経営者/意思決定者に対するデジタル革新調査」（2017年2月）によれば、すでに
68％の企業がデジタル革新の実施やトライアル、検討を進めているという結果が出ています。そこで、「MetaArc」
を取り上げ、企業や組織でどのような取り組みが行われているのかを説明していきます。まずは、イオンフィナン
シャルサービスによる情報銀行の実証実験について紹介します。

イオンフィナンシャルサービス株式会社 様

～そのプラットフォームとなった「MetaArc」とは～

MetaArcで
実現する
デジタル革新
クラウド、AI、IoTを活用した先進事例

ブロックチェーン／パーソナルデータストア
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富士通情報銀行  （仮称）

FUJITSU Digital Business Platform MetaArc

（趣味／嗜好／行動パターン） パーソナルデータ管理サービス 情報銀行　運用部

個別指定企業への実名開示承諾

匿名開示承諾

FUJITSUコイン発行

開示されるようになっています。

　その中で富士通は、データ蓄積を行う「パーソ

ナルデータストア（PDS）」の提供者として、デー

タ管理方法の安全性や運用性などを検証。また預

託されたパーソナルデータの内容や情報量、開示

先に応じて、富士通が発行する実証実験専用の企

パーソナルデータ利活用で
新たな価値創出をMetaArcで実現

　モバイル端末の普及やそれを利用した購買行動・

決済などによって、パーソナルデータが日々膨大

に生成されるようになっています。これが業界横

断的に利活用できるようになれば新たなサービス

の創出が加速し、消費者にとっては利便性の向上、

企業にとってはビジネスチャンスの拡大につながっ

ていくはずです。

　このような観点から、イオンフィナンシャルサー

ビスと富士通が2017年8月から10月にかけて実

施したのが「情報銀行」の実証実験です。情報銀行

とは、個人のパーソナルデータを安全に収集・管

理し、その個人が承諾した開示企業に対してパー

ソナルデータを提供するとともに、データ利用の

トレーサビリティも実現するというもの。

　今回の実証実験では、富士通の社員がパーソナ

ルデータ提供者として参加。毎日10問のアンケー

トに回答することで、年齢や居住地、家族構成と

いった属性情報をはじめ、趣味や嗜好、日々の気

分や体調といったデータを「自らの意思で情報銀

行に預託」していきました。さらにデータのカテ

ゴリーごとに「どの企業に提供するのか」を設定。

個人が承諾したデータのみが、データ利用企業に

業内仮想コイン「FUJITSUコイン」を、参加者に付

与するという取り組みを行いました。「FUJITSUコ

イン」はブロックチェーンの分散台帳で管理され、

一部店舗で利用できるクーポンへの交換が可能。

これによって、データ提供のインセンティブをど

のように高めていくかも検証されていったのです。

Case study 1: AEON Financial Service Co., Ltd.

■ イオンフィナンシャルサービスと富士通が共同で行った「情報銀行」の実証実験の概要
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法」でも、個人情報保護の強化とともに、個人

情報の取得や第三者提供に関する方針が明記さ

れています。また2017年6月には「データ流通

推進協議会」の第1回設立発起人会が開催され、

同11月に正式に設立されました。

　共創の基盤として、この実証実験を支えるの

が、MetaArcです。MetaArcにはデジタル革新

を実現する様々なコンポーネントが用意されて

おり、その1つであるパーソナルデータ管理サー

ビスを利用することで、安全なデータ保管や適

きな意味があります。それは個人情報に対する

考え方が、近年大きく変わりつつあるからです。

　「以前の個人情報の扱いは、『保護』という観点

でのみ語られることが一般的でしたが、最近で

は個人情報を積極的に活用することで、個人の

利便性向上につなげていこうという機運が高まっ

ています」と、この実証実験に参加している富

士通 金融イノベーションビジネス統括部 ビジ

ネス企画部長の佐藤和英は語ります。すでに

2017年5月から施行された「改正個人情報保護

　その一方でイオンフィナンシャルサービスは、

パーソナルデータを利用する企業として、PDS

へのアクセス方法や、パーソナルデータに基

づく金融商品・サービスなどの提供方法を

検証。これによって、企業がパーソナル

データを利活用するための知見や、デー

タを活用したサービス提供に関す

るノウハウを蓄積していきました。

　この実証実験がこのタイミ

ングで行われたことには大

MetaArcで実現するデジタル革新①

■ MetaArcの体系
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切なアクセス管理、データ提供の際のアプリケー

ション認証などの機能を提供しています。

業界の壁を越えた「共創」が
実証実験を後押し

　今回の実証実験に至るプロセスを見ると、

MetaArcの特長が活かされていることが分かり

ます。

　まず注目したいのが、イオンフィナンシャルサー

ビスと富士通が、2016年からハッカソンの開

催などを通じて、新たな価値を一緒に創り上げ

るための「共創」を行っていたということです。

この中で複数のビジネスアイデアが生まれてお

り、その1つが「ライフログを銀行やリテールの

マーケティングに活用できないか」というもの

でした。

　その一方で、富士通内では、情報銀行に必要

となるパーソナルデータ管理のサービスを企画・

開発していました。イオンフィナンシャルサー

ビスと富士通の共創で生まれたビジネスアイデ

アは、このサービスと出合うことでより現実性

の高い内容へと昇華していきます。そして今回

の実証実験へとつながっていくのです。

　2017年4月には富士通社内で準備のためのプ

ロジェクトが発足、実証実験で検証すべき仮説

や実施方法などが明確化されていきます。そし

てイオンフィナンシャルサービスへの提案が行われ、

2017年8月から実証実験が開始されることにな

ります。

　実証実験の最中も、両社は週に2回のペース

でワークショップを開催。ライフログからどの

ような情報を抽出したいのか、そのためにはど

のような質問内容にすべきなのか、そして回答

への動機づけをいかにして維持していくかとい

う検討を、継続的に行っています。企業の壁を

越えた密接な関係をつくり上げることで、お互

いのナレッジを融合させていくという取り組み

を、積極的に進めてきたのです。

　なお富士通は、前述の「データ流通推進協議

会」の理事にもなっています。「個人情報の利活

用に対し、真正面から取り組んでいきたいと考

えています」と佐藤。商用サービスとしての情

報銀行も今後数多く立ち上がることになるはず

ですが、今回の実証実験で得られた知見は、そ

れらのサービス実現にも活かせるだろうと語り

ます。

デジタル革新を
本気で実現するためには

　ここで興味深いのは、クラウドサービスを中

核とした各商品やサービスの提供にとどまらず、

新規事業のアイデア出しからその検証方法、実

証実験に必要な参加者の募集まで、全面的に富

士通が関与しているという点です。つまりこの

活動は、「顧客の要望に合わせてICT製品やサー

ビスを提供する」といったICT企業としての枠組

みを大きく超えているのです。だからこそ、デ

ジタル革新を支えるプラットフォームでも、

MetaArcのような「従来の枠組みを超えたプラッ

トフォーム」を構想できたのです。

　富士通はこのような活動と、それを支える

MetaArcによって、ほかにも数多くの顧客との

デジタル革新を実現しています。MetaArcは日

本のデジタル革新をけん引する、強力なエンジ

ンになっているといえます。

Case study 1: AEON Financial Service Co., Ltd.

関連する製品・サービス・ソリューション
パーソナルデータ管理サービス

（注）このコンテンツは2017年11月に日経 xTECH Specialに掲載されたものを基に作成しています
（注）本記事中に記載の肩書や数値、固有名詞などは掲載時のものであり、変更されている可能性があることをご了承ください

記事全文は
Webで
チェック

富士通株式会社 
金融イノベーションビジネス
統括部 
ビジネス企画部長

佐藤 和英
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Fintech

パスワードに代わる
認証規格としてFIDOを採用

　最近では銀行サービスも、非対面チャネルへ

のシフトが進んでいます。これによって利用者に、

より高い利便性を提供することができるからです。

「当行でもインターネットバンキングの利用が拡

大しています」と語るのは、みずほ銀行の数原和

典氏。この流れに伴い大きな課題となってきた

のが、“なりすまし”による不正送金などのサイバー

犯罪の防止です。みずほ銀行はこの課題を解決

するため、富士通のMetaArc上で提供されている

「Finplex オンライン認証サービス for FIDO」を活

用しました。

　「FIDOの最大の魅力は、スマートフォン内で

ユーザー認証を完了したうえで署名データの

みをサーバに送信するため、銀行側で生体

情報を預かる必要がないことです」とみ

ずほ銀行の須藤泰自氏は話します。

バンキングアプリに
生体認証FIDOを導入
高度なセキュリティと
利便性向上の両立を実現

オンラインサービスで広く使われているIDとパスワード。しかし最近ではパスワードの漏えいや、パスワー
ドを記憶するための利用者負荷が課題になっています。みずほ銀行は、これらを解決するため富士通の
MetaArc上で提供されている「Finplex オンライン認証サービス for FIDO」を活用し、インターネットバンキ
ングアプリに生体認証を導入。今後は幅広いサービスへの展開を目指しています。

株式会社みずほ銀行 様

MetaArcで実現するデジタル革新②
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　みずほ銀行がこのプロジェクトに着手したのは

2016年12月。以前からもFintechの潮流下、AI（人

工知能）、生体認証の調査を進めていましたが、

複数ベンダーに相談を行ったところ、富士通が

FIDOを提案。2017年2月に採用することが決ま

りました。標準規格であるFIDOを富士通から導

入することにした理由について、数原氏は「指紋

や顔、虹彩など多様な生体情報に対応したフルラ

インナップの生体認証を、短期間で用意できるか

らです」と説明します。

　そして2017年4月に開発に着手してから、わず

か半年でシステムが完成し、「みずほダイレクト

アプリ」のログインでFIDOによる生体認証が利用

できるようになりました。

　認証用の生体情報としては、指紋や虹彩に加え、

カメラを利用した顔認証もサポートしており、カ

メラを装備したスマートフォンであれば幅広い機

種で利用可能です。一度登録が完了すれば、あと

はログイン時に「生体認証でログイン」を選択して

対象の生体情報を読み込ませるだけです。パスワー

ドを入力することなく、簡単でより安全な認証が

可能になります。

SNSなどで高く評価され
急速に利用者が増加

　大々的な宣伝をしていないにもかかわらず、サー

ビス開始から利用者は急速に拡大中。リリース当

初からSNSなどで「使いやすい」、「便利」といった

コメントが多数投稿されたことが利用者を短期間

で増やす要因の1つになりました。「最初の1カ月

で年間目標の60％を達成しています。多くのお

客様にスピーディーに浸透したことに私たち自身

も驚いています」と数原氏は語ります。

　「今後は、資金移動の際の認証、ATMや行内シ

ステムなどにも生体認証活用を進めていく計画で

す。そして、みずほ信託銀行やみずほ証券など、〈み

ずほ〉の認証のプラットフォームとしての活用も

視野に入れています」と須藤氏は説明します。

　FIDOという規格は新たな認証方法を取り込み

やすいため、多様なニーズに対応することができ

ます。これもFIDOを選択した大きな理由であり、

これからも最新の認証技術に追随したサービスを

提供したいと語ります。

　「今後はできるだけ暗証番号の入力を減らし、

体1つで取引できるサービスを富士通と共に実現

していきたいと考えています」と数原氏は将来を

見据えます。

Case study 2: Mizuho Bank, Ltd.

生体認証で
ログイン

関連する製品・サービス・ソリューション
Finplex オンライン認証サービス for FIDO（注）本記事中に記載の肩書や数値、固有名詞などは掲載時のものであり、変更されている可能性があることをご了承ください

記事全文は
Webで
チェック

■ 生体認証のログインデバイス画面
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AI

膨大な人手と時間が必要な
保育所への入所選考作業

　急速に進みつつある少子化への対策ですが、

保育を取り巻く状況は依然として数多くの課題

が残されています。その1つが、子どもが入所す

る保育所を決める「保育所入所選考業務」の複雑

性。「自治体によって申請者が出せる希望条件は

異なっていますが、入所選考の基本ルールは『各

保育所の定員』の下、『それぞれの子どもの優先順

位』に沿って『申請者の希望』をかなえていくこと

です」と説明するのは、富士通研究所 シニアリサー

チャーの大堀耕太郎。

　「右図は、定員2人の2つの保育所（A、B）に2組

のきょうだいを割り当てるケースを示していま

す。『それぞれの子どもが保育所BよりもAへ

の入所を希望』しており、『きょうだいが別々

の保育所に入るよりは2人同時に保育所

Bに入ることを希望』しているのであ

約8000人の児童の
保育所入所選考を
AIマッチングでわずか数秒に

少子化対策として解決すべき課題の1つが、保育所入所選考の複雑さです。この問題を解決するため、「AI（人
工知能）を用いたマッチング技術による保育所入所選考」の実証実験が実施され、さいたま市の児童約8000人
の保育所入所選考を、わずか数秒で算出することが可能になりました。富士通はこの技術を今後MetaArcの
構成要素の1つである「FUJITSU Human Centric AI Zinrai」などの各種サービスに組み込んでいく予定です。

さいたま市 様

MetaArcで実現するデジタル革新③
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れば、割り当て3と割り当て4がルールに合致し

ており、優先順位の最も高い子ども①の希望がか

なえられる割り当て3が最適であると考えます」

　さいたま市では最も多い時期で児童約8000人

の入所選考をしていますが、それぞれが第5希望

まで出した場合には、5の8000乗の組み合わせが

出てきます。この作業を20～30人の職員が非常

に多くの日数をかけて実施しています。当然、割

り当ての見直しも必要であり、間違いがあればや

り直さなければなりません。作業量が膨大なだけ

でなく、心理的な負担も大きいのです。

ゲーム理論で選考をモデル化
実践を繰り返しほぼ完璧な結果に
 

　この問題を解決するため、富士通研究所、九州

大学マス・フォア・インダストリ研究所富士通ソー

シャル数理共同研究部門、富士通が共同で実施し

たのが、「AIを用いたマッチング技術による保育

所入所選考」の実証実験です。

　その取り組みが始まったのは2015年6月。

2016年3月にはさいたま市へのヒアリングを開始。

選考の詳しい条件やルール、現場の思いなどを聞

いたうえで、「ゲーム理論」を応用し、複雑な関係

をモデル化していきました。

　2017年1月には、児童約8000人の匿名化デー

タを利用し、実証実験に着手。AIによる処理結果

は人手による結果と照合され、精度が高められて

いきました。これによって2017年8月には、人手

による入所選考とほぼ100％合致する結果を、わ

ずか数秒で得られるようになったのです。

　この実証実験で確立されたマッチング技術は、

自治体向け保育業務システム「MICJET MISALIO 子

ども・子育て支援」のオプションサービスとして

提供。さらに、MetaArcの構成要素の1つである

「FUJITSU Human Centric AI Zinrai」のサービスと

しても提供していきます。これによってMetaArc

は保育所入所選考をはじめとする複雑性の高い問

題を解決するうえで、今後重要な役割を担う存在

になっていくと期待されています。

Case study 3: Saitama City

関連する製品・サービス・ソリューション
Fujitsu Human Centric AI Zinrai／MICJET MISALIO 子育てソリューション

（注）このコンテンツは2017年12月に日経 xTECH Specialに掲載されたものを基に作成しています
（注）本記事中に記載の肩書や数値、固有名詞などは掲載時のものであり、変更されている可能性があることをご了承ください

記事全文は
Webで
チェック

株式会社富士通研究所 
人工知能研究所 
人工知能実践PJ 
シニアリサーチャー 博士（工学）

大堀 耕太郎

割り当て
子ども①

優先順位1位

割り当て1 保育所A 保育所A 保育所B 保育所B ×

割り当て3 保育所A 保育所B 保育所B 保育所A 〇

割り当て5 保育所B 保育所A 保育所B 保育所A ×

割り当て2 保育所A 保育所B 保育所A 保育所B ×

割り当て4 保育所B 保育所A 保育所A 保育所B 〇

割り当て6 保育所B 保育所B 保育所A 保育所A ×

子ども②
優先順位2位

子ども③
優先順位3位

子ども④
優先順位4位

ルール
判定

きょうだい

きょうだい

■ 一般的な保育所入所選考のイメージ

15



IoT

個人での体調管理だけでは難しい
建設現場での労働災害を抑止

　社会基盤をつくるうえで重要な役割を果たして

いる建設業ですが、人材を確保するうえで避けて

通れない課題が建設現場の安全性向上です。建

設現場での労働災害は減少し続けてきましたが、

建設業労働災害防止協会が公表している建設業

での死傷者数は、2016年でも1万5000人を超え

ており、さらなる取り組みが求められています。

　「特に夏場は熱中症で倒れる作業員も増えてき

ており、その対策は重要課題の1つになっています」

と語るのは、鹿島建設で工事支援を行っている

門脇裕介氏。熱中症を防止するために鹿島建設

の工事現場では、塩分を補う塩飴の配布や、体

調管理に関する啓発活動などを実施。しかし

体調判断は個人に依存している部分が多

く、大量に汗をかいても塩飴や水分を

取らない人も少なくありません。

MetaArcで実現するデジタル革新④

作業員の労働災害対策に着手
IoTを活用して熱ストレスを把握し、
体調の変化をいち早く察知

建設現場の人材確保のために不可欠な安全性の向上。特に夏場は熱中症にかかる作業員が増えてきており、そ
の対策が重要課題の1つになっています。鹿島建設はその手段としてIoT活用に着目。富士通がMetaArc上で実
現している「FUJITSU IoT Solution UBIQUITOUSWARE 安全管理支援ソリューション」を試験導入し、同ソリュー
ションによる熱ストレスの把握や作業員の意識改革の結果として熱中症ゼロを実現しました。

鹿島建設株式会社 様
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　作業員がどこにいても、熱中症の予兆を察知で

きる仕組みはないのか。門脇氏はこの問いに対し

て、体調変化を事前に把握できるソリューション

を発見します。デジタル革新を実現するプラット

フォーム、MetaArc上で展開するIoTを活用した「安

全管理支援ソリューション」に関する新聞記事を

読み、「これなら安全管理を徹底できる」と直感し

たのです。

　その後、富士通から詳細な話を聞き、2017年

4月にデモを見たうえで、関東支店幹部に提案。

6月に埼玉県内の3ヘクタールの造成工事現場へ

の導入が決定したのです。

迅速な検知で熱ストレスによる
体調変化を把握

　現場作業員はバイタルセンシングバンドとスマー

トフォンを装着。バイタルセンシングバンドは作

業員パルス（脈波）や加速度、周囲の温度・湿度の

データを取得。それがスマートフォン経由でクラ

ウドに送られ、そのデータはWebブラウザで、作

業員ごとに一覧表示ができます。また身体状態の

変化の予兆を察知すると、作業員や監督者が持ち

歩くスマートフォンに、アラートが一斉送信され

るようになっています。

　「このような仕組みを導入したことで、作業員

の体調が悪化していないかすぐ分かるようになり

ました」と語るのは、鹿島建設で現場所長を務め

る竹内公一氏。さらに、「体調に変化があると全

員にアラートが送信されるため、監督者が作業者

を見守るだけではなく、作業員同士もお互いを見

守ろうという空気が生まれました」と語ります。　

その結果、この工事現場では熱中症ゼロを達成。

「センサーデバイスからスマートフォン、クラウ

ドまで揃っているので、簡単に導入ができてすぐ

に使えるところが非常によかったです」と門脇氏。

　このようにMetaArcを活用することで、工事現

場などで働く人の安全管理が容易になることが分

かります。労働者の安全性向上の1つのアプロー

チとして、注目すべきだといえるでしょう。

Case study 4: Kajima Corporation

関連する製品・サービス・ソリューション
FUJITSU IoT Solution UBIQUITOUSWARE 安全管理支援ソリューション

（注）このコンテンツは2017年12月に日経 xTECH Specialに掲載されたものを基に作成しています
（注）本記事中に記載の肩書や数値、固有名詞などは掲載時のものであり、変更されている可能性があることをご了承ください

記事全文は
Webで
チェック

鹿島建設株式会社 
関東支店 
現場所長  

竹内 公一 氏

鹿島建設株式会社 
関東支店 
土木部 工事支援グループ 

門脇 裕介 氏

作業者の熱ストレス、身体負担が事前に設定された条件に
該当した場合、手首につけたバイタルセンシングバンドが
振動して通知。

スマートフォン

作業者

複数の作業者のアラームを一括で管理。
休憩指示や事故発生時の迅速な対応が可能。

現場管理者

現場管理者作業者

バイタル
センシング
バンド

IoT Platform

センサーデータ

GWスマートフォン

アラーム通知

Bluetooth® Smart

■ 鹿島建設が導入した「安全管理支援ソリューション」
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一人暮らしの高齢居住者向け
見守りサービスの推進と課題

　市民の居住水準の向上や住環境の整備の実現

に貢献してきた横浜市住宅供給公社。だが、昨

今の大きな課題の1つとなっているのが高齢者に

対する生活安全サポートです。「普段は元気な方

でも突然体調が悪くなる、転んでけがをするといっ

た不安があります」と横浜市住宅供給公社 理事長 

浜野四郎氏は語ります。

　すでに一人暮らしの高齢者を見守るための、

様々なサービスが普及しています。例えば緊急

通報ボタンの設置やセンサーで居住者の動きを

確かめたり、カメラで居住者の様子を確認した

りするサービスです。だが、緊急通報ボタンのサー

ビスは「意識を失わずにボタンを押せたとき

は役に立ちますが、意識を失って倒れた場

合には機能しません」と賃貸住宅事業課

課長補佐 戸田敦也氏は話します。

独自の音響分析技術で
安否・健康両面の見守りを実現
プライバシーへの配慮と安心感で
居住者からも高評価

横浜市住宅供給公社は、一人暮らしの高齢者向けに、より安全・安心で付加価値の高い見守りサービスの導
入を検討していました。すでに普及している見守りサービスには、プライバシーや緊急時の対応に課題があ
りました。そこで、「FUJITSU IoT Solution UBIQUITOUSWARE 居住者の見守りソリューション」の導入を検討。
独自の音響分析技術とコールセンターとの連携で、プライバシーを確保しつつ安否と健康の両面を見守るサー
ビスです。実証実験による居住者からの高い評価を得て、本格利用を開始しました。

横浜市住宅供給公社 様

MetaArcで実現するデジタル革新⑤ IoT
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　そういった課題を解決するために注目したのが、

富士通のMetaArc上で展開されている「FUJITSU 

IoT Solution UBIQUITOUSWARE 居住者の見守り

ソリューション」でした。

　富士通の「居住者の見守りソリューション」は、室

内に設置したリモートケアベースで生活上発生する

音や人の動き、温湿度をセンシングすることで居

住者の生活状況を把握し、異常時の早期発見を行

うもの。また安否見守りだけでなく、24時間看護

師が常駐する富士通グループのコールセンターか

ら定期的に体調を伺うなど、健康見守りも行います。

独自の音響分析技術で
プライバシーに配慮

　実証実験を行うために、まずモニターとなる居

住者宅の居間と寝室にリモートケアベースを設置。

同装置には人感センサーと音を拾うマイク（音セ

ンサー）、温湿度を感知するセンサーが搭載され

ており、この複数のセンサーを組み合わせて機能

させることで、居住者を24時間365日見守ります。

　人感センサーと音センサーによって収集した情

報から、人の動きや生活音を検出し、生活気配の

有無を推測。この際、会話などの実音声はリモー

トケアベース内で処理され、録音や外部への送信

は一切行われません。あくまでも生活のサインと

して捉えたいテレビの音、せき、発話、いびきな

どを抽出し、居住者が“活動したか否か”の情報を

1時間に1回、定期的にクラウド上に集約します。

長時間にわたって生活気配がない、転倒を疑う大

きな音がしたなどの異常を検出すると、コールセ

ンターから居住者宅に状況確認を行い、呼びかけ

に応じない場合などは、緊急連絡先に連絡します。

　様々な「安心」を提供する本サービスは、モニター

からも高い評価を受けました。「24時間体制で見

守られている安心感をモニターとして参加された

多くの方が感じられたようです」と話す賃貸住宅

事業課主事の中山悠氏。

　「今回実証実験した見守りサービスは双方向の

コミュニケーションを大事にすることで温かみのあ

るサービスと感じられているようです」と賃貸住宅

事業課 竹中庸子氏は住居者からの声を語りました。

　今後について、「より多くのあらゆる世帯に、

安全・安心な住まいを提供できるよう、これから

も富士通さんには、研究を重ねていただき、さら

に素晴らしいサービスを提供していただくことを

期待します」と浜野氏は話しました。

Case study 5: Yokohama City Housing Development Public Corporation

関連する製品・サービス・ソリューション
FUJITSU IoT Solution UBIQUITOUSWARE 居住者の見守りソリューション（注）本記事中に記載の肩書や数値、固有名詞などは掲載時のものであり、変更されている可能性があることをご了承ください

リモートケアベースリモートケアベース コールセンター

クラウドを活用した
双方向コミュニケーション

クラウドを活用した
双方向コミュニケーション

プライバシーの確保
異常を検知可能 IoT Platform

■ センシング技術と人によるケアで安心を提供

横浜市住宅供給公社
賃貸住宅事業課技師 

竹中 庸子 氏

横浜市住宅供給公社
賃貸住宅事業課主事 

中山 悠 氏

横浜市住宅供給公社
賃貸住宅事業課課長補佐 

戸田 敦也 氏

横浜市住宅供給公社
理事長 

浜野 四郎 氏
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デジタル革新に向けた共創の場

〈東京・赤坂〉

会員制オープンアクセス型DIY工房「TechShop」。

メンバーになってプランを選択すれば、出入り

自由で工作機械が使い放題。試作品を製作すれ

ば、会員同士のコミュニティーによって洗練され、

新たなイノベーションが生まれるかもしれません。

〈東京・浜松町、大阪・中之島〉

これからの未来を見つめ、デジタル革新を具

体化へと導く「共創ワークショップ空間」です。

デザイナー、コンサルタントなど、経験豊富

な専門家が、お客様と共に考え、独自の手法

と最先端のテクノロジーで、未来への思いを

カタチにします。

FUJITSU Digital 
Transformation Center

MetaArc上で稼働する様々なソリューショ

ンをWebで購入、販売できるマーケットプ

レイス。富士通とパートナー企業が提供す

るクラウド、IoTやAI、セキュリティなど最

新デジタルテクノロジーのサービスをつなげ、

新たなエコシステムの創出をご支援します。

まずは無料トライアルでお試しください。

FUJITSU MetaArc 
Marketplace

http://www.fujitsu.com/jp/metaarc/

詳細は
Webでチェック

詳細は
Webでチェック

詳細は
Webでチェック

MT0002-2018年5月AP

環境への配慮
• 森林保全につながる FSC®（ Forest Stewardship Council®）
　「森林認証紙」を使用しています。
• VOC（揮発性有機化合物）を含まない「植物油インキ」を使用しています。

〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2  汐留シティセンター
富士通コンタクトライン（総合窓口）
TEL 0120-933-200 受付時間 9:00～17:30（土曜・日曜・祝日・当社指定の休業日を除く）

富士通株式会社




