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Foodtech×healthtech動向と
NTTデータの取り組み



株式会社NTTデータ
製造ITイノベーション事業本部
第四製造事業部 VC統括部
統括部長

Mitake Mizuho

三竹 瑞穂

プロセス製造業（食品・飲料、製薬、化学、素材、エネル
ギー）向けビジネスのセールス・コンサルティング機能を統括。

経営情報学修士（MBA）取得。

公立大学法人 宮城大学 客員准教授。

農林水産省のフードテック官民協議会、一般社団法人
SPACE FOOD SPHEREに参加。
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※協賛企業は抜粋出典：https://futurefoodtech.com/ 出典：https://www.smartkitchensummit.com/
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出典：日経ビジネス2020年2月10日号 出典：https://events.nikkei.co.jp/32239/

第1・2回
日経フードテック・カンファレンスにおける登壇



出典：https://www.food-innovation.co/sksj2020/

・三竹瑞穂（Mizuho Mitake）/ エヌ・ティ・ティ・データ(NTTDATA Corporation)

味の素

不二製油

三井不動産

Oisix ra daichi

Cookpad

亀田製菓

Panasonic

東京建物

Smart Kitchen Summit Japan2020における登壇



千年カルテ/匿名加工医療情報作成事業
NTTデータはライフデータイニシアティブと連携し、電子カルテを含む詳細な医療情報を収集・
匿名加工指定提供する、「匿名加工医療情報作成事業」を2020年1月6日に開始。
研究者や自治体、製薬メーカーなどへの、医療情報提供が可能。
医療情報を活用した、新たな治療法や新薬、革新的な医療機器開発の促進などが期待されている。



Healthcare costs 

will increase drastically.

生活習慣病が増加し、世界の糖尿病関連

の医療費は約83兆円
OECD

2030年に世界の糖尿病患者数は

約25%増加

IDF DIABETES ATLAS
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生活習慣病関連の医療費は全体の

約3分の1（約14兆円）
Ministry of Health, Labour and Welfare

2040年、社会保障給付費は現在の

約1.6倍（約190兆円）
Japan Times

Global Japan
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https://www.oecd.org/health/the-heavy-burden-of-obesity-67450d67-en.htm
https://dm-net.co.jp/calendar/2019/029706.php
https://www.niph.go.jp/soshiki/jinzai/koroshoshiryo/tokutei29/keikaku/program/K1-1.pdf
https://www.japantimes.co.jp/opinion/2019/01/10/commentary/japan-commentary/can-social-security-system-sustained/#.XeET8JNKjOQ


スタートアップ投資規模

foodtech healthtech

1,492,934,400,000円1,762,560,000,000円

2019年
単位：円（$=103.68円）
出典：PitchBook



革新的なスタートアップ 事例 1 
HEALBE社の最新のウェアラブルデバイス、GOBE３では摂取カロリーも追跡可能。

出典元：：https://healbe.com/ja/

https://healbe.com/ja/


革新的なスタートアップ 事例 2 
Nourished社（イギリスのスタートアップ）は
3Dプリンターを活用したパーソナライズサプリメントを提供。

出典元：：https://get-nourished.com/



革新的なスタートアップ 事例 3 
ロイヤルメルボルン工科大学と、ヘルステック企業Atmo Biosciencesは腸内のガスを検知する
スマートカプセルの開発を進めており、2022年までの商品化が目標。

出典元：：https://atmobiosciences.com/

https://atmobiosciences.com/


革新的なスタートアップ 事例 ４
食事の情報とバイタル情報（脈拍や血圧、呼吸数などの生体情報）をAI解析することで、
その人の目標達成を応援できるような栄養素を判別し、目的達成のための食事を提案。

出典元：https://japan.cnet.com/article/35164613/
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パーソナライゼーション

医

個別化医療
デジタル治療

食

パーソナライズド
ニュートリション

食と医領域の融合が進んでいく



人生100年時代のパーソナライゼーション

健康 罹患

ペイシェントジャーニー

病後

パーソナライズド
ニュートリション

個別化医療
デジタル治療

在宅治療
デジタルセラピューティクス

人生において、健康な時期もあれば、病気を患う時期もあり、状態に合わせてのサービス提供が必要。
カスタマージャーニーとペイシェントジャーニーをどう融合させていくかがポイント。

カスタマージャーニー

未病対策



D to C

パーソナライゼーション実現に向けて
乗越るべきハードル

販売/マーケティングデータ等

小売り・医療機関

Product

マスデータ パーソナルデータ

Experience

Education

ハードル/課題

• 顧客との繋がり方
• データの集め方

• 集めたデータの使い方
• CX最大化の手段
• 既存チャネルも含めた

全体最適

• データのセキュアな
取り扱い方

チャネル

売り方

データ



ＮＴＴデータの取組み

パーソナライゼーション3.0

フリクションレス

プラットフォーム

1

２
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株式会社NTTデータ
製造ITイノベーション事業本部
コンサルティング&マーケティング事業部

課長

Tada Kenichi

多田 健一

マーケティング・営業系の業務に一貫して従事し、
小売業、金融業、自動車製造業や人材派遣等の
サービス業などを担当。
現在はFood&Wellnessのデータ活用領域のコン
サルティングに従事しながら、食品・製薬業界の未
来のマーケティングの在り方を追求している。
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パーソナライゼーション3.01



パーソナライズドサービスの必要性
マクロトレンドの変化に伴い、生活者の価値観は多様化。
食品・製薬メーカーは、今まで以上に生活者一人ひとりにパーソナライズされたサービスを
提供する必要が出てくると考えている。



パーソナライゼーションの変遷
2030年には、より詳細なデータを業界横断で取得し、サービスを組み合わせて提供する、
「Personalization3.0」モデルに突入していく。

Consumer Value
提供価値

Convenience
チャネル

Communication
データ活用

Features

Technology
Trigger

2000 2010 2020 2030

Personalization1.0 Personalization2.0 Personalization3.0

OMO Frictionless OMO

個社での消費者データ活用 業界横断での
消費者データ活用

消費者接点を構築消費者をマスで捉える

マス製品

マスデータ
（POS・消費者リサーチ）

シングル～マルチチャネル

Personalized広告
スモールマス製品

属性・行動履歴
データ

O2O・D2C

健康・食事・嗜好
データ

Personalized体験 複合的なPersonalized体験

業界横断で統合された
データ

ー SMAC
AI・IoT

XR（AR・VR・MR)
AI・IoT（Implantable）

5G・6G

“Small-Mass” “Digital-Experience” “Human-Digital-Twin”
Mass-ModelModel

Consumer Cost
ビジネスモデル

売り切りモデル
パッケージ型
as a Service

売り切りモデル
(ポイント・クーポン)

as a Service
（サブスクリプション等） 23



パーソナライゼーション3.0のコンセプト
パーソナライゼーション3.0では消費者データを連続的、網羅的に収集し、仮想空間で消費者の
行動変容をシミュレーションする「Human Digital Twin」の概念が重要になる。

取得したデータから仮想空間に消費者のコピーを創造
仮想空間でのシミュレーションにより

最適な提案を導出

フィジカル（身体状態）

メンタル（ストレス）

嗜好性（好み・思想）

位置情報

アクティビティ（運動）

食事

購買履歴

Real Virtual
DNA

小

大

可
変
性

24

Human Digital Twin



「健康」面のアプローチが
食のパーソナライゼーションを牽引していく

健康 嗜好

食のパーソナライゼーションには、「健康」と「嗜好」の2つのアプローチが存在。
パーソナルデータの活用で先行している医療分野の動向を鑑みると、
「健康」面のアプローチが食のパーソナライゼーションを牽引していくものと予想。



パーソナライゼーションに求められる健康データ
健康アプローチのパーソナライゼーションには「ライフログデータ」「ライフサイエンスデータ」
「健康診断データ」「医療データ」といった4種類のデータの活用が考えられる。
NTTデータはHDBで「健康診断データ」、千年カルテ・NDBで「医療データ」を既に保有。

①ライフログデータ

②ライフサイエンスデータ ④医療データ

③健康診断データ

身長 体重

体脂肪率

BMI

中性脂肪 内臓脂肪

血圧

尿酸値

血糖値

コレステロール etc.

腹囲
買い物アレルギー

バイタル 食事運動

腸内細菌遺伝子

千年カルテ NDB

疾患

診療履歴

検査履歴

処方履歴

レセプト



【参考】 Health Data Bank
HDBは、従業員の健康診断やストレスチェックデータを一元管理し、健康経営を支援するクラウド
サービス。2,000団体、400万人以上の健康管理にご利用いただいており、2002年に運用を開始して
から今日までの医療機関とのデータ変換実績と万全なセキュリティが評価され、健康管理システム市
場におけるTOPシェア約70%*を獲得。（※株式会社富士経済「ヘルステック＆健康ソリューション関連市場の現状と将来展望2019」より）

出典：https://www.nttdata.com/jp/ja/news/release/2020/121900/

データ内容：以下を月単位～年単位で取得

 個人の属性データ

 健康診断結果データ

• 身長、体重

• 血圧、血糖値

• 判定結果、問診結果、現病、過去の病歴

 人間ドックデータ

 ストレスチェックデータ

 パルスサーベイデータ

 労働時間/休暇取得状況データ

HealthDataBankデータ

https://www.nttdata.com/jp/ja/lineup/health_data_bank/

https://www.nttdata.com/jp/ja/lineup/health_data_bank/


【参考】 千年カルテ活用事例：ファイザー様
日本初となる次世代医療基盤法に基づく匿名加工医療情報提供に向けた契約を、ファイザー様と
締結。本取組みでは、次世代医療基盤法に基づいて得られた日常診療における医師の診察記録な
どのリアルワールドデータを基に、治療の効果や安全性の臨床アウトカムを評価する方法論につ
いて研究し、個別化医療進展、医薬品アクセス早期化などに向けたエビデンス創出を目指します。
(2020年12月14日ニュースリリース)



パーソナライゼーション3.0の実現に向けた課題
パーソナライゼーション3.0への道のりには様々な課題が存在。
実現のためには社会、 企業、消費者、技術が四位一体となって変化していかなければいけない。

社会

センシティブな個人情報の取扱い

消費者

技術食品・製薬メーカー

サービス利用の簡単さ・低価格化

納得感のあるオファー

楽しく、継続できる仕組み

処理能力（速度・容量）の向上

将来的に生き残るテクノロジーの見極めさまざまな顧客接点（マルチチャネル）

企業としての個人情報の取り扱い
日々変化する消費者ニーズに対応するための

柔軟性・拡張性

心地よいエクスペリエンスの追及

日々変化する法律・規制への対応

食に関する倫理観



フリクションレス２



健康データ活用におけるフリクション
健康データの活用においては、生活者、企業の双方に様々なフリクションが存在。
健康データの活用を促進していくためには、これらのフリクションを解消するフリクションレス
な仕組みが重要となる。

生活者 企業

Search
自分に合った商品を探す手間

Record
データを記録する手間

Purchase
買い物の手間

Manage
複数アプリでデータを管理する手間

Input
データを取得する手間

Integrate
複数データを統合する手間

Analyze
データを分析する手間

Output
新サービス構築・チャネル開拓の手間

Friction



フリクションレステクノロジーの進化
フリクションレステクノロジーは、技術向上とコスト低下により、「据え置き型」と「普段着型」
の二方向に進化していく見込み。

【デバイス装着型】 【据え置き型・普段着型】【手動入力型】

特徴 データ取得のために
負荷の高い動作が必要

データ取得のために
負荷の低い動作が必要

日常生活の中で
無意識にデータを取得

睡眠

運動

仕事

食事

スマホアプリ入力アンケート

睡眠時間
睡眠の質

消費カロリー
心拍数

体調・疲労度
ストレス

摂取食材
摂取カロリー

メガネ型/バンド型活動量計

バンド型活動量計

食事画像認識アプリ スマートキッチン（IoT家電）

スマート寝具

スマートウェア

スマートトイレスマートミラー

スマホアプリ入力アンケート

アンケート医療機関受診

スマホアプリ入力アンケート

生活シーン 取得データ 代表的なデータ取得方法

スマートシューズ

~2015年 2015~2025年 2025年~

Friction                                                                                         Frictionless

ヘッドセット型/バンド型活動量計

テクノロジートレンド
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フリクションレステクノロジーの事例
据え置き型の「スマートトイレ」や、普段着型の「スマートウェア」などのソリューションを開発する
プレイヤーの存在感も増してきている。



NTTデータでのスマートミラー実証実験
弊社オフィスにおいて、フリクションレスなミラーでのセンシングによってバイタルデータを取得し、
パーソナルデータに基づくリコメンドにより生活者の行動変容を確認する実証実験を開始。
生活者の健康状態に合った商品提案を行うことで、①行動変容や健康意識向上に寄与すること、
②一般的な健康サービスよりも利用率や継続率が高くなること、を確認中。

①ミラー訪問 ②顔認証 ③バイタルデータ測定

④商品の提案 ⑤商品のピックアップ ⑥商品の購入手続き

※将来的には、ミラー上で決済まで完結させるため不要の予定

次画面ロード中…

☺ストレスレベル Low☺
よい調子ですね！

一息ついて、頑張っていきましょう！

68
BPM

17
回/分

36.5
℃

アイコン

（心臓）

アイコン

（肺）

アイコン

（体温計）



プラットフォーム3



Food&Wellnessプラットフォーム実現に向けて
企業としての競争優位性の確立に向けては、嗜好性の多様化・購買活動の複雑化が進む生活者を
深く理解し、一生涯に渡るエンゲージメントを構築・維持していくプラットフォームを実現する。

生活者接点

ターゲット
顧客

デジタル・リアル販売チャネル
(自社EC・路面店 等)

オンラインコミュニケーションツール
(アプリ・Web接客 等)

ウェアラブル、スマートデバイス

自社の強み領域を活かし生活者のライフシーンに浸透、一生涯に渡り新たな価値を提供することが求められる(＝LTVの向上)

乳幼児 成人 高齢者子供

Food&Wellness プラットフォーム

活用データ

カルテデータ

個人属性 悩み健康状態

購買データ 商品消費シーンデータ

購入商品 購入頻度 食事・運動 バイタル

医療・健康診断データ等

診察結果 健康状態

健康指導(未病・予防)、
治療・療養施設



NTTデータのFood&Wellness プラットフォーム構想
NTTデータは、生活者の食と健康に関するパーソナルデータを流通させるための仕組みを構想中。
食品・製薬メーカーは、生活者のデータを活用して、よりよいパーソナライズドサービスを提供する
ことで、生活者の健康的な生活を実現可能。

デ
ー
タ
流
通
補
助
機
能

共通ID発行・管理・認証

認証連携

許可

本人同意管理

本人確認管理

Ａ
Ｐ
Ｉ

Ａ
Ｐ
Ｉ

生活者

生活者向け
サービス事業者

生活者の健康状態に合った
パーソナライズされたサービスの提供

認証、認可、同意管理

PDS事業者
（情報銀行含む）パーソナル

データ

認証、認可、同意管理

個々のサービスから自分の健康状態を
一元的に把握できる状態の実現

認証、認可、同意管理

Food＆Wellnessプラットフォーム

食品・製薬
メーカー



食品・製造メーカーの皆さまと連携する
Food&Wellness プラットフォーム

食品・製薬
メーカー

Food＆Wellnessプラットフォーム

商材・実証実験
フィールド提供

Wellnessデータ提供

データ分析ノウハウ提供
テクノロジーサポート

Wellnessデータ提供

商材・実証実験
フィールド提供

Wellnessデータ提供

他業界企業

医療 製薬 介護

住宅 交通

,etc.

Wellness
サービス企業

・健康商材の新規サービスを検討している企業様
・健康商材の効果検証を実施したい企業様
・健康データをマーケティングに活用したい企業様

,etc.

・健康系アプリを提供している企業様
・食・健康データ取得技術を有する企業様

etc.

・健康データを活用した新規サービスを
検討している企業様

,etc.
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NTTデータでは
Food＆Wellnessプラッ
トフォームへご参画い
ただけるパートナーを
募集しています！



パーソナライズを志向する企業の
2030年に向けた顧客接点基盤



株式会社NTTデータ
ビジネスソリューション事業本部
デジタルビジネスソリューション事業部
ＣＲＭ統括部

課長代理

Makino Naohiro

牧野 直浩

NTTデータ入社後、製造業及び流通業向けに基
幹系ERP（SAP）を中心とした営業・コンサルティ
ングサービスの提供に従事。

現在は、より企業のフロントエンドで顧客と繋がる
Salesforceをはじめとしたエンゲージメントソリュー
ションの展開を推進している。
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生活者
接点

ターゲット
顧客

デジタル・
リアル販売チャネル

オンライン
コミュニケーションツール

ウェアラブル、
スマートデバイス

乳幼児 成人 高齢者子供

活用
データ

カルテ
データ

個人属性 悩み

健康状態

購買
データ

商品消費
シーンデータ

購入商品購入頻度 食事・運動 バイタル

医療・
健康診断データ等

診察結果健康状態

健康指導、
治療・療養施設

自社
サイト

HDBアプリFitBit EC

一貫した顧客体験

CC

F&Wプラットフォームは安全に外部サービスとつながり
一貫したコミュニケーションに必要な生活者データを補完

パーソナライズ時代に備えるITプラットフォーム像
メーカー自身が提供する顧客接点と外部サービス（例：FitBit、Health Data Bank）が補完しあい、
一貫した顧客体験を提供することで、生活者の健康な暮らしを支える。

×

食品・製薬メーカー自身が運営する

1stPartyの顧客接点・データ

外部サービスが提供する

2nd/3rdPartyの顧客接点・データ

＝

パーソナライズされた

安心と健康

本章の主トピック

■生活者に提供する価値

■食品・製薬メーカーにとっての意義
360ビューに統合された生活者のライフログをセキュ

アかつ柔軟に活用することで、ライフスタイル・
シーンといった深い生活者理解に根差した
新たな収益・成長機会を捉える



自分の情報を預けることへの安心感

パーソナライズ時代に求められるSalesforce
複数の顧客接点からの顧客応対データを一元的に（360ビューで）扱えること、アジリティ、そしてな
によりセキュリティが重要になる。 Salesforceはそれらの要求に応えられるツールとして有力。

食品・製薬
メーカー

③セキュリティ
・個社では困難な、巨大かつ高度なセキュリティ
対策（年間数十億ドル規模の投資）

変化する生活者の嗜好・規制・新サービスへの対応

②アジリティ
・リッチな標準を組み合わせ迅速に機能拡張可能
・継続的な機能アップデートの提供
・MuleSoftなどコネクティビティへの投資

個人情報

一貫した体験・顧客理解を踏まえた適切なサポート

①マルチチャネルカバレッジ
・あらゆるチャネルをマルチクラウドでカバー
・その接点履歴・生活者データを一元化しチャネル間で共有

パーソナライズされた健康サポートサービス

多様なデジタル顧客接点



NTTデータがSalesforceの価値を拡張する

NTTデータの付加価値
基幹システム対応やインテグレーションなどSIerとしての基本価値に加えて、Food & Wellness領域の
顧客接点基盤において特に重要となる以下の付加価値を提供する。

1.マルチクラウドインテグレーション力
・Salesforce各製品ライン対応の技術者
・多くのマルチクラウド実装事例
（Commerce ×Marketing ×Service…)
・外部クラウドサービスとの統合

2-1.アジャイル・潤沢なデリバリー
・多くのアジャイルプロジェクト経験
・柔軟なグローバルデリバリー体制

3.プラットフォームをよりセキュアに
・秘密分散などセキュリティ技術
・それらを活かしたTaspo・電子カルテ関
連など高セキュリティプロジェクトの運
用経験（要配慮個人情報対応を含む）

2-2.追加活用可能な生活者データ
・Food & Wellnessプラットフォーム
・外部のライフサポートサービスと連携

③セキュリティ①マルチャネルカバレッジ ②アジリティ

Salesforceの価値



顧客データ管理システム

（Salesforce）

安心して生活者と繋がるためのセキュリティ
現代の生活者は、より便利なサービスを望むのと同時に、自分の個人情報を企業に預けることに不安を
抱いている。NTTデータのセキュリティ技術・運用ノウハウがその不安を和らげる。

暗号化され/3rdパーティデータで補完された
360ビューの個人情報

NTTデータにおける高セキュリティ個人情報運用プロジェクト経験：

Food＆Wellnessプラットフォーム

VPN

個人情報管理基盤

（Enterprise Cloud）

Secure
Gateway

匿名加工

（tasokarena）

匿名加工
データ

Salesforce 
over VPN

生活者

要配慮を含む個人情報を守るセキュリティ： NTTグループの技術資産をフル活用

企業の生活者
コミュニケーション

チーム

Taspo 千年カルテ Health Data Bank

セキュアに守られた
360データに基づく
生活者フォロー

etc.

Mulesoft



次の一歩をともに
アフターコロナの時代の変化とテクノロジーの進化を契機に、生活者と企業は互いの新しい向き合い方
を見つけていく過程にある。その道のりをNTTデータとともに。

テクノロジー＆プラットフォーム提供

NTTデータ
時代に即した生活者接点の拡張

食品・製薬メーカー ×

■取組テーマ例
・生活者向け顧客接点基盤の立ち上げ・新規D2C施策推進
・新たなライフログデータ（スマートミラーなど）の活用
・健康診断情報を活用した新規ビジネス立ち上げ

・既存ビジネスのパーソナライズデータ対応

■アプローチ

パーソナライズ技術を活用して、未来の生活者の健康課題を共同で解決することを目指す

共同実証

PoC支援

コンサルティング

インテグレーション

継続的改善
プラットフォーム

提供

パーソナライズされた

安心と健康

Happy!

Healthy!
Joyful!



Thank you
NTT DATA is a Global IT Innovator 

delivering technology-enabled services and 

solutions to clients around the world.

We’d be happy to collaborate for your 

future data-related projects.


