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社会課題を解決する革新的サービス創出に向けた研究開発に取り組む
NTTサービスエボリューション研究所

2 クロスドメイン DX

農業と健康の社会課題を解決する
デジタルトランスフォーメーション（DX）推進の取り組み
NTT サービスエボリューション研究所（以下、EV研）のデータ＆ビジネストランスレーション研究プロジェクト（1）では、
社会課題を解決して大きな価値創出をするために研究開発を進めている。ここでは、農業および健康分野での DX 化を進
めるために、地域社会・経済の活性化に向け社会システムの未来予測と全体制御の最適化に取り組んでいる状況を述べる。
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【A】スマート生育診断・追肥、【B】
スマート病害虫診断・対処、【C】ス
マート病害虫予測・対処、について
の実証実験を行っている。
このうち【A】と【B】は、農林水
産省の「スマート農業技術の開発・
実証プロジェクト」における実証課
題として 2019 年 3 月に採択されて
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ことを実現した。
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転職、転院、定年退職などによりデー
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‒ 定年退職、転職、転院などによって、
データを追跡できなくなる
治癒した？
まだ？

転院

入院

図2

医療 AI の課題

̶医療 AI 開発の課題
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該患者の病状が良くなったのか悪く
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この技術を使って、糖尿病患者の検

• データが無いところは、無いままにして、有るところだけ使う
• 欠損に強いAIができた
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。例えば、

(3)

欠損データを考慮した深層学習

測精度の向上とビジネス利用拡大を
目指す意向だ。

査値から将来の

EV 研は、今後も事業会社と密に

病態を予測した

連携し、医療ヘルスケア・介護福祉

ところ、欠損を

の分野でデータから価値を創造し、

埋めるような従

お客様に提供できるよう DX を推進

来の方法に比べ

していく。

て精度良く病態

（1）本プロジェクトは NTT ソフトウェアイノベー

を予測できた。

ションセンタの一部とともに NTT スマートデー

次に、打ち切

（2）https://www.ntt.co.jp/news2019/1906/1
90627a.html
（3）https://www.ntt.co.jp/journal/1806/files/
JN20180619.pdf
（4）https://www.ntt.co.jp/news2018/1805/
180516a.html

タサイエンスセンタとして活動している。

りデータへの対
応 を 紹 介 す る。
こ こ で は、AI
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