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データドリブン経営による水道事業の DX 推進
地域自治体／水道事業体で運営される水道事業は施設老朽化などの様々な課題を内包し、将来の事業継続が危ぶまれる地
域もある。本章では、ICT ／ BPO を駆使したデジタルトランスフォーメションでサスティナブルな水道事業運営に貢献
する NTT 西日本のアプローチを紹介する。
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サスティナブルな運営への貢献を目
指していく。
※ 1：LPWA：Low Power Wide Area（省電力
広域ネットワーク）
※ 2：MDMS：Meter Data Management
System
※3：トリプルIP：ＮＴＴインフラネット株式
会社の GIS プラットフォーム
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