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私たちデジタルコミュニティ事業
部は、税務／財務／ＮＷを始めとし
た基幹系業務システムや、高度なマ
ネージメントサービスを提供するマ
ルチクラウドプラットフォーム、レ
ジリエンスに資する防災ソリュー
ション、そしてデジタル技術を高度
に活用したスマートシティプロジェ
クトなど、クロスドメインでの IT

の高度化／デジタル化を通じ、中央
省庁及び地方自治体を始めとした多
くのお客様に向けて、安心で利便性
の高い社会の実現と新たな価値創造
に向けた事業を推進している。
また、システムインテグレーショ
ンやソリューションの提供にとどま
らず、IT活用のアウトソーシング
型サービスを含む PFI/PPP事業も
展開しており、地方創生／地域活性
化に通ずる事業にも以前より取り組
んでいるところである。
そして、今中期経営計画の初年度
より、我々事業部が属する公共・社
会 基 盤 分 野 で は「Be a Social 

Designer」を分野ビジョンとして掲
げている。このビジョンのもと、我々

デジタルコミュニティ事業部は、
様々な社会課題や社会変容を踏まえ
た先にある未来のデジタル社会をデ
ザインし、お客様の ITパートナー
として、新たな価値創造に資するプ
ロセス革新やデータ流通を可能とす
るサービスやソリューションの追求
を目指している。それが「Be a 

Social Designer」たる私たちデジタル
コミュニティ事業部の使命である。

新型コロナウイルスをきっかけと
した社会変容を背景に、国民・住民
の声を反映した行政サービスのデジ
タル化ニーズが更なる高まりを見せ
ている。
この状況において、単に既存のレ

ガシーシステムのモダナイズやデジ
タイズを志向するようなフォアキャ
スティングな取り組みを我々は目指
していない。
エンドユーザである国民／住民の

皆様、そして直接のユーザーとなる
職員の方々を捉えた「利用者目線」
で目指すべきデジタル化社会の姿を
描き、デジタライゼーションとその
先にある新たな価値創造に資する
サービスやソリューションをバック
キャスティングの視点で描くことを
目指している。
それが、我々デジタルコミュニ
ティ事業部が組織の価値基軸に据え
たお客様に価値を提供する「ITパー
トナー」を目指す覚悟と矜持である。

社会変容を踏まえたその先にある未来のデジタル社会をデザインし、お客様の IT パートナーとして、新たな価値創造に
資するプロセス革新やデータ流通を可能とする情報サービス／ソリューションの実現と提供を目指す。それが「Be a 
Social Designer」たる私たちデジタルコミュニティ事業部の使命である。
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図 1　バックキャスティングの視点

DXによる行政課題の解決を
推進し、安心して暮らせる
デジタル社会の実現
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それでは次章から、デジタルコ
ミュニティ事業部の主な取り組みを
紹介する。

当社は、東京都のスマート東京先
行的モデル構築プロジェクトとして選
定された３件のうち、大手町・丸の
内・有楽町（以下、大丸有）地区
スマートシティプロジェクト、豊洲ス
マートシティの二つに参画している。
当事業部は、二つの取り組みのう
ち、大丸有まちづくり協議会・大丸
有スマートシティ推進委員会の委員
として活動しており、都市 OSやデ
ジタルツインなどの「スマートシ
ティインフラ」の構築や、防災・交
通等様々な分野において価値あるス
マートシティサービスのプロデュー
スの役割をエリアマネジメント推進
体制の一員として担っている。
大丸有地区は、典型的なブラウン
フィールドであり、９つの VISION

としてまちづくりの目標がしっかり
と確立され、スマートシティをまち
づくりの目標を達成するための手段

税法に則った課税・徴収事務をシス
テム化しているにもかかわらず、お
客様毎に個別仕様を取り入れた開発
を行ってきたことや、毎年の税制改
正に対する改修を行い、一つのシス
テムを長く使い続けるが故にシステ
ムが肥大化・複雑化している。
このような状況を解決するため、
当社が 20年以上にわたり多くのお
客様で培った経験をもとに、県税事
務全体の業務を分析・再設計し、最
適な業務モデルをクラウドで提供す
るサービス「pre’xco®（プレコ）」を
2021年 3月より運用開始すること
としている。
「pre’xco®」をノンカスタマイズ・
共同利用で導入・利用することによ
り、お客様はシステムの運用保守だ
けではなく、機器の調達や管理など
にかかる手間やコストを削減するこ
とが可能となる。
また、最新技術の活用や外部サー
ビスとの連携により、継続的なサー
ビス拡張にも取り組んでいく。さら
に、お客様同士のコミュニティを形
成することで、業務上の課題を共有・
解決できるような仕組みも提供して
いく。（「pre’xco®」は「prefectural 

tax community」の略）

として捉え、「ビジョンオリエンテッ
ド」なスマートシティとして推進し
ている点が特徴である。デジタルと
リアルの都市を高度に融合させ、都
市のリアルタイムデータを収集する
ことで、データに基づいた意思決定
を行う「エリアマネジメントの DX

モデル」により、既存の都市機能の
アップデートと都市空間のリ・デザ
インの実現を目指した様々な活動を
実施している。

都道府県の税務システムは、地方

図 2　ビジョンオリエンテッドによるスマートシティ（出典：大丸有まちづくり協議会）
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現在、公共機関においてはクラウ
ドバイデフォルト原則のもと、クラ
ウドの利用が急速に広がりつつある。
しかし、クラウドサービスの多様化
とともに、お客様の間で「どのクラ
ウドを選べばいいかわからない」、「高 

SLA、高セキュリティに対応した運
用はどうすればよいか」といった多
くの課題が表面化してきた。
そこで当社が公共機関のお客様の
ために、複数のクラウドサービスの
中からお客様のニーズに合わせた
サービスを選択し、提供するマルチ
クラウドソリューションが「Digital 

Community PlatformTM（「DCPFTM」）」
である。マネージドクラウド市場の
リーダーとして最適解を提供するた
めに、こうした公共機関のお客様の
課題をワンストップでサポートし、
解決に導いている。クラウドサービ
スをより一層“安心・安全”に利用
いただくため、ガバナンスを保ちつ
つシームレスな利用を実現する「ク
ラウドサービスとの認証連携機能」、
AWS社との連携による「クラウド障

害時の能動的な運用支援機能」等の
提供を順次開始しており、引き続き
サービスの拡張に取り組んでいく。
http://www.dcpf.jp/

近年、台風やゲリラ豪雨、地震な
どの災害は、全国各地で甚大な被害
をもたらしている。また、被害の発生
から回復までの期間は長期化する傾
向が増しており、長期間にわたって電
源を喪失する事象も発生している。

このような災害発生時に、自治体
庁舎が被災すると、住民への情報配
信が途絶えてしまうという課題があっ
た。当社は、住民への防災情報伝達
システムとして展開する「減災コミュ
ニケーションシステム®」を、衛星通
信に対応することで、この課題に挑む。
この装置は、衛星通信網経由で準
天頂衛星「みちびき」が発信する災
害危険情報を直接受信し、合成音声
を生成してスピーカーで音声を配信し
つつ、同時に LPWA 戸別受信機に
情報を配信することが可能である。ま
た、大規模災害時にもスピーカー設
備に標準搭載する電源（バッテリー）
で長時間の連続駆動が可能であり、
単独で情報配信を続けることができ
る。さらに、設置には広いスペースを
必要としないため、制約の多い狭小
地や津波の発生が予想される沿岸
部、土砂災害の危険が予測される山
間部エリアへも配備が可能であり、全
国の自治体への導入を目指している。
https://www.nttdata.com/jp/ja/
lineup/disaster_mitigation_c/
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図 4　「Digital Community PlatformTM（「DCPFTM」）」の概要

図 5　「減災コミュニケーションシステム®」のみちびき対応概要
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