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ソーシャルイノベーション事業部
は、本部ビジョン「顧客にとって価
値の高いソリューションを提供し、
社会全体のデジタル化に貢献する」
のもと、「次の時代にコアとなるビ
ジネスを創り続ける」組織を目指し、
我々の強みを活かすことが可能な幅
広い業界のお客様へサービスを提供
している（図 1）。
世界が直面する様々な社会的課題
の解決策となる Society5.0実現に
向けた取り組みは進行しており、ま
た、Covid-19の影響から日本国内
のデジタル化の加速が期待される。
アフターコロナ／ウィズコロナにお

いては「オンライン」「リモート」「密
回避」「非接触」が大きなトレンド
となり、バーチャル世界（サイバー
空間）はより身近なものになる。こ
れにより従来と異なる事業領域が生
まれ、顧客ニーズに変化が生じるた
め、新しい提供方法の創出が必要だ。
この事業機会の変化を捉え、社員
自らがオーナーシップをもって業務
遂行する組織づくりに取り組んでい
る。社員ひとりひとりが構想する力
を磨き自ら具体化するために、自己
研鑽に努めながら組織内でワーク
セッションを開催し議論を重ねてい
る。また、新しいビジネスの仮説検
証は実際にフィールドで積極的に取
り組み、真のニーズを獲得していく。
より豊かで快適な社会の実現に貢

献するために、現存するサービスの
普及と共に新たな価値創造に取り組
んでいる。
次項からは、事業を通じた SDGs

の貢献事例でありデジタル化に伴う
価値提供を実現している当事業部の
サービスを紹介する。

労働力の確保や働き方改革などの
課題に対し、デスクワークの効率化・
自動化を実現するソフトウェアロ
ボット RPA（Robotic Process Auto- 

mation）に注目が集まっている。我々
は、RPAがお客様の経営課題解決
の切り札になり得ると考え、2014

変化が著しい時代の課題解決に資するソリューションの提供により、より豊かで快適な社会の実現に貢献する。
ソーシャルイノベーション事業部は、次の時代にコアとなるビジネスを創り続けるために常に現状を把握し、未来を創造
する組織である。
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図 1　次の時代にコアとなるビジネス創出に向けて

AI 先進技術を活用した RPAに
より働き方改革を推進
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年 よ り RPA ソ リ ュ ー シ ョ ン
「WinActor※ 1」の提供を開始してい
る。WinActorは、NTTの研究所で
生まれた国産の RPAソリューショ
ンで、Excel、ブラウザ、個別の業
務システム等、WindowsPCから操
作可能なあらゆるソフトの操作手順
を学習し、自動化できることが強み
である。
先の政府による新型コロナウイル
ス感染症緊急経済対策においては、
地方公共団体の業務負荷軽減を目的
として給付金支援期間内の無償提供
を行い、先進技術によるご支援と活
用に努めた。職員の方に RPAの効
果を実感いただくことはもちろんの
こと、この取り組みにより RPAが
業務効率化に加え、「災害時の臨機
応変な業務遂行を実現するプラット
フォーム」としての可能性を確認す
ることができた。
業界を問わずお客様の DXを支え

ることが可能な RPAソリューショ
ンの更なる普及に向けて特約店様と
共に注力し、社会全体のデジタル化
推進を我々がサポートする（図 2）。

客様にご利用いただいている。例え
ば、通信業界では基地局やアンテナ
などの無線ネットワーク設計に活用
されており、建築・土木業界では設
計シミュレーション等に活用されて
いる。
最近では、度重なる広域自然災害
時の早期状況把握と迅速なインフラ
復旧に向け、「面的点検の優先順位
付け」「復旧ルートの検討短期化」「必
要資材数の早期推定」に活用いただ
くことが可能な衛星画像ソリュー
ションを提供している。複数の衛星
と AI活用による変化抽出の採用に
より、これまで 1カ月を要すること
もあったのに対し、最短半日で必要
エリア画像のご提供を実現できる。
デジタル技術の活用で災害時の迅
速な現状把握および復旧計画の精度
向上など、課題解決を我々がサポー
トする。

AMLAD®は博物館・図書館・公
文書館や企業・団体が保有する画像、
動画、音声などのあらゆるデジタル
コンテンツを一元管理、利活用可能
な形で資源化し、パソコンやタブ
レット、スマートフォンなどの様々
なデバイスから簡単に検索・閲覧す

3D地図は、都市計画、インフラ
整備や防災に加え、環境監視や公衆
衛生など世界中の生活に関わる数多
くの分野で利用されている。
我々が提供するデジタル 3D地図

「AW3D®」は世界で初めて 5m解像
度の細かさで地球上のすべての陸地
の起伏を表現した。JAXAの地球観
測衛星「だいち」によって撮影され
た約 300万枚の衛星画像を用いて、
RESTECと共同で開発・販売する
ことにより、世界最高水準を実現し
ている（図 3）。

AW3D®は、適用する業界や業務
に即した様々な価値を創出し、新興
国を中心に世界 130カ国以上のお

図 3　AW3D®東京上空の事例
©NTT DATA, Included ©Maxar Technologies,Inc.

図 2　WinActor ロボットと人が協働する未来を実現

デジタル技術とAW3D®の
活用により社会課題解決を支援

デジタルアーカイブによる
グローバルプロジェクト

※1 WinActorはNTTアドバンステクノロジ株
式会社の登録商標。
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ることを可能とする。
バチカン教皇庁図書館では、日々
劣化の進む人類史上極めて貴重な歴
史的手書き文献を、高精細なデジタ
ルデータとして長期保存し、永続的
な文化の継承を実現。人類の資産を
デジタルアーカイビングすることで
人類の貢献事業に挑んでいる。
また、ASEAN各国の文化財の保全
と公開を担う統合デジタルアーカイ
ブプロジェクトも進行している。
2020年 2月にタイ・インドネシア・
マレーシアでの取り組みを公開。こ
こでは、従来実現してきた文献や絵
画等の画像・音声・動画データに加え、
新たに立体造形物の３Dデータ化を
実現した（図 4）。豊かかつ貴重な文
化遺産である仏像や宝飾品等がデジ
タルアーカイブ化されることで、そ
の価値の継承および発信、文化事業
の推進を我々がサポートする。

交通事故の低減や交通渋滞の緩和、

地方部等における移動手段の確保と
いった社会課題の解決に向け、自動
運転の実用化が目前に迫っている。
これと並行して、人やモノの動きを
とらえることができるモビリティ分
野のデータである交通環境情報の利
活用検討が進行している（図 5）。
当社は、交通環境情報ポータルサ
イト「MD communetTM」の公開準
備を行っている。MD communetTM

は、交通環境情報を集約したビジネ
ス創出のためのビジネスマッチング

サイトである。車両のプローブ情報、
3D高精度地図データ等のモビリ
ティ分野におけるデータを活用し、
様々な分野とのデータ連携や企業同
士のマッチングによって、社会課題
の解決や新たなビジネス価値の創出
を目指す※ 2。

図 4 ASEAN文化遺産統合デジタルアーカイブ
電子化対象コンテンツ（左右）と記者発表時の様子（中央）
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図 5　society5.0 が目指す社会と交通環境情報の利活用

交通環境情報とヒトを繋ぎ、
次の未来を創る場の提供

※2 国立研究開発法人新エネルギー・産業技
術総合開発機構（NEDO）が実施した「SIP
自動運転」のうち「自動運転・運転支援に
係るアーキテクチャの設計及び構築のため
の調査研究」に基づく。


