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社会基盤ソリューション事業本部の取り組み

　

グループ事業統括部はその名の通
り、連結するグループ会社と共に事
業拡大を図るミッションを有する組
織である。社会基盤ソリューション
事業本部に連結する主なグループ会
社のうち、グループ事業統括部が統
括するのは地域会社９社を含む 13
のグループ会社（以下、グループ
13社）である（図１）。
地域会社９社および NTTデータ・
エム・シー・エスは、各社の得意技
を活かし、それぞれが所属するエリ
アの公共・金融・法人のお客様に対
するシステムインテグレーションお

よびソリューションビジネスを展開
している。NTTデータ・アイは、
NTTデータと共に中央省庁や自治
体における大規模システムや医療福
祉分野のシステム等の重要社会イン
フラの開発・運用保守を手掛けてい
る。また、日本電子計算（公共・産
業部門）は、全国の地方公共団体や
大学向けのソリューションビジネス
を展開、ハレックスは気象や地震等
の情報活用ノウハウをソリューショ
ンとして提供している。
このように、グループ 13社は公

共社会基盤分野に属しながらも、公
共領域に留まらず全国の金融機関や
法人のお客様を含め幅広い“地域ビ
ジネス”を展開している。

また、グループ 13社の社員数は
合計 5,600名を超え、公共・社会
基盤分野に限らず NTTデータグ
ループを支える大きな屋台骨となっ
ている（図２）。

NTT データは、グループ会社も含めた連結経営でお客様価値の最大化を追求しています。本稿では、社会基盤ソリュー
ション事業本部グループ事業統括部が統括する地域会社を中心とした 13 のグループ会社による、日本全国のお客様に向
けた、NTTデータの得意技である小回りの利くソリューションによる事業展開についてご紹介します。
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図 1　グループ 13 社構成 図 2　グループ 13 社要員構成
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こういった特色あるグループ 13
社と共に日本全国に広がるビジネス
機会を的確に捉え、グループ 13社
横断的な戦略・具体的な事業計画に
落とし込み、推進していくのがグルー
プ事業統括部のミッションである。

地域会社９社は、2020年度で設
立 17周年を迎えた。2003年の発
足以来、各エリアの中核都市に拠点
を構え、お客様との“Long Term 

Relationshipの構築”の価値観のも
と、地方公共団体や地方金融機関お
よび地元有力企業といったお客様の
もとへ足を運び、地域に根差した
ITサービスの提供によって地方創
生、社会基盤の高度化に取り組み、
一定の成果を上げてきた。
一方、この 17年で市場を取り巻

く環境は大きく変化した。社会動態と
して顕著なのは人口関連の変化であ
る。総人口は 2008年より減少に転
じ、特に生産年齢人口はピークだっ
た 1995年と比べ、2020年推計で
は 1,370万人も減少している。東名
阪の三大都市圏への人口流入は止ま
らず、地方創生の掛け声はまだまだ
実を結んでいる状況とは言い難い状
況である。さらには 2020年に起こっ
た新型コロナウイルスの感染拡大の
影響により、国内の経済は大きな打
撃を受け、とりわけ地方経済には深
刻な影響を及ぼしている状況にあり、
地方創生は引き続き大きな政策課題
となっている。こういった状況におい
て、テレワーク等の働き方の変革が
急速に進むとともに、労働生産性の
向上や新たな価値創出への取り組み
が大きくクローズアップされている。

公共・金融・法人の３分野横断的に
ビジネスを展開している。中でも特
にソリューションの強化を狙う領域
は「Data&Intelligence」「危機管理
防災」「プラットフォーム」である。

●「Data&Intelligence」領域にお
けるソリューション
本領域のビジネスは、企業のデジ
タルトランスフォーメーション
（DX）において中核となるデータ分
析 /活用を最先端のテクノロジーを
活用して高度化するソリューション
セットである。企業においては DX

の実現を行うために、AIや BIなど
を用いたデータ活用の高度化が求め
られている。NTTデータグループ
においては、早くから海外の有力ベ
ンダーとのパートナーシップを結
び、国内でも有数の実績を構築して
きた。地域会社においてはこうした
最先端のテクノロジーと NTTデー
タグループの持つノウハウを活用し
て、地域企業にデータ分析 /活用の
高度化支援を行うサービスを展開し
ている（図 3）。中でもビジュアル
を通じて人間の認知しやすいデータ
可視化を簡単に行うことができる
BIツール「Tableau」や専門家がい
なくても機械学習を用いた予測分析

他方、ITは大きく進歩・進展し、
IoTや AIに代表される Digital技術
の活用、ならびに多様化するクラウ
ドサービスの活用等により、社会全
体がドラスティックな業務改革や労
働生産性の向上を期待する状況と
なっている。NTTデータグループは、
このような社会と技術の変化を踏ま
え、“Digital”技術による付加価値
の高いソリューションを提供するこ
とで、地域経済の発展に貢献してい
きたいと考えている。そのためには、
NTTデータグループの強みを活かし
たソリューションを更に磨き上げる
と共に、自前に拘らず幅広く NTT

グループ内外のパートナーと連携
し、お客様にとって最適なエコシス
テムを形成し、顧客のビジネス価値
の最大化に貢献していくことが重要
だ。特に、これまで NTTデータグ
ループが対応できていなかった、法
人のお客様のビジネスへの貢献を拡
大していきたいと考えている。
以降では、現在展開しているNTT

データグループの地域ビジネス向け
ソリューションについて紹介する。

前述の通り、グループ 13社では

図 3　Data&Intelligence 概要

事業拡大への取り組み

地域ビジネス向け
ソリューションの紹介
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が可能な「DataRobot」、クラウド型
で利用した分だけの課金体系となる
DWH「Snowflake」などは地域中堅
企業でも導入可能であり、自社の競
争力を強化するのに有効活用ができ
ると考えている。
各地域会社においては、上記テク
ノロジーを活用するために NTT

データ本社と連携した人材育成も進
めており、AIや BIのスペシャリス
トが地域のお客様のデータ活用にお
けるコンサルティングからシステム
構築までをサポートできる体制を提
供している。

●「危機管理防災」領域におけるソ
リューション
昨今の大型台風による日本各地で
の甚大な被害を顧みても、自然災害
に対する危機管理防災分野への IT

やデジタル技術の活用は継続的な社
会課題となっている。NTTデータ
グループでは、GIS（地理情報シス
テム）、CTI（音声合成認識システ
ム）、IoT等のコアテクノロジーを
駆使してその対策に当たっている。
まず、特徴的なソリューションと
して NTTグループ唯一の気象サー
ビス専門企業であるハレックスの

「H a l e x F o r e - 

sight」がある（図
4）。1km メ ッ
シュ単位の精緻
な気象データを
はじめ、土砂被
害・河川氾濫・
浸水害などの災
害予測情報をリ
アルタイムに提
供し、自治体の
避難勧告・避難

指示の判断をサポートする。
NTTデータ北陸が得意とするのは

IoT技術の防災への活用だ。道路や
河川港湾分野の豊富な実績ノウハウ
を活かしてセンサーや端末、ソフト
ウエアを組み合わせた最適なシステ
ムを立案する。
これら防災ソリューションの中核
を担うのは NTTデータ関西が提供
する「総合防災情報クラウドサービ
ス」である。地震、津波、台風等の
あらゆる災害発生時の基本的なフ
ローに基づき、複数のシステム・サ
ブシステムが連動して災害対策を支
援できるように設計されている。
更に実際の災害発生時には、NTT

データの「減災コミュニケーションシ
ステム」が災害情報・避難情報の
住民告知を担う事によって、NTTデー

タグループは危機管理防災のオール
ラウンドなニーズに応えている。

●「プラットフォーム」領域におけ
るソリューション
地域行政機関、金融機関、法人企
業のより密接な連携が地域創生の大
きな課題である。そうした業際間を
繋ぐプラットフォーム活用サービス
としてNTTデータが提供しているの
が、預貯金等照会業務の電子化サー
ビス「pipitLINQ」である（図 5）。行
政 機 関 と 金 融 機 関 の 双 方 が
「pipitLINQ」を導入することで、導入
機関間で電子データによる預貯金等
照会が可能となり、書面を取り扱う
人的負担や郵送によるコストおよび
回答までのタイムラグが大幅に軽減
され、迅速かつ適正な業務の実現に
つながる。NTTデータグループでは、
地域会社と NTTデータとが一体と
なって、全国の行政機関、金融機関
への導入を促進している。

グループ事業統括部では、今後も
本編で紹介したDigital技術を活用し
たソリューションを中心に全国展開
に加え、Digital時代に相応しい新た
なビジネス領域・ソリューションの

創出にますます注
力 し、NTT デ ー
タグループの総力
戦で地域ビジネス
の発展と拡大に貢
献していくことを
目指している。

監視対象地点を一覧表示

台風発生中

土砂災害危険度 降水予報

直近の降水

各種気象情報を地図上に重畳して動画で表示
土砂災害/浸水害/河川氾濫予測・アラート発出POINT

図 4　ハレックス「Halex Foresight」概要

図 5　「pipitLINQ」概要

新たなビジネス領域・
ソリューションの創出に注力


