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3 スマートコミュニティ

防災・エネルギーを起点にしたスマートＸ
ビジネスの創出・展開で地方創生を支援
本年 7 月 1 日、7 つの重点事業領域の 1 つとして新設された NTT アドバンステクノロジ（以下、NTT-AT）のスマートコミュニティ
事業本部。地方創生を基軸に、防災とエネルギーを起点としたスマートＸビジネスの創出・展開を積極的に推進している。
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〇 直流給電による電力供給の二重化とエネルギー地産地消
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