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NTTデータの金融×DXに向けた取り組み

6 デザイン

社会問題解決型のビジネス創発を実践する
コ・デザイン コミュニティ「SPLAB」
株式会社 NTT データ（以下、NTT データ）金融事業本部は 2021 年 9 月 SPLAB を本格始動させる。本稿では、
「社会問
題・社会課題解決」という共通のテーマの下、新領域の事業創発をサポートする SPLAB について紹介する。
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※ 1：Volatility（変動性）
、Uncertainty（不確
実性）
、Complexity（複雑性）
、Ambiguity（曖
昧性）の頭文字から。
※2：SPLAB利用者限定。
感染対策のため、オ
フィス利用は予約制。
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