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イノベーションマネジメント 

NEC は、イノベーションが社会価値を提供し続けるための鍵になると考え、CTO(チーフテクノロジーオフィサー)のもと

で、次なる成長に向けた技術戦略を策定しています。 

技術戦略の柱は、当社が強みを持つ技術領域への集中投資と、オープンイノベーションの積極活用です。2016 年度は、強

みの１つであるデータサイエンス領域への集中投資を行い、NEC 初の技術ブランド「NEC the WISE」を立ち上げました。 

また、社会の視点から価値を創り出すための設計手法である「ソーシャルバリューデザイン」を活用したお客さまとの共創

活動を進めることにより、お客さまにとっても社会にとっても価値のあるイノベーション創出に取り組んでいます。 

ここでは、技術・研究開発や共創活動等におけるイノベーションをマネジメントすることを通して、NEC の企業価値を最大

化する考え方、取り組みを紹介します。 

方針 

当社の技術開発は、CTO が技術開発全体に責任を持ち、開発投資の全社最適化と、オープンイノベーション戦略の立案やプロセスデザイン

を進めています。 

 

また、この技術開発の源泉となる研究開発は、社会的な課題に対して当社が取り組むべきソリューションを絞り込み、その実現に必要な

No. 1/Only 1 のコア技術を、技術トレンドも踏まえながら徹底的に磨きあげることを基本方針に取り組んでいます。下図は、その研究開発プ

ロセスを示したものです。 

 

 

NEC の研究開発プロセス 

 

 

研究開発にあたっては、売上額の 4～5%としている研究開発投資を効果的かつ効率よく活用するために、注力領域への集中投資と、価値増

幅に必要な技術を外部の研究機関などと協力・連携して進めるオープンイノベーションへの投資を進めます。なお、2016 年度の研究開発費は

1,093 億円で、売上高比 4.1%でした。 
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研究開発投資額 

強みのある技術領域への「集中投資」 

集中投資を行っている技術領域は、“見える化”や分析などに人工知能(AI)技術を用いてビッグデータから新たな価値を創造する「データサ

イエンス」と、大規模で複雑な実世界の課題に対応するために必要となる「ICT プラットフォーム」の 2 領域です。当社は、この 2 領域で独

自性・競争優位性のある技術アセットを数多く有しており、これらを継続的に強化することで、社会ソリューション事業の競争力を向上させ

ていきます。 

 

 
AI 技術を駆使する「データサイエンス」と「プラットフォーム」領域で社会ソリューション事業創出に貢献 

 

データサイエンス領域では、実世界の”見える化”、分析、対処を行うことで、新たな価値創造をめざした AI 技術に取り組んでいます。ま

た、ICT プラットフォーム領域では、実世界の変化に対してリアルタイム、かつダイナミックに対応できるコンピューティング・ネットワー

ク技術と社会システムをセキュアに安定稼働させるためのセキュリティ技術に取り組んでいます。 

また、強みのある技術領域への集中投資の一環として、2016 年 7 月には、最先端 AI 技術群のブランドとして“NEC the WISE”を起ち上げ

ました。“the WISE”は「賢者たち」を意味します。いまや社会課題は複雑化し、その領域も多岐にわたるため、1 つの汎用的な AI ですべて

の課題に対応するというのは現実的ではありません。“NEC the WISE” は、NEC の誇る数々の AI 技術を組み合わせて、高度で複雑な社会課

題に立ち向かうという決意を表現したものです。 
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社会的価値創造を実現する NEC の No. 1/Only 1 のコア技術群 

「オープンイノベーション」の推進 

社会に提供する価値を大きくするためには、限られた原資をより強みのある技術領域に集中して投資することが必要です。また、価値増幅

のために必要な技術の開発を外部の研究機関などと協力して進めるオープンイノベーションも継続して実施しなければなりません。 

 

2016 年度からは、「2018 中期経営計画」で注力するセーフティ、リテール、グローバルキャリアの 3 領域において、自社のコア技術を磨

き上げ、社外先端技術を取り込むことによる、数千億円規模のソリューション創出活動を推進しています。 

 

 
「オープンイノベーション」の推進 

見える化

データ
良質化

学習型超解像

マルチモーダル
画像融合

分析

意味・意図
理解

解釈付き
分析

高精度分析

インバリアント分析

異種混合学習

RAPID機械学習

テキスト含意認識

時空間データ横断
プロファイリング

群衆行動解析

顧客プロフィール推定

対処

計画・最適化

自律適応制御

予測型意思決定最適化

※1：米国国立標準技術研究所(NIST)主催の評価タスクで4回連続第1位, ※2：NIST主催の評価タスクで5回第1位, ※3：NIST主催の評価タスクで第1位(2012年) ※4：音響検知の国際的コンテストDCASE2016で第1位(2016年)

音状況認識

自己学習型
システム異常検知

予測分析自動化

免疫機能予測

画像鮮明化

五感による
識別・認証

顔認証

音声・感情認識

物体指紋認証

光学振動解析

耳音響認証

No.1※1

Only1

Only1 Only1

Only1

Only1

Only1

Only1

Only1

Only1

Only1

Only1

Only1

Only1

Only1指紋認証

Only1

No.1※2

No.1※3

No.1※4
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知的財産力の強化・ブランドの保護  

当社は、知的財産を NEC グループの事業競争力や事業安定性に資する重要な経営資源と位置づけ、特許権・ノウハウはもとより、グローバ

ルブランドを支える意匠・商標権の強化と保護を推進しています。 

 

当社が注力する社会ソリューション事業では、お客さまやパートナーを含むビジネス全体にわたって、知的財産網を構築することが重要で

す。このため、知的財産権による参入障壁の構築、競争力優位性の担保だけでなく、お客さまやパートナーとの連携を強化・保護するための

知的財産網の創造・構築・活用も進めています。 

 

またグローバルブランドの強化・保護に関しては、例えば最先端 AI 技術群ブランド“NEC the WISE”の立ち上げにあたり、グローバルで商

標権を確保するなど、技術のブランドの立ち上げ、グローバルでの権利保護にも積極的に取り組んでいます。 

 

なお、2017 年 3 月現在、NEC は、国内外合わせて約 5 万 3 千件（うち、国内約 2 万３千件）の特許を保有しています。 

「ソーシャルバリューデザイン」によるシステム・サービスの価値向上 

新たな社会価値を創造するためには、企業や国・自治体などの観点から、都市のビジョンづくりなどの社会のあるべき姿を描く必要があり

ます。このようなニーズに対応するためには、「個人の視点」に加え「社会の視点」に立ってシステムやサービスの価値を高める考え方が不

可欠です。NEC グループでは、この考え方を「ソーシャルバリューデザイン」として新しい製品やサービスの企画・開発に取り入れ、イノベ

ーションの創出に取り組んでいます。 

 

ソーシャルバリューデザインは、人間中心設計やデザイン思考を用いて、「人の視点」に立ってユーザーの体験価値を高める「ユーザー 

エクスペリエンス（User Experience）」と、「社会の視点」に立ってシステムやサービスの価値を高める「ソーシャルエクスペリエンス

（Social Experience）」という 2 つの視点で未来像を描き、社会やお客さまのビジネスに新しい価値を創出する NEC のデザインポリシーで

す。 

 

例えば、空港のさまざまな問題を解決する空港ソリューションに対しては、ソーシャルバリューデザインを用いて、「空港は本来どうある

べきか」というより高い視点に立ち、空港の社会価値を創造しています。これまで、空港の利用者が早く正確に分かりやすい情報を得られる

フライトインフォメーションシステムや、利用者が目的地に容易にたどり着けるように利用者の導線に配慮したディスプレイ設置や誘導サイ

ンなどをデザインしてきました。 

推進体制 

NEC は、開発投資の全体最適化と社外とのコラボレーション戦略の立案などを、事業戦略とリンクさせて全社視点で遂行するために

CTO(チーフテクノロジーオフィサー)を設置しています。そして、CTO を中心に、強みのある技術領域への集中投資に向けた技術マップや 

ポートフォリオの整備を行い、外部との戦略的なコラボレーションによるタイムリーな技術導入を推進しています。 

技術戦略委員会・CTO 会議 

社会価値を生み出す事業や技術のイノベーションにあたっては、社長、チーフオフィサー、ビジネスユニット担当役員常務が、定期的な情

報共有の場や合宿などでのオープンな議論をとおして NEC として醸成すべき企業文化を共有するとともに、CTO を委員長とする「技術戦略

委員会」において、当社の経営戦略や事業戦略に資する技術戦略の立案と実行推進についての意思決定を行っています。 

 

また、その下部組織として、CTO を議長とする CTO 会議があり、月１回、NEC の注力領域について技術戦略・実行方針を定常的に議論し

ています。CTO 会議では、各ビジネスユニットおよびユニットの担当執行役員と中央研究所所長、知的財産本部長が、全社的な技術戦略に関

する課題提起を行い、解決方針の議論、実行プランを立案しています。 
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価値創造をめざす中央研究所 

NEC の中央研究所は、“価値共創研究所”というビジョンを掲げています。技術戦略委員会の戦略に基づいて技術のイノベーションを推進

し、高い技術力と、お客さまと共に考え創り出していく“共創”によって、社会価値創造に貢献するソリューションプロトタイプを創出し、当

社の成長を牽引しています。 

 

また、当社の注力領域における研究開発だけでなく、将来のあるべき姿からのバックキャストの手法で、将来注力領域となるであろう技術

を検討し、世界トップレベルの研究機関や大学との連携も進めています。世界トップレベルの研究機関との連携は、当社が本当に強い技術を

持っていればこそ可能である、と考えており、これまで以上に No. 1/Only 1 の強さを持つ当社のコアコンピタンスとなる技術の研究開発にも

注力しています。 

 

具体的には、外部の No. 1 技術を取り組むために 2016 年に立ち上げた、大阪大学との「NEC ブレインインスパイヤードコンピューティン

グ協働研究所」や、産総研人工知能研究センター内の「産総研‐NEC 人工知能連携研究室」でオープンイノベーションに取り組んでいます。

また、高度な基礎研究から社会実装のための倫理・法制度、人材育成を含めた総合的な共創のために、2016 年に東京大学と締結した「NEC・

東京大学フューチャーAI 研究・教育戦略パートナーシップ協定」のもと、社会課題解決に向けた将来の AI の研究を進めています。 

 

NEC ブレインインスパイヤードコンピューティング協働研究所 

2016 年 4 月に大阪大学協同研究講座として大阪大学吹田キャンパス内に設立した「NEC ブレインインスパイヤードコンピューティング協

働研究所」は、プラットフォームの研究活動の推進を目的としています。この講座では、脳の持つ優れた環境適応力、認識力、判断力、なら

びに高効率な消費電力性など、脳の特性に学ぶ新しい情報処理技術である「脳型コンピューティング」を研究しています。 

 

さらに、国立研究開発法人情報通信研究機構脳情報通信融合研究センターや国立研究開発法人理化学研究所 生命システム研究センターとも

連携を強化し、新しい情報通信産業を創出する「脳情報科学活用型」産業イノベーションの拠点づくりを進めています。 

 

 NEC と大阪大学、脳型コンピューティング技術の実現に向けて共同で研究所を開設 （プレスリリース） 

  ～「NEC ブレインインスパイヤードコンピューティング協働研究所」を設置～  

 

産総研‐NEC 人工知能連携研究室 

2016 年 6 月に国立研究開発法人 産業技術総合研究所内に AI を研究する組織として、「産総研‐NEC 人工知能連携研究室」を立ち上げまし

た。 

 

この研究室では、災害や異常事態などの稀な事象への対応や、新製品や新サービスの設計など過去のデータが十分にない「未知の状況での

意思決定」のために、足りない情報をシミュレーションで補いつつ、AI の能力を最大限に引き出す「シミュレーションと AI の融合技術」の

開発に取り組んでいます。当社が 1980 年代から培ってきた、機械学習、予測・予兆検知、最適計画・制御などの世界トップクラスの AI 関連

技術と、当研究室でのシミュレーション技術とを組み合わせて用いることで、分析に必要とされる過去データを十分に集めることが難しい状

況でも、意思決定を可能にする技術の研究開発や産業応用をめざしています。 

 

「産総研-NEC 人工知能連携研究室」を設立 （プレスリリース） 

～産総研における初の企業名を冠した研究室、シミュレーションと AI が融合した技術で未知の状況での意思決定を実現へ～ 

 

  

http://jpn.nec.com/press/201604/20160404_01.html
http://jpn.nec.com/press/201604/20160405_02.html
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NEC・東京大学フューチャーAI 研究・教育戦略パートナーシップ協定 

2016 年 9 月に締結した「NEC・東京大学フューチャーAI 研究・教育戦略パートナーシップ協定」の特長は、組織対組織の合意のもとで、

高度な基礎研究の実施からその研究成果の社会実装までのビジョン・課題の共有、社会実装の際の社会受容性の検証、さらに、将来を担う人

材の育成を含めて、総合的な協創を推進する点にあります。 

 

具体的には以下を推進しています。 

（1）東京大学 生産技術研究所 合原一幸教授を中核にグローバルトップの研究者を集め、脳・神経系を模倣した情報処理システムを実現する

「ブレインモルフィック AI 技術」の研究開発 

（2）今後、AI を活用したソリューションが社会に深く浸透することを見据え、社会のルールや人間の感覚との整合をはかるため、法律、ガ

イドライン、社会的なコンセンサス、倫理などについての研究 

（3）東京大学で AI を研究する博士課程学生の育成を目的とした奨学金「NEC・東京大学 フューチャーAI スカラーシップ」の新設 

 

2016 年は、「ブレインモルフィック AI」に関するシンポジウムの開催を皮切りに、脳・神経系を模倣した情報処理システムの基礎検討を

中心に取り組んできました。 

 

 NEC と東京大学、日本の競争力強化に向け戦略的パートナーシップに基づく総合的な産学協創を開始 （プレスリリース） 

  ～第一弾、AI の共同研究・倫理/制度の検討・人材育成を推進～  

 

グローバルな社会価値創造をめざす海外研究所 

グローバルな社会価値創出のために、北米、欧州、中国、日本、シンガポールの 5 カ所に研究開発拠点を設置し、各拠点の“地の利”を活か

した研究開発を推進しています。さらに、先進的な顧客や最先端の大学や研究機関とのパートナリング戦略の一環として、世界トップレベル

の大学・研究機関との連携や、現地顧客との競争活動を進め、ソリューションの視点から技術を拡充し、技術の他社優位性を確立していま

す。各研究所の特徴は、以下のとおりです。 

 

北米研究所 

東海岸のプリンストンと西海岸シリコンバレーにあるクパチーノで、地域の大学や研究機関との連携を強化しつつコア技術を多数創出して

います。特に、自律システム制御管理、データマネジメント、エネルギー制御管理、統合システム、機械学習、メディア解析、モバイル通信

ネットワーク、光ネットワークとセンシングの研究開発に取り組んでいます。 

 

欧州研究所 

欧州ナショナルプロジェクトへの積極的な参画や、ドイツのハイデルベルグ市においてネットワーク、セキュリティ、スマート交通・エネ

ルギー等の研究開発に取り組んでいます。また、ネットワーク分野を中心とする標準化活動、R&D マーケティングも進めています。 

 

中国研究院 

巨大なアジア市場での技術開発・実証を通じた新しいソリューションの開発を進めています。特に、中国市場をメインターゲットとした 

新たな社会ソリューション事業の創出に向けて研究開発に取り組んでいます。他の研究所と密接な連携をはかりながら、急速に発展する中国

市場に存在するさまざまな社会課題を解決するソリューションを創出しています。 

 

  

http://jpn.nec.com/press/201609/20160902_01.html
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NEC ラボラトリーズシンガポール 

現地の研究機関や顧客と柔軟な共同研究体制を組み、実証実験への積極的に参画することで、NEC 独自の先端技術を用いた新たなソリュー

ションを創出しています。また、政府、研究機関、大学、お客さまとの柔軟な共同研究体制を構築しつつ、都市問題の解決をめざすプロジェ

クトなどにも積極的に参画して、当社独自の先端技術を用いた新たなソリューションの創出を進めています。特に、セーフティ、ビッグデー

タ、セキュリティ、スマートエネルギーの領域を中心に活動し、ここで創出したソリューションは、社会インフラの高度化へのニーズが特に

旺盛な ASEAN や南米、アフリカといった新興国などに展開していきます。 

 

 

 
研究所のグローバル体制 

 

事業のイノベーションをドライブする「ビジネスイノベーション統括ユニット」 

「ビジネスイノベーション統括ユニット」は、全社の注力領域に関する戦略立案や、既存ビジネスの枠組みを超えたビジネスモデルの新た

な変革を推進しています。 

 

グローバルな社会ソリューション事業展開に向けて、AI や IoT 技術を駆使したデジタルトランスフォーメーションによるビジネス戦略の策

定をめざす戦略本部を「ビジネスイノベーション統括ユニット」のもとに置き、既存の組織やビジネスモデルを超えた新たな社会価値創造を

推進しています。 

 

さらに「ビジネスイノベーション統括ユニット」には、コーポレートマーケティング機能、技術イノベーション戦略機能、事業イノベーシ

ョン戦略機能を集結させ、新規事業の創造と既存事業の改革のための仕組みを整備しています。 

 

知的財産力の強化を担う知的財産本部 

グローバル事業の拡大も見据え、知的財産本部ではグローバルトップに比肩する知的財産網の構築に注力しています。このため、北米、欧

州、中国に知的財産センターを構え、グローバルな知的財産活動を展開しています。また、社会ソリューション事業の領域については、グル

ープ横断的な戦略的特許プロジェクトを展開することで、強い特許・活用される特許を獲得し、これを核にしたビジネス全体を包含する知的

財産網の構築を推進しています。グローバルブランドの強化・保護という面でも、コーポレートブランドステートメントの発信や適切な権利

保護を確実に行っています。 

 

 NEC のブランドステートメント“Orchestrating a brighter world” 

  

http://jpn.nec.com/profile/vision/message.html
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標準化を活用して市場の創出・拡大に貢献する標準化推進部 

NEC では、戦略的な標準化活動の推進により、ビジネスエコシステムの構築やビジネスチャンスの拡大をはかるとともに、ビジネスをより

強固にするための標準化関連特許の強化・活用を推進しています。また、標準化活動への参画が市場の創出や拡大、製品やサービスの安定的

な提供などに貢献すると考え、国内外の標準化団体で議長を務めるなど、積極的に標準化活動に参画して、その推進役にもなっています。 

 

イノベーションを支える人材育成 

NEC は、社会ソリューションにおけるイノベーションの創出に向けて、コア技術強化のための人材育成と、社会ソリューション創出のため

の人材育成・強化にも注力しています。また、人材のダイバーシティ化と事業マインドの醸成も推進しています。 

 

ダイバーシティ強化による人材育成 

NEC では、社会ソリューションに有効なコア技術強化のために、注力領域へ人材を集中させるとともに、トップ研究者の採用、およびダイ

バーシティの強化をはかっています。注力領域での研究者の増強では、中央研究所においてデータサイエンス領域の研究者を倍増させて、

2018 年度には 300 名体制とする予定です。2016 年度は 220 名に増強しました。 

 

採用においては、人材のダイバーシティ強化も重要です。研究所では、将来にわたって No. 1/Only 1 のコア技術の強化を継続するために、

海外の各研究所で各地域のトップ人材を積極的に採用するとともに、日本での博士採用を増強し、世界トップレベルの大学からの採用を強化

しています。2016 年度も新規採用の半数以上を博士採用とする方針を継続し、インド工科大学などからの採用を増強するとともに、世界各地

に分室を設け、各地のトップ人材を採用しています。これらの施策により、新規採用の約 4 割がグローバル人材となっています。 

 

さらに、さまざまな専門分野を持つ人材が、性別や国籍を問わず、互いに尊重し合いながら多面的な議論を行うことで、大きなイノベーシ

ョンを起こしていけるように組織を変えようとしています。例えば、日本人の研究者に対しては、NPO と連携した新興国留職プログラムや海

外研修など、社内外の教育プログラムを活用して、ドメスティック人材からグローバル人材への転換を促しています。また、専門分野のダイ

バーシティを強化するために、情報系だけでなくデータの使いこなしに強い理学系分野の採用を強化するとともに、「人と AI の協調」による

課題解決を実現するために、人文学分野の採用も強化しています。 

 

社会ソリューション事業創出のための人材育成・強化 

社会ソリューション事業のためには、特定のコア技術だけでなく、横断的で多彩なドメインの知識と事業マインドを持った研究者を育成・

強化する必要があります。新たな価値創造に向けた視野を拡げるために、多様な人材の獲得と育成に向けて、グローバル人材の育成強化、ド

メイン専門家の採用強化、事業マインドを持った事業牽引人材の育成に取り組んでいます。 

 

例えば、グローバルな先進課題に取り組む人材の強化を目的に、2018 年度には研究者の 7 割をグローバル業務経験者とする計画を進めて

います。また、社会ソリューション事業の創出では、特定の技術の専門知識だけでなく、それらを取りまとめて社会に価値を提供する社会課

題のドメインに対する幅の広い知識が必要であることから、経験者の中途採用も強化しています。 

 

また社内の人材においても、事業部門と研究部門の人材交流を通して事業化推進力を強化し、社会ソリューション事業の早期実現をめざし

ます。特に、No. 1/Only 1 の AI 技術、セキュリティ技術では、トップ技術者による人材育成を強化し、事業と研究所の間での人材交流によ

りプロジェクトリーダーや技術アーキテクト人材を育成し、事業推進力を強化しています。 
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2016 年度の主な活動実績 

No. 1/Only 1 技術による主な事業成果 

2016 年度も継続して、社会価値創造 7 テーマ実現に資する事業に対して、当社独自の No. 1/Only 1 技術を適合しています。以下が主な事

業成果です。 

 

 
顔認証：米国国立標準技術研究所(NIST)主催の評価タスクで 4 回連続第１位 

テキスト含意認識：米国国立標準技術研究所(NIST)主催の評価タスクで第１位(2012 年) 

指紋：米国国立標準技術研究所（NIST）による、指紋認証技術のベンチマークテスト(FpVTE2012）で第 1 位(2012 年) 

オープンイノベーション手法による成果と効果 

オープンイノベーションの手法には、他者との連携、買収、スピンオフ、オープンソースの活用、ライセンシングなどがあります。当社の

他者との連携は、ナショナルプロジェクトを通じた連携、自治体との連携など、多岐にわたっています。また、オープンソースを活用するに

あたっては、すでに標準化されているツールを活用する一方、学会を中心とした標準化活動にも積極的に取り組んでいます。一方、広く活用

されることを狙ってライセンシングを行うこともあります。 

先端 AI 技術を活用した創薬事業に参入 

当社では、ヘルスケア事業強化の一環として、当社独自の先進 AI 技術を活用し、医薬品開発で重要な新薬候補物質を発見するとともに実用

化を支援する創薬事業を開始しました。この事業を進めるにあたり、がん治療用ペプチドワクチンの開発・実用化を推進する新会社を設立し

ました。新会社では、NEC が発見したペプチドを主な有効成分とするワクチンについて、治験用製剤の開発、非臨床・臨床試験、製薬会社と

の事業化検討などを行い、新たながん治療薬としての実用化を進めます。 

 

当社は、機械学習と実験を組み合わせることで、短期間かつ低コストで、ワクチン候補となるペプチドを効率的に発見する当社独自の免疫

機能予測技術を有しており、今回の創薬事業など、今後も AI をはじめとする最先端の ICT を活用してヘルスケア事業を強化し、社会ソリュ

ーション事業を拡大していきます。 

 

 NEC、先進 AI 技術を活用した創薬事業に参入 (プレスリリース) 

 

http://jpn.nec.com/press/201612/20161219_02.html
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NEC、FIWARE Foundation にプラチナメンバーとして参画 

当社は、EU の次世代インターネット官民連携プログラム（FI-PPP）で開発・実装された基盤ソフトウェアである「FIWARE」（ファイウェ

ア）の普及を民間主導で推進する非営利団体「FIWARE Foundation e.V.（以下 FIWARE Foundation）」に、最上位のプラチナメンバーと

して参画しました。日本企業として初めて、かつ唯一の参画です。「FIWARE」は、公共サービスを提供する自治体や企業等の業種を超えた

データ利活用やサービス連携を促すため、オープンソースとして開発され、標準化されたオープン API を持つ基盤ソフトウェアです。欧州を

中心に多数の都市や企業でスマートシティを実現するシステムに活用されています。NEC は、スマートシティなどの IoT を活用した事業の加

速に向け、「FIWARE Foundation」のプラチナメンバーへ参画し、技術面からの「FIWARE」の機能拡充・強化と普及を牽引します。 

 

 NEC、FIWARE Foundation にプラチナメンバーとして参画 (プレスリリース) 

 

顧客一人ひとりのプロフィールを自動推定する AI 技術「顧客プロフィール推定技術」を開発 

当社は、顧客一人ひとりの趣味や嗜好といった詳細なプロフィールを、マーケティングの専門家が関与することなく、高精度に自動推定で

きる「顧客プロフィール推定技術」を開発しました。この技術では、NEC 独自の関係マイニング技術を用いて、基本プロフィールと購買履歴

から、顧客一人ひとりの詳細なプロフィールを、高精度かつ全自動で推定します。これにより、刻々と変化するライフスタイルへの対応や、

見逃していた“個”の真のニーズの素早い発見・施策立案が可能になります。今後、百貨店、スーパー、コンビニエンスストア、EC サイト、ポ

イントカードシステム事業者などの小売・流通分野への適用を視野に、さらなる研究開発を進めていきます。 

 

 NEC、顧客一人ひとりのプロフィールを自動推定する AI 技術「顧客プロフィール推定技術」を開発 (プレスリリース) 

 

離れた場所からでも人の視線の方向をリアルタイムに検知できる「遠隔視線推定技術」を開発 

街の中や店舗などに設置されている既存のカメラで、離れた場所からでも人の視線の方向をリアルタイムに検知できる「遠隔視線推定技

術」を開発しました。NEC の世界 No.1 技術である顔認証技術の中核となる顔特徴点検出技術を用いて、視線検知に必要な目頭や目尻、瞳な

ど目の周囲の特徴点を正確に特定することで、通常のカメラのみで上下左右 5 度以内の誤差となる高精度な視線方向を検知できます。NEC は

この技術を、通行人の視線の動きから、街の中での避難・誘導標識の最適な配置や不審者の監視といった安全・安心に関わる用途への応用を

進めます。また、スーパーマーケットなどの店舗にいる顧客やデジタルサイネージに注目している顧客の視線の動きから、人気商品や人気コ

ンテンツが推定できるといったマーケティング用途としての応用も視野に実用化を進めていきます。 

 

 NEC、離れた場所から視線の方向をリアルタイムかつ高精度に検知できる「遠隔視線推定技術」を開発 (プレスリリース) 

 

http://jpn.nec.com/press/201703/20170317_01.html
http://jpn.nec.com/press/201609/20160902_02.html
http://jpn.nec.com/press/201612/20161216_01.html

