
 

 

 

 

 

全ＮＥＣ Ｃ＆Ｃシステムユーザー会 

平成２７年度 

研究会 
メンバー募集のご案内 

 

 

申込期限：平成２６年１１月２８日（金） 

研究期間：平成２６年１２月～平成２７年１１月 

 

 

 

    １．活動概要 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ １ 

    ２．募集テーマ一覧 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ３ 

     ＜課題討議型＞ 

・セキュリティ研究会 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ４ 

＜研究型＞ 

・運用管理研究会 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ６ 

・ＳＤＮ研究会 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ７ 

・グループウェア活用研究会 －－－－－－－－－－－－－－－－ ８ 

・システム構築技術研究会 －－－－－－－－－－－－－－－－－ ９ 

・設計環境研究会 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１０ 

・データベース研究会 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－１１ 

・ワークスタイル改革２．０研究会 －－－－－－－－－－－－－１２ 

    ３．ご参考：平成２６年度活動報告（Ｃ＆Ｃユーザーフォーラム発表内容） 

                               －－－－－１３ 

    ４．申込要領 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１４ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 １ 

１．活動概要                        
 

目   的 
研究会は、全ＮＥＣ Ｃ＆Ｃシステムユーザー会の会員が必要とするテーマに対して、全国ベースで

その効果的な利用／応用の方法を相互に研鑚することによって技術水準の向上を図ることを目的と

します。 

 

対 象 者 

ＮＥＣ製品をご利用いただいている企業・団体で、研究テーマに強い問題意識を持ち、解決・改善

意欲のある方が対象です。ＮＵＡ会員以外の方も参加可能です。 

 

活動内容 

 研究テーマについて、以下の活動を通じて深く掘下げた研究を行います。 

  ①参加メンバーの討議、検討 

  ②参加メンバーの事例研究 

  ③ＮＥＣとの技術交流   等 

 活動状況及び研究成果を報告書にまとめます。報告書はメンバーで分担し作成します。 

 各研究会は研究会相互の交流を図り、一層効果を高めるよう活動を行っています。 

 

研究テーマ 

 研究テーマは、前年度の研究会活動及び会員の要望を基に、研究会企画運営委員会で決定して

います。 

 研究テーマは大きく＜課題討議型＞と＜研究型＞の２種類があります。＜課題討議型＞は研究

テーマに関するメンバーの事例発表を通じて各社の抱える課題解決の糸口を探るべく、情報交

換を行います。＜研究型＞は研究テーマについて、その効果的な利用／応用について研究し、

技術水準の向上を図ります。 

 研究内容は、会合開始後、メンバーにて検討します。 

 

募集人員 

各研究会で定員を設定しています。募集内容にてご確認ください。なお、お申込み多数または少数

の場合は調整させていただきます。調整が行なわれる場合には別途１２月上旬迄に事務局より連絡

いたします。 

 

運  営 
 会合の進め方について 

・ 各研究会は、担当委員の調整のもと、参加メンバーの中から選出されたリーダーを中心に自主

運営を行います。 

・ 研究会ごとに、ＮＥＣの支援メンバーが参加し、研究活動を支援します。 

・ 運営はメンバー主体で Give and Take を原則とします。原則に則り、各社の事例、現況を研究

会メンバー内で発表いただく場合があります。 

・ 研究期間中、メンバーは固定となりますので、全期間にわたってご出席をお願いします。 

・ 研究活動を進める上で、資料作成等、持ち帰り作業が発生する場合があります。 

・ 必要に応じて他の研究会と合同で会合を開催することがあります。  

 開催場所について 

・ 開催場所はメンバー各社の所在地比率を考慮して決定します。 

・ 事例見学等、遠地への出張が発生する場合があります。 

・ 参加にあたっての旅費・宿泊費等は各社の負担となります。また、宿泊会合等で臨時会費を徴

収する場合があります。 



 ２ 

 

研究期間 
 研究期間は１年間です。（平成２６年１２月～平成２７年１１月） 

 開催頻度は研究会により異なります。 

 

１２月 １月 ・・・ ８月 ９月 １０月 １１月 
 

研

究

会

キ 

ッ 

ク 

オ 

フ 

 

 

         研究フェーズ 
 

＜イントロダクション＞ 

○各社の課題確認   ＜第一ステップ＞ 

○研究テーマ検討     ○テーマ決定  ＜第二ステップ＞ 

○スケジュール検討    ○課題の抽出  ○情報収集    ＜第三ステップ＞ 

                              ○テーマ検討  ○発表内容検討      ＜第四ステップ＞ 

                                     ○資料作成分担      ○資料作成 

                                                       ○レビュー ＜ファイナルステップ＞ 

                                                              ○リハーサル 

                                                              ○研究成果報告作成 

                                                                         
 

                                                        

 
 

ユ 

｜ 

ザ 

｜ 

フ 

ォ 

｜ 

ラ 

ム 

 

 

研究会キックオフ（第１回会合） 
すべての研究会の第１回会合を以下の日程で開催いたします。なお、全体会合ではオリエンテーシ

ョンを行い、個別会合では研究会毎に分かれて実施します。 
 

 

   日 時：平成２６年１２月１１日（木）  全体会合 １３：００～１４：００ 

                       個別会合 １４：３０～１７：３０ 

                       懇 親 会 １７：４５～１９：００ 

   会 場：ＮＥＣ本社ビル 地下１階 多目的ホール 
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２．募集テーマ一覧 

 

＜課題討議型＞ 事例発表を通して、各社の抱える課題解決の 

糸口を探るべく、情報交換を行います。 

 
・研究テーマに関する分野での個別テーマを会合ごとに決め、各社の課題や解決方法等を検討 

します。個別テーマのディスカッションは、原則１回の会合で完結します。 

 

 ・進め方としては、参加者同士が情報交換を行いながら解決のヒントを検討することを基本に 

適宜ＮＥＣから事例、技術動向、関連基準、製品等を紹介しながら意見交換を行います。 

 

 

№ 研究会名 研究テーマ 頁 

１ セキュリティ研究会 
最新攻撃対策から長年の課題まで 

 直ぐ役立つ即効型研究会！ 
４ 
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【No.1】最新攻撃対策から長年の課題まで  直ぐ役立つ即効型研究会！ 

セキュリティ研究会（定員１０名） 

対 象 

・情報セキュリティ対策の企画や運用・管理の取りまとめをされている方 

・具体的には情報システム関連部門、ネットワーク関連部門、コンプライアンス推進

部門、リスク統括部門、経営企画部門の方を想定しています 

日 程 ・月１回、半日の開催です。 
 

 

研究会の概要 

セキュリティ研究会ではメンバーの情報セキュリティに関する課題を取り上げ、メンバー同士で

自社の取り組み状況紹介などの情報共有を交えて共同で解決策を探ります。本研究会では課題討議

や情報共有を通じ有意義な情報を持ち帰ることで自社の課題解決に直ぐ役立たせることが出来る即

効型研究会にしていきます。 

 

＜課題討議や情報共有で得られる情報とその効果（例示）＞ 

得られる情報 その効果 

セキュリティに対する考え方 
他社と比較して自社の強み・弱みが明確になる 

具体的なセキュリティ対策事例 

セキュリティの管理・運用で苦労したこと 
セキュリティ対策実施の意思決定に役立つ 

導入効果 

また、各回研究会では検討テーマに沿ったＮＥＣからの情報提供（ＮＥＣ自身の取組みやソリュ

ーション・技術紹介等）も行います。 

 

検討テーマ 

メンバーの情報セキュリティに関する課題から毎回一つのテーマを取り上げ検討します。各テー

マではさらに、４個程度の具体的な討議内容を設定します。 

 

＜過去の検討テーマと討議内容（例示）＞ 

テーマ 討議内容 

サイバー攻撃対策 
標的型攻撃への対応状況と追加対策の必要性 

OSパッチ、アンチウイルス定義ファイルの適用方針 

スマートデバイスのセキュ

リティ対策 

スマートデバイス導入におけるセキュリティ上の懸念事項 

個人所有物の持込み(BYOD)の考え方とセキュリティ上の考慮点 

ＳＯＣ、インシデント対応 
セキュリティインシデントの監視・対応体制 

対応要員の育成と、アウトソーシングとの役割分担 

クラウド利用時のセキュリ

ティ 

クラウド利用状況と利用時のセキュリティの考え方 

クラウド事業者のセキュリティ対策への期待と自社側での対策 

 検討テーマ、討議内容は過去のテーマも参考にしてメンバーとの話し合いで決定します。 

 

(参考)参加されたメンバーの声 

課題討議型のセキュリティ研究会に参加されたメンバーから、以下の声を頂戴しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

自社の現在進行形の課題

に対して、各社の取り組み

状況を把握できたことは

有意義。自社が変な方向を

向いていないという安心

感が得られた（製造業 情

報システム部門管理職） 

毎回半日という短時間に

もかかわらず、有意義な討

議が出来た。普段話すこと

のない他業界から様々な

話が聞くことできて新鮮

だった（金融機関 リスク

統括部門管理職） 

自社の取り組みが遅れ気

味と認識している領域に

ついて、ツールやサービス

で何をどこまで行うべき

かが整理出来た（製造業 

情報システム部門担当者） 



 ５ 

 

 

 

＜研究型＞ 研究テーマについて、その効果的な利用／応用を 

研究し、技術水準の向上を図ります。 

 
・研究テーマについて年間を通じてディスカッションを行います。ディスカッションした内容を 

まとめ、Ｃ＆Ｃユーザーフォーラムにて発表を行います。 

 

 ・進め方としては、参加者同士が情報交換を行いながら研究テーマを決定し、年間を通して研究 

を行います。研究テーマに関連した内容について、適宜ＮＥＣから事例、技術動向、関連基準、

製品等を紹介します。 

 

 

№ 研究会名 研究テーマ 頁 

２ 運用管理研究会 
運用管理業務の事例研究 

～ＩＣＴシステム運用の効率化と競争力向上を解く～ 
６ 

３ ＳＤＮ研究会 
ネットワークの仮想化を実現する SDN（Software-Defined 

Networking）! どう使いこなせばいいのか? 
７ 

４ 
グループウェア活用 

研究会 

課題を解決し、社内グループウェアシステムの有効活用

を目指す 
８ 

５ 
システム構築技術 

研究会 

最先端のシステム構築技術に関する研究 

～ソフトウェアライフサイクルを工業化する最新技術とは～ 
９ 

６ 設計環境研究会 最新ＩＣＴ環境を活用した設計環境を考える １０ 

７ データベース研究会 
ビッグデータは宝の山！！ 

データベースの情報を活用して企業の競争を勝ち抜こう 
１１ 

８ 
ワークスタイル改革 

研究会 

新たなコミュニケーション手段を活用し、 

激変する時代を勝ち抜く企業力向上を実現！ 
１２ 

 

 

 

 



 ６ 

 

【No.2】運用管理業務の事例研究 

～ＩＣＴシステム運用の効率化と競争力向上を解く～ 

運用管理研究会（定員１０名） 

対 象 

次の業務に意欲的に関わる実務メンバーやリーダー、または管理職 

・ＩＣＴシステムの企画や設計、または開発をされている方 

・ＩＣＴシステムをセンターやオフィスに構築、または運用をされている方 

日 程 
・月 1回、１．５日間の開催です。 

・開催地は参加メンバーの地区比率に応じて決定します。 

 

研究会の概要 

ICTシステムの重要性は益々高まっており、今後も新たなビジネス価値の創出やプレゼンス向上

を目指し日々進化の度合いが増しています。これに伴い運用管理の現場が担う期待や果たすべき

役割も大きく変化しており、更なる効率化・省力化の取り組みが必要です。 

本研究会では、ビッグデータやクラウド、SDNや仮想化さらにソーシャルメディアの活用といっ

た新サービス/新技術を念頭に、あらゆる角度から運用管理の進化を追求し、既定のインフラ管理

の枠を超えオープンな視点からシステム運用管理のあるべき姿を検討して行きます。 

 

研究会の進め方 

参加メンバー様の意見、各社の事例、業界や世間の動向などを基に、幾つもの課題や旬なテーマ

を短期完結型で解決してきます。主な流れは次の通りです。 

・課題解決したい検討テーマを、参加メンバー様の希望から優先度を加味して選出 

・ＮＥＣから技術動向、関連基準、製品の紹介や、活用事例施設やショールームなどの見学 

・各社の事例や考え方、ノウハウを提供いただき、メンバー様間で共有 

・問題解決法を基にした意見交換から、真の問題点・課題を洗い出し、解決策を検討 

 

＜アジェンダ案＞ １テーマに対し、１回から複数回で実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

検討テーマ例（実績） 

本研究会では、過去数年で次のようなテーマの解決に取り組みました。 

・システム運用管理者とユーザとのコミュニケーションのあるべき姿の検討 

・安定運用と運用効率化を実現するための運用設計のあるべき姿の検討 

・運用管理業務の属人化解消と、効率的・効果的な引き継ぎ方法の立て方 

・障害対策（バックアップやクラスタリングなど）の最新技術調査 

・災害対策（計画停電や電力削減含む）の現実解の考察 

・クラウドサービスや仮想化を活用した、効率化・コスト削減を実現する運用法 

・グローバル進出に最適な ICT基盤構築に向けた、最新技術動向や事例の調査 

 

アジェンダ 

検討テーマの主旨と内容（ゴール）の設定  

ＮＥＣからの情報提供／関連施設への見学（適切な施設がある場合） 

各社の事例の提供とノウハウなどのメンバー様間の共有 

問題解決法を基にしたメンバー様全員の意見交換で解決策の検討 

まとめ／次回検討テーマと内容（ゴール）の確認 



 ７ 

 

 

【No.3】ネットワークの仮想化を実現する SDN（Software-Defined 

Networking）! どう使いこなせばいいのか? 

ＳＤＮ研究会（定員１５名） 

対 象 
・ネットワークの仮想化などを実現する最新のSDN動向に興味のある方 

・自社のネットワークやデータセンターなどに SDNの導入を検討されている方 

日 程 
・月１回、１．５日間の開催です。 

・開催地は参加メンバーの地区比率に応じて決定します。 

 

研究会の概要 

近年のデータセンターや企業内の IT システムでは、サーバ仮想化による運用が進むとともに、

ネットワークまで含めて仮想化を進め、より柔軟で効率的なシステム運用を求める動きが広がって

います。ネットワークの仮想化については、多くのベンダなどからソフトウェアで集中制御する

SDN(Software-Defined Networking)の構想や製品が発表されており、ＮＥＣの SDN 関連製品のお

客様への導入事例も増えています。本研究会では、現在 SDN の主流となっている OpenFlow をは

じめとする様々な方式・製品に関する情報を集め、それぞれの特徴とデータセンターや企業網の構

成・運用形態に応じて、どのように SDN を導入すれば効果的か、その課題は何かについて検討し

ます。 

 

研究会の進め方 

 メンバーの皆様による自社の課題や問題意識などの報告をいただくとともに、最新の SDN 関連

情報を収集し、データセンターや企業網に SDN を導入した場合の IT インフラのあり方や運用形態

などについて、ＮＥＣ支援者を交えてディスカッションを行います。その上で、下記に示したよう

な検討テーマ案の中からメンバーの皆さんが興味を持ついくつかのテーマについて、さらに深く検

討を進める予定です。 

 

検討テーマ案 

○ SDN の基本的なアーキテクチャと OpenFlow などの様々な実現方式の比較 

○ データセンターおよび企業網における SDN 導入のメリットと課題 

○ SDN の導入事例の研究：既存網との接続およびマイグレーションの検討 

○ Northbound API の活用とオーケストレーション機能の実現 

○ NFV の動向や将来的な SDN 導入の方向性と新たな適用領域  など 

 

研究会の中では、SDN の最新動向やさまざまな導入事例をご紹介します。その活動を通して、ご

応募いただい たメンバー同士

の話し合いの 中から、さらな

る詳細なテー マや、上記以外

でも皆さんが 興味を持つよう

な有益な検討 テーマを取り上

げて活動して いきます。 

 

 

 



 ８ 

【No.4】課題を解決し、社内グループウェアシステムの有効活用を目指す 

グループウェア活用研究会（定員１５名） 

対 象 

・オフィスワークに関する共同研究作業に積極的に参加できる方 

・社内でグループウェアを利用している、または運用している方 

・社内グループウェアの有効活用に対して課題のある方 

・課題を克服し、グループウェアの社内利用の活性化に成功した方 

日 程 
・隔月に１回、１．５日間の開催です。 

・開催地は参加メンバーの地区比率に応じて決定します。 

 

研究会の概要 

本研究会では、社内で利用しているグループウェアシステムの利用活性化に向けた課題分析、施

策の検討と実施、成果確認までを行います。 

グループウェアシステムを新規に導入した、もしくは従来のものをリプレースしたものの当初の

計画通りには利用者が増えない、一部の機能の利用しか浸透しないなど有効に活用するまでには至

っていない場合があります。有効活用できていない理由としては、以下のようなものが例としてあ

げられます。 

・利用者が利用方法を理解していない 

・自分の業務には利用は必要ないと考えている 

・運用者からの情報提供が不足している 

・グループウェアの機能の充足性や使いやすさに問題がある 

 社内のグループウェウェアシステム利用の活性化に取り組む施策を検討する場合、最初に、活性

化できていない原因を探る必要があります。利用者が利用方法を理解していない場合や自分の業務

での利用は必要ないと考えているような場合には、教育の実施や利用ガイドの配布などの施策が有

効な可能性あります。また、具体的な業務を想定した利用事例や FAQ など運用者が公開する情報が

利用促進に繋がる場合もあります。グループウェアの機能不足や使いやすさに問題がある場合には、

直ちに機能強化やユーザインターフェース改善を行うことは難しい場合が多いため、代替案を検討

する必要があります。 

このように現在の状況に対する原因分析を行い、その結果明らかになった課題に対して適切な施

策を実施することにより、運用中のグループウェアをより有効的に活用できるような改善に取り組

み、最終的には業務改善へ繋げていく検討を行います。 

 

研究会の進め方 

  社内で利用しているグループウェアシステムにおける利用面、運用面、機能面等の課題を参加メ

ンバーで共有し、課題解決へ向けた取り組みを実施していきます。 

まず、各社でグループウェアシステムを活用できない理由・事情をアンケート等の調査を行い情

報収集します。次に調査結果を分析し、課題を解決するための改善施策を策定します。その後、改

善施策を現場で実施していただき、その成果を参加者メンバーで確認します。課題が StarOffice

に関する内容である場合には、他社様の運用事例の紹介や技術的な解決案をＮＥＣより提供いたし

ます。 

 

＜課題例＞ 

・グループウェアが浸透せず利用者が増えない。活性化させる手段はないか。 

・効率的な運用に改善する方法があるか。 

・営業活動をグループウェアの活用により効率化したい。考えられる方法は？ 

・機能、運用で実現が難しいものの代替案はないか等。 
 

検討テーマ 

メンバーが現在抱えている課題からひとつ、もしくは複数を「解決すべき課題」と位置付け、検

討テーマとして取り組んでいきます。 
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【No.5】最先端のシステム構築技術に関する研究 

      ～ソフトウェアライフサイクルを工業化する最新技術とは～ 

システム構築技術研究会（定員１０名） 

対 象 

・下記の業務に関わる部長クラス、課長クラス、係長・主任クラスの方 

 －新しい考え方や技術を取り入れたシステム構築を検討されている方 

 －ソフトウェア開発の標準化や効率化に興味のある方 

 －設計・開発や保守を担当されているＳＥの方 

日 程 
・月 1回、１．５日間の開催です。 

・開催地は参加メンバーの地区比率に応じて決定します。 

 

研究会の概要 

近年、開発におけるシステムリリースサイクルの短縮化や品質におけるセキュリティ確保等、

作業の増加と共に効率化の重要性は一段と増しており、標準化されたツール・手順を用いて作業

を進める「ソフトウェアライフサイクル管理の工業化」が広がっています。開発フェーズにおい

ては、「ソフトウェア生産の工業化（ソフトウェアファクトリ）」を初めとした、開発環境をク

ラウド化する取組みや、生産性を向上するための開発方法・手順の標準化、自動化が浸透しつつ

あります。システム構築の取組み状況においても新規開発に比べて既存資産を活用した再構築が

増加傾向にあり、資産の分析や診断等の領域も活発化しています。 

また、構築・運用フェーズにおいては、データセンターを活用したクラウドシステムの構築技

術、頻繁なリリース要件に対応するため、DevOps※1 などの考えに基づいて運用時も考慮した管

理技術が必要とされています。 

本研究会では、システムの特徴に応じたシステム構築のライフサイクルにおける、最先端の手

法や、様々な効率化や品質向上の手法について、どのように利用すれば効果的か、また課題は何

かについて、主にソフトウェア開発の視点から研究します。 
 

※1：Dev(開発)と Ops(運用)の連携を高め、効率化なサービス提供を目指すための方法論やシステム 

 

研究会の進め方 

メンバー同士の話し合いの中で、有益な研究テーマを絞り込み活動していきます。 

最先端のシステム構築技術を用いたシステムの構築体験を通じて、手法や効果を検証することが

可能です。 

下記のような機能を持つシステム開発・構築環境を研究内容に応じて提供します。 

 ソフトウェア開発環境「SystemDirector」 

 開発標準化／標準ツール「SystemDirector Enterprise（SDE）」 

 構成管理、自動ビルド/テスト、検証技術等のエンジニアリング基盤 

 サービス実行基盤「WebOTX」 

 自動チューニング機能や予兆監視によるフェールセーフ機能など自律した高可用技術を

備えたアプリケーションサーバ 

 

検討テーマ案 

○ 開発環境クラウドを用いた開発環境の標準化・自動化を実現するシステム構築技術 

○ データセンターを活用したクラウドシステムの構築技術 

○ ソースコード自動生成や検証、テスト自動化等の効率的な開発自動化・高度化技術 

○ システムの安定稼働を実現する、予兆監視・フェールセーフなどの信頼性技術 

○ システムの環境変化に対し自律的に最適化を実現するシステム構築技術 

 

 

 

 

 

図 検討テーマ案の対象範囲 
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【No.6】最新 ICT環境を活用した設計環境を考える 

設計環境研究会（定員１５名） 

対 象 

・ＰＤＭ／ＰＬＭの有効的な活用方法、効率的な運用方法を検討されている方。 

・３次元ＣＡＤデータを始め、各種設計情報の管理とその有効的な活用方法を 

検討されている方。 
＊他社のＰＤＭ／ＰＬＭシステムを使用されている企業の方、ＰＤＭ／ＰＬＭシステムを 

 導入されていない企業の方でもご参加いただけます。 

日 程 
・隔月に１回、１．５日間の開催です。 

・開催地は参加メンバーの地区比率に応じて決定します。 

 

研究会の概要 

マーケットおよび開発体制のグローバル化の進行、メカ・エレ・ソフト融合による製品の複雑性

の増大、事業の選択と集中など、製造業を取り巻く環境は大きく変化しています。製品開発におい

ては、海外を含めた多様化するニーズへの対応、製品の企画力強化、設計・生産の現地化、開発か

ら市場への投入までのトータルリードタイム短縮、環境等の各種規制への対応、知的財産の保護・

強化などが重要となっています。 

一方、モバイル端末、クラウド環境の急速な普及により、これらを活用した設計環境の提供につ

いても検討が必要となっています。当研究会では"企業の競争力強化をサポートし、業務に貢献する

設計環境・設計手法の提供を目標に、ICT 活用のあるべき姿、PDM/PLM システムの効果的な利用

方法について検討します。 

 

研究会の進め方 

 ○参加メンバー様の希望を基に研究テーマを選定し、研究・討議を中心に活動します。 

ご参考）平成２５年度テーマ：３次元 CAD データの活用について 

 ○主要研究テーマ以外に、「ミニディスカッション」を実施し、参加メンバー様の実務上の 

課題について、情報・意見交換を行います。 

 ○Obbligato に対する機能強化案をまとめ、製品へ反映します。 

 ○企業見学も年２回程度実施し「研究テーマ以外」でも各社の“気付き”に繋がる取組みを 

  実施します。 

 

検討テーマ案 

 

【設計環境全般】 

 ○製品開発におけるグローバルなコラボレーション環境の構築 

 ○３次元ＣＡＤデータの管理とその有効的な活用方法 

 ○スマートフォンやタブレットの設計業務での活用方法 

 

【Obbligato 活用】 

 ○次世代 PDM/PLM（環境配慮設計・工程設計・保守 BOM 管理、社内 SNS 連携等）の検討 

 ○SaaS 型 Obbligato の活用方法の検討 

 ○Obbligato への機能強化要望と要件定義、プロトタイプでの実現検証 

 ○Obbligato の運用管理技術の研究 
 

  ※実際のテーマは、メンバーの希望をふまえて決定します。 
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【No.7】ビッグデータは宝の山！！ 

データベースの情報を活用して企業の競争を勝ち抜こう 

データベース研究会（定員１５名） 

対 象 

・ビッグデータの活用に興味のある方 

・データベースに興味のある方 

・データベースに対して課題を抱えている方 

・情報システム関連部門、開発部門、運用部門、企画部門の方 

日 程 
・月 1回、１．５日間の開催です。 

・開催地は参加メンバーの地区比率に応じて決定します。 

 

研究会の概要 

ビッグデータ時代の到来により、企業では、

販売データや顧客情報、各種センサーで収集

したデータをいかにタイムリーに収集し、価

値ある情報に加工できるかが課題となって

います。この課題を解決すべく、データベー

ス領域では従来技術に加え、従来DBが苦手な

集計処理に優れた“カラムストアデータベー

ス”や、増え続けるデータに対応できる“ス

ケールアウト型データベース”といった、RDB

以外のデータベースが注目されています。 

本研究会では、RDBと最新技術の適用領域

の比較、ビッグデータを上手に活用する方法

など、データベースに関することからデータ

そのものまで、データの活用方法・運用方

法・設計方法について幅広く研究します。 

 

 

 

 
 

研究会の進め方 

異なる環境、業種のメンバー同士の話し合いの中で、メンバーにとって有益な研究テーマを絞り

込み活動していきます。テーマ決定後は、メンバー同士の情報交換や技術交流、ＮＥＣからの情報

提供を通して、研究を行います。実際にサーバマシンを使用した検証も可能です。 

スケールアウト型DB「InfoFrame Relational Store(IRS)」、インメモリカラムストアDB「InfoFrame 

DataBooster」など、研究内容に応じてNEC製品を提供します。 

 

過去検討テーマ例 
 

「ビッグデータ始めました。  

～分析して見えた難しさ(意外と出来ました！)～」

（2013 年度） 
SNS の生データを利用し、データ同士の関連性などの分

析手法を検討した。 
 

「やってみようよ ビッグデータ！ 

 ～身近なデータを使った傾向分析へのチャレンジ～」 

（2014 年度） 
振動センサーのデータやオープンデータを収集し、デー

タ傾向から導き出される予測を立てた。 

 
（2013 年度発表資料より抜粋） 

● 関連キーワード ● 

ビッグデータ、スケールアウト型DB、Hadoop 

カラムストアDB、リアルタイム処理、バッチ処理 
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【No.8】新たなコミュニケーション手段を現場業務で活用し、 

    激変する時代を勝ち抜く現場力アップを実現！ 

ワークスタイル改革２．０研究会（定員１５名） 

対 象 

 接客や生産などの現場環境を含む新たな情報システム基盤を企画・構築されている方 

 企業内外における新たなコミュニケーション手段に興味のある方 

 ワークスタイル改革を通じて現場業務の効率化・高質化と人材の有効活用を目指す方 

日 程 
・月 1回、１．５日間の開催です。 

・開催地は参加メンバーの地区比率に応じて決定いたします。 

 

研究会の概要 

ネットワークの高速化、スマートデバイスの普及、クラウドサービスの登場など、企業システム

を取り巻く環境は大きく変化しています。このような IT とネットワークの進歩によりワークスタ

イルを変革して企業の競争力を高めようとする動きが一般化してきました。しかしながら従来のワ

ークスタイル改革は主にオフィスワーカーを対象にしており、ビジネスに直結する接客や生産など

の現場サービス／作業従事者へフォーカスをあてたものではありませんでした。本研究会では、研

究対象をオフィスワーカーから現場従事者に広げて、現場業務の効率化・高質化によってさらなる

価値向上を目指す方策に関して検討します。 

 

研究会の進め方 

メンバーの皆様による自社の課題や問題意識などの報告をいただき、NEC が試行するワークスタ

イル改革や最新の取り組みを行っている企業の見学、関連ソリューションなども紹介したうえで、

ＮＥＣ支援者を交えてディスカッションを行います。その活動を通じて、下記に示したような検討

テーマ案の中からメンバーの皆さんが興味を持ついくつかのテーマに絞り、具体的な現場ワークス

タイル改革の実現性や課題などについて検討を深める予定です。 

 

検討テーマ案 

○ ユニファイドコミュニケーション(※1)の効果的な活用シーンと導入に向けた課題 

○ ビジネスプロセスへのコミュニケーション組み込みによる業務効率化、生産性向上 

○ スマートデバイス、位置情報などを活用した機動力のあるフィールドワークスタイル改革 

○ スマートフォンなどの私用端末の業務利用を認める BYOD(※2)のメリットとリスク など 

 

メンバーの話し合いの中で、上記以外でも皆さんが興味を持つような有益なテーマを取り上げて活

動していきます。 

 
※1: ユニファイドコミュニケーション：電話・メール・テレビ会議・インスタントメッセージなど様々なツールを

統合し、状況に合わせた効率的なコミュニケーションを実現する仕組み 

 

※2: BYOD(Bring Your Own Device)： 社員が個人で所有するスマートフォンやタブレット端末などの業務活用

を促進する考え方 
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３．ご参考：平成２６年度活動報告（C&C ユーザーフォーラム発表内容） 
 

  

 

平成２６年度研究会活動報告を下記の内容で「Ｃ＆Ｃユーザーフォーラム」（平成２６年１１月

２０日～２１日開催）セミナーにて発表いたしますので、ぜひご聴講下さい。 

 

※発表テーマ、発表概要は変更の可能性がございますので予めご了承下さい。 

 

「Ｃ＆Ｃユーザーフォーラム」の詳細、お申込については、公式ホームページ

（http://jpn.nec.com/uf-iexpo/）をご覧ください。 

 

研究会名 発表テーマ 発表概要 

運用管理研究会 コミュニケーションが変える運用管理 

～ソーシャルメディアでユーザとの繋りを強める～ 

運用者はユーザにシステムの状況を、ユーザは運用者

に業務の変化を互いに伝えきれていない。「ユーザのビ

ジネスに真に貢献できる運用」の成果を導き出すため

に、ソーシャルメディアの活用を研究しました。 

ＳＤＮ研究会 SDNの光と影 

～これで解った！？ ユーザ視点で迫る SDN導入の 

勘どころ～ 

昨今なにかと注目を浴びる SDN。言葉とイメージが先行

しているが一体何者なのか？ユーザに近いアマチュア

集団のメンバーが SDNの現状と可能性を探る。これで

あなたにも解るはず！？ 

システム構築技

術研究会 

今日からTRY!タブレット向け業務システム構築「AtoZ」

～気になるポイント解説します～ 

PCに比べて安価なタブレットの普及により、業務システ

ムへの適用ニーズが高まっています。でも何から手を付

ければいいのでしょうか？導入～運用の観点からシス

テム構築のポイントを解説し、モヤモヤを解消します。 

次世代 

コラボレーション 

研究会 

 

  

設計環境研究会 その 3D-CADデータ、活用できていますか？ 

～使われ続ける設計環境を目指して～ 

3D-CADの普及により設計環境が変化する中、皆様の

会社では 3D-CADデータを効果的に活用できています

か？3D-CAD とそれをとりまく設計環境において、各社

が抱える課題の討議結果を報告します 

データベース 

研究会 

やってみようよビッグデータ! 

～身近なデータを使った傾向分析へのチャレンジ～ 

ビッグデータは大規模システムや優秀なデータサイエン

ティストが必要？そんな事はありません。素人の私たち

が、身近にあるオープンデータや特殊なセンサーデータ

の分析にチャレンジ！そして見えてきたポイントとは？ 

ワークスタイル 

改革研究会 

未来の働き方にチャレンジ 

～週休３日でみんなハッピー！動画でみせます～ 

世界的に珍しいと言われる日本人のハードな働き方。

豊かなワークライフバランスを実現するため必要なこと

は何か。「週休３日」をキーワードに制度と効率化の２つ

の面から研究した成果を、動画を交えてご紹介します。 
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４．申込要領 

 
 （1）申込方法： 

  ①Ｗｅｂサイトからお申し込みの場合 

   ユーザー会Ｗｅｂサイト「ＮＵＡ ＷＯＲＬＤ」からお申し込みください。 

http://www.nua.or.jp/zen/kenkyukai/ 

  ②ＦＡＸにてお申し込みの場合 

最終ページにある「入会登録申込書」に必要事項をご記入の上、ＦＡＸにて送信下さい。 

   ※１名につき１組（申込書１／２、２／２）の申込書が必要です。 

   ※前年度研究会メンバーの方々も、あらためてお申込み下さい。 

      ＦＡＸ：０３－３７９８－８７１５ 
 

 （2）申込期限：平成２６年１１月２８日（金）必着 

   ※期限を過ぎても参加可能な場合もございます。事務局までお問い合わせください。 

 

 （3）年会費： 

   無料 

 

 （4）お問い合わせ先： 

全ＮＥＣ Ｃ＆Ｃシステムユーザー会事務局 佐藤、斉藤（竹） 

東京都港区芝五丁目７－１（ＮＥＣ本社ビル３階）〒１０８－８００１  

電話：０３－３７９８－８６６４（直通）  ＦＡＸ：０３－３７９８－８７１５  
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 １６ 

  平成 2７年度研究会入会登録申込書（FAX 用） 

 
 

ＦＡＸ（０３）３７９８－８７１５ 斉藤（竹） 行     申込書１/２ 

 

                        
 

 

 

 

 

※下記「個人情報の取扱について」をご了承のうえ、お申し込み下さい。 

                        申込日：平成  年  月  日 

ふりがな 

会 社 名 

 

 

所属・役職 

 

 

 

ふりがな 

登録者氏名 

（参加者） 

 

電話番号  ＦＡＸ  

Ｅ－ＭＡＩＬ  

住所 

（案内送付先） 

〒□□□－□□□□ 

 

 

貴団体の業種  担当業務  

参加希望 

研究会名 
 

参加希望研究テーマの経験年数   年 

＜お申し込みにあたってご留意いただきたいこと＞ 
１．★印欄では、該当箇所に■を、その他の欄には必要事項をご記入下さい。 

 ２．複数の研究テーマや複数名の参加を希望される場合は、お手数ですが本紙を 

   コピーの上、各研究テーマ、個人単位でお申込みください。 

次頁も忘れずご記入ください。 

 

 

  ※個人情報の取扱について 

  １．ご記入頂いた個人情報は、本会合に関するお客様へのご連絡（詳細案内状の送付等）など、本会合の開催・運営を目的として 

  利用致します。２．円滑な会合運営を図るため、当該個人情報（貴社名、所属・役職、氏名）をＮＵＡ委員、幹事及び講師へ開示 

  します。３．当該個人情報は日本電気株式会社（以下、「当社」）と業務委託先（ご案内送付時のＤＭ会社等）並びに当社子会社 

  及び上記２の関係者のみが取扱、その他の第三者には一切提供致しません。４．お客様ご自身の個人情報に関する照会や、訂正、 

  追加または削除については、お客様ご本人から別途ご連絡頂く事により、合理的な期間及び範囲で対応させて頂きます。 

  全ＮＵＡ事務局迄ご連絡下さい。  全ＮＵＡ事務局 E-mail：nua@nua.jp.nec.com Tel:03-3798-8664 Fax:03-3798-8715

全ＮＥＣ Ｃ＆Ｃシステムユーザー会「研究会」 

入 会 登 録 申 込 書 



 １７ 

★印欄では該当箇所に■をお付け下さい。           申込書２/２ 

会社名  氏名  

★貴社のシステム見学可否 □可 ・ □否 

希望研究内容（出来るだけ詳しくご記入下さい） 
 

 

 


