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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、臨時会合や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。 
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研究期間 
 研究期間は１年間です。（平成２７年１２月～平成２８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２７年１２月 ４日（金）  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 

 

   ※ 設計環境研究会のみ初回から 2日間会合となりますので、別スケジュールと 

なります(12月 3日(木)～4日(金))。 

会合・懇親会については別途ご案内いたします。 
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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） 
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＜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 
企業への導入が進む SDN（Software-Defined Networking） 

何が解決できて、運用はどう変わるのか? 
７ 

４ 
グループウェア活用 

研究会 

課題を解決し、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 

～システム構築を効率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 
データアナリティクス 

研究会 
データ分析によって価値創造を図る １１ 

８ データベース研究会 
データ利活用のための収集・加工・分析プロセスを 

設計する 
１２ 
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【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 

近年、ICT部門の役割は年々変化しており、ITサービスの要求レベルの向上に加え、ビジネスへ

の直接貢献への期待も高まる中、運用管理の現場は従来の堅牢で高可用なシステムの維持や業務

の効率化から、新しいビジネス価値の創造を求められております。 
本研究会では、新技術／新サービスを念頭に、ICTシステム運用の現場が抱えている様々な課題を、

参加メンバー様の立場から持ち寄ったノウハウ、経験を共有することで、新しい価値創造に向けた ICT

部門のあるべき姿を検討していきます。 

 

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

について研究テーマを絞り込み、1年間を通して解決していきます。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 

・解決策の検証を行いまとめ、発表 

＜アジェンダ案＞ 1.5日の主な流れ 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

・運用自動化の現状と運用自動化によってもたらされる ICT部門のビジネス価値について 

・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 

・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 

 
 

  

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／次回検討内容の確認 
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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 

○ 企業網などに対する SDN 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 

○ SDN 導入で必然的に変わるネットワークトポロジーとセキュリティ対策 

○ NFV(Network Function Virtualization)の動向や新たな SDN の適用領域  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。 

 

  

【No.3】企業への導入が進む SDN（Software-Defined Networking）  

何が解決できて、運用はどう変わるのか? 

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。 
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研究会の概要 

市場では Microsoft社の Office365、サイボウズ社の Cybozu.com、NECの OfficeForce等グループ

ウェアのクラウドサービスが多数あり、企業はグループウェアを更新するにあたってクラウド化を

検討するケースが増えてきています。 

企業がグループウェアシステムのクラウド化を検討するきっかけとして、「サーバ運用の削減（コ

スト削減）」・「スマートデバイス等を利用した外出先からの活用（ワークスタイルの改革）」等が理

由にあげられています。加えて「メールボックスの容量が大きい」・「常に最新の機能が利用できる」

等も市場ではメリットとして捉えられています。その反面、クラウド化の検討を進めていく中で以

下のような課題に直面し、クラウド化を進めることに躊躇しているケースもあるようです。 

・初期費用が安いことは理解できるが、運用開始後のトータルのコストも下がるのか？ 

・社外からのアクセスはどのようなセキュリティポリシーにすべきか？ 

・既存の環境からのデータ移行はどうなるのか？ 

・運用方法は、オンプレミスの時と比べてどのように変わるのか？ 

 また、クラウドサービスに切り替えた後に、当初期待していた程の効果が得られないといった感

想が聞かれる場合もあります。 

本研究会では、グループウェアシステムをオンプレミスからクラウドサービスへ切り替える際の

課題について分析し、対策の検討を行います。具体的な対策を検討することでクラウド化を進める

上での参考としていただく他、クラウド化されたグループウェアシステムの効果的な活用に繋げら

れるような提案を行っていきます。 

 

研究会の進め方 

  参加メンバーの皆様からクラウド化を検討している中で直面している課題、または既にクラウド

で運用している中で直面している課題を発表して頂くとともに、最新のグループウェア関連の情報

を収集しつつ、ＮＥＣ支援者を交えて課題解決に向けた対策を検討していきます。課題が StarOffice、

OfficeForce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＞ 

・他のクラウドサービスやオンプレミスのシステム（人事システム、ワークフロー等）との連携が

しづらい 

・クラウドサービスのバージョンアップに OS やブラウザの対応が追いつかない 

・どこからでもつながるので情報漏えい対策をどうすればよいかわからない 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。 

 

  

【No.4】課題を解決し、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 

・業務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 

・グループウェアのクラウドへの移行を検討している方、またはクラウドで運用して

いて課題のある方(運用が手間、セキュリティが不安 等) 

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。 
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【No.5】最先端のシステム構築技術に関する研究 

      ～システム構築を効率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 

・自社のシステム構築において下記のような取り組みに興味をお持ちの方 

 －最新のハードウェアやソフトウェア開発技術の導入 

 －業務システム構築の効率化や標準化 

 －古いシステムのアプリケーション資産の活用 

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、システム開発サイクルの短縮化や、スマートデバイスの導入など GUI の多様化、セキ

ュリティ対策の高度化などにより、システム開発作業の負荷は増加の一途をたどっています。こ

のため開発作業をいかに効率化するかが重要な課題となっており、品質・生産性を改善するため

の最新の開発技法の導入や、最新の開発ツールによる開発作業の自動化が脚光を浴びています。   

また、業務システム開発では、膨大な既存資産に対して機能追加・変更を行う開発が主流とな

っています。しかし、長期間に渡る改造・保守の結果、ソースコードの複雑化や設計書・ノウハ

ウの欠損などの課題が発生しており、改造時に既存資産を分析・診断する技術も注目を集めてい

ます。さらに、短サイクルの機能リリースを可能とするため、開発部門と運用部門を緊密に連携

させることを目的とする DevOps※1の考え方も重要となってきています。 

本研究会ではこのような各種課題を、最新の開発技術や開発ツールを活用することによりいか

に解決できるか研究します。 

※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 

NEC 製の開発環境製品や実績のある市販開発ツール・OSS、最新の開発技術の動向をふまえ、参

加メンバー各社の業務システムにどのように適用できるか検討頂きます。業務システム開発の実務

的な観点から、具体的な適用ノウハウの整理や課題が解決できるか評価頂きます。 

 

＜対象製品・技術＞ 

 NEC 業務システム開発環境「SystemDirector Enterprise (SDE)」 

 実績のある他社製開発ツールや OSS（Open Source Software） 

 言語処理技術、ビッグデータ分析などを応用した既存資産の見える化・診断技術 

  

※上記以外の製品・技術についても、研究目的に応じて対象として頂く事が可能です。 

 

検討テーマ案 

○ 最新のハードウェアや開発技術の導入を検討されている方向け 

 多様化する GUI デバイス上でのアプリケーション開発の研究 

 ノンプログラミング、ソースコード自動生成に関する研究 

 ビジネスルールベース開発に関する研究 

○ 業務システム構築の効率化や標準化を検討されている方向け 

 DevOps の実際と自社開発プロセスへの導入の研究 

 要件定義を短期化するリアルタイム開発の研究 

 ソースコード検査、テスト自動化など最新ツール導入による開発自動化の研究 

○ 古いシステムのアプリケーション資産の活用を検討されている方向け 

 既存資産に内在する複雑さやリスクを可視化する研究 

 既存資産から設計情報を抽出し、設計書を再構成する研究 

 既存資産を新プラットフォーム／開発言語へ効率的に移行する研究 
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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。地方開催の比率が高いため、 

東京以外の開催に参加可能なことを参加条件とさせていただきます。 

・初回会合は 12月 3日(木)～4日(金)の 2日間となりますので、ご注意ください。 

 

研究会の概要 

マーケットのグローバル化、モノからコトへ（製造業のサービス化）、IoT の潮流など、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、ソーシャルネットワーク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 

ご参考）平成２６年度テーマ：ＰＬＭシステムのカスタマイズ指針について 

 ○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】 

 ○グローバル設計環境の構築・運用方法 

 ○３次元ＣＡＤデータの管理と有効的な活用方法 

 〇製品データ活用方法・活用範囲の拡大の検討 

 

【Obbligato 活用】 

 ○次世代 PLM の研究（製品企画支援、工程情報管理、保守 BOM 管理、社内 SNS 連携等） 

 ○クラウド環境の活用方法の検討（開発、テスト、本番環境等） 

 ○運用管理技術の研究 

 ○製品機能強化検討とクラウド環境を利用したプロトタイプ開発・検証 

 ○モバイルの活用方法の検討・検証 

 

実際のテーマは、メンバーの希望をふまえて決定します。 

 

開催地について 

ご参考までに、過去の開催地は以下の通りです。 

 １２月 ２月 ４月 ６月 ８or９月 10 月 

平成２５年度 東京 富山 京都 名古屋 大阪 広島 

平成２６年度 東京 東京 仙台 大阪 京都 東京 
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【No.7】データ分析によって価値創造を図る 

 

データアナリティクス研究会（定員 10 名） 

対 象 

・企業や団体の中で BI/BA ツールなどを活用して、データ分析を行っている方 

・データ分析による課題解決や価値創造の企画・推進を行っている方 

・データサイエンティスト、及びその育成に携わっている方 

日 程 

・隔月、各 1日の開催です。 

・開催場所は原則東京となりますが、参加メンバーの地域比率によっては他地区開催の

回も検討します。 

 

研究会の概要 

ビッグデータの時代を迎え、データ活用によって経営課題を解決したり、新たな事業価値を創

出しようと言う動きが加速しています。そこでキーになるのは、データを分析して隠れた法則や

新たな知見を発見する「データアナリティクス」の取り組みです。 

データアナリティクスの取り組みを成功させるには、適切な目的設定を行い、それに沿ったデ

ータの収集、分析手法・技術の選定、分析プロセスの実行と結果判断、改善提案の実施などを行

う必要があります。また、このような取り組みを定着させるためのユーザリテラシの向上や、専

門スキルを備えたデータサイエンティストの確保・育成、最新のデータ分析技術(機械学習、人工

知能)の把握なども重要なポイントです。 

本研究会では、データアナリティクスの取り組みの成功に向けての課題とその解決策について

広く研究を行います。また最新のデータ分析技術の動向についても学び、その適用可能性につい

ても研究を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

研究会の進め方 

メンバーが自社のデータ分析の取り組みや課題を紹介しあい、メンバーにとって有益な研究テ

ーマを選定します。テーマ選定後は、メンバー同士の情報共有やディスカッション、NEC からの

情報提供などを通じて研究を行い、成果をまとめます。 

また、NEC の第一線のデータサイエンティストや機械学習の研究者から、この分野の最新の技

術動向や事例の紹介を行い、メンバー各社のデータ分析の方針検討の参考としていただきます。 

 

 
検討テーマ例 

・データ分析を経営に活かすには 

・データ分析で陥りやすいミスとその対処法 

・データ分析人材の育成方法 

・データ分析のための環境 

・外部データ・オープンデータの活用方法 

● 関連キーワード ● 

- ビジネス・インテリジェンス(BI) 

- アドバンスト・アナリティクス 

- 機械学習、ディープラーニング、人工知能 

- データサイエンティスト 



 １２ 

SNS

POS

アクセス解析

売上情報
会員情報

分析

運用設計

【No.8】データ利活用のための収集・加工・分析プロセスを設計する 

  データベース研究会（定員１５名） 

対 象 

・ビッグデータの活用、データベースに興味のある方 

・データベースを使った検証を行いたい方 

・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、運用部門の方 

日 程 
月 1回、１．５日間の開催です。 

なお、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 

ビッグデータ時代の到来により、従来データベースで扱っていた販売情報や顧客情報に加え、各

種センサーデータやSNSデータをいかに収集・活用し、タイムリー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RDB技術に加え、RDBが苦手な集計処理に優れた“カラムストアデータ

ベース”や大量データでも処理できる“スケールアウト型データベース”が注目されています。 

本研究会では、データベースに関することからビッグデータを上手に活用する方法まで、様々な

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 

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

情報交換や技術交流、研究内容関連イベントへの参加などによる情報収集や、希望により実際にマ

シンを使用した検証を行いながら、データの収集・加工方法について検討します。 

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

DB「InfoFrame DataBooster」など、研究内容に応じて評価環境を提供します。 

 

過去検討テーマ例 

「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） 
振動センサーで収集したデータを活用した異常検知

と、オープンデータから導き出されるデータの関連

性を分析。 

 

「ビッグデータで未来が見える！  

 ～SNSの情報でトレンド予測に挑戦～」（2015 年度） 
様々な情報が入り混じる SNSのデータから必要な 

データのみを抽出し、2015年のトレンドを予測。 

 

 
（2014年度発表資料より抜粋） 
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3．ご参考：平成２７年度活動報告（C&C ユーザーフォーラム発表内容）                       
 

平成２７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２７年１１

月１２日～１３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

（https://uf-iexpo.nec/）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 運用改革大作戦！！ 

～攻めの自動化が現場を変える～ 

人手の運用が多く日々業務に追われていませんか？解

決する手段として自動化ソリューションに着目しました。

自動化実現の体系的な方法と、その効果（品質向上な

ど）について現場目線で研究した成果をご紹介します。 

ＳＤＮ研究会 SDNで描くネットワークの未来予想図 

～企業インフラは SDNでどこまで変わるか？～ 

SDNの導入で企業のネットワーク設計や運用がどう変

わるのか、運用者の視点からネットワークのトポロジ体

系や仮想ネットワークの管理方法について効果と課題

を整理。企業ネットワークの未来像に迫ってみました。 

システム 

構築技術研究会 

業務システムのテスト苦労していませんか？ 

～自動化ツールで効率化に挑戦！～ 

求められるシステム品質と抑えたいコスト。そんなジレン

マを解決すべく、『テスト自動化』という観点からアプロー

チ。でも自動化っていったい何？どんなツールがある

の？テスト自動化に向けて第一歩を踏み出します！ 

グループウェア 

活用研究会 

 

メールへの過度依存から脱却！！ 

～適材適所のグループウェア活用術～ 

本来便利なツールであるはずのメールが溢れ、業務負

荷となっていませんか？本研究会では、利用者が使い

たくなるグループウェアの「あるべき姿」を目指し、効果

的な利用方法や既存機能の改善案を提案します。 

設計環境研究会 真剣に考えよう！今日のカスタマイズ、 

明日のバージョンアップ 

PLMシステム管理者が語る！ 目先の利便性だけでな

く、バージョンアップを見据えた継続的利用が可能なカ

スタマイズ方針とは？ Obbligatoを中心にメンバー各社

の事例を交えて検討した結果を報告します。 

データベース 

研究会 

ビッグデータで未来が見える！ 

～SNSの情報からトレンド予測に挑戦～ 

多くの企業でビッグデータの活用が叫ばれる昨今。具体

的な活用イメージが湧かない方も多いのでは？当研究

会では身近な情報からトレンド予測に挑戦しました。試

行錯誤と苦心の末に導き出した答えとは… 

ワークスタイル 

改革 2.0研究会 

未来の現場を覗いてみよう！ 

～ウェアラブル端末も試してみました～ 

ワークスタイル改革の舞台は、オフィスだけだと思って

いませんか？当研究会では、最新 ICTで変わる未来の

現場の働き方を覗いてみました。話題の眼鏡型ウェアラ

ブル端末の実演も予定しています。 
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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２７年１１月２７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、山村 

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  

 

 


