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基幹の大量データや、ビックデータの処理・解析
に特化したプラットフォームです。

多彩な業種/業務アプリケーションに最適化された
プラットフォームです。

プライベートやパブリックを問わずクラウド共通
基盤、あるいは仮想化基盤として最適化された
プラットフォームです。

NEC Solution Platforms™製品ラインナップ

Data Platform Suite
＜データ蓄積/解析基盤＞

Application Platform Suite
＜業種/業務アプリケーション基盤＞

Cloud Platform Suite
＜クラウドサービス基盤＞

利用環境や導入目的ごとに最適化されたソリューションプラットフォームを提供

NEC Solution Platforms™ サポート ハードウェア／ソフトウェアをワンストップで保守・サポート
更に運用・監視等のお客様の運用管理負荷を軽減する各種サービスを提供

Data Platform for Oracle® Database
データベース処理に最適なベストプラクティスモデル

InfoFrame DWH Appliance
超高速データ分析プラットフォーム

エンタープライズパッケージ R3
＜クラウド共通基盤　大規模システム向け＞

スタンダードパッケージ R3
＜仮想化統合基盤　中規模システム向け＞

データセンターパッケージ R2
＜クラウド共通基盤　サービス事業者向け＞

UNIVERGE ホテル業務基盤
＜ホテル向け統合プラットフォーム＞

UNIVERGE 客室タブレットソリューションパック
＜新スタイルの客室コミュニケーション＞

コラボレーション基盤/MS

シンクライアント基盤

Application Platform for Partners
パートナー様と協同開発する中堅・中小企業向けソリューション型プラットフォーム

ワンストップ保守サポート
ハードウェア・ソフトウェアのワンストップ保守サポートを提供

プラットフォーム通報サービス
ハードウェア・ソフトウェアのアラーム通報を、
監視センターで24時間365日監視し、
システムダウンを未然に防止

バックアップサービス
バックアップストレージ（iStorage HSシリーズ）を
オプションで選択することで、業界最安値水準での

バックアップサービスの利用が可能



コスト削減、事業拡大の経営課題を解決し、 
経営革新を加速するソリューション型プラットフォーム
NEC Solution Platforms™

社会環境の急激な変化とともに、システム構築における課題も多様化しています。従来の導入コストや、運用コストの削減、

可用性の追求という課題を解決するのはもちろん、ビックデータ活用などのICT領域での新たな経営課題を迅速に解決し、

経営革新、事業拡大を加速することが求められています。

NECでは、これらの課題を解決するために、サーバやストレージ、ミドルウェアに加え、ネットワーク製品およびアプリケー

ションまでを統合するソリューション型プラットフォームを提供いたします。

多くのシステム構築実績に基づいた豊富な知見、柔軟なシステム設計技術をもとに、ICT基盤に求められる省力化、効率化

を実現するソリューション型プラットフォーム、それがNEC Solution Platformsです。

NEC Solution Platforms™のコンセプト

■信頼性：検証済みシステム構成による 高品質なプラットフォーム■コスト：レディメイド型のプラットフォームで導入コストを最適化■スピード：プラットフォーム構築期間の短縮を実現

システム導入に必要な設計業務か

ら、構築、検証など各フェーズの作業

が短縮できるため、従来の約2分の1

から3分の1（当社比）まで導入リード

タイムを短縮。必要な業務システム

や各種ソリューションを、必要なとき

にすばやく導入できる、短期導入/早

期稼働を実現します。

NEC Solution Platformsは、出荷

時にあらかじめ主要な設定や構築作

業を済ませているので、導入時のカ

スタマイズ作業を最小限にすること

が可能です。これにより、個別SIによ

るプラットフォーム構築に比べ導入時

の費用を低減することができ、企業

のTCO削減に貢献します。

NECがこれまで培ってきたシステム

構築の実績やノウハウをベースに、

ネットワーク製品やソフトウェア製品

も的確な推奨構成で提供します。用途

や目的別に必要な、ハードウェアやOS・

各種ソフトウェアをあらかじめ統合。

最適かつ高品質なプラットフォームを

設計・構築のうえ、動作検証済みでお

客様のもとへおとどけします。
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NEC Solution Platforms™

NEC Solution Platforms™の全体像

従来のプラットフォーム構築

NEC Solution Platforms

高度な設計、構築スキルが必要。
インフラシステム課題

（冗長性、拡張性、煩雑性）の考慮。

最適な状態で動作するよう、
予め設計、検証を実施の上、製品化。
ボトルネックなどのリスクを軽減。

NECは、2006年からIT&ネットワーク統合プラット

フォーム「Express5800/SIGMABLADE」を、2010

年よりクラウドコンピューティングを支えるITネット

ワーク統合パッケージ製品「Cloud Platform Suite」

を提供してきました。

「NEC Solution Platforms」は、これら長年にわたる

統合プラットフォームへの取り組みと、多くのシステム

構築実績に裏打ちされた豊富な知見をもとに開発さ

れ、信頼性の高いソリューションプラットフォームの導

入を迅速かつ低コストで実現することができます。従

来の課題解決はもちろん、お客様の新規ICT領域にお

ける企業価値の創造を強力に推進します。

NEC Solution Platformsはサーバやストレージ、ミドルウェアに加え、ネットワーク製品およびアプリケーションまでを統合し、さらにパートナ製品やオープン

製品をも有機的に結合して、最適なICT基盤を提供するソリューション型プラットフォームです。市場や用途ごとに製品を幅広くラインナップし、最適なコストで

安心のシステムを迅速に構築できます。

NEC Solution Platforms™の特長

＊：全ラインナップ中の最大効果値＊ 全ラインナ プ中の最大効果値

社会インフラ
市場

エンタープライズ
市場

ＳＭＢ
市場

キャリアNW
市場

エネルギー等
新市場

お客様

ソリューション指向

NEC Solution Platforms™

有機的に結合

サーバ

ネットワーク

ストレージ

PBX/キーテレフォン

ソフトウェア

パートナー製品

プラットフォーム構築期間

最大60%短縮

導入コスト

 最大40%削減＊
知見数

約5000件
導入スピード コスト 信頼性
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有機的に結合有機的に結合有機的に結合有機的

ICTによる解決手段と課題

経営者が抱える課題の解決手段として
ソリューション型プラットフォームを提供

ICTの要件

導入スピード

低コスト

信頼性

・迅速な導入
・データ急増対応
・ボトルネック

・サービス品質
・セキュリティリスク
・電力コスト増

・複雑な検証
・SIコスト増
・管理コスト増

ビッグデータ
活用

クラウド
サービス活用

システム統合
仮想化
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値
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