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桔梗原　デジタルトランスフォーメー
ションが企業経営の重要なテーマとなっ
ています。現在の企業の動向をどのよう
に見ていますか。
平井氏　様々な業種や用途で、デジタル
トランスフォーメーションが現実のもの
となってきています。多くのお客様が

「期待」を持って取り組んでいますが、一
方でIT部門においては「不安」も併せ持っ
ているように感じます。お客様はデジタ
ル技術を活用した変革に積極的にチャレ
ンジしようとしていますが一方で、IT部
門は新たな要求に応えていくために、不
安や悩みを持ちながら検討を始めている
状況だと捉えています。
桔梗原　デジタルトランスフォーメー
ションにおいてユーザー企業のIT部門
が果たす役割は小さくありません。どん
な不安があるのでしょうか。具体的にIT
部門にはどのような役割が求められると
お考えですか。
平井氏　デジタルトランスフォーメー
ションという言葉が登場する以前からIT

部門が果たす役割は変わりつつありまし
た。きっかけは、クラウドサービスの利
用拡大です。以前は、ビジネス部門の
ニーズに合わせて、IT部門がシステム要
件を定義し、システムを用意して自ら運
用していました。しかし現在は、クラウ
ドサービスを用いてAIやIoTといった新
しいテクノロジーをどう生かすべきか、
IT部門が提案していくことが求められて
います。

桔梗原　単なるITシステムの提供から、
新たなテクノロジーを活用したサービス
づくりへと、求められる役割が変化して
いるということですね。IT部門が自信を
持って変革の中核部門となり、企業が革
新を推し進めていくためにNECのよう
なITベンダーには、何ができるとお考え
ですか。
平井氏　NECは自身の経験を生かして、
IT部門での新たな価値創出をお手伝いで
きると考えています。実はIT部門が置か
れている状況を、NEC自身もこれまでに
経験してきました。ご存じのように、従

来のNECは、お客様のニーズに応じて
サーバーやネットワーク機器などの製
品、SIや運用サービスなどを提供してき
ました。しかし、今は新しいテクノロ
ジーの可能性を見極め、お客様のビジネ
スや強みと組み合わせてどんなことがで
きるかをNECから提案し、お客様と共
に検討しながらサービスを具現化してい
くことが必要になってきています。従来
のような、NECからIT部門にソリュー
ションやサービスを提供する「BtoB」の
世界だけでなく、そのサービスシステム
を利用する最終エンドユーザーにどんな
価値を提供できるのかをお客様と一緒に
考えて、共に新サービスを運営する

「BtoBtoB」「BtoBtoC」の世界のビジネ
スです。現在NECは、お客様とそのよう
なビジネスの「共創」パートナーになる
ことを目指しています。
桔梗原　NEC自身が役割を再定義して
いるのですね。具体的には、どのような
取り組みを進めているのでしょうか。
平井氏　NECには、各業界のビジネスや
業務に精通した営業担当者やSEがいま
す。そうした人材を通じて、積極的にデ
ジタルトランスフォーメーションに関わ
る提案活動を行っています。同時にNEC
は、技術をもとに様々なサービスを構築・
運営してきた経験があります。この経験
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と、そこで培ったノウハウを生かした
「サービス化設計支援活動」と、品質の高
いサービスの迅速な立ち上げを可能にす
る「ビジネス基盤サービス」を提供して
いきます。
桔梗原　どのようなものですか。
平井氏　まず「サービス化設計支援活動」
については、新サービスの企画、開発、運
営という全工程においてサービスビジネ
スをやりたいお客様を支援します（図1）。
例えば、サービス運営では従来のSIに比
べて様々な点に注意しなければなりませ
ん。NEC自身もサービス運営の中で様々
な苦労がありました。1つはサービスの
安定性、信頼性の確保です。システム障
害でサービスが止まってしまうと、ユー
ザーからのクレームを招き、それが評判
を落として、最終的にはせっかく立ち上
げたサービスビジネスを赤字に追い込む
という悪循環を招きかねません。また、
サービス化設計の観点でも、多様なマル
チユーザーを想定した設計、安定運営の
ための仕組み、提供開始後に発生する
ユーザー要望に迅速に対応できる環境な
どが必要になります。このような経験を
踏まえて、どのようなサービスシステム
を構築し、どんなサービス運営体制を整
えておくべきかなどをお客様と共に検討
しながら、新しいサービスの設計、運営

このためにNECは「ビジネス基盤サー
ビス」を用意しています。この「ビジネ
ス基盤サービス」では、新サービスの開
発時に、「NEC Cloud IaaS」をはじめと
したクラウド基盤に加えて、会員管理、
認証管理、請求管理といったサービス運
営に標準的な機能を、共通サービス（API）
として提供します。さらには、デジタル
トランスフォーメーションに不可欠とな
るAIやIoTといったテクノロジー領域に
おけるサービス基盤も用意しています。
例えば、NECが強みを持つ顔認証技術を
活用したサービスを早期に立ち上げられ
るクラウド型顔認証基盤「NeoFace 
Cloud」、NEC独自の分析エンジンをス
ピーディーに利用できるクラウド型AI
基盤提供サービス「NEC Advanced 
Analytics Cloud with 異種混合学習

（AA Cloud）」などです。この他にも、
IoT関連、画像解析、翻訳エンジンなど
といった多種多様な共通基盤サービスを
クラウド型で整備しています。構想に応
じて必要な機能を取捨したり、組み合わ
せたりしながら、すぐに新サービスを立
ち上げられる環境を提供します（図2）。
桔梗原　まさに共創を前提とした支援活
動やサービス基盤ですね。企業内におけ
るサービス提供者であるIT部門にとっ
ては心強い味方となると同時に、ITベン
ダーと企業の関係そのものも大きく変わ
りそうです。
平井氏　ありがとうございます。まさに

までを支援していきます。
桔梗原　自身でサービスを作り上げ、提
供を行った経験のないユーザー企業やIT
部門に対して、サービス立ち上げに必要
となる設計・運用を支援するということ
ですね。では、サービスに必要となるシ
ステムの立ち上げについては、具体的に
どのような支援をするのですか。
平井氏　サービスの立ち上げにとって、
もう1つ重要となるのが、サービス提供
を支えるシステムを実現することです。
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図1  「サービス化設計支援活動」と「ビジネス基盤サービス」

サービスの企画から開発・運用までをトータルに支援。様々なサービスを提供してきたNECの知見を生かして、顧客
企業のサービス立ち上げを実現する

図2  共創による価値創出イメージ

サービス化設計支援活動とビジネス基盤サービスの提供を通じて、ユーザー企業と共創サービスを開発・運営。デジ
タルトランスフォーメーションを実現し、様々な価値を共に創出していく
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NECが目指しているのがそういったお
客様のサービス提供やサービス立ち上げ
を支えていく役割です。多様な機能を備
えた基盤をクラウドサービス型で提供す
ることは、お客様の新サービスの立ち上
げをスムーズに行えるだけでなく、NEC
営業担当者やSE、そして、お客様IT部門
とビジネス部門が新しい価値のあるサー
ビスを考える上でのヒントになるとも考
えています。今後もこういったサービス
機能拡充を積極的に進めます。
桔梗原　すでに共にサービスを創り上げ
た実績、事例などはありますか。
平井氏　金融関連サービス、製造業にお
ける実績が出てきています。例えば

「NeoFace Cloud」を活用して、顔認証
技術を活用した新たな仕組みを低コスト
で迅速に立ち上げることができるように
なっています。また、「AA Cloud」を使
い、NECのデータサイエンティストが
データ分析の支援を行い、AI基盤の構築
時間を一週間から一日に短縮したような
成果が現実のものになってきています。

桔梗原　NEC以外の様々なクラウドサー

ビスがすでに企業内で利用されている
ケースもあり得ると思いますが、そのよ
うなケースには、どのように対応するの
でしょうか。
平井氏　NECのクラウドサービスは、
利用者向けに採用技術や運用体制、さ
らには契約いただいたお客様にはサー
ビス提供拠点も明らかにしている「ホ
ワイトボックスクラウド」です。この
点をお客様から評価いただいていると
自負しています。しかし、NEC以外の
他社のクラウド基盤を利用したいとい
うニーズもありますから、NEC自身の
クラウドサービスの利用だけが前提と
はいえません。お客様が、利用中の他
社クラウド基盤上でNECと共にビジネ
スを創っていきたいとお考えであれ
ば、そうした声にも柔軟に対応してい
きます。
桔梗原　もう１つ気になる点がありま
す。NECは、多くの販売代理店やSIer
などで構成される強固なパートナー網
を構築しています。NECがクラウドを
軸に顧客企業とビジネスを創っていく
という事業に大きくシフトすると、そう
した関係にも影響があるのではないで
しょうか。
平井氏　ご指摘の通りNECのビジネス
は、数多くのパートナー様に支えられて
います。今後、NECの目指すビジネスの

形が変わっても、パートナー様が持つ強
みや価値を最大限に生かしていくとい
う姿勢に変わりはありません。
　NECでは、パートナー様とともに、今
までの要件に合わせた製品/SIを提供す
るだけではなく、パートナー様が作りた
い新しいサービスを一緒に作っていき
たいと考えています。例えば、パート
ナー様のデータセンターにNEC Cloud 
IaaSと同じクラウド基盤を設置して、
パートナー様自身のサービスとしてお
客様に提供していける販売モデルもあ
ります。この仕組みを利用すれば、NEC
とパートナー様、そしてお客様の3社が
一体となって新ビジネスにチャレンジ
していくことも可能です。
桔梗原　IT部門、ITベンダーは、デジタ
ル時代の中核的な役割を担うべき存在
です。NECが、それに向けて大きな変革
を成し遂げようとしていることがよく
分かりました。最後に今後の展望をお聞
かせ下さい。
平井氏　クラウドサービス基盤、サービ
ス化の活動整備・拡充、さらには人的な
サービス体制の強化をさらに進めてい
きます。お客様と共に新サービスを描
き、それを実現、運営していく共創を通
じて、社会にデジタルトランスフォー
メーションの価値を提供していきたい
と考えています。
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