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イノベーション・マネジメント

取り組み方針 
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ており、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、NEC が強みを持つ AI(人工知能)技術を用いたデータサイエンス領域、および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 プラットフォーム領域への集
中投資と、オープンイノベーションの積極的な活用です。2017 年度は、データサイエンス領域への集中投資の一環で、生体認証の製品統一ブランド「Bio-IDiom」のコンセプトを打ち出し
たほか、2016 年度に立ち上げた NEC 初の技術ブランド「NEC the WISE」のラインアップも強化しました。 
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®」を活用して、お客さまとの共創活動を進めることにより、お客さまと社会の双方にとって価

値のあるイノベーションの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などにおけるイノベーションをマネジメントすることをとおして、NEC の企業価値を最大化する考え方や取り組みを紹介します。 
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戦略 

技術開発、知的財産およびデザインに対して、それぞれ
次のような戦略で取り組んでいます。 

技術開発戦略 
当社では、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
プロセスデザインの策定を進めています。 

これらの技術開発の源泉となる研究開発は、NEC が取
り組む「７つの社会価値創造テーマ」や SDGs で示され
ている社会的課題に対して取り組むべきソリューションを
絞り込み、その実現に必要な技術アセットを効率的かつ早
期にそろえ、いち早く価値を社会に届けることを基本方針
としています。この技術アセットには、技術トレンドを踏
まえながら徹底的に磨きあげた NEC の No. 1/Only 1 のコ
ア技術だけでなく、優秀な技術を外部に求めて積極的に取
り込んだ技術も含んでいます。右図は、その研究開発プロ
セスを示したものです。

NEC では、研究開発投資を売上収益の 4%程度として
います。これを効果的かつ効率よく活用するために、注力
領域への集中投資に加えて、外部の研究機関などとの連携
にも投資します。なお、2017 年度の研究開発費は 1,081
億円で、売上収益比 3.8%でした。売上収益増の影響によ
り売上収益比率は減少しましたが、前年度と同等の研究開
発費を確保しています。

NECの研究開発プロセス 

研究開発費（日本電気（株）および連結子会社） 
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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、ビッグデータから新

たな価値を創造する AI 技術であ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
域で独自性や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。

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、新たな価値創造に貢献する AI 技術
の開発に取り組んでいます。また、ICT プラットフォーム
領域では、実世界の変化にリアルタイムでダイナミックに
対応できるコンピューティング技術やネットワーク技術に
加えて、社会システムをセキュアに安定稼働させるための
セキュリティ技術の開発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
は、2016 年度に最先端 AI 技術群のブランド「NEC the 
WISE」を立ち上げました。2017 年度は、このブランド
に含まれる技術の選定を進め、技術が対象とする課題を分
かりやすく体系化しました。「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 技術ですべての
課題に対応すること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。 

社会的価値創造を実現する NECの No. 1/Only 1のコア技術群 

※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 8回第 1位

※3：NIST主催の評価タスクで第 1位(2018年)  ※4：NIST主催の評価タスクで第 1位(2012年)

※5：音響検知の国際的コンテスト DCASE2016で第 1位(2016年)

AI技術を駆使する「データサイエンス」と「ICT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 
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2018 年 4 月には、顔、虹彩、指紋・掌紋、指静脈、
声、耳音響の 6 つの生体認証技術を活用した生体認証製
品の統一ブランドとして「Bio-IDiom」を立ち上げました。
複数の生体認証技術を組み合わせることで、個人認証のさ
らなる高精度化を実現するマルチモーダル認証は、NEC
の強みの１つとなっています。また、同じく NEC の強み
である「群衆行動解析」や「遠隔視線推定」などの映像分
析技術と、生体認証技術を組み合わせることでも、全く新
たな社会価値やユーザーエクスペリエンスを提供できると
自負しています。 

 
40 年以上にわたって研究開発を行ってきた生体認証技

術は世界トップクラスであり、この強みを活かして社会に
貢献していくため、今後も集中投資していきます。 

 
 
 
 

オープンイノベーションの推進 
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
施していきます。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、スタートアップや、ベンチャーキャピタ
ルへの出資などがあります。 

 
当社の他者との連携は、ナショナルプロジェクトを通じ

た連携や自治体との連携など、多岐にわたっています。
オープンソースの活用においては、すでに標準化されてい
るツールを活用したり、学会を中心とした標準化活動に積
極的に取り組んだりしています。また、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。 

 
当社では、自社のコア技術を磨きあげるとともに、これ

らのオープンイノベーション手法を適切に組み合わせるこ
とでソリューション創出を推進しています。 

 

知的財産戦略 
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、さらにはお客さまとの共創に資する重要な経営資
源と位置づけています。特許権やノウハウはもとより、グ
ローバルブランドを支える意匠権や商標権の強化と保護を
推進しています。 

 
社会価値を創造し発展させていくために、知的財産権に

よる参入障壁の構築や競争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し、守るための知的財産
網の構築や活用も進めています。 

 
生体認証ブランドとして立ち上げた「Bio-IDiom」につ

いては、グローバルに商標を出願しました。 

なお、2018 年 3 月現在、NEC は、国内外合わせて約
51,000 件（うち、国内約 22,000 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®」戦略 
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将来の社会の
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」に加えて「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 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や開発に取
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、お客さまのビジネスや

未来の社会に「イノベーション」を提供するために、人の
体験価値の向上を考える「ユーザーエクスペリエンス
(User Experience)」と、社会のあるべき姿を考える
「ソーシャルエクスペリエンス(Social Experience)」の
２つの視点から価値を創出する 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、誘導サインなどのデザインに携わりました。 

© NEC Corporation 2018 

 

http://www.ipc.nec.co.jp/dashboard/sec/dash1/s/strategies/2018/0418/images/2.jpg
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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、オープンイノベーションによるタ
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
有します。そして、CTO を委員長とする技術戦略委員会
で、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 回定期的に議論しています。この会議
では、各ユニットの担当執行役員、中央研究所所長および
知的財産本部長が、当社の注力領域についての技術戦略や
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
論や実行プランの立案を行っています。 

 
全社の技術イノベーションを推進する 
技術イノベーション戦略本部 
技術イノベーションを強力に推進し、各ビジネスユニッ

ト横断での成長を推進するため、これまでビジネスイノ
ベーション統括ユニット内で活動していた技術イノベー
ション戦略本部を独立させ、経営へのコミットメントを明
確化しました。引き続き CTO とともに各ユニットの担当

執行役員、中央研究所所長および知的財産本部長と連携し
て、オープンイノベーション戦略や標準化、レギュレー
ション戦略など、当社の技術戦略と実行プランの立案を行
います。 

 

市場の創出や拡大に貢献する標準化推進部 
技術イノベーション戦略本部に属する標準化推進部は、

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
図るとともに、ビジネスをより強固にするための標準化関
連特許の強化や活用など、戦略的な標準化活動を行ってい
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て、国
内外の標準化団体で議長を務めるなどし、その推進も行っ
ています。 

 
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ユニット 
2018 年 4 月にビジネスイノベーション統括ユニットか

ら名称を変えたビジネスイノベーションユニットは、既存
ビジネスの枠組みを超えた新たなビジネスモデルへの変革
や自社コア技術の事業化を推進しています。 

 
自社コア技術および社会課題、市場機会起点で事業仮説

を立案し、オープンイノベーションやエコシステムを活用
した価値検証を行う事業探索機能や、事業仮説検証後の事
業開発機能に加えて、新たなビジネスモデルを具体化、継
続して事業成長させるための機能である事業実装にも取り
組んでいきます。事業実装には、自社内での事業立ち上げ
だけでなく、スピンアウト/カーブアウトなど、多様なス
キームでのインキュベーションを推進しています。 

 

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に向けて、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、欧州および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では、NEC 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、強い特許や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や保護という面でも、
NEC の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”  

 

価値創造を目指す中央研究所 
中央研究所は“価値共創研究所”として、技術戦略委員会

の戦略に基づいた技術イノベーションの推進役を担ってい
ます。高い技術力と、お客さまととも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、NEC の成長を牽引しています。 

 
また、将来のあるべき姿を想定して、そこからバック

キャストの手法で次の時代の注力領域となるであろう技術
を検討するために、世界トップレベルの研究機関や大学と
連携しています。 

  

https://jpn.nec.com/profile/vision/statement.html
https://jpn.nec.com/profile/vision/statement.html
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例えば、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「NEC-産総研 人工
知能連携研究室」および「理研 AIP-NEC 連携センター」
でのオープンイノベーションがそれにあたります。 

 
また、高度な基礎研究から社会実装のための倫理、法制

度および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」に基づいて進
めている AI 研究もその一例です。 

 
これらの主なものについて、以下で説明します。 
 
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 年に大阪大学協同研究講座として大阪大学に設立

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-産総研 人工知能連携研究室 
および理研 AIP-NEC 連携センター 
2016 年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、「NEC-産総研 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研究を行っています。 

 
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
ること、すなわちシミュレーションと AI を融合させるこ
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開発や産業
応用を目指しています。 

 
また、2017 年に開設した「理研 AIP-NEC 連携セン 

ター」は、理研 AIP における AI 分野の先端技術の知見
と、当社が保有する AI 関連技術の開発経験とを融合さ
せ、重要な社会課題に対応するためのイノベーション創出
を目指しています。 

 
「産総研-NEC 人工知能連携研究室」を設立（プレス

リリース） 
 
「理研 AIP-東芝連携センター」、「理研 AIP-NEC

連携センター」、および「理研 AIP-富士通連携セン
ター」を開設（プレスリリース） 

 

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や課題の共有、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。 

 
具体的には以下のようなものを推進しています。 
 
（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」を研究開発 

 
（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
覚との整合を図るため、法律、ガイドライン、社
会的なコンセンサス、倫理などを研究 

 
（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 

 
これらのうち、2017 年度は、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） 

 
 

http://jpn.nec.com/press/201604/20160404_01.html
http://jpn.nec.com/press/201604/20160404_01.html
http://jpn.nec.com/press/201604/20160405_02.html
https://jpn.nec.com/press/201703/20170310_02.html
https://jpn.nec.com/press/201703/20170310_02.html
https://jpn.nec.com/press/201703/20170310_02.html
http://jpn.nec.com/press/201609/20160902_01.html
http://jpn.nec.com/press/201609/20160902_01.html
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グローバルな社会価値創造を目指す 
海外研究所 
グローバルな社会価値創出のために、日本、北米、欧

州、中国、およびシンガポールの 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、オープンイノベーション戦略の一環とし
て、世界トップレベルの大学や研究機関との連携や、現地
のお客さまとの共創活動を進め、ソリューション視点の技
術を拡充し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なが
らコア技術を多数創出しています。特に、複雑系システム
の分析およびセキュリティ技術、先端ネットワークとセン
シング技術、サーベイランス向けシステムソリューション
技術、およびメディアアナリティクスと機械学習技術の研
究開発に取り組んでいます。 

 
欧州研究所 
欧州のみならず世界のトレンドを見据えた、社会ソ

リューションと ICTプラットフォームの先端研究に取り組
んでいます。ドイツ最古の大学が生まれたハイデルベルグ
市の中心部に位置し、近隣の大学や研究機関、さらに通信
や ICTに加えて自動車産業などの企業とのコラボレーショ
ンも進めています。これにより、スマートで安全・安心な
交通や産業を支える次世代の AI・IoT プラットフォームと
通信ネットワークの実現を推進しています。 

 
また、欧州ナショナルプロジェクトへの積極的な参画や

ネットワーク分野を中心とする標準化活動、および R&D
マーケティングも進めています。 

 

中国研究院 
AI と 5G の技術と標準化にフォーカスし、社会ソリュー

ションの創出に向けた先端技術研究に取り込んでいます。 
 
中国で最もイノベーティブな都市である北京に位置し、

現地のトップ大学、標準化機関、交通事業者やリテールな
ど業界パートナーと密接な連携を図りながら、技術の研究
開発を推進しています。 

 
シンガポール研究所 
現地政府、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、都市問題の解決を目指すプロジェク
トなどにも積極的に参画して、NEC 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、セキュリティ、公共交通、医療の領域を中心
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。 

 

さらに、先進的かつ革新的なソリューションのコンセプ
ト実証を行うリビングラボとして、「先端実証センター
(Advanced Centre for Experimentation:ACE)」を開設し
ました。政府や企業などのパートナーと連携してソリュー
ションの共創を行い、実社会に近い環境で実証実験を行う
ことで、その有用性を事前に検証します。

 
 

研究所のグローバル体制 
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イノベーションを支える人材育成 
NEC は、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だけでなく、社会ソリューション事業
創出のための人材育成にも注力しています。また、グロー
バル人材の強化に加え、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。 

 
社会ソリューション事業創出のための人材育成 
社会ソリューション事業を創出するためには、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の育成や強化が必要です。新たな
価値創造への視野を拡げるために、グローバル人材の育成
強化、ドメイン専門家の採用強化、および事業マインドを
持った事業牽引人材の育成に取り組んでいます。 

 
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
る施策を進めています。 

 
また、社会ソリューション事業の創出に向けて、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。 

 
そして、社内の人材についても、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目指します。特に、No. 1/Only 1
の AI 技術および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、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。 

 

コア技術強化とダイバーシティ強化のための人材
育成 
NEC では、社会ソリューションに有効なコア技術強化

と将来にわたってそれを継続していくために、注力領域へ
人材を集中させるとともにダイバーシティの強化を図って
います。 

 
注力領域での研究者の増強については、中央研究所の 

データサイエンス領域の研究者数を 2015 年度に比べて倍
増させ、2018 年度には 300 名体制とする予定です。  
 
海外の各研究所では各地域のトップ人材を積極的に採用

し、国内では博士採用を増強しています。2018 年度も新
規採用の半数近くを博士採用とする方針であり、インド工
科大学などからの採用も増強します。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
変革を進めています。 
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推進に向けて、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や、人と
AI の協調による課題解決を実現するために人文学系分野
や法学系分野など多様な人材の採用も強化しています。 
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2017年度の主な活動実績 

No. 1/Only 1技術による 
主な研究成果 
2017 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。以下に具体的な成果を紹介します。 

 
世界最速 毎秒 10 万件超の取引を可能にする 
ブロックチェーン技術を開発 
当社は、欧州研究所とともに、取引記録に参加するノー

ド数 200 ノード程度の大規模接続環境下で、毎秒 10 万件
以上の記録性能を達成する世界最速のブロックチェーン向
け合意形成アルゴリズムを開発しました。これは、世界規
模のクレジットカード取引を支えるシステムとして必要と
される毎秒数万件という性能を超えるものであり、ビジネ
ス用途でのブロックチェーンの本格的な活用を加速する技
術です。 

 
 NEC、世界最速 毎秒 10 万件超の取引を可能にする

ブロックチェーン技術を開発 （プレスリリース） 
 
ベクトル型コンピュータに適した機械学習向け 
データ処理技術を開発 
当社は、ベクトル型コンピュータに適した、機械学習を

高速実行するデータ処理技術を開発しました。この技術に
より、複数サーバを接続して行う従来の分析手法に比べ、
50 倍以上高速に機械学習を実行できます。 

これにより、例えば Web 広告出稿の最適化やレコメン
ド、文書分析の分野で分析が短時間で行えるようになるた
め、タイムリーに結果を利用できます。また、使用する 
サーバ数を減らせるため、低コストで分析できることか
ら、幅広いユーザー層への価値提供が可能になります。 

 

 NEC、ベクトル型コンピュータに適した機械学習向
けデータ処理技術を開発（プレスリリース） 

 

 
 

インバリアント分析技術を衛星・宇宙航空分野での活用に向け提供

未知のサイバー攻撃に対応可能な
セキュリティ異常検知サービスを発売

世界最速 毎秒10万件超*の取引を可能にする
ブロックチェーン技術を確立

ベクトル計算機向けのデータ処理により
統計数理AIの学習処理を既存技術に比べて50倍高速化

多様なログを分析し、
異常検知や原因分析を実現する製品を事業化

VIP顧客へのサービス向上向けに顔認証システムを提供

日本気象協会とバリューチェーン全体で
需給を最適化するビジネスで協業

ウォークスルー顔認証を活用した
入退管理ソリューションを発売

データ分析プロセスを自動化する新会社を米国に設立

最近の主な研究成果
ロッキード・マーティン

自己学習型
システム異常検知システム運用業務など

顔認証シンガポール OCBC銀行

異種混合学習

顔認証

予測分析自動化データ分析業務など

ログパターン分析システム運用業務など

社会価値創造
7つのテーマに
沿った事業展開

インバリアント分析

食品製造、食品卸、
物流、小売など

商業施設運営、
イベント運営など

高速ブロックチェーン金融などの
様々な取引や情報共有

* 参加ノード数が200ノード程度の大規模環境下

ベクトル計算向け
機械学習データ処理データ分析業務

https://jpn.nec.com/press/201802/20180215_03.html
https://jpn.nec.com/press/201802/20180215_03.html
https://jpn.nec.com/press/201707/20170703_02.html
https://jpn.nec.com/press/201707/20170703_02.html
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ペン書き 1mm の点を識別タグとして活用する技術
「マイドット」を開発 
さまざまなモノに市販のペンで書かれた「点」(ドット)

を、カメラで撮影することで個別に識別するマイドット
(識別ドット)技術を開発しました。 
この技術は、肉眼では確認が難しいインク内部の微細な

模様(パターン)を画像認識して、ドット 1 つ 1 つを識別す
る技術です。インク内のランダムな粒子により同一パター
ンが発生しにくく、直径約 1mm のドットが複製困難な識
別タグになります。手書きでさまざまなモノに手軽に付与
でき、だれでも、どこででも使える利便性を有しています。
また機械による均一なドットでも識別可能です。 

 
この技術は、例えば、バーコードが貼り付けられない超

小型の電子部品の識別タグや、モノの貸し借りや持ち出し
の物品管理タグ、入退場に用いるカギやチケット、実際の
モノと電子的な決済・伝票データを紐付けるための識別タ
グなど、幅広い用途への適用が期待できます。 

 
 NEC、ペン書き 1mm の点を識別タグとして活用す

る技術「マイドット」を開発 （プレスリリース） 
 

オープンイノベーションによる成果と効果 
オープンイノベーションによる具体的な成果には、以下

のようなものがあります。 
 

スマートシティの実現に向けインドにFIWARE
フ ァ イ ウ ェ ア

 Lab
ラ ボ

 

node
ノ ー ド

 を設置 
NEC は、2016 年度より 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

フトウエアである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.」に、最上位のプラ
チナメンバーとして参画しています。 

 
この一環で、NEC Technologies India 社とともに、イ

ンドに FIWARE Lab node を設置し運用を開始しました。
欧州や他の地域に FIWARE テクノロジーを体験できるク
ラウド環境をつくることで、アプリケーション開発者やソ
リューションプロバイダー、政府機関や学会などさまざま
な組織や企業、個人が共創し、都市や他の組織から公開さ
れたオープンデータを利用しながらスマートシティを実現
するソリューションを試作できます。 

 
NEC、FIWARE Lab node をインドに設置（プレス

リリース） 
 
ロボットを無線で協調制御する技術を日本電産と
共同開発 
当社と日本電産は、無線ネットワーク経由で小型コン

ピュータを内蔵したモータであるインテリジェントモータ®*
を遠隔でリアルタイムかつ高精度に協調制御する技術を共同
開発しました。 

 
IoT 化が加速する中、市場拡大が見込まれるロボット業

界では、ロボット単体での作業から、複数ロボットでの協
調作業へと進化が求められています。そこで、NEC の無
線通信技術と日本電産のモータ間同期技術を融合させるこ
とで、インテリジェントモータ搭載ロボットをリアルタイ
ムかつ高精度に協調制御することに成功しました。そし
て、工場や倉庫での自動搬送車を想定した実験において、
周辺機器からの通信やノイズなどの影響で無線が不安定で
ある環境下でも、搬送効率を従来比 30%改善できること
を検証しました。 

 

 NEC と日本電産、インテリジェントモータ搭載のロ
ボットを無線で協調制御する技術を共同開発（プレスリ
リース） 

  
*「インテリジェントモータ®」は日本電産株式会社の登録商標
です。 

 
NEC・産総研・理研、AI研究の連携を開始 
当社と国立研究開発法人 産業技術総合研究所および国

立研究開発法人 理化学研究所は、AI における最先端の研
究テーマについて、基盤技術開発から実用化まで一貫し
て、三者が一体となって連携し、研究を加速していくこと
で合意しました。 

 
この連携では、「NEC-産総研 人工知能連携研究室」お

よび「理研 AIP-NEC 連携センター」の活動において、研
究開発に関する情報の共有、ソフトウエアの共同開発、設
備などの研究リソースの相互利用により、応用ソリュー 
ションと要素技術の間のすり合わせの効率化、より高いレ
ベルでの整合性による活動の効率化、および研究成果の最
大化を目指します。 

 
三者の一体連携による AI 研究テーマは、ビッグデータ

分析における過去データが不十分な「未知な状況における
意思決定」、個別システムのスマート化の進展により求め
られる「自律型 AI 間の協調」です。事象の絶え間ない変
化による不確実で複雑な実世界を支える巨大なシステムを
円滑に動作させるための新たな技術分野として確立し、AI
研究のさらなる加速と社会や産業への貢献に向けて共同で
取り組んでいきます。 

 
 NEC・産総研・理研、AI 研究の連携を開始（プレス

リリース） 
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