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。なお、一部の
研究会を除き、11月に開催されるユーザーフォーラムのワークショップにて研究会毎に成果発表を⾏い
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＜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
⾏う)と＜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る)の
２種類があります。
●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

各研究会ともに５〜１５名とし、応募が定員上限に達した段階で締切らせていただきます。応募が少なく
定員に達しない場合は該当する研究会の開催を⾒送る場合がございます。その際は事務局よりご連絡及び
その他の研究会をご案内させていただきます。

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。

研究期間

研究期間は１年間です。（平成２８年１２月〜平成２９年１１月）
開催頻度は研究会により異なります。

１

1

12月

1月

8月

10月

研究フェーズ
＜第一ステップ＞
○テーマ決定
○課題の抽出

＜第二ステップ＞
○情報収集
○テーマ検討

＜第三ステップ＞
○発表内容検討
○資料作成分担

＜第四ステップ＞
○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

11月
ユ ー ザ ー フ ォ ー ラ ム

研 究 会 キ ッ ク オ フ

＜イントロダクション＞
○各社の課題確認
○研究テーマ検討

9月

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２８年１２月 ８日（木）
全体会合 １３：３０〜１４：００
個別会合 １４：１５〜１７：３０
懇親会
１７：４５〜１９：００(研究会別に⾏います)
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８日(木)〜９日(⾦))。
※ 会合・懇親会については別途ご案内いたします。

２

２．募集テーマ一覧
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。
Ｈ２９年度研究会一覧
No.

☆：Ｈ２９年度新規研究会

研究会名

研究テーマ

頁

①

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〜

４

②

システム構築技術研究会

最先端のシステム構築技術を極める
〜システム構築・保守コストはどこまで削減できるか〜

５

③

ＳＤＮ研究会

使えるSDN(Software-Defined Networking)の
効果的適⽤を考える

６

クラウドサービス研究会

基幹業務から新ビジネスまで多様なニーズに応える
クラウド基盤サービスの研究

７

⑤

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

８

⑥

ビッグデータ基盤研究会
(旧データベース研究会)

価値を⾒える化！
多種多様なデータの統合と⾼速分析基盤

９

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

１０

⑧

セキュリティ研究会

最新攻撃対策から⻑年の課題まで 直ぐ役⽴つ即効型
研究会

１１

☆④

研究会対象領域(番号は上表の研究会No)

研究会対象部門の目安
開発
運⽤管理

⑤

⑦
②
③
④⑥

①
④
⑥
⑧
⑧

３

運⽤

企画

○

システム構築技術

○

ＳＤＮ

○

○

セキュリティ

○

○

クラウドサービス

○

○

設計環境

○

○

データアナリティクス
ビッグデータ基盤

利⽤

○

○

○
○

○

○

3

【No. 1】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》

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は企業の競争⼒の源泉として重要な役割を担っており、システム運⽤部門への更なるビジ
ネス貢献の期待が⾼まってきています。そのような中、従来のシステム安定稼働や業務の効率化
といった「守り」を着実に固めるだけでなく、ビッグデータやAI、クラウド等の新技術を積極活
⽤し、新たな企業価値を⽣み出す「攻め」の運⽤へのリソースシフトが鮮明になってきています。
本研究会では、ICTシステム運⽤の現場が直面している様々な課題を、NECからの最新技術動
向や、参加メンバー様から持ち寄ったノウハウ、経験を共有し発展させることで、「攻め」と
「守り」を両⽴し、新しい価値を創造してゆくICT部門のあるべき姿を検討します。

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

検討テーマ
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。
・運⽤改善事例の現状と提供形態のあるべき姿の検討
・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
・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

IoT

問題の調査
クラウド

SDx

運用管理
のあるべ
き姿は？

ビッグ
データ

課題（テーマ）設定
問題の選定
AI

解決策の検討
解決策の検証

ITIL

DevOps

４

【No. 2】

最先端のシステム構築技術を極める

〜システム構築・保守コストはどこまで削減できるか〜

《システム構築技術研究会》

対

象

：

最新のシステム構築技術や構築・保守作業の効率化に関心がある⽅

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、システム開発サイクルの短縮要請や、スマートフォン・タブレット等デバイスの多様化、
セキュリティ対策の⾼度化など、システム開発の作業負荷は増えるばかりです。このため開発を
自動化・効率化する最新の開発ツールや開発技法が脚光を浴びています。一⽅、膨⼤な資産を持
つ旧いシステムの改修も続けざるを得ません。しかし、⻑期間に渡る改修の結果、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、改修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。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。

研究会の進め方
NEC製・他社製の開発環境やOSS、クラウドや新しいデバイス、最新の開発技術が参加メン
バー各社の業務システムにどのように適⽤できるかを検討頂きます。また、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。

検討テーマ
○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向け開発、ソースコード自動⽣成、ビジネスルールベース開発等の研究
○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、要件定義を短期化するリアルタイム開発、
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等の研究
○旧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の可視化、設計書の再構成等の研究

レガシー（旧い）システム

最新ICTを導入した新システム
多様化
するＧＵＩ

人事給与
会計

エネルギー

生産管理

人工
知能

販売管理

:
事業効率化

仮説検証
リーンスタート

新事業創出
事業変革

情報連携

■ウォーターフォール開発
■自動化ツール導入
■既存資産の分析・診断

５

ビッグ
データ

■アジャイル開発／DevOps
■作らないSI（API管理等）
■人工知能／ビッグデータ

交通・物流

ソーシャル

店舗管理
工場制御

【No. 3】使えるSDN(Software-Defined Networking)の効果的
適⽤を考える

《SDN研究会》

対

象

：

・サーバ･NW環境の仮想化、NWセキュリティ強化を推進されている⽅
・自社のネットワークやデータセンターなどにSDN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の勤務地⽐率に応じて決定します。

研究会の概要
近年のITシステムは、サーバ仮想化の進展とともにネットワーク仮想化も進み、より柔軟で迅速
的な対応が可能なシステム運⽤を求める動きが広がっています。そのネットワーク仮想化はソフ
トウェアでネットワークを集中制御できるSDNによって実現でき、SDNを適⽤したネットワーク
のNEC導入実績は600システムを優に超えるに至っています。
本研究会では、SDNを実現する⽅式・製品・運⽤に関する情報を集め、データセンターや企業網
のどこにどのようにSDNを導入すれば効果的かを検討します。

研究会の進め方
メンバ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、データセンターやNW製品
⼯場の⾒学、実機デモなどを通じて最新のSDN関連情報を収集し、データセンターや企業網に
SDNを適⽤した場合のICTインフラのあり⽅や運⽤について、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、下記のような検討テーマ案の中からメンバの皆さんが興味を持つ
いくつかのテーマをさらに深く検討を進めていきます。

検討テーマ
 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
メンバー様の話し合いから、興味を持つような有益なテーマを取り上げて検討テーマとします。

６

【No. 4】基幹業務から新ビジネスまで多様なニーズに応える
クラウド基盤サービスの研究

《クラウドサービス研究会》

対

象

：

・ICT基盤の企画・設計・開発・運⽤に従事・検討されている⽅
・最新のクラウド基盤サービスに興味をお持ちの⽅

日

程

：

・月１回、1.5日の開催です。
・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
クラウド化が進む昨今のICT基盤は、顧客やモノ／コトとの新しい接点（SoE）のデジタル化
を通して、新しいビジネスを起こし、さらに基幹システム（SoR）との連携により、効率化と開
発サイクルのスピード化が求められます。これらの実現にクラウド基盤サービスは欠かせないも
のになっておりますが、その際、オンプレミス環境やさまざまなクラウドサービスを適材適所で
使うハイブリッドクラウドの活⽤が重要になってきます。
本研究会では、参加メンバー様が現場で抱えているさまざまな課題や事例・ノウハウ・経験を
持ち寄り、お客様のオンプレミスクラウド環境、NECのクラウド基盤サービス（NEC Cloud
IaaS・NEC Cloud System）、NEC以外のクラウドサービス（AWS、Azure）など、さまざまな
バリエーションを組み合わせることで、基幹業務から新ビジネスまで多様なニーズに応えるクラ
ウド基盤のあるべき姿を研究していきます。

研究会の進め方
まず最初に、参加メンバー様の自社での取り組みや課題を紹介しあう場を設け、参加メンバー様
にとって有益な研究テーマを複数設定します。その中から毎回ひとつのテーマを取り上げ、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ます。そ
して、C&Cユーザーフォーラムでの発表に向け、メンバーで分担して成果をまとめていきます。

検討テーマ例
・ハイブリッドクラウド環境を支える最新技術・アプリケーション・OSS等の研究
・業務特性や規模・セキュリティポリシー毎に最適なハイブリッドクラウド環境の実現
・参加メンバー様の取り組み・事例紹介や参加メンバー様⼯場の⾒学
・NECデータセンター（神奈川／神⼾）やNEC以外のクラウドサービス（AWS,Azure）等の⾒学

７

【No. 5】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》

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

：

・発表含め全８回(１２,１,３,５,６,８,１０,１１月)予定。基本は隔月開催。各
回１．５日間の会合になります。
・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。

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、AI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
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
平成２７年度テーマ：ＰＬＭ構築の実態とあるべき姿にについて
○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。
検討テーマ例
【設計環境全般】
○製品データ活⽤⽅法・活⽤範囲の拡⼤の検討
○IoTデータの設計への活⽤⽅法の検討
○３次元ＣＡＤデータの管理と有効的な活⽤⽅法
○グローバル設計環境の構築・運⽤⽅法
【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、IoT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）
○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
実際のテーマは、メンバーの希望をふまえて決定します。

８

【No. 6】価値を⾒える化！
多種多様なデータの統合と高速分析基盤

《ビッグデータ基盤研究会》
(旧データベース研究会)

対

象

：

・ビッグデータの活⽤、データベースに興味のある⽅
・データ加⼯プロセスや技術に興味のある⽅
・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。
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、各種センサーデータやSNSデータを収集・格納し、データの加⼯
や集計を⾏うことで、価値あるデータに⽣まれ変わらせる技術が注目されています。その代表として、
Hadoopが挙げられます。近年ではデータの格納場所も、オンプレミスのリレーショナルデータベー
スに加え、クラウドやSaaSなど、プラットフォームが多様化してきました。ビッグデータを活⽤し、
⾼精度の分析結果を得るためには、⼤量データを格納できる基盤、データを統合・連携させるETL処
理、格納したデータの⾼速加⼯技術が不可欠です。
本研究会では、これまでデータベース研究会で実施していたデータベースに対する課題解決のほか、
ビッグデータを活⽤する前処理（データのクレンジング）からデータ蓄積まで、さまざまなデータの
加⼯・設計・運⽤⽅法について幅広く研究します。
ビッグデータ
Hadoop / Spark
リアルタイム処理
データクレンジング
データ加⼯（ETL）

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決定し
ます。テーマ決定後は、メンバー同⼠の情報交換やNECからの情報・製品の提供を通じて、研究討議
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。

検討テーマ(*データベース研究会のテーマ)
「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。

「ビッグデータ奮闘記！
〜データ解析初心者が実践して得た知⾒〜」（2016年度）
SNSデータを利⽤し、⾼精度の分析を得るためのプロセスや最適な
データ加⼯⽅法について検討。

９

2015年度発表資料抜粋
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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》

対

象

：

・企業や団体の中でBI/BAツールや人工知能などを活用して、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

：

・1カ月に1回～2か月に1回、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いう動きが加速しています。
昨今は、AIブームとも言われ、様々なツールや技術が拡がって
きています。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。昨年度の研究会では、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
を⾏いました。また、外部の講演者の招聘等を⾏い、最新の
データ分析の動向を学びました。今年度は、それに加え、
ディープラーニングなどの⼈⼯知能技術の適⽤上の課題整理や
活⽤⽅法の検討・テストデータでの分析体験を⾏っていきます。

● 関連キーワード ●
データアナリティクス全般について
- ビジネス・インテリジェンス(BI)

研究会の進め方

- アドバンスト・アナリティクス

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⼈⼯知能の技術
者から、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。

- 機械学習、ディープラーニング、
人工知能（AI）
- データサイエンティスト

検討テーマ（案）
・データ分析やAIを経営に活かす⽅法
・データ分析やAI活⽤で陥りやすい問題とその対処⽅法
・データ分析やAI活⽤⼈材の育成⽅法
・自社のデータ活⽤状況と目指すステージに向けた課題の整理
・具体的なターゲット企業やデータを決定し、
試験的なデータ分析の実施やデータ活⽤計画の作成

スマートメンテナンス

デジタルマーケティング

リスク検知

スマートシティ

故障解析

需要予測

営業員分析

物流高度化
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【No. 8】最新攻撃対策から⻑年の課題まで 直ぐ役⽴つ即効型研究会

《セキュリティ研究会》(UF発表無し)

対

象

：

－情報セキュリティ対策の企画、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

日

程

：

月１回、半日の開催

研究会の概要、進め方
まずメンバ自らが自社の簡易なアセスメントを実施し、自社の情報セキュリティの状況を客観的に把
握します。その上でメンバ各社の情報セキュリティの課題を取り上げ、メンバ同⼠で自社の取り組み
状況紹介などの情報共有を交えながら共同で解決策を探ります。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でき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
セキュリティに対する考え⽅
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
導入効果

その効果

他社と⽐較して自社の強み・弱みが明確になる
セキュリティ対策実施の意思決定に役⽴つ

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自身の取り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、4〜5個程度の具体的な討議内容を設定します。
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の話し合いで決定します。
＜過去の検討テーマと討議内容（例⽰）＞
テーマ
サイバー攻撃対策

討議内容

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

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

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

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
対応要員の育成と、アウトソーシングとの役割分担
クラウド事業者のセキュリティ対策への期待と自社側での対策

(参考) 参加されたメンバの声
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
毎回半日という短時間にも
自社の取り組みが遅れ気味
対し、各社の取り組み状況
かかわらず、有意義な討議
と認識している領域につい
を把握できたことは有意義。
ができた。普段話すことの
て、ツールやサービスで何
自社が変な⽅向を向いてい
ない他業界から様々な話を
をどこまで⾏うべきかが整
ないという安心感が得られ
聞くことでき新鮮だった
理できた（製造業 情報シス
た（製造業 情報システム部
（⾦融機関 リスク統括部門
テム部門担当者）
門管理職）
管理職）
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３．ご参考
平成２８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２８年１１月１⽇〜２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

一流の運⽤が未来を変える！〜レシピ化で変
わる「知」の発掘と課題への新アプローチ〜

コスト削減、安定稼動、品質向上…、様々な課題が存在する
運⽤の悩みを解くカギは？現場の様々な「知」をレシピ化し、
今までと違った課題解決へのアプローチと、運⽤の未来をご
紹介します。

ＳＤＮ研究会

SDN!! 快適ビフォーアフター 〜匠がマイグ
レーションを徹底解剖〜

成⻑期に入ったSDN。これまでの導入・移⾏と何が違い、考
慮すべき点はあるのでしょうか？ 研究テーマは「マイグレー
ション」。データセンター・⼯場をSDN化することのメリッ
ト・デメリットをプロ目線で評価。

システム構築技術
研究会

そのドキュメントの最新化 本当に必要です
か？〜保守・運⽤は最⼩限かつ効率的に〜

保守のときのドキュメントの更新って結構⼤変じゃないです
か？もっとラクしたいですよね！|そこで、私たちが保守・運
⽤フェーズにおける効率的な管理ポイントを研究しました。

設計環境研究会

PLM構築はどこまで進んでいるのか？
〜今できていること、これからすべきこと〜

PLMの定義は曖昧で、「どのような情報をどう管理すべき
か」は、業種や社内分担、利⽤環境によって各社様々です。
研究会参加企業のBOM活⽤やグローバル対応などの実態を基
に、PLMの今後について提案します。

データアナリティクス
研究会

ビッグデータ活⽤の課題とロードマップ
〜テレビ局の未来を考えてみました〜

ビッグデータ活⽤のロードマップはどうやって作ればよいの
か、各社の状況を整理して体系化しました。加えて、具体的
な例として、テレビ局を題材にしたロードマップ検討結果を
ご紹介します。

データベース研究会

データ活⽤奮闘記
〜データ解析初心者が実践して得た知⾒〜

データ解析・活⽤を始めたい、でも⽅法が分からない…そん
な⽅も多いのではないでしょうか。そんな⽅々に朗報です。
私たちが先陣を切ってデータ解析に挑戦しました。そこで得
られた課題、知⾒を皆様と共有します。
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４．申込要領
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。
（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。

ＦＡＸ：０３－３７９８－８７１５
（2）申込期限：平成２８年１１月２５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
〒１０８－８００１
東京都港区芝五丁目７－１（ＮＥＣ本社ビル３階）

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