
1

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。（2017年12月～2018年11月）
開催頻度は研究会により異なります。
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研究フェーズ
＜イントロダクション＞

○各社の課題確認
○研究テーマ検討

＜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

ユ
ー
ザ
ー
フ
ォ
ー
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 ２０１７年１２月 ７日（木）
全体会合 １３：３０～１４：００
個別会合 １４：００～１７：３０
懇親会 １７：３０～１９：３０頃(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７日(木)～８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
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。

No. 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
～超高速開発への挑戦～ ５

③ ＳＤＮ研究会 IoT時代におけるSDN(Software-Defined Networking)の
効果的適用を考える ６

④ 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 製品設計のためのICT環境・データを考える ８

⑥ ビッグデータ基盤研究会 AI/BIツールで使う分析データの効率的な収集とは？
～多種多様なデータ蓄積に欠かせない分析基盤～ ９

☆⑦ デジタルマーケティング研究会 デジタルデータを活用した顧客接点強化のあるべき姿を考える １０

☆⑧ パーソナルデータ活用研究会 データ活用市場のビジネスチャンスを発掘する！ １１

⑨ 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 １２

⑩ 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 １３

☆：２０１８年度新規研究会２０１８年度研究会一覧
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【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》(研究型・UF発表有り)

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、または管理職の方
・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、各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、AIやIoT等の最新のICT技術を用いて企業の情報資源を活用し付加価値を得るビジネスの

デジタル化への関心とともに、ICT部門に対するビジネス貢献への期待がますます高まってきて
います。そのような中、ICTシステムの運用は従来のシステム安定稼働や業務の効率化といった
「守り」の運用から、ビジネスを支える「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新たな課題解決のアプローチについて
 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

運用管理
のあるべ
き姿は？

IoT

クラウド

AI

DevOpsITIL

ビッグ
データ

SDx
問題の調査

課題（テーマ）設定

解決策の検討

解決策の検証

問題の選定
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【No. 2】最先端のシステム構築技術を極める
～超高速開発への挑戦～

《システム構築技術研究会》(研究型・UF発表有り)
対 象 ： 最新のシステム構築技術や開発効率化に関心がある方
日 程 ： ・月1回、各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
限られたICT投資の範囲で、いかに既存システムの業務APを効率的かつ高品質に維持

するか。同時に、企業収益に直結する新システムを、いかに早く安全に稼働させるか。
情報システム部門への期待と、部員の皆様への負担は増える一方です。また、部員の世
代交代に伴い、ドキュメントの欠損やノウハウの属人化も大きな問題となっています。
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オープンソース、最新の開発技術が参加メンバー各社の

業務AP開発・保守にどのように適用できるかを、各社持ち帰り／サンプルシステムを用
いた評価、事例研究、NEC専門家によるレクチャーなどを通して研究いただき、実践的
なノウハウとしてまとめていただきます。

検討テーマ
従来、開発～保守全般に研究領域を広げていましたが、本年度から年度毎に特定の領

域に研究を絞り込んで参ります。本年度の研究領域は、『最新技術・ツールを活用した
業務ＡＰ開発の超高速化』です。この領域では、超高速開発ツールの活用ばかりでなく、
アジャイルを活用した仕様決定の高速化、あるいはＡＰＩの活用による作らない高速化
などのテーマが考えられます。ご参加の皆様でディスカッション頂き、具体的な研究
テーマを決めて頂きます。

なお、毎年度研究領域を変えて参りますので、是非継続的なご参加をご検討ください。
既存のシステム群 最新ICTを活用する新システム

エネルギー 交通・物流

ソーシャル

工場制御

店舗管理

人事給与

会計

生産管理

販売管理

:

■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

仮説検証
リーンスタート

ビッグ
データ

新事業創出
事業変革

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

情報連携事業効率化

人工
知能

多様化
するデバイス
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【No. 3】IoT時代におけるSDN(Software-Defined Networking)
の効果的適用を考える
《SDN研究会》(研究型・UF発表有り)

対 象 ： ・自社ネットワークに企画・運営(運用管理)を担当されている方
・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

日 程 ： ・月1回、各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
最近のITシステムは、IoT/AIの導入、働き方改革などが主なテーマとなって推進されています。
そのことは、企業ネットワークにおける通信のあり方（通信量、通信の信頼性、セキュリティ、
変化への迅速性）に大きな変化をもたらします。そのような変化にも容易に対応できるのがSDN
です。NECのSDNは、600を優に超える納入実績で、知識･ノウハウも豊富です。
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の
ネットワークのどこにどのようにSDNを導入すれば効果的かを研究します。

研究会の進め方
メンバ様が日頃からもたれている課題や問題意識などをベースに、データセンターやネットワー
ク製品工場等の見学、実機デモなどを通じてSDNについての理解を深めていただきながら、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のネットワークにおける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
 Northbound APIの活用とオーケストレーション
 IoT/AI導入、働き方改革に伴うネットワークのあり方とSDN
 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。
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【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》(研究型・UF発表有り)
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。NECの

クラウド基盤サービス(NEC Cloud IaaS,NEC Cloud PaaS)ご利用に興味を
お持ちの方

日 程 ： ・年間６～７回程度、各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
新たな価値を提供するデジタルビジネスでは、経営基盤である基幹システム(SoR)と新たな

ビジネスシステム(SoE)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
ミス環境や様々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、NECのクラウド基盤サービス（NEC Cloud IaaS,NEC Cloud PaaS）を中心に、お客
様のオンプレミス環境や、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
 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
 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
 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／神戸）等の見学
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【No.5】製品設計のためのICT環境・データを考える

《設計環境研究会》(研究型・UF発表有り)
対 象 ： ・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。

・製品データの有効活用・流通方法を検討されている方。
日 程 ： ・1.5ヶ月に1回、各1.5日間の開催です。

・開催地はメンバーの地区比率に応じて決定します。
・地方開催が多いため、地方出張可能な方の参加をお願いします。

プロダクト・イノベーション
（つながる製品）

プロセス・イノベーション
（つながる工場）

サプライヤ
パートナー

PLM
調達設計 生技 生産 保守 営業 企画品質

企業間コラボレーション

保守サービス
ソリューション SFA

製品 営業 顧客設備

加工 実装 組立 検査 出荷

センサRFID
ビーコン

カメラスマデバマイク工作機械 ロボット 検査機

実績収集ソリューション

エッジコンピューティング

国内工場
海外工場

MES
（進捗・在庫・設備・品質）

見える化・分析
ソリューション

ERP
（調達・生産・物流・販売）

Internet

BOM BOP

計画
指示 実績 実績

改善

SNS等

VOC

稼働状況
品質情報

案件
情報

見積
納期改善BOM

制御

海外工場

研究会の概要

マーケットのグローバル化、モノからコトへの変化など、製造業を取り巻く環境は大きく
変化しています。このため、製品開発においても、製品企画力強化、設計・生産の現地化、
環境等の各種規制への対応などが必要となっています。このような変化に対応するために、
IoT、AR/VR、AIなどの最新テクノロジーの活用を検討されている企業も多いと思います。
当研究会では、製品開発におけるICT活用の拡大、PLMシステムの効果的な利用方法、製
品データの有効活用方法などについて研究します。

研究会の進め方

 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）過去テーマ：３次元CADデータの活用について、PLMシステムの

カスタマイズ指針について、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）

テーマはメンバー様の希望をふまえて決定します。以下はテーマの一例です。
 製品データ(3Dデータ含む)の活用方法・活用範囲の拡大の検討
 AR/VR技術の製品開発への活用方法の検討
 ベテラン設計者のノウハウ継承やナレッジ化の仕組みの検討
 次世代PLMの研究（製品企画支援、工程情報管理、保守BOM管理等）
 クラウド環境の活用方法の検討（開発、テスト、本番環境等）
 その他

8
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【No. 6】AI/BIツールで使う分析データの効率的な収集とは？
多種多様なデータ蓄積に欠かせない分析基盤

《ビッグデータ基盤研究会》(研究型・UF発表有り)

対 象 ： ・ビッグデータの活用、データの収集・蓄積に興味のある方
・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

日 程 ： ・月1回、各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

顧客獲得・販売促進、在庫最適管理、製品品質・サービスレベル向上など、価値あるビッグデータ
分析につながるデータ処理基盤について、最新技術や実機を使った検証を行います。

近年、センサーやカメラなど情報収集ツールの発展により、業務に使用している構造化データだけ
ではなく、非構造化データも対象とした分析が注目されています。しかし、蓄積したデータを使いこ
なせていると感じている企業は多くありません。ビッグデータの分析は、いかに分析に必要なデータ
を効率的に抽出し、分析しやすいかたちに加工できるかが、鍵になります。

本研究会では、データ蓄積に関する課題解決のほか、ビッグデータを活用する前処理（データの品
質向上）からデータ加工まで、日々の業務や分析システムを支える処理基盤について研究します。

研究会の進め方
異なる環境、業種から集まった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、イベントへの参加や企業訪問、NECからの情報・製品の提供を通じ
て、研究討議を行います。実際にサーバーマシンを使用した検証も可能です。

2017年度発表テーマ
「はじめてのビッグデータ基盤体験記」（2017年度）
データの収集・分析手法と、Hadoop環境構築の際の課題についての研究成果を発表

Hadoop/
Spark?

ETL? 性能?

データ
品質?

課題共有/
テーマ決め

イベント参加/
情報収集

実機を使った
仮説・検証

結論

NECの情報/技術

NECからの情報提供例

• Hadoop/Spark技術についての概要説明、NECの取り組み紹介
• データ連携(ETL)ツール「Talend」紹介、デモ
• データレイク、データプレパレ―ションの現状や課題に関するディスカッション
• NEC 品川イノベーションワールド見学
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研究会の概要
多様化する顧客ニーズと市場変化を捉え、お客様に継続的な価値を提供するためにデジ
タルを活用した顧客接点強化が注目を集めています。その具現化にはリードの創出～醸
成～絞込み～商談化～クロージング等、一連のプロセスを効果的に運用し、適切なKPI設
定と測定を設計する必要があります。各社の取り組みや課題からデジタルマーケティン
グのあるべき姿を探ります。

研究会の進め方
参加各社様の取り組みや課題・問題意識を共有いただき、共通的な研究テーマを設定し
ます。テーマ選定後は、メンバー同士の情報共有や議題に応じた社内外有識者の招聘、
ディスカッションを通じて成果をまとめます。

検討テーマ（例）
 Social～Marketing Automation～Field Salesのプロセスにおける、

組織/業務プロセス/KPI設計
 AIを活用したDigital Marketingの高度化
 顧客軸で柔軟なデータ分析/活用できる情報管理のありかた

（顧客DBの統合整備/DMP等）
 参加メンバ様の取り組み、事例紹介やリファレンスの見学

【No.7】デジタルデータを活用した
顧客接点強化のあるべき姿を考える

《デジタルマーケティング研究会》(研究型・UF発表有り)
対 象 ： デジタルデータを活用した顧客接点強化を企画/推進されている方
日 程 ： ・月1回 各1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。



【No. 8】 データ活用市場のビジネスチャンスを発掘する！

《パーソナルデータ活用研究会》（研究型・UF発表有り）
対 象 ： ・新規事業検討部門、経営企画部門

・その他官民データ活用、パーソナルデータ活用に関係する所属部門の皆さま
日 程 ： ・月１回、各１日間の開催です。

・開催地は原則東京となります。

研究会の概要
個人情報保護法の改正や、官民データ活用推進基本法の施行などにより、民間企業が自
社で保有していない外部データの取得、活用、或いはデータの高度利活用により新たな
ビジネスを創出する為の市場環境が整備されつつあります。
本研究会では、外部の団体、事業者、個人が保有するパーソナルデータ利活用の環境整
備状況、またデータ利活用に向けた課題の抽出と整理を行い、参加企業の皆さまの新た
なビジネス機会の発掘、課題解決の一助としていただきます。

研究会の進め方
インプット情報として先ずは個人情報保護の考え方やポイント、関連法令の概要、およ
び国の動向等を基本情報としてメンバー間で共有を行います。
その上で、企業にとって有用な情報を実務で適切に活用する上での注意点や、プライバ
シーへの配慮も含め、外部の有識者等も招聘し相互に意見を交わしながら理解を深め、
社内外のパーソナルデータ利活用のポイントを押さえます。
また、本研究会活動の中でメンバーから提示されたユースケースや整理した課題等につ
いては、成果物としてレポート化すると共に、政府機関（総務省・個人情報保護委員会
等）への提言（提案・要望）として提出します。

検討テーマ
 匿名加工情報、非識別加工情報、オープンデータ等の新たな外部データ活用
 マイナンバーやマイナンバーカードを活用した本人認証の基盤
 官民データ連携に係る研究
 データ利活用における個人情報保護やプライバシーへの配慮 等

匿名加工情報

非識別加工情報

個人情報
（PDS、情報銀行等含む）

創客効果

サービスの
効率化・高度化

本人認証の基盤
（マイナンバーカード等）

新サービスの創出

社会課題への
アプローチ 11
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【No. 9】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》(課題討議型・UF発表無し)

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 ： ・月1回、各1～2日間の開催です。
・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し

ます。

研究会の概要

人工知能・AI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、実データを用いてディープラーニングなどの人工
知能技術による分析体験を行いました。今年度も基本的に同様の
研究をメンバーの希望に併せて行うことを想定しています。

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、実データを用いた分析体験、そして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。

検討テーマ

 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

● 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)
- 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（AI）
- データサイエンティスト

12スマートメンテナンス 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. 10】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
新年度からIoTのセキュリティ対策も検討テーマとして新設

《セキュリティ研究会》(課題討議型・UF発表無し)
対 象 ： ・サイバー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、情報システム部門、制御システム部門、IoTシステム主管部門、
ネットワーク部門、リスク管理部門、経営企画部門の方を想定

日 程 ： ・月１回、半日の開催です。 ・開催地は原則東京となります。

研究会の概要、進め方

今年はICTシステムに加えIoTシステムのセキュリティ対策も検討対象として新設しチームを分け運営
します。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
状況紹介等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て有意義な
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。

＜研究会の構成＞

＜課題討議や情報共有で得られる情報とその効果（例示）＞

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。

検討テーマと討議内容（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
IoT特有のセキュリティ対策要件/課題

IoTセキュリティ対策検討基準が明確になる
IoTセキュリティ対策製品/サービス状況

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

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

IoTのセキュリティ(新設) IoT特有のセキュリティ対策要件/課題の整理、対策評価/改善提案

①ICTグループ：
ICTセキュリティ対策にかかわる

各社取り組み状況紹介、課題共有/討議

②IoTグループ：
IoTセキュリティ対策にかかわる

要件/課題の整理、対策の評価/改善提案

希望に応じて
チーム分け

①ICTグループ
ICTシステムの方は、メンバのセキュリティにかかわ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。
②IoTグループ
年間を通してIoTシステムに必要なセキュリティ対策や課題のうち焦点を絞って深く検討します。
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３．ご参考・申込要領
2017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」（2017年１１月9日～
10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

理想の運用とは
～運用部門にも働き方改革を～

『理想の運用×働き方改革』。これらを両立するためにとるべきア
クションとは？課題山積の運用部門を変える、現場発の解決案を
ご紹介します。待ったなしの運用部門にも、ワーク・ライフ・バ
ランスを！！

システム構築技術
研究会

俺たちの仕事はメンテナンスだけじゃない！
～自動化ツールによる業務改善～

日々の業務の中で行われているテストや仕様書のメンテナンス。
意外と負荷になっていませんか？テスト自動化ツールによる工数
の削減、ソース解析ツールを用いた仕様書のメンテナンス改善が
できないか検証しました。

ＳＤＮ研究会 熊本発、SDN推進指南書!
～SDNで描く次代のネットワーク～

「熊本復興」のシンボル施設へのSDN。如何にして、”わくわく”
と”安心”を届ける次代のネットワークのあり方をデザインし、そ
の価値をどう訴求するのか？ 駆け出しのアラサーエンジニア達が
考えました。

クラウドサービス
研究会

挑戦！クラウド１００％
～攻めと守りのクラウド活用～

ＳａａＳ利用により働き方は変えられるのか？安心してオンプレ
からＩａａＳへ移行することができるのか？その課題は？企業へ
の普及が進むクラウドサービスについて、調査・研究しました。

設計環境
研究会

清流！濁流？設計情報は、スムーズに流れて
いますか？

設計が発信する情報は関係各所での活用が期待されていますが、
実際に活用できている事例は少ないのではないでしょうか。各社
の成功・失敗事例をもとに、効果的な情報の活用について研究し
た成果を報告します。

ビッグデータ基盤
研究会 はじめてのビッグデータ基盤体験記

ビッグデータって何？あなたがビッグデータと思えばそれがビッ
グデータなのです。商品価格の予測を例にHadoop等の環境構築や
データ収集、分析で発生した課題と対応策等を紹介します。

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。

（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「ＮＵＡＷＯＲＬＤ」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番号は末尾記載

（2）申込期限：2017年11月24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ＮＥＣＣ＆Ｃシステムユーザー会事務局 田中,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

http://www.nua.or.jp/zen/kenkyukai/
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