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１．活動概要
⽬的

研究会は、NEC C&Cシステムユーザー会(NUA)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。報告書の作成はメンバーで分担します。
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。
・研究テーマに基づいて研究内容を、会合開始後にメンバーにて検討して決定します。

募集⼈員

募集⼈数は各研究会ともに５〜１５名です。応募が定員上限に達した段階で締め切ります。
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あります。その際は、事務局か
ら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・参加費⽤について
開催場所は研究会によりますが、基本的にメンバー各社の勤務地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)。
研究会への参加費⽤は無料です。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。
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研究期間

研究期間は１年間です。（2018年12⽉〜2019年11⽉）
開催頻度は研究会により異なります。
研究会の会合開催は基本的に平⽇(⽉〜⾦曜⽇)とします。
12⽉

1⽉

8⽉

10⽉

研究フェーズ

＜第２ステップ＞
○情報収集
○テーマ検討

＜第３ステップ＞
○発表内容検討
○資料作成分担

＜第４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
＜第１ステップ＞
○テーマ決定
○課題の抽出

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します。
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
２０１８年１２⽉１３⽇（⽊）
全体会合 １３：３０〜１３：５５
個別会合 １４：００〜１７：３０
懇親会
１７：３０〜２０：００頃 (研究会別に⾏います)
会 場

NEC本社ビル 地下１階 講堂

※ 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13⽇(⽊)〜14⽇(⾦))。
※ 会合・懇親会については別途ご案内します。
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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、メンバー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。

2019年度研究会⼀覧
No.

3

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
〜マイクロサービスと関連技術の探究〜

5

③

ＳＤＮ研究会

デジタル化、セキュリティ強化を⽀えるSDN(SoftwareDefined Networking)の効果的適⽤を考える

6

④

クラウドサービス研究会

デジタルビジネス時代におけるクラウド基盤サービスの効果的
な利⽤⽅法を考える

7

⑤

設計環境研究会

ものづくりのための情報とICT環境を考える

8

⑥

ビッグデータ基盤研究会

点在しているデータを収集し分析可能な価値ある資産に！
〜実⽤技術への挑戦〜

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

最新攻撃対策から⻑年の課題まで 直ぐ役⽴つ即効型研究会
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【No. 1】運⽤管理業務の研究
〜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発表あり)

対

象

：

⽇

程 ：

・次の業務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・設計・開発を業務として⾏っている
- センターやオフィスでICTシステムの構築・運⽤を業務として⾏っている
・⽉1回、各1.5⽇間の開催です
・開催地は参加メンバーの勤務地を考慮して決定します（出張が伴う可能性あり）

研究会の概要
近年、AIやIoTなど最新のICT技術を⽤いて企業の情報資源を活⽤し付加価値を⾼めるビジネスの
デジタル化に対する関⼼が⾼まっています。また、ICT部⾨に対してもビジネス貢献への期待が⼤
きくなっています。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「攻め」の運⽤へのリソースシフトが重視されるようになってきま
した。
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問題や課題を、NECからの最新技術
動向や、参加メンバー様が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
参加メンバーの意⾒、各社の事例、業界や世間の動向などを基に、課題やテーマを絞り込み、
１年間を通して研究していきます。主な流れは次のとおりです。
 参加メンバーの希望から優先度を考慮して検討テーマを選出
 NECから技術動向・製品の紹介、ショールーム・施設の⾒学
 各社の事例・ノウハウを共有し、メンバー間で共有
 意⾒交換を⾏い真の問題点・課題の洗い出し、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研究に取り組みました。
 理想の運⽤と運⽤部⾨の働き⽅改⾰
 運⽤改善事例の現状と新たな課題解決のアプローチ
 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

IoT
クラウド

RPA

運用管理
のあるべ
き姿は？
ITIL

問題調査

課題設定

解決策検討

解決策検証

AI
DevOps
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【No. 2】最先端のシステム構築技術を極める
〜マイクロサービスと関連技術の探求〜

《システム構築技術研究会》(研究型・UF発表有り)

対

象

：

⽇

程 ：

・最新のシステム構築技術や開発・保守効率化に関⼼がある⽅
・⽉1回、各1.5⽇間の開催です
・開催地は参加メンバーの勤務地を考慮して決定します（出張が伴う可能性あり）

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、サンプルシステムを⽤いた評価、事例研究、
NECを含む業界の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
本研究会は毎年、旬の技術を研究テーマとして取り上げており、昨年度は『超⾼速開発』を研究
テーマとしました。本年度は、柔軟で拡張性に富むシステム開発技術として注⽬される『マイク
ロサービス』を提案させていただきます。具体的な研究内容としては、マイクロサービス・アー
キテクチャーに基づく業務AP開発、既存システムのマイクロサービス化、マイクロサービスを⽀
えるAPI技術やコンテナ技術などの調査・評価などが考えられます。ご参加メンバーでディスカッ
ションし、具体的な研究テーマを決めます。

既存のシステム群

最新ICTを活⽤する新システム
多様化
するデバイス

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

■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
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情報
連携

ビッグ
データ

仮説検証
リーンスタート

新事業創出

■超⾼速開発／DevOps
■マイクロサービス／API
■⼈⼯知能／ビッグデータ等

交通・物流

⼯場制御

2018年度研究論⽂ﾃｰﾏ：
「超⾼速開発ﾂｰﾙ」でｼｽﾃﾑ構
築を速く！早く！
／ｼｽﾃﾑでｼｽﾃﾑを作る時代
2017年度研究論⽂ﾃｰﾏ：
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
2016年度研究論⽂ﾃｰﾏ：
そのﾄﾞ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

【No. 3】デジタル化、セキュリティ強化を⽀えるSDN (SoftwareDefined 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

：

⽇

程 ：

・⾃社ネットワークの企画・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
・⽉1回、各1.5⽇間の開催です
・開催地は参加メンバーの勤務地を考慮して決定します（出張が伴う可能性あり）

研究会の概要
IoT/AI、働き⽅改⾰、顔認証/映像分析等のデジタル化施策は、企業ネットワークにおいては接続
端末の追加、新系統ネットワークの新設、通信量の増加を伴うとともに、IoT等のサーバ･端末へ
の攻撃等のセキュリティに関連したリスクが⾼まることになります。
そのような状況にも容易に対応できるのがSDN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、デジタル化が進むデータ
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
メンバーが⽇頃からもたれている課題や問題をベースに、データセンターや展⽰施設、ユーザー
様等の⾒学、実機デモ・操作などを通じてSDNについての理解を深めます。その上で、データセ
ンターや企業網のICTインフラにSDNを適⽤した場合のシステムや運⽤について、NEC⽀援者を
交えてディスカッションを重ねます。最終的には、具体的な検討（研究）テーマをメンバーの皆
さまで決めていただき、さらに深く検討を重ね、結果をユーザーフォーラムにて発表します。

検討テーマ
メンバーの話し合いから、興味があり、かつ有益なテーマを設定し検討します。以下は⼀例です。
 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、働き⽅改⾰等のデジタル化に伴うネットワークのあり⽅とSDN
 SDNによるネットワーク運⽤の効率化・⾃動化 など
（NECからの情報提供の例）
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SDNとは
NECのSDNへの取り組み
SDNソリューション
SDN導⼊事例（⽬的･狙いと効果）
SDN製品
SDNサービス
マイグレーションシナリオ例
SDN化を含むNW計画⽴案の進め⽅
ベンダ各社の動向

〜SDN関連〜
• 働き⽅改⾰、IoT、クラウド
• セキュリティ

（イベントの例）
• 実機デモ、簡易ハンズオン
• ショールーム⾒学、DC⾒学、ラボ⾒学
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【No. 4】デジタルビジネス時代におけるクラウド基盤サービスの
効果的な利⽤⽅法を考える

《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, NEC Cloud DaaS)ご利⽤に
興味をお持ちの⽅

⽇

程 ：

・年間8回程度、各1.5⽇間の開催です
・開催地は参加メンバーの勤務地を考慮して決定します（出張が伴う可能性あり）

研究会の概要
新たな価値を提供するデジタルビジネス時代においては、効率化と開発サイクルのスピード化が
今まで以上に求められます。「クラウドファースト」がデファクトスタンダード化しつつある昨
今、複数存在するクラウド基盤サービスの選択⽅法や、お客様ビジネスに対するクラウド基盤
サービスの適⽤⽅法を正しく理解し、利⽤していくことが、今後のお客様ビジネス機会の成否を
分けるといっても過⾔ではありません。
本研究会では、参加メンバー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, NEC Cloud DaaS）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,SFDC）な
ど、さまざまなバリエーションを組み合わせることで、デジタルビジネス時代に対応するクラウ
ド基盤サービスのあるべき姿（適⽤範囲や利⽤⽅法）を研究していきます。

研究会の進め⽅
まず最初に、メンバーの⾃社での取り組みや課題を紹介しあう場を設け、メンバーにとって有益
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
2019年度は、過去の研究メンバーから意⾒がありました、「企業で使えるクラウドサービス基
盤」を検討の軸に据えて研究します。以下はテーマの⼀例です。
 業務特性や規模・セキュリティポリシー毎の最適なクラウド利⽤環境の研究
 マルチ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
 参加メンバーの取り組み・事例紹介やクラウド基盤利⽤実体験を通しての価値創造の研究
 NECデータセンター（神奈川／神⼾／名古屋）等の⾒学
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【No. 5】ものづくりのための情報とICT環境を考える

《設計環境研究会》(研究型・UF発表有り)

対

象

：

⽇

程 ：

・⾃社ネットワークの企画・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
・⽉1回、各1.5⽇間の開催です
・開催地は参加メンバーの勤務地を考慮して決定します（出張が伴う可能性あり）

研究会の概要
マーケットのグローバル化、「プロダクト」から「プロダクト＋サービス」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、設計・⽣産の現地
化、国、地域ごとの各種規制対応、製品のスマート化対応などが必要となっています。当研究会
では、このような変化に対応するための製品データの管理・活⽤⽅法、ICTツールの導⼊、プロセ
ス改⾰などの取り組みについて研究します。

研究会の進め⽅
・メンバー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。
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
- 設計部⾨の働き⽅改⾰について
・Obbligatoに対する機能強化案をまとめ、製品へ反映します。
・研究テーマ以外に企業⾒学やメンバー間の情報交換など、各社の気付きに繋がる取組みを実施
します。

検討テーマ
テーマはメンバー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
 グローバル設計環境の構築・運⽤⽅法
 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、IoT連携等）
 AR/VR技術の製品開発への活⽤⽅法の検討 他

(参考)参加メンバーの声
実務に基づいた有益な情報を得
ることができた。⾃社の取り組
みに対し、客観的な意⾒をいた
だけてよかった。（製造業 情
報システム部⾨ 担当者）

設計情報の活⽤という⾃社とし
ても課題であるテーマについて
取り組むことができてよかった。
（製造業 情報システム部⾨ 担
当者）

⾃社には無い仕組みを聞いたり、
あっても別の視点での考えを聞
くことが出来たりと、多くのメ
リットを得られました。（製造
業 情報システム部⾨ 課⻑）

他社の先進事例や成功事例、失
敗事例を問わず、多様な事例を
聞くことができ、とても参考に
なった。⾃分の知⾒向上ができ
た。（製造業 情報システム部
⾨ 担当者）

業種や会社が異なる中で、異な
る取り組み、同じ悩みが共有で
き、⾃社や⾃⾝の置かれている
現状を俯瞰してみることができ
た。（製造業 情報システム部
⾨ 課⻑）

本⾳の部分の話が他者の⽅と出
来るのが良かった。（製造業 情
報システム部⾨ 部⻑）
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【No. 6】点在しているデータを収集し分析可能な価値ある資産に！
〜実⽤技術への挑戦〜

《ビッグデータ基盤研究会》(研究型・UF発表有り)

対

象

：

⽇

程 ：

・ビッグデータの活⽤、データの収集・蓄積・加⼯に興味のある⽅
・データ加⼯プロセスや技術に興味のある⽅
・データ蓄積に対して課題を抱えている⽅
・⽉1回、各1.5⽇間の開催です
・開催地は参加メンバーの勤務地を考慮して決定します（出張が伴う可能性あり）

研究会の概要
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、業務効率化や売上増に向けて、データの活⽤が期待されています。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には、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、データクレンジング・加⼯の必要性、BI・
AIへの活⽤、データカタログの調査などに取組みます。

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、イベント⾒学や
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。
実際にマシンを使⽤した検証も
可能です。

NECからの情報提供例
•
•
•
•
•

Hadoop/Spark技術についての概要説明、各ディストリビュータからの最新技術紹介
データ連携(ETL)ツール、データ分析(BI)ツール紹介とデモ
各種データベース(RDB、NoSQL)の最新情報提供
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イノベーションワールド⾒学

2018年度発表テーマ
「ビッグデータ取扱い説明書〜環境構築から活⽤するまでの軌跡〜」
Hadoop環境構築、オープンデータ収集、クレンジング、BIツールでの分析について、体験から
の気づきを発表。
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【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

：

⽇

程 ：

・デジタルを活⽤した顧客接点強化・デジタルマーケティングを企画/推進されて
いる部⾨もしくは携わっている⽅
・⽉1回 、各1⽇間の開催です
・開催地は参加メンバーの勤務地を考慮して決定します（出張が伴う可能性あり）

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、適切な測定⽅式を設計する必要があり
ます。ツール視点ではなく企画戦略の視点で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
参加メンバーの取り組みや課題・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
以下はテーマの⼀例です。
 B2B/B2CにおけるDigital Marketingの在り⽅
 Social Marketing 〜 Field Salesプロセスにおける組織/業務/KPI設計と実践
 参加メンバ様の取り組み／事例紹介やリファレンスを通じ個別テーマを設定し研究

メルマガ
Web
サイト

資料DL
お客様

Ad

広告
SNS
テレコール

セミナー
展示会

DB

営業

多様なタッチポイントでの一貫したメッセージングとタッチポイント横断での顧客の把握
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【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

：

⽇

程 ：

・新規事業検討部⾨、経営企画部⾨の⽅
・その他官⺠データ活⽤、パーソナルデータ活⽤に関係する所属部⾨の⽅
・⽉1回、各1⽇間の開催です
・開催地は原則東京です

研究会の概要
個⼈情報保護法改正や、官⺠データ活⽤推進基本法施⾏など、企業が外部データの取得、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、外部の団体や事業者、また個⼈等が保有するパーソナルデータに関して、それら
を企業が収集して利活⽤することで実現できるサービスの可能性や、環境整備状況の調査、また
課題抽出とその改善案の検討等を⾏います。

研究会の進め⽅
先ずは議論や研究の前提となる基礎情報（個⼈情報保護の考え⽅、関連法令概要、⾏政機関の最
新状況等）をメンバー間で共有*します。その上で、パーソナルデータ活⽤やデータ流通取引にあ
たる気づきや意⾒、アイディアを⾃由に出し合って議論を⾏い、データビジネスを⾏う上での課
題の抽出や、それを加速的に進展させるために必要となる社会基盤の在り⽅について検討します。
また、本研究会活動の中でメンバーから提⽰された新たな知⾒や課題については、成果物として
レポート化すると共に、必要に応じて政府機関や関連団体（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。
*必要に応じ、有識者や政府関係者等を招聘し、各種最新動向をレクチャーいただきます。

検討テーマ
メンバーの話し合いから、興味があり、かつ有益なテーマを設定し検討します。以下は⼀例です。
 外部から調達可能なパーソナルデータと⾃社保有データを
掛け合わせることで可能となるデータ活⽤シーンの類型
 パーソナルデータの流通に向けた、本⼈認証技術（⽣体、
(参考) 参加メンバーの声
マイナンバーカードその他）の適⽤可能性
企業側の視点だけでなく、
 匿名加⼯情報、⾮識別加⼯情報の進捗状況について
ユーザー⽬線でも討議を⾏い、
 データビジネス加速に求められる社会機能、課題抽出
活発な意⾒交換ができた。
 情報銀⾏、PDS等データ流通ビジネスを活性化する新たな
⾃治体や⾏政機関の⽅から直
ビジネスの検討

利⽤者

パーソナル
データ
サービス
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接お話を伺う機会もあり、法
や制度の理解を深められた。
（保険システム
情報システム部⾨管理職）

⺠間事業者

PDS/情報銀⾏等
新ビジネス

匿名加⼯情報
統計情報

⾏政機関等

2018年度参加メンバー
様々な業界からご参加
・総合印刷
・インターネット関連
サービス
・保険システム
・⾃動⾞部品メーカー

【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

：

⽇

程 ：

・企業や団体の中でBI/BAツールや⼈⼯知能・機械学習などを活⽤して、
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
・⽉1回、各1〜2⽇の開催です
・開催場所は原則東京です(参加メンバーの勤務地を考慮して数回程度東京以外の地区
での開催となる可能性があります)

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。
本研究会では、各メンバーのデータアナリティクスの
取り組みのレベルアップのために、課題や取組の共有・
技術の習得を⽬指します。

研究会の進め⽅
【課題共有セッション】
メンバー各社のデータ分析の取り組みや課題を紹介
しあいます。
【ハンズオンセッション】
実データを⽤いた分析体験を⾏います。
【最新事例・技術の紹介】
NECのデータサイエンティストから、技術動向や事例
の紹介を⾏います。

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
 試験データを⽤いたデータ分析の実施・データ活⽤計画
の作成





スマートメンテナンス

顧客分析

スマートシティ

故障解析

需要予測

物流高度化

● 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
●参加企業例●
銀⾏・保険・航空・⾷品製造
飲料製造・建設・機械製造
医療機器製造・化学・商社・放送
⼈材サービス
業務部⾨・システム部⾨とも
幅広くご参加いただいています。

(参考)参加メンバーの声
・10以上の企業の取り組みを知るこ
とができて参考になる
・⾃社の分析内容にアドバイスを貰
えて良かった
・ワクワクする⼈・技術・事例と出
会え、将来やってみたいことが増え
た
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【No. 10】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》(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、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、各半⽇の開催です
・開催地は原則東京です

研究会の概要、進め⽅
まずメンバー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。その上でメンバー間の情報セキュリティの課題を取り上げ、メンバー同⼠で⾃
社の取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）＞
得られる情報

その効果

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

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幾つか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ーの話し合いで決定します。
テーマ
討議内容
サイバー攻撃対策

最新のサイバー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） 参加メンバーの声
⾃社の現在進⾏形の課題に
対し、各社の取り組み状況を
把握できたことは有意義。
⾃社が変な⽅向を向いていな
いという安⼼感が得られた。
（製造業 情報システム部⾨管
理職）
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毎回半⽇という短時間にもか
かわらず、有意義な討議がで
きた。普段話すことのない他
業界から様々な話を聞くこと
でき新鮮だった。
（⾦融機関 リスク統括部⾨管
理職）

⾃社の取り組みが遅れ気味と
認識している領域について、
ツールやサービスで
何をどこまで⾏うべきかが整
理できた・
（製造業 情報システム部⾨担
当者）
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【ご参考】2018年度ユーザーフォーラム発表
2018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」（2018年11⽉8⽇〜9⽇開催）の
セミナーにて発表します。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あり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

タイトル

概要

運⽤管理

現場発！未来の運⽤！！
〜運⽤者は要らなくなるのか？〜

IT運⽤の未来の姿とは。価値のある仕事へのシフトを迫られているなか、未
来の運⽤を⾒据えて今からやるべきことは何か。RPA・AIの活⽤⽅法をはじ
めとして、現場担当者が考えた未来に興味はありませんか？

システム
構築技術

「超⾼速開発ツール」でシステム構築
を速く！早く！
〜システムでシステムを作る時代〜

システム構築に許される時間は短くなるばかり。そこで、コードを書かずに
開発できるシステムが注⽬されています。技術者不⾜を補う⽣産性向上と構
築期間短縮の救世主となるのでしょうか？検証結果と導⼊成功事例をご紹介
します。

SDN

⼀歩踏み出そう! 次世代ネットワークの
スタートライン

巷では当たり前となったSDN。導⼊するコストがないとお嘆きのユーザに朗
報です。熟練のネットワーク技術者が集まり、スモールスタートの⽅法やコ
ストを⽐較・検討。これであなたも上司に説明できるはず。

クラウド
サービス

ハッピークラウド計画♡
〜クラウドは会社に貢献できるのか？〜

クラウド導⼊で守りのITから攻めのITへ！会社に貢献できるIT部⾨を⽬指す
べく、IaaS・SaaSを中⼼に調査・研究しました。クラウドの利点や考慮点、
クラウド化に向いているシステムをご紹介します。

設計環境

その付帯業務、減らしませんか？
〜設計者が本来業務に集中できる事例
紹介〜

PLM導⼊により設計情報の管理は進歩していますが、設計者の負担は相変わ
らず⼤きい、という現実もあります。本研究会では「設計業務を調査・分析
した結果」と、「付帯業務の削減に効果的な事例」をご紹介します。

ビッグデータ
基盤

ビックデータ取扱い説明書
〜環境構築から活⽤するまでの軌跡〜

ビッグデータ活⽤を具体的にイメージするためにHadoop環境構築、データ
収集・クレンジング、BIツールで「住みよい街」の分析に挑戦しました。そ
の体験から得た気づきをご紹介します。

デジタル
マーケティング

デジマが咲く！ 〜B2B/B2Cインフルエ
ンサーマーケティング〜

売れたのは誰のおかげ？？？マーケティング対象は消費者だけなのか？消費
⾏動には第三者の影響⼒が働くという仮説を検証し、デジタルマーケティン
グの効果を発揮するためのインフルエンサーマーケティングに迫る！！

パーソナル
データ活⽤

みんなが喜ぶパーソナルデータ活⽤に
向けて
〜⽣活者も企業も社会もハッピーに〜

⽣活の質の向上や快適な暮らしを実現するために、パーソナルデータの活⽤
が期待されています。当研究会では国・⾃治体・企業のデータ活⽤の現状確
認と、⽣活者の意識調査を⾏い、新規ビジネスの可能性を探りました！

３．研究会申込要領
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。
https://jpn.nec.com/nua/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： 2018年11⽉22⽇ (⽊）必着
※期限を過ぎても参加可能な場合もあります。事務局までお問い合わせください。
（3）お問い合わせ先：全NEC C&Cシステムユーザー会事務局 村⽥,⼭村
〒108-8001 東京都港区芝五丁⽬7－1 NEC本社ビル
電話：03-3798-8664 (直通） FAX：03-3798-8715
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全NEC C&C システムユーザー会

2019年度

研究会
メンバー募集のご案内
申 込 期 限： 2018年１１月22日（木）
研 究 期 間： 2018年１２月〜2019年１１月

１．活動概要

１

２．募集テーマ一覧

３

・運用管理研究会

４

・システム構築技術研究会

５

・SDN研究会

６

・クラウドサービス研究会

７

・設計環境研究会

８

・ビッグデータ基盤研究会

９

・デジタルマーケティング研究会

１０

・パーソナルデータ活用研究会

１１

・データアナリティクス研究会

１２

・セキュリティ研究会

１３

３．ご参考・申込要領
【お問い合わせ】
全ＮＵＡ事務局

村田、山村

電話：03-3798-8664／ＦＡＸ：03-3798-8715

研究会の情報はこちらまで

https://jpn.nec.com/nua/zen/kenkyukai/

１４

