
安全・安心で効率・公平な
都市の実現に向けて

NEC
Safer
Cities

世界の都市では、直面する社会課題や、将来予見される新たな課題への対策が必要であ
るとともに、都市機能の高度化や経済発展の機会を生み出す魅力的な都市づくりも求め
られています。これらを両立し、持続的な都市を実現するためには、都市に関わる各ス
テークホルダーが、データ利活用基盤を中心としたデジタル技術を最大限に駆使しなが
ら、分野を越えた共創により、多様な変化に柔軟に対応できる都市を目指すことが重要
だとNECは考えています。NECは、デジタル技術により安全・安心・効率・公平な社会
の仕組みを実現するべく「NEC Safer Cities」に取り組んでいます。本冊子ではこの
取り組みを通じてNECが目指しているデータを利活用したスマートシティと、その実現
に向けたお客様やパートナーとの様々な共創の取り組みについてご紹介します。
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NEC Safer Cities

	 スマートシティを実現する「NEC	Safer	Cities」

　NECはこれまで社会ソリューション事業を通じ、新
たな社会価値の創造を目指して、様々な社会課題の
解決に取り組んできました。特に、指紋認証や顔認証
等の生体認証や、映像解析を含むAI（人工知能）、
IoT（Internet of Things）といった先端技術を
活用し、安全・安心な都市の実現に向けた取り組みを
日本国内および海外の政府や自治体、さまざまな企
業とともに、世界中で進めてきました。
　NECは最新の技術と実績をもとに安全・安心をつ
なぎ合わせ、都市生活をより豊かなものに変え、人々
がもっと自由で健康に、個人の能力を最大限に発揮
できる効率・公平な都市を実現する取り組み「NEC 
Safer Cities」に注力しています。
　NEC Safer Cities では、安全・安心な社会を
実現する「Public Safety」、デジタル化と仕組み
の改革で人にやさしい社会を実現する「Digital 
Government」、安全で快適な移動体験を実現する
「Smart Transportation」、スマートで快適な都
市づくりを支援する「City Management」、健康
で活き活きと暮らせる社会を実現する「Digital 
HealthCare」の5つの領域でソリューションを提供
していきます。
　NECはお客様やパートナーのみなさまとの共創に
より、本取り組みを推進し、Society5.0を見据えた
スマートシティの実現を目指します。

　本レポートでは、その実現に向けたNECの取り組
みを5つの領域ごとにご紹介します。

NEC Smart Connectivity

安全・安心で、効率・公平な
都市の実現
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NEC Safer Citiesを支える技術群
● NEC Smart Connectivity
 人・モノ・コトをつなぎ、データに新たな価値を与えます。

● 

 複数の技術によって構成された最先端のAI技術群です。

●  
  世界トップクラスもしくはNEC独自の技術で構成された

生体認証です。

● Cyber Security
 データやプライバシーを守ります。
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NEC Safer Cities

	 都市をめぐる課題とデジタルが拓く可能性

　現在、日本の都市は少子高齢化、人口減少、労働力
不足、社会保障費の増大、社会インフラの老朽化、イ
ンバウンドの急増等、様々な課題への対応を迫られて
います。これらを解決し持続的な都市を実現するため
に産官学民の連携を通じた都市づくりが一部の都市
で始まっています。
　一方、世界では都市への人口集中が進み、新興国を
含め世界中で先進的な都市づくりの取り組みが進ん
でいます。都市間の人、モノ、経済の激しい獲得競争
を勝ち抜くためには、都市の課題を解決すると共に都
市機能の高度化や経済発展の機会を生み出し都市の
魅力を高めることが重要となっており、その実現には
IoTやAIをはじめとするデジタル技術の活用が欠か
せません。先進的な都市ではデジタル技術により、安
全・安心・効率的で快適な都市機能の実現が進んで
います。デジタルを活用した公共・行政サービスや
キャッシュレス化、シェアリングなど様々なデジタル・
サービスが都市生活の質を高めています。NECも世
界中の都市で、そのような取り組みを進めています。
　デジタルによる都市づくりは、社会課題の解決と共
に、イノベーションの創出による社会・経済の活性化、
国際競争力の向上等、日本にとって大きなチャンスを
もたらします。人材や財源等、限られたリソースを最
大限に活かすために、データの分野横断的な活用や

地域の共創が始まっています。さらにSociety5.0
を見据えた都市機能の自動化、自律化を産官学民の
共創により実現し、新たな持続的な社会の仕組みを
構築していくことが重要です。

　近年、気候変動等の影響により大規模な自然災害
が日本をはじめ世界各地で相次いで発生しています。
災害による人命、財産、経済的損失が拡大しており、
先進国・新興国を問わず重大な課題になりつつあり
ます。また都市の持続性、安全・安心を脅かす課題も
健在化しています。インバウンドを始め都市間の人や
モノの移動拡大による渋滞や地域生活への影響、少
子高齢化による社会保障費の増大、医療機関や地域
のモビリティ維持も大きな課題です。安全・安心は、
人々が豊かに暮らすための基盤であり、どんなに素
晴らしい都市をつくり上げても、将来を見据えた防
災・防犯対策や住民生活を支える社会インフラ・公
共サービスが不足している都市は、持続的発展が難
しい時代に入りつつあります。ソフト面からのアプ
ローチ等、これまでの発想を超えた災害や防犯対策、
健康都市の実現等、新たな仕組みを都市に再構築す
ることが必要です。住み続けられるまちづくりは、
SDGs＊1 においてもゴールの1つに掲げられており、
世界中の人々が共通して取り組む課題といえます。

デジタルによる都市づくりを日本の大きなチャンスに

都市に安全・安心の新たな仕組みの再構築が必要
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NEC Safer Citiesが注力する
主なSDGs

Society 5.0を見据えたNEC Safer Citiesが目指すスマートシティ

出典：�COCN2018年度プロジェクト最終報告「デジタルスマートシティの構築」を元に内閣府作成�
https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/reform/wg6/190418/pdf/shiryou3-2.pdf

＊1�SDGs：Sustainable�Development�Goals、2015年国連総会で人間、地球及び繁栄のための行動計画として採択された17の目標と169のターゲットからなる持続可能な開発目標
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Public Safety 安全・安心な社会の実現

	「都市の安全」の重要性と新たな課題

　都市化やグローバル化に伴い、人やモノの移動が活
発化する中、社会の治安維持やインフラの安全・安心
の確保が、今まで以上に重要になっています。 また気
候変動による、自然災害の影響や、少子高齢化に伴う
人手不足の中でも安全を確保することも課題となって
きています。世界34都市に住むミレニアル世代（15歳
〜34歳）を対象にしたYouthfulCitiesの調査では、
都市において重視する項目として、21の選択肢の中
で「安全」との回答が「健康」、「教育」をおさえて1
位となった一方で、「実行度」は14位でした。また
54%のミレニアル世代が10年以内に都市を移動し
たいとも回答しており、彼らに選ばれる都市になるた
めには「安全」の確保が重要となります。

　安全な都市とはどうあるべきでしょうか。例えば英エ
コノミスト誌の調査部門（EIU）が発行している「Safe 
Cities Index」では、パーソナル、サイバー、ヘルスケ
ア、インフラという4つのカテゴリを定義し、施策面と、
事故件数や犯罪発生率等の「結果」で都市の安全性を
評価しています。安全な都市づくりには、この4つのカ
テゴリをバランスよく向上させていくことが望まれます。

　魅力的な都市づくりには、安全・安心の確保が欠か
せません。犯罪等の被害に遭うリスクが小さいこと
（＝安全）、そして犯罪等への不安がないこと（＝安
心）への継続的な追求が求められます。
　しかし、多様化・広域化する脅威に対し、人手も財
源も限られている中で対応していくことは容易では
ありません。こうした背景から近年、IoTや画像認識
技術を含むAIをはじめとする進化したデジタル技術
を活用し、犯罪の見逃し防止や予兆検知を行う等、最
小限のリソースで最大限の効果を生み出す安全な都
市づくりが世界中で進められています。
　一方、デジタル化による安全への取り組みが拡大
することで、プライバシーや人権侵害、モラルや法整
備といった課題も浮上し、国際的に議論されていま
す。欧州ではGDPR＊2 が施行され、AIに関する倫理
ガイドラインも発表されました。住民のプライバシー
を保護し、セキュリティを担保できるシステムをいか
に作り上げるかが命題となっており、設計時からプラ
イバシー確保を意識する「プライバシー・バイ・デザイ
ン」という考え方が注目されています。このような中、
NECグループは、AIの社会実装や生体情報をはじめ
とするデータの利活用において、プライバシーへの配
慮や人権の尊重を最優先して事業活動を推進するた
めの指針として、2019年4月に「NECグループ AI
と人権に関するポリシー」を策定しました。

都市で暮らす人々にとって「安全」は最重要事項 デジタルテクノロジーの進化がもたらす都市の安全と留意点

安全な都市とは

これから都市に求められる安全とその指標

都市の安全指標例

Safe Cities Index
サイバー
セキュリティ

医療健康関係の
安全性

インフラの
安全性

個人の安全性

ミレニアル世代にとって「重要度」が高い項目と、その「実行度」

4 6 8 10

8.96
8.86
8.83
8.78
8.73
8.72
8.55
8.51
8.41

5.88
6.09

6.91
6.24

5.73
5.38
5.59
5.59

6.29

Urban Attribute 重要度 実行度

Safety
Health

Education
Transit

Affordability
Environment
Employment
Good Jobs

Public Space

出典：�www.youthfulcities.com　Global�Urban�Millennial�Survey�
� 2016�21項目中重視する項目上位9項目を掲載

出典：
ザ・エコノミスト・
インテリジェンス・ユニット、
�Safe�Cities�Index

＊2�GDPR：General�Data�Protection�Regulation、EUデータ一般保護規則
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Public Safety 安全・安心な社会の実現

	「安全・安心」な都市空間を目指すNECの取り組み

　NECは生体認証技術の開発に40年以上注力して
おり70以上の国と地域に1,000以上のシステムを納
入した実績があります。指紋認証や顔認証、虹彩認証
では、世界No.1の精度と速度を誇る＊3 グローバル
リーダーです。自動指紋照合システムの分野では北米
の警察機関で約3割＊4 のシェアを持ち、迅速な捜査や
事件解決、安全な社会やまちづくりに貢献しています。

　近年、気候変動等により自然災害の激甚化・頻発
化が大きな社会課題になっています。人命や財産の
喪失に加え、経済的・社会的活動にも長期にわたり深
刻な影響を及ぼすことから、防災・減災の重要性が増
しています。NECはIoTやAI等のICT利活用による
「見える化」、「分析」、「対処」の一環した情報処理プ
ロセスからもたらされる早期避難や水位制御等の対
処の起点となる情報、ならびに自治体や組織間、住民
との迅速な情報共有の仕組みを提供することで、公
助はもとより自助、共助を促して自然災害による被
害の軽減と、速やかな災害対応を目指しています。
　台風や集中豪雨等による河川の氾濫は、浸水被害
のみならず交通網、ライフラインの寸断等の二次災害
をもたらすことから、ICTによる水災害対策はますま
す重要となっています。NECは茨城大学との水災害
対策支援システムの共同研究を行っています。カメラ
画像とNECのAI技術を活用して河川の水位変動状

況を「見える化」、さらに氾濫危険レベルを自動で判
別する「分析」により、洪水の危険性等、人による判
断を支援するシステムとしての有効性検証を行って
います。またカメラや水位センサーを設置したスマー
ト街路灯により、リアルタイムに河川を監視すること
で、地図上への水位等の可視化や、異常時のアラーム
通知により早急な対処ができるよう、自治体と共に
取り組みを進めています。さらに災害発生時に住民
が投稿するSNS情報からAIにより必要な情報を取り
出し、地域被害状況を迅速に把握する実証も自治体
やアビームコンサルティングと共に進めています。
　自然災害時の「対処」において、自治体の防災部局
には「情報収集」、「意思決定」、「情報伝達」という3
つのアクションを連続的に行うことが求められます。
NECの「発令判断支援システム」は、国交省、気象庁、
都道府県が発表する気象、雨量、水位、土砂災害等の
情報を自動で収集し、各自治体の防災計画に合わせ
た避難勧告案の自動作成に加え、防災無線、メール、
ホームページ等のメディアを選択するだけで同時に
情報を発信、防災業務の「支援」を行います。「対処」
における3つのアクションを支援し自治体と住民をつ
なぐ同システムは、全国の自治体で導入が進められ
ています。
　この他にも、隣接する市等の情報を活用した水害予
測の実証、災害時の通信確保のための次世代業務用
無線、共助・自助を促進するための知識向上を目的と
したVR＊5 を活用した小学生向けの防災教育等、NEC
は自治体や企業、大学と共にICTを活用した次世代
防災の実現に向けて様々な取り組みを進めています。

都市の安全・安心を支える最先端の技術

ICT利活用による迅速な情報共有で自然災害の脅威を軽減

水害対策支援システムの実証実験（茨城大学との共同研究）

学習収束状況の
進捗確認グラフ

＊3�NIST主催のベンチマークテストで、第1位の性能評価を獲得　　　＊4�NEC調べ（2017年9月時点）　　　＊5�VR：Virtual�Reality、仮想現実

平常から降雨時の収集画像を使い、水位変動を判別する学習精度を確認。今後、氾濫危険度の自動判定に向けた技術精査を実施予定

実
証
プ
ロ
セ
ス

今後の取り組み

実施済み

データ収集環境構築（カメラ、水位計、通信機器）

画像データの収集

画像学習モデル作成

画像判別精度検証

学習パラメータ精査（土木分野河川モデルとの融合）

氾濫危険度推定

平常

降雨

増水

判別結果画面
� 緑=正解　　赤=不正解OK NG
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Public Safety 安全・安心な社会の実現

	 大規模イベントを契機にした次世代の「安全・安心」な都市空間に向けて

　世界各国の首脳が集まる国際会議や博覧会、ス
ポーツイベント等、大規模なイベントの際には、VIPを
はじめ多くの人々が集まるため、テロリズムや騒乱行
為といった犯罪の発生リスクが高まります。大規模イ
ベント開催時の安全・安心を実現するべく、NECはデ
ジタルテクノロジーを活用した新たな警備システムの
開発と社会実装を進めています。
　インドネシアで開催された「第18回アジア競技大
会」では、メインスタジアムに対し顔認証システムと行
動検知システムを提供しました。防犯カメラの映像に
より「立ち入り禁止場所への侵入」や「不審物の置き
去り」等の検知を実施し、事件や事故の未然防止に役
立てられました。
　混雑時の安全性向上のための取り組みも始まって
います。岡崎市とNECは、2019年の花火大会にお
いて、駅構内に設置したカメラで、個人が特定可能な
画像データを一切保存することなく、駅内を通過する
人数、性別や年代別の進む方向等の分析（人流分析）
を実施し、人の流れを把握することができました。同
市は今後も継続的に分析を行うことで、人流データ
から得た会場周辺の通行量等を、イベント時の混雑解
消や安全な大会運営に向けた適切な警備体制づくり、
また都市整備計画の検討に活用する予定です。
　この他にも、イベントやテーマパーク、カジノ、ホテ
ル等、街なかで大勢の人が集まる施設にも、新たなテ
クノロジーを活用した警備システムを提供しています。

大規模イベント開催時の安全・安心を実現

NECが2020年以降で目指す社会 全体像

　2020年に東京で世界最大のスポーツ大会が開催
されます。日本にとってこの大会は、世界をリードす
る成熟社会へと転換する素晴らしい機会ですが、一
方で大会成功のためには世界中から集まる大勢の
人々の安全・安心を確保することが不可欠です。未然
に犯罪を防止し、さらに混雑に伴う事故や犯罪の発
生にも配慮する必要があります。
　NECは、施設入場時にスムーズかつセキュアな本
人確認を実現する世界最速・最高精度の「顔認証」、
事故や犯罪を誘発する危険な混雑状態の発生を予測
し、警備や誘導を安全かつ円滑に行える「混雑予測検
知」等、世界最先端のテクノロジーを活かし危機管理
の準備と対策を支えていきます。
　NECは、これまで培ってきたセキュアでプライバ
シーにも配慮したデジタルテクノロジーを駆使し、
「人々が心理的な負担感や威圧感を感じることなく、
しっかりと守られている」と実感していただくことで、
「安心」できる都市空間を目指したいと考えます。
　これから東京で実現する最先端のセーフティ・オペ
レーションシステムを活用して、2020年以降も世界
各地の政府やパートナーと連携し、人々がより安全で
安心して豊かに暮らすことができる社会の実現に全
力で取り組んでいきます。

テロや感染症
のパンデミック
を予測し脅威
に事前対応

テロ・感染症への対応と克服

センサー情 報
から災害を予
測、ドローンによ
る現場確認・
避難誘導

自然災害への対応

街なかに飛行
しているドロー
ンの識別・位置
情報把握・運
航制御を実現

社会インフラの円滑な運用

サイバー攻撃を
24時間監視・
対処

サイバー空間の安全性確保

街なかをモニタ
リングし、犯 罪 
・事故を予測、
脅威を関係機
関に通知

犯罪・事故の防止

デジタル化と共創で実現する	
次世代の安全・安心な都市空間を目指して

2020年の国際スポーツ大会をきっかけに、より豊かになる社会をNECのパブリックセーフティが目立たないところで、さりげなくしっかりと支える
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City Management スマートで快適な都市づくりを支援

	 データを利活用したNECのスマートシティ

　2019年の人口動態調査＊6 によると、日本人の総
人口は1億2,477万人で10年連続の減少となりま
した。前年から43万人以上も減少しており、減少幅
は1968年の調査開始以降で最大です。人口減少時
代に突入した日本では、政府が、デジタルを最大限に
活用して超スマート社会を実現するSociety 5.0を
国家ビジョンとして掲げました。都市においても、
データの利活用をはじめとするデジタル化が持続可
能なまちづくりの鍵となります。
　少子高齢化が加速する中、限られたリソース（人
や財源等）のもと、いかに複雑化し相互関連した都
市の課題を解決していくか。これまでのようにエネ
ルギーや交通といった分野別に個別最適化していく
のではなく、自治体や企業等の垣根を超えて分野横
断的にデータを連携させ、まちと人の情報をつなぐ
ことで、地域の様々な課題の解決や、新たな価値・
サービスの創出に取り組むことが重要だとNECは
考えます。
　分野横断的なデータを利活用したまちづくりは、欧
州で先行しています。NECは、欧州でデファクト化が
進み世界100都市以上で採用されているオープンプ
ラットフォーム「FIWARE（ファイウェア）」の開発・
普及、都市への導入に、深く携わってきました＊7。そ
の中で培った技術やノウハウを活用し、FIWAREに
準拠しセキュリティ等を強化したスマートシティ向け
データ利活用基盤サービスを提供、全国の自治体や
地元企業、大学、住民との共創をはじめています。

　都市のデジタル化ならびに分野横断的なデータ連
携により、新たな価値が創出され、都市における地域
課題の解決や経済循環を促す効果が期待できます。
行政が持つデータのオープン化、IoTによる実世界の
データ収集等により、これまで可視化されていなかっ
た物事の実態がデータにより把握できます。またそれ
をデータ利活用基盤に載せることで、防災や都市計画
等の各担当者が分野を横断したデータを利活用し、エ
ビデンスに基づき効率的かつ専門的に業務を遂行す
ることが可能になります。例えば、SNSに投稿される
テキストデータと、個人を特定しない形に画像を加工
したデータによる人流分析の結果を重ね合わせれば、
観光資源の発掘と効果的な防犯対策、といった異な
る分野の施策に活かせます。そして行政だけでなく、
地域を知り尽くした地場の企業や大学が参加するエコ
シスエムを作り上げることで、イノベーションの創出や
住民サービスの向上へとつなげていくことができます。
　その際、課題を明確化し、様々な分野・領域のデー
タを複数のステークホルダー間で共有・利用するた
めの「共創活動」と「高度なICT活用」の2つを両輪
として進めることが重要となります。NECは、日本や
世界中の様々な都市での経験や知見を活かし、持続
可能なまちづくりの実現を支えていきます。

デジタルの力がまちづくりの鍵に データを利活用したスマートシティの姿

NECが考えるスマートシティの姿

＊6�総務省が発表した住民基本台帳に基づく2019年1月1日時点の人口動態調査
＊7� �FIWARE：NECはFIWARE�Foundationに日本企業として初めて参加し、プラチナ

メンバーとしてFIWARE�Foundationの意思決定を行う理事会や技術委員会に参
加。IoTを活用したスマートシティおよびスマート産業ビジネスを加速するFIWARE技
術の開発、標準化および普及促進に貢献しています。

課題解決型

・地域課題の明確化
・データに基づく効果測定
・運用維持のための地域活動・組織

共創

住民 住民

交通 防災 観光 健康

都市
地域課題  経済循環

活用 参加

・オープンデータ（行政データ等）　・IoTデータ（実世界データ）
データ利活用基盤

・住民とのエンゲージメント強化（市民中心設計）　・様々な開発者のコラボ（イノベーション創出）
新たなサービス・価値創出
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City Management スマートで快適な都市づくりを支援

	 地域との共創によるスマートシティの取り組み

　データを利活用したまちづくりは、各市で始まって
います。富山市は、エビデンスとなるデータを取得す
るため、2018年にIoT向け省電力・長距離通信が
可能な「LoRaWAN™＊8」を居住地域の98%をカ
バーするエリアに整備、センサー等で取得した個人情
報以外のデータをNECが提供するFIWAREをベー
スとした「スマートシティ推進基盤」に載せて分析し、
地域の新たな価値を創出する試みを進めています。
　持続可能なコンパクトシティに取り組んできた同市
では、富山市に家族で住んでもらうには子供の安全・
安心が重要と課題設定し、「こどもを見守る地域連携
事業」をパイロット事業として展開しました。児童にセ
ンサー付きデバイスを持たせ、登下校時、個人情報以
外の位置情報を活用し登下校ルートを可視化、富山
大学で分析したところ、近道として下校時もショッピ
ングセンターの駐車場を通っている児童がいること
等が判明しました。産官学連携で得たこれらのデータ
は警察やPTA等、地域の共通理解を促し、実態に即し
た通学路の再設計等、より適切な対策を打つことに
役立てられます。
　人やモノの移動の可視化と分野横断データ活用を
可能にする同基盤を、民間に開放する取り組みも始
まっています。2019年、同市は産業創生に貢献す
る実証実験を公募し、その結果、分野も多岐にわた
る23事業36参加団体の応募がありました。今後、

新事業の創出や産業振興に取り組んでいきます。

　高松市は、NECと共にFIWAREを2018年2月に
全国で初めて導入し、防災、インバウンド、福祉等、幅
広い地域課題の解決に取り組んでいます。同市は
データ共有の仕組みとしてFIWAREをベースとした
基盤を立ち上げたのに加え、地域課題の共有と解決
に向けた共創の仕組みとして産学官民による「スマー
トシティたかまつ推進協議会」を設立しました。
2019年10月現在59者が参加し、地元ステークホ
ルダーを中心としたデータの利活用の議論が加速し
ています。NECは同協議会の設立から運営までを支
援し、ICT活用だけでなく共創活動の推進にも取り組
んでいます。
　このようなスマートシティの取り組みを広げていく
ため、NECはFIWAREを活用した検証用スマートシ
ティ向けデータ流通基盤を2018年、沖縄県に設置し
ました。本環境は、国内だけでなくアジア企業・官公
庁も対象とし、スマートシティ向けのアプリケーション
開発、オープンデータ連携検証等に利活用が可能で
す。また沖縄県でもFIWAREをベースとしたIoTプ
ラットフォームを構築し、IT産業と他産業の連携を促
進し、県内企業のIoTソリューションや技術の活用に
よる新サービス創出の促進に取り組んでいます。

スマートシティ向け基盤の実装で都市課題を解決

地域の課題解決に向けてデータの利活用シーンが拡大

富山市のスマートシティの取り組み

＊8��LoRaWAN：LoRA�allianceで規格化が進められている低消費電力の広域ネットワークプロトコル

●		LoRaWAN網と	
FIWAREをベースとした	
「スマートシティ推進基盤」
を構築

●		パイロット事業として	
「こどもを見守る	
地域連携事業」施行	
（地域小学生881名に	
センサー付きデバイスを	
配布）

LoRaWAN	ゲートウェイカバーエリア
居住区域98%のIoT化

小学生の
移動軌跡

専門家と
フィールドリサーチ

出典：富山市・富山大学
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City Management スマートで快適な都市づくりを支援

	 地域と共生する観光都市の実現に向けて

　少子高齢化や人口減少が進む日本において、観光
は国や地方の産業、経済が成長するための大きな柱
と期待されています。NECも、訪日客とのスムーズな
コミュニケーションを支援する多言語音声翻訳サービ
ス、体験や移動手段等、訪日客と来街者、住民への多
様なサービス提供を支援する「シェアリングプラット
フォーム」等、インバウンドの拡大に向けた課題解決に
貢献するサービスやシステムを提供しています。また、
訪日客がストレスなく快適に観光を満喫できる環境
の実現を目指し、総務省が取り組む「都市サービスの
高度化〜IoTおもてなしクラウド事業の推進」のため
様々な実証実験にも参画しました。

　訪日客にとって魅力ある場所であっても、認知が十
分ではなかったという理由や、交通機関の利便性等
の理由から、訪日客が訪れず、地域内の周遊や消費に
偏りが生じるといった課題があります。
　その課題解決の1つの手段として、2017年度に参
画した広島の実証実験でNECは、地域内の周遊をス
ムーズに行うため、交通事業者を中心としたサービス
連携に取り組みました。施設や自治体が訪日客に魅力
ある体験プランを用意した上で、訪日客をスムーズに

送客する「迷わない移動」を実現し、域内の周遊促進
を図りました。
　具体的には、スマートフォン等を使って訪日客に複
数の魅力的な周遊プランを提示し、プラン選択時に施
設予約と共に自らの利用言語や年齢、アレルギー、パ
スポート情報等の属性情報を登録してもらいます。そ
れらの情報と交通系ICカードを実証プラットフォーム
側で紐付けて、例えばバスの乗車前に交通系ICカー
ドを券売所でタッチすることで、タクシーや施設事業
者側に乗車情報と属性情報を自動的に送信できるよ
うにしました。これによりバスの到着時刻に合わせた
タクシーの配車の実現に加え、体験観光やホテルなど
の施設事業者側でもあらかじめ準備を行い、スムーズ
に対応することを可能にしました。
　実証実験では、体験プラン企画者の予想と異なる
観光地に人気があることがわかる等、訪日客の動向
について新たな気付きも得られました。多様なステー
クホルダーと協業しながら、訪日客の情報とサービス
をつなぎ、きめ細やかなおもてなしを実現することで、
地域送客や消費拡大の可能性を見い出すことができ
ました。
　これからもNECは観光促進や地域活性化につなが
るデータ利活用基盤をベースにデジタル技術を駆使
し、自治体や市民、地域のステークホルダーと共に、地
域課題の解決と地方創生に貢献していきます。

観光が日本の経済成長を担う柱の1つへ

地域内送客サービスを実証、「迷わない移動」を実現

呉市酒造見学プランの場合

訪日外国人

・交通系ICカードと基本属性の紐づけ
・サービス予約受付

Visit
H1rosh1ma
Tourist Pass

魅力的な周遊プランを複数提示

交通系
ICカ

ード

広島市
周遊プラン

福山市
周遊プラン

呉市
周遊プラン

loT
おもてなし
クラウド

loT
おもてなし
クラウド

基本属性
情報

事前
属性登録、サービス予約、
予約連絡

・周遊ルートを選択、日時予約
・おもてなしクラウド連携

当日
乗車連絡、駅お迎え、訪問受入

訪問予約

訪問受付
サーバ

loT
おもてなし
クラウド

乗車連絡

訪問受付
サーバ

タクシー会社
・属性（言語、年齢等）
・予約（訪問予定日時、人数）

訪問施設

タクシー会社
・属性（言語、年齢等）
・予約（訪問予定日時、人数）

訪問施設お迎え
お迎え

観光地・訪問施設駅

到着時刻に
合わせた

タクシーの配車
体験観光や訪問施設側の
受け入れ態勢の整備

広島県内における「IoTおもてなしクラウド事業」の実証実験概略



10

Smart Transportation  安全で快適な移動体験の実現

	 デジタル時代のスマートな移動環境を実現

　デジタル化により移動手段（モビリティ）も、シェア
リングサービスや自動運転車、ドローンの活用等、多
様化・高度化が進んでいます。その一方で既存の公
共交通インフラは、少子高齢化に伴い利用者の減少
や要員不足が進んでおり、維持・運営や老朽化への
対応が急務です。また増加する訪日観光客への対応
に加え、過度な渋滞や環境負荷による経済価値・環
境価値の損失も課題となっています。
　

　都市の玄関口である空港では、旅客に不安やストレ
スを感じさせない安全で快適なサービス提供が望ま
れます。2018年の搭乗者数43億人に対し、2036
年には78億人に倍増すると予測される中、様々な国
際機関で「安全性」と「効率性」を両立させる取り組
みが検討されています。例えば、世界の8割以上の航
空会社が加盟するIATA＊9 は、ID管理と生体認証を
用いて搭乗客が搭乗券やパスポート等を提示するこ
となく手続きができる「One ID」を提唱しています。
　各国政府や航空会社、空港運営会社等の取り組み
も始まっており、NECの生体認証技術も米国をはじ
めとする世界の様々な空港で採用されています。特
に、カメラの位置を意識することなく歩きながらの認

証を可能にする「動画顔認証技術」は、効率的な認証
を実現するため、その効果が期待されています。
　成田空港においても、動画顔認証技術を含むNEC
の顔認証技術を活用した新しい搭乗手続き「One 
ID」を2020年春からスタートします。この新しい搭
乗手続きにより成田空港のお客様は、空港における
チェックイン等の最初の手続き時に顔写真を登録す
ることで、その後の手続き（手荷物預け、保安検査、
搭乗ゲート）において搭乗券やパスポートを提示する
ことなく、ウォーキングペースで通過できるようにな
ります。搭乗者は搭乗までの煩雑な手続きが軽減さ
れスムーズに搭乗できるうえ、待ち時間の短縮が期
待されます。
　成田空港では、顔認証技術を用いた税関検査場電
子申告ゲートの運用も始まっています。同仕組みは、
スマートフォンのアプリを用いて税関検査場に設置さ
れた電子申告端末で携帯品申告手続きを行う際に、
電子申告端末の内蔵カメラで、パスポートのICチッ
プに搭載された顔画像と照合して本人確認を行いま
す。さらに撮影した顔画像と、出口ゲートに設置され
た顔認証カメラで撮影した顔を照合して本人確認を
行います。「One ID」と同様、カメラの位置を意識す
ることなく歩きながらの認証を実現し、スムーズな本
人確認とアプリの利用で税関検査場の混雑緩和や検
査待ち時間の短縮に寄与します。2020年春に国内
主要6空港でも運用が開始される予定です。

交通分野で起こる急激な変化と課題

都市の玄関口である空港を安全で快適に

顔認証でシームレスにつながる、安全で快適な旅行体験

＊9�IATA：International�Air�Transport�Association、国際航空運送協会

都市
空港

公共

ショッピング

交通

金融

イベント ホテル

観光・
レジャー施設

手荷物預け
顔登録
紐付け

顔認証を活用したスムーズな
搭乗プロセス

保安検査 搭乗ゲート

チェックイン
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Smart Transportation  安全で快適な移動体験の実現

　都市や観光地を訪問する際の搭乗手続きや税関手
続きだけでなく、空港内のレストランでの食事や
ショッピングにおいても顔認証を使ったキャッシュレ
ス決済を実現することで、旅行者に対しより便利で
シームレスな新しい旅行体験を提供できます。さらに
空港外の各種施設・サービスと連携すれば、街なかで
も快適でスムーズな旅行体験が可能になります。例え
ば、鉄道やバス・タクシー等の利用、レンタカー利用時
の身分証明や滞在ホテルのチェックイン、さらに
ショッピングの決済や免税処理、観光施設への入場等
でも顔認証を活用することで、シームレスなサービス
を広げ、旅行者の満足度を大きく向上させることが
できます。　
　NECは温泉やビーチ等の観光資源に恵まれた南
紀白浜エリアに、顔認証を使った共通IDによって周
辺のホテルや商業施設をつなぐ仕組みを構築しまし
た。訪れた観光客がスマートフォンを用いて顔やクレ
ジット情報を一度登録するだけで、ホテルの宿泊部屋
への入室、商業施設での支払い等が手ぶら（キーレス、
キャッシュレス等）で実施可能になります。この仕組
みを通じて、観光客へのシームレスで快適なおもてな
しの実現を図りました。
　NECは、顔認証等のICTを活用し、都市の玄関口
である空港を起点に街なかへとシームレスな旅行体
験のシーンを広げることで、旅行者一人ひとりに付加

価値の高いサービスを提供し、地域活性化に貢献し
ていきます。

　産業や暮らしに欠かせない公共交通インフラでは、
安全・安心のもと快適性、効率性、保守性等が求めら
れます。NECは、鉄道ネットワーク、列車無線、監視制
御から業務系システム、交通系ICカードまで幅広く鉄
道事業を支えてきました。また道路交通分野では、道
路に関するネットワークやETC、ITS＊10 により、道路
交通の安全や利便性向上に貢献してきました。
　近年、NECはAIやIoT等のデジタル技術を活かし、
交通インフラの様々な課題解決に取り組んでいます。
道路交通分野では道路・橋梁等のインフラ劣化への
対応、自動運転に向けた道路ネットワークの高度化等
を支援しています。鉄道分野では、AIを活用して将来
の設備状態を予測して劣化要因とともに提示し、メン
テナンスの作業最適化を目指しています。さらに、過
去に蓄積された復旧手順等の経験知を機械学習し、
AIが最適なオペレーションを提示し、障害発生の際に
短時間で正確な判断が求められるオペレーションの
意思決定支援を進めています。　　
　これからもNECは、ICTを駆使した様々な取り組
みを通じて、自治体や他のパートナーと共に、デジタ
ル時代のスマートな交通の実現を目指します。

空港へ、街なかへ広がるシームレスな新しい旅行体験

ICTで支える快適で効率的な公共交通インフラ

1回の顔情報や決済情報の登録で
便利で快適な旅行体験を実現 ●●●様

welcome

●●●様
welcome

飲食店
Restaurant

店舗
Shop

空港

テーマパーク

ホテル
HOTEL

VIP対応のおもてなし

おもてなしチェックイン

手ぶらで入退室ファスト入園

Welcomeサイネージ

手ぶらでショッピング

手ぶらでお食事

南紀白浜エリア～さまざまな場所で、IoTおもてなしサービスを体験

＊10�ITS：Intelligent�Transport�Systems、高度道路交通システム
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	 行政のデジタル化を支援する取り組み

　インターネットやモバイルの急速な普及により、個
人が望む情報やサービスに常にアクセスできる環境
が浸透しています。様々なモノがIoTによりインター
ネットに接続され始め、ヒトやモノ、社会の見える化も
加速しています。このような背景のもとで、各国政府
はデジタル化による行政の変革を目指す取り組みを
推進しています。
　行政のデジタル化は、社会全体の効率化とコスト抑
制を図ると共に、一人ひとりに対しても公平かつ迅速
に、最適なサービスの提供を可能にします。また、官
民一体となったデータ流通の促進や、サービス同士の
融合による利用者視点の新たなイノベーションの創出
等、経済の活性化を促すことも期待されています。

　2016年1月からスタートしたマイナンバー制度は、
日本のデジタル・ガバメントを支える重要な社会基盤
です。NECは2013年、社内に専門部門を設置し、政
府や地方公共団体へのシステム面の支援と共に、民
間分野も含めた将来的な制度の有効活用について政
策提言を行ってきました。企業の制度対応を支援す
る他、制度に精通したNECならではの知見とノウハ
ウを活かし、マイナンバーカードの活用シーン拡大に
貢献しています。

　例えば、コンビニエンスストアのマルチコピー機で住
民票の写し等の交付が受けられるコンビニ交付や、公
共図書館での書籍貸出等にマイナンバーカードを活
用するソリューションも提供しており、住民の利便性
向上に寄与しています。
　また、業種や業界の垣根を超え、社会課題の解決や
超スマート社会の実現に向けた共創活動を行う上で、企
業間の安全なデータ連携を実現するオープンAPI＊11 

の活用の拡大は重要なポイントとなります。2018年
11月、NECは金融や通信等の様々な分野の先進企
業と共に、オープンAPIを活用した産業横断イノベー
ションの研究会「API Economy Initiative」を発
足させました。本研究会のテーマの1つとして「One 
Stop Serviceワーキンググループ」を設置し、内閣
府が運営する個人向けオンラインサービス「マイナ
ポータル」のAPIを活用した行政・民間サービスのワ
ンストップ化に関する研究を行っています。本研究会
では利用者起点での業務サービスの検討や、オープン
APIを活用したデータ連携方法の設計等に取り組み、
産業横断イノベーションの研究・開発を進めると共に、
その研究成果を政策提言にもつなげていきます。

　NECは地方公共団体におけるデジタル化の推進に
積極的に取り組んでいます。地方公共団体と共に、限
られた職員の勘や経験に頼ることなく、データに基づ

デジタル化による行政の変革

マイナンバーカード、オープンAPIの活用を支援

行政サービスの創出、行政のクラウド化推進に寄与

いつでも、
どこでも
簡単、一括で

関連手続きが完結

来店・来庁レス
ペーパー・印鑑レス
手続き代行

様々な行政・民間手続きを
デジタルでワンストップに
コネクテッド・ワンストップサービス

ライフイベントに合わせ
一連の手続きが完了
便利なストレスのない生活

いろいろな場面で必要な
行政・民間手続きがデジタルに連携
マイナポータルとのAPI連携

利用者
メリット

事業者
メリット

住民中心で人にやさしい
超スマート社会の実現

利用者目線の
ユーザエクスペリエンス

の実現

マイナポータルAPI

入社
引越

結婚 住宅購入 介護
死亡・相続

起業

引越サービス
事業者

介護サービス
事業者不動産サービス

事業者
ライフライン
事業者 金融サービス事業者

銀行・
保険・
証券

運輸

電気・ガス キャリア

行政機関

医療機関

マイナポータルとの連携による手続きのワンストップ化

＊11�オープンAPI（Application�Programming�Interface）：システムへの接続仕様。オープンAPIはその仕様が外部の利用者に公開されているAPI
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く政策や施策の立案・運営（EBPM＊12）を実現する
ために、AIを活用し様々なデータを分析しています。
例えば、予算編成業務を支援する精度の高い財政予
測、内部統制業務・監査業務を支援する異常検知、事
務効率化を支援する入力内容の自動判定等、デジタ
ル化による地方公共団体の効率的な行政経営の推進
をサポートしています。
　また紙の申請書が主流だった従来型事務を見直
し、窓口業務のデジタル化を図る「窓口改善ソリュー
ション」を提供しています。住民がスマートフォンで
申請を行うとセキュリティ機能付きのQRコードが発
行され、それを庁舎窓口の専用リーダーにかざすだ
けで申請書作成に代わる手続きが完了します。さら
に申請データをRPA＊13 で取り込み、基幹系業務シ
ステムへの入力を自動的に実行します。住民を窓口
で待たせることなく、職員もデータ入力作業が不要
となります。
　世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活
用推進基本計画では、2023年度末までに地方公共
団体におけるクラウド導入団体数を約1,600団体と
することを目標としています。NECは、地方公共団体
向けに、行政のクラウド化推進やITインフラの運用負
荷軽減を支援するべく、閉域環境を維持しながらパブ
リッククラウドとのセキュアな連携を可能にするクラ
ウドサービス「NEC 公共IaaS」を2020年4月より
提供開始します。NECは今後も地方公共団体との共
創を進め、より良い行政サービスの創出に貢献して
いきます。

　NECは行政だけでなく、社会全体の仕組みを利用
者目線で見直しデジタル化を進めることが、住民、行
政、企業、すべての人にやさしい社会の実現に繋がる
と考えています。例えば従来書面や対面を必要とした
手続きも、組織間のデータ連携とマイナンバーカード
の活用により紙の書類を不要とし、非対面での手続
きを実現します。手続きの際に必要なパスワード入力
を生体認証で代用することにより、セキュリティの確
保はもちろん高齢者等のITリテラシーへの配慮も可
能になります。　　
　社会全体のデジタル化において、オープンデータの
活用拡大やAPIの公開を実現するためには、利便性
向上とセキュリティ強化を表裏一体で進めることが
重要です。NECは、データを暗号化したまま処理し機
密情報の漏えいを強固に防止する秘密計算の高速化
手法を開発し、大規模認証システムでも利用できる性
能を実現しています。この技術により機密情報の活用
と保護の両方を実現することで、産官学民の枠を超
えた安全・安心なデータの利活用を支えます。
　2018年以降NECは、政府のデジタル化が世界で
最も進んでいるデンマーク＊14 と英国それぞれの先進
IT企業2社をグループに迎え入れました。2社の優れ
たノウハウや技術と、NECが強みとする生体認証技
術や最先端AI技術とを組み合わせることで、新たな
顧客価値を創出すると共に、日本における行政及び
社会全体のデジタル革新を牽引していきます。

利用者目線で社会全体のデジタル化へ

＊12�EBPM：Evidence-based�Policy�Making、データに基づいた政策立案　　　＊13�RPA：Robotic�Process�Automation、ロボットによる業務自動化
＊14�出典：UN�E-Government�Survey�2018

住民、企業、行政、すべての人にやさしい社会を実現する人にやさしいデジタル・ガバメント

デジタルファースト　　　　ワンスオンリー　　　　コネクテッド・ワンストップ

・ オンラインかつワンストップで
 行政手続きが可能
・ 必要なサービスが
 いつでもどこでも最適な形で利用可能

住民

・ 官民の枠を超えて
 データやサービスが連携することによる
 イノベーション創出

企業

・ 行政事務が効率化され職員の負担軽減
・ 施策立案の効率化、精度向上

行政

社会全体のデジタル化

行政のデジタル化
生体認証匿名加工

公的個人認証

行政事務システム
意思決定支援

行政窓口改革
自治体クラウド

官民データ連携
APIエコノミー

NECが考えるデジタル・ガバメント
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	 健康長寿社会・都市を実現するデジタルヘルスケア

　高齢化が進む中、社会保障費の負担は膨らむばか
りです。普段の生活から健康を意識し健康寿命を延
ばすことが、社会保障費の負担軽減につながります。
また健康寿命の延伸は、労働人口の維持や都市人口
の増加に結びつき、産業や経済の活性化により人を
惹きつける都市への発展を促し、市民に安全・安心か
つ満足度の高い暮らしをもたらします。
　NECは、医療機関、自治体、ウェルネス企業と共創
し、日常の健康増進から病気になった場合の医療や
リハビリテーション、介護まで、市民の健康に関わる
各段階における課題の解決に取り組んでいます。

　健康寿命の延伸において、NECは様々なステーク
ホルダーと共に、データとAIを最大限に活用したユ
ニークな取り組みを進めています。例えば杉並区では、
NECのAI技術を活用した「NEC 健診結果予測シ
ミュレーション」を2018年度と2019年度に実施し
ました。本ソリューションはAIを活用し作成した健診
結果の予測モデルにより、将来の健康状態を可視化

することで行動変容を促すものです。条件が似てい
る人の将来における健康状態のシミュレーションに基
づき、現状の生活を継続した場合と、生活を見直した
場合の2種類のシミュレーションを提示するアドバイ
スシートを提供することで、健康問題を自身のリスク
として再認識し、自発的に生活習慣を見直す意識改
革へとつなげ、生活習慣の早期改善を目指します。
　健康寿命の延伸では、普段の生活の中で無理なく
必要なデータを収集できるウェアラブルの活用が重
要なポイントとなります。NECは、ヘルステックベン
チャー企業FiNCの法人向けウェルネスサービス
「FiNC for BUSINESS」とAIやIoTデバイスを組
み合わせ、新しいウェルネスサービスの共同開発を進
めています。例えば、小型・軽量のウェアラブルセン
サーを靴やインソールに内蔵することで、人が意識す
ることなく日常の歩行データの収集が可能です。その
歩行データとFiNCが蓄積してきた食事や運動等の
ライフログデータを合わせて分析し、その人の健康状
態に適した改善アドバイスを行うことができます。さ
らに、このデータを「FiNC for BUSINESS」で統
合的に分析することにより、企業における健康経営を
可視化し推進することが可能となります。

超高齢化社会で求められる健康都市

データとAIを活用し健康寿命を延伸

NEC 健診結果予測シミュレーション

AIによる健康予測 アドバイスシート

健診実績データ

健診予測データ

出力 郵送AI分析 健診結果
予測モデル

このままだと
将来
こうなる

生活を
見直すと
こう変わる

個人

行動変容を
促進

過去健診
データ
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　埼玉県では、急な病気やけがの際に家庭での対処
方法や医療機関の受診の必要性について、看護師が
電話で相談に応じる埼玉県救急電話相談に加え、
NECのAIを活用したチャットボット（自動応答ソフト
ウェア）による「埼玉県AI救急相談」を提供していま
す。スマートフォン等からいつでも気軽にチャット形式
で相談できる同サービスでは、県民がテキスト入力し
た症状（自由文）を、AIによる自然言語解析で表現
の揺らぎを吸収し、医師が監修したシナリオに沿って
緊急度を表示します。「いつでも気軽に相談できるこ
と」、「同時に多くの相談に対応すること」により、こ
れまでに以上に多くの県民の不安解消や、医療機関
の適正受診に資することを見込むと共に、聴覚・音
声・言語機能に障害のある方も利用できることから、
県民へのサービス向上にも寄与します。

　医療法人社団KNIは、医療の質の向上と医療従事
者の働き方改革を目的に、医療分野へ高度なICTを
活用する「デジタルホスピタルの実現」を推進してお
り、これまでもNECと共にAIを医療分野に活用する

ための共創活動を行っています。
　患者の入院長期化の回避に向けたAI技術の実証
では、入院中の様々なストレスに起因する患者の不穏
行動の予兆を検知し、リスク対策の強化に取り組んで
います。またAIにより、自宅、回復期病院、慢性期病
院等の退院先を予測することで、患者の早期社会復
帰を支援する取り組みも進めています。
　不穏行動と同様に、入院長期化の主な要因となる
患者の容体変化に誤嚥（ごえん）性肺炎があります。
入院3日目までの電子カルテ情報をAIで分析し、誤
嚥性肺炎のハイリスク患者を抽出することで、入院早
期の段階から看護師による重点的な予防介入により、
業務負荷を高めることなく発症数を低減する取り組
みを進めています。
　NECは、リハビリ関連AI技術群の研究にも取り組ん
でいます。リハビリ計画に活かすために患者のFIM＊15 

の回復度を予測する技術や、患者の回復度を高める
リハビリメニューを提示する技術等、リハビリサービ
スを効率化し、患者の早期社会復帰を支援すること
を目指しています。
　NECは、様々なパートナーとの共創を通じてヘル
スケアの新しい仕組みを創り、心身ともに健康で活き
活きと暮らすことのできる健康長寿社会の実現と、
それを支える街づくりに貢献していきます。

救急医療を最適化し、	
「患者」と「医療現場」の負担を同時に軽減

AIを活用し早期社会復帰を支援

NECのDigital Healthcare

＊15�FIM：Functional�Independence�Measure、機能的自立評価

目指す
ビジョン

NECの
提供価値

ICT活用により、医療に関する様々な課題解決を行うと同時に、人々が活き活きと暮らすことができる健康長寿社会の実現を目指します

総合的なライフサポートを提供

診断・治療健康・予防 予後・介護

ケアプラン作成支援

在宅みまもり

健診結果予測シミュレーション

歩行分析技術

救急相談自動応答

本人意思登録

経営判断支援生体患者認証
退院調整支援

リハビリ支援
不穏検知

個別化治療
個別化がんワクチン

医薬品 医療の質向上
医療画像診断支援

医療機器

医療機関オペレーション
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NECグループは、ICTを活用して社会インフラを高度化する「社会ソリューション事業」に注力しています。
NECは、世界経済、社会のトレンドを構造的に見つめることで、それらを6つのメガトレンドとして整理しまし
た。そしてその6つのメガトレンドから、7つのテーマを導き出し、NECが取り組む社会価値創造テーマとして
策定しました。

NEC Visionサイト
https://jpn.nec.com/profile/vision/

NEC	Visionサイトでは、NECが取り組む社会価値創造、行っているビジネス、ユースケースをご紹介
しています。また、社会価値創造レポートは、上記7つのテーマ毎に発行され、社会課題とそれに向けた
世の中の動きのほか、NECの考え方や取り組み、提案等をまとめたものです。皆様との共創のきっか
けになればと考えておりますので、ぜひご一読ください。

商標について
本資料に表記されている会社名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。

社会価値
創造

レポート

NEC
Vision
サイト

©NEC 2019   カタログNo.19100117J

社会価値創造レポート
https://jpn.nec.com/profile/vision/report/

日本電気株式会社	マーケティング戦略本部
nec-vision@crp.jp.nec.com
TEL：（03）3454-1111（大代表）

お問い合わせは下記連絡先、もしくは弊社担当営業までご連絡ください。

Sustainable Earth
地球との共生

Safer Cities & Public Services
安全・安心な都市・行政基盤

Lifeline Infrastructure
安全・高効率なライフライン

Communication
豊かな社会を支える情報通信

Industry Eco-System
産業とICTの新結合

Work Style
枠を超えた多様な働き方

Quality of Life
個々人が躍動する豊かで公平な社会


