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NECが目指すパブリックソリューションの
全体像
今、我々の社会では地球規模で大きな変化が起こっています。地球環境の変化に伴う自然災害の激甚化、
人口爆発による環境破壊や人口の都市集中に伴う社会生活の問題、あるいは、経済活動のグローバル化
に伴うサイバー攻撃の脅威の深刻化など、さまざまな課題を解決して、いかに安全・安心な社会を構築・
維持するかが問われています。ここではその解として、ICTを組み合わせることによる価値創造について
説明をしたうえで、パブリックソリューション事業領域においてNECが提供している価値とグローバル展
開に向けた取り組みについて紹介します。

1.	 はじめに　人類が直面している社会的課題

現在、我々の周囲には、地球環境の変化、世界人口の爆
発、経済活動を始めとする人間活動のグローバル化、新興
国の経済発展に伴う世界のパワーバランスの変化といった
大きな流れが存在します。この流れの影響を受け、自然災
害の激甚化や人口の都市集中によるエネルギーや水などの
資源需要のひっ迫、経済活動のグローバル化に伴うサイバー
攻撃などの脅威の深刻化など、さまざまな社会的な課題が
生まれています。しかも、これらの課題は個々に独立して存
在するのではなく、互いに関係しており、影響し合いながら
深刻度を増しています。

このような課題の解決には、新たな視点での問題解決提
案が求められます。複雑に絡み合う課題に対して、社会全体
の安全、安心を守りつつ、資源エネルギーの効率化を図るこ
とができる新たな社会インフラを創りあげて解決していくと
いう、視野の広い高度な取り組みが必要となっているのです。

2.	 ICTが果たす役割

我々は高度化した社会インフラの上で生活をしています。
それを支えているのが ICTであり、複雑化、深刻化する課

題を解決するにはICTを組み合わせて対応していくことが
有効です。具体的には、センサやカメラで現象を「視る・聞
く」ことで捉え、それを通信ネットワーク技術でリアルタイム
に「集め」、生体認証や画像解析、ビッグデータ分析などに
より「理解」/「予測」し、クラウド基盤や自律型ロボット技
術などにより「判断」/「対応」を自動化するという循環をつ
くり、回していくことです。センサとネットワークとITの融合
による価値創造ということもできます（図1）。

ICTは進化を続け、新たな付加価値を創りだすことがで
きるようになってきました。「視る・聞く」技術においては、
高機能・高性能なセンサの小型化や人工衛星、無人飛行
機などに搭載する合成開口レーダ、赤外線カメラなどの普
及により、自然環境のセンシングが実現されます。「理解」
/「予測」技術においては、インバリアント分析（不変関係
分析）により、センサ情報の相関を自動的にモデル化し、モ
デルデータに基づく予測値とリアルタイムの観測データを比
較し、「いつもと違う」挙動を早期に検知することが可能で
す。この技術で大規模プラントなどの異常状態を自動検知
して障害を未然に防止することができるようになります。ま
た、「集める」技術においては、SDN（Software-Defined 
Networking）によりネットワークを動的にデザイン/制御で
きるようになります。一例を挙げると、災害時にネットワーク
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図１　ICTの組み合わせによる価値創造

が輻輳（ふくそう）して電話やメールがつながらなくなること
がないように、電話やメールなどの緊急性の高い情報を優先
させられるので、災害に強い防災ネットワークを構築するこ
とができます。

こうした最先端のICTを組み合わせれば、例えば災害に
つながる自然の状態をセンサやカメラなどで集め、ビッグ
データ分析により災害の予兆を検知して事前の対策をとるこ
とが可能となります。あるいはさまざまな施設や家庭のエネ
ルギーや水の使用量をリアルタイムに収集して分析すること
で、社会全体のエネルギーや水の供給を最適化することも
できるようになります。

NECはこれらのことを実現できるICT、ソリューションを
全て保有しており、またそれらを組み合わせて提供するノウ
ハウと実績も豊富にあります。これほどの実力を備えている
企業は世界でも数が少なく、NECならではの付加価値のあ
る提案を行うことができます。

3.	パブリックソリューション事業領域

NECは社会に「安全」「安心」「効率」「公平」という4つ
の価値を提供しています。交通事故や自然災害、サイバー攻
撃などから、個人、都市、国家の「安全」を守るため、防災
システムやサイバーセキュリティなどのセーフティソリューショ
ンを提供しています。また、国民が「安心」して暮らすことが
できるように、発電所や空港、各種プラントなどの重要施設

の監視や犯罪対策、交通渋滞の緩和などに貢献しています。
限られた地球上のリソースを「効率」的に活用するため、エ
ネルギーや水利用の最適化などにより、持続可能な社会の
実現を目指しています。また、行政や医療サービスの利便性
向上に貢献し、「公平」な社会づくりに貢献しています。

パブリックソリューション事業領域では、官公庁や行政機
関、地方自治体、警察、消防、教育機関、医療機関、金融機
関などにこれら4つの価値を提供しています。センサ技術と
ネットワーク技術、ITを組み合わせた、海洋から宇宙まで、
多種多様なソリューションの実績があります。本特集ではこ
れら公共分野向けのパブリックソリューションについて紹介
いたします（図2）。

個別論文では、「効率・公平な暮らし」、「安全・安心な
暮らし」、「重要インフラの安全・安心」というテーマのもと、
NECが提供する技術及びソリューションが創造する価値に
ついて説明いたします。

4.	グローバル市場への取り組み

社会インフラ投資は新興国を中心に年間数百兆円規模に
なるとみられています。言い換えればこの投資に比例する
だけの多様化したお客様ニーズがあり、解決しなければな
らない課題があるということです。NECはこうしたグローバ
ル市場に対して、以下のように段階的にビジネスを進めてい
きます。

視る・聞く
sense

集める
collect

理解する
understand

判断する
decide

予測する
predict

対応する
act

海底から宇宙までの各種センサや、大容量ネットワーク基盤、バイオメトリクス
照合技術やビッグデータ処理などの情報プロセッシング技術を駆使し

安全・安心な社会の実現を目指します。

高機能・高性能
実世界センシング

SDNやソフトウェア無線などの
先進ネットワーク技術

グローバルNo.1 の
バイオメトリクス照合技術予知・予兆分析

ビッグデータによる
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まず、競争力の高いソリューションを活用し、社会インフ
ラの重要領域の課題を解決する提案を推進します。世界一
の精度を誇る生体認証ソリューションを活用した国民IDシ
ステムの構築や犯罪捜査の迅速化、NEC 独自のインバリア
ント分析技術を活用した発電所、工場、橋梁など大規模施
設の故障予兆監視、高精度なセンサとビッグデータ分析を組
み合わせて上水道の漏水を正確に検知する漏水監視など、
重要度の高い領域に最先端の技術を活用したソリューショ
ンを提案していきます。

次に、豊富な経験に基づくシステムインテグレーション力
を活用して、空港、鉄道、道路、エネルギーや水などの社会
インフラをICTの組み合わせによってトータルに支える仕
組みの提案を進めていきます。特に空港やスタジアムは多く
のニーズが存在しており、NECの総合力とプロジェクトマネ
ジメント力を最も発揮することができる施設です。技術やソ
リューションだけでなく、国内で蓄積した運用ノウハウなど
の知恵も含めて提供し、安全・安心で効率的なサービスを
人々に公平に提供するという付加価値を創造することを目
指します。

グローバル市場と直接対話し、ニーズに合わせて競争力
の高いソリューションを提案する組織として、2013年4月に、
シンガポールにグローバルセーフティ事業部を設置しまし
た。国内で実績のあるソリューションを、グローバル標準仕
様の共通パッケージあるいはクラウド基盤として整備して、
多様化するお客様のニーズに迅速に応えていきます。

更に、2014年4月には、総合的な提案を迅速に行うため、

複数の事業部でパブリックソリューションを手掛けていた人
材を集結し、パブリックビジネスユニット内に交通・都市基
盤事業部を新設しました。ワンストップ提案を行うことでお
客様に提供する価値の向上とグローバルビジネスの推進を
していきます。

パブリックソリューションのビジネスにおいては、その規模
が大きくなるにつれ、お客様は資金面での課題を抱えること
になります。そこで、海外ビジネスユニット内に設立したファ
イナンス戦略推進室により、増加しつつある大規模・長期案
件に対して、ファイナンスを付加したソリューション提供機能
を強化し、資金面でもお客様への価値提案を行います。

平行して、先進的な技術の開発のため、各種取り組みを
推進しています。例えば、英国のインペリアル大学とは、水
道管の漏水や水圧のセンシング結果を分析し、網の目のよう
に張り巡らされた水道管網内の配水の最適コントロールを
行うための「スマートウォーターマネジメントソリューション」
の共同研究を行っています。また、シンガポールに研究所

「NECラボラトリーズシンガポール」を設立し、日本視点で
はなく、市場視点での研究を行うことで提案の価値を高め、
グローバルビジネスの推進を図っています。

5.	まとめ

NECグループは2017年に目指すべき姿として、「人と地
球にやさしい情報社会をイノベーションで実現するグロー
バルリーディングカンパニー」を掲げ、これをグループビジョ

図２　パブリックソリューションの事業領域
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ン2017として活動を進めています。また、2015年中期経営
計画では中期経営方針として「社会ソリューション事業へ
注力し、社会価値創造型企業への変革」をうたっています。
NECはこれまで、人から地球レベルまで、さまざまな社会
課題に対するソリューションを提供し、安全・安心で効率的
かつ人々に公平なサービスが行きわたる社会づくりに貢献し
てきました。これからも、お客様とのコミュニケーションを
積み重ね、お客様が本当に困っていることは何かを理解し、
世界の課題を解決するというビジョンのもとにパブリックソ
リューションによる価値創造を行っていきます。
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