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特集概説

NEC がDX オファリングで目指す社会の
デジタルトランスフォーメーション
デジタル技術の進展により社会のデジタルトランスフォーメーション（DX）が進みつつあるなか、NECのDXの取り組みをベストプラ
クティスとしてまとめたソリューション群である「DXオファリング」について、その背景や位置付けを説明します。また、お客様のDX
課題に基づくNECの3つのDXアプローチとDXオファリングについて事例を交えて紹介します。1つ目は、ビジネスプロセスです。
上流のコンサルティングアプローチから具体的なソリューションまで、一気通貫にお客様のDX 課題解決を行うことが特徴です。2つ
目は、テクノロジーです。NECではグローバルで共通なデジタルプラットフォーム「NEC Digital Platform」にNECコアアセットを
集約し、拡張しています。3つ目は人材です。NECでは DX 人材育成プログラムを整備し、社内人材のデジタルシフトを実践しています。

DXオファリング・プラットフォーム戦略本部
本部長

繁沢 優香

1. はじめに
ICT 技 術、特 に ク ラ ウ ド や AI、IoT（Internet of
Things）などの デジタル 技 術 の 進 展 により、
「ICTの
浸 透 が人々の 生 活をあらゆ る 面でより良い方 向 に 変
化 さ せるデ ジタルトランスフォーメーション（Digital
Transformation）
（以下、DX）」が進みつつあります。

2. 社会変化とDX 市場の動向
まず DX に関する動向ですが、ビジネスとテクノロジー
の両面で DX が加速しています（図1）。
ビジネスの観点においては、さまざまな業界・業種で異
業種間連携が加速しています。
例えば、トヨタ自動車株式会社のつくる街づくりでは日

NEC は、
「安全・安心・公平・効率という社会価値を創

本電信電話株式会社（NTT）や ENEOS 株式会社が参画

造し、誰もが人間性を十分に発揮できる持続可能な社会

していますし、小売業界を見てみれば、Amazon や楽天

の実現を目指します。」というPurpose（存在意義）のも

と、実店舗を持つスーパーが提携するなどしています。

と、社会の DXを加速させるため、デジタルテクノロジー

また、この新型コロナウイルス感染症（COVID-19）を

の研究開発、お客様の経営課題の解決に向けたコンサル
ティング、高品質なシステムインテグレーションや運用・
保守など、上流から下流まで一貫した取り組みを行ってい
ます。
本特集で紹介するDXオファリングは、これまでの取り
組みをベストプラクティスとしてまとめ、お客様の DX 課題
をスピーディかつ高品質に解決するソリューション群です。
次に、DXオファリングに取り組む意味や DXオファリン
グの体系、及び各 DX オファリングの内容や提供価値、特

ビジネス・テクノロジーの両面でDXが加速
テクノロジー

ビジネス
• 異業種間連携の加速
（スマートシティ他）
• グローバルアライアンス
• 持続可能なサプライチェーンの必要性
• デジタル・ガバメント推進
（デジタル庁他）
• レガシーシステム刷新（2025年の崖）

• AI/IoT技術の進展
• データ流通・利活用の価値の増大
• マルチクラウド・クラウドサービス
の活用推進
• サイバーセキュリティの重要性
（デジタル空間の安全・安心）
• ネットワークインフラへの投資
（5G/6G）

徴などについて説明します。
図1
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DX に関する動向

きっかけに、グローバルにサプライチェーンを見直していく
動きが顕著になりました。
更に 2021年には日本でもデジタル庁が発足し、デジタ

4. NEC の DX アプローチ
NEC は、DX 推 進のために 3つのフレームワークを定
め、アクションの Principleとしています（図 3）。

ル・ガバメントも推進されていく動きです。
また NEC でも進めていますが、全社レベルでのレガ
シーシステム刷新の動きも加速しています。

4.1 ビジネスプロセス

テクノロジーの観点では、ご存知の通りAI はさまざま

DX は DXを実施することが目的ではなく、デジタルシ

な業務に活用されるようになりました。コールセンターや

フトされている変化のなかで、経営目標を達成するための

ものづくりの現場などでも活用が進んでいます。

手段であるため、DXを実施する目的を明確化することが

またさまざまなデータが蓄積され、その利活用にも大

非常に重要であり、DXの結果を左右します。
NEC では NEC 社内に DX 専門の DX 戦 略コンサルタ

きな注目が集まっています。
一方で、デジタル化が進むにつれ、そのサイバー空間の

ント組織を立ち上げ、DX に関する上流からの構想策定を
行っています。

安全・安心にも留意する必要があります。
5G、6Gに関しては、ソフトバンク株式会社や KDDI 株

NEC のコンサルタントの特徴は、上流から実装・運用

式会社がいずれも2 兆円規模の投資を行うと発表してい

まで、一貫して提供していける点、実装・運用の経験・ス

ます。

キルをコンサルアプローチにフィードバックし、常にアップ
デートし続けている点です。
構想策定を絵に描いた餅にしないために、社内 5,000

3. 社会の DXを加速するうえでの課題

名の DX 人材とも連携しながらDX 実現に向けての具体的

国内 DXの状況を見てみると、組織的に DXを推進する
企業は増加しており、DX 推進リーダーの役職を設置して
いる国内企業は、既に63％に上っています（図 2）。
そのなかでもリーダーが執行役員以上という企業は、全
体の 81％を占め、まさしくデジタル課題はイコール経営課
題であるといえます。

なロードマップを創り出します。
また、グループ会社としてコンサルで長年の実績があ
るアビームコンサルティング株式会社のコンサルタント
5,000 名とも連携しながら進めています。
DX 構想 策定の実績としては、1年間で 7 業 種の、DX
リファレンスにつながるNEC のお客様 50 社と既にプロ

一方で、DX 推進には多くの課題が見られ、DXビジョン
やロードマップが描けない、具体的な事業への転換が進
まない、DX に関する人材が不足しているという声が多く
聞かれます。

ジェクトを開始しています。
このなかには、ハワイの空港のプロジェクトなど、グロー
バルなお客様も含まれます。
本特集で紹介するDX オファリングも、ビジネスプロセ
スに位置付けられます。お客様の経営課題をイノベーショ

デジタルは経営課題に直接大きな影響を及ぼす

DX推進にはビジネスプロセスと

DXの経営戦略や人材不足に悩む企業も多い

それを支えるテクノロジー、組織・人材の3つの軸が重要

組織的にDXを推進する企業の増加

DX推進の課題

2016年 2018年 2020年

経営課題
デジタル課題

DX推進リーダー
56％
役職設置
CEO
18%

CxO※
33%
81％

57％
執行役員
30%

63％
その他
19％

DXに関する
人材不足
DXビジョン
ロードマップ
が描けない
事業への展開
が進まない

86.5％

76.0％

※CxO:CDO、CIO、CMOなどを含む
出典:Strategy& CDO調査

図2

出典:日本能率協会

国内 DX の現状

顧客視点アプローチ

77.7％

ビジネスプロセス

DXオファリング

DX推進
デジタルシフトを
支えるDX人材
DX人材教育プログラム

図3

組織・人材

テクノロジー

NEC Digital Platform
DX戦略
アライアンスパートナー

DX 推進に必要な 3 つの要素
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ン創造、お客様接点改革、業務変革ととらえ、お客様課題

マートシティでは13自治体、スーパーシティでは 31自治

を解決するDXオファリングを整備しています。

体の DXを支援しています。

DX オファリングには業種のノウハウや、NEC のコア技
術を含む全社の知見を集約しています。

グローバル標準の都市 OS 基盤 FIWARE によるデータ
利活用を実施し、データ利活用の先進市場である欧州や

DXオファリングの提供事例を3つ紹介します。
1つ目は、街の DX に向けた取り組み、いわゆるスーパー
シティ構想です（図 4）。

インドでもプロジェクトを展開しています。
2つ目の事例は官庁向けクラウドサービスです（図 5）。
オープンで信頼性の高いマルチクラウドにより、行政の

NEC では街の DX に向けた取り組みとして、地域らし

迅速なデジタル化に貢献しています。

い街の進化を支えるため、
「経済基盤の活性化」
「住む人・

また、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度

集まる人の生活の質（Quality Of Life：QOL）向上」
「地

（ISMAP）に対応したクラウド基盤サービスを提供してい

域特有課題の解決」の3つの重点施策を実施しています。

ます。

「経済基盤の活性化」では都市経営サービスコンサル

3つ目の事例は 2021年東京開催の世界的スポーツイ

ティングによる施策の実装、
「QOL 向上」では住民ととも

ベントで活用された、顔認証技術による本人確認システム

にサービスを具体化する共創プロセス、
「地域特有課題の

です。

解決」では医療データの利活用や個人に合わせた観光プ

NEC からは、ICTシステムだけでなく、次世代の業務用

ランによるリピータ確保などの分野間データの利活用など

無線システム、混雑状況可視化システムを納入し、安全・

を行っています。

安心で効率的なイベント運営に貢献しました。

これらのノウハウを活用して、政府が行っているスマー
トシティ、スーパーシティの政策にも多く参画しており、ス

4.2 テクノロジー
DXの実現には、テクノロジーも欠かせない要素です。
NEC ではグローバルで共通なデジタルプラットフォーム
「NEC Digital Platform」に NEC コアアセットを集約

NEC Safer Cities

し、拡張しています（図 6）。

スマートシティ13自治体
スーパーシティ31自治体
DXを支援

DXオファリング【事例】

街のDXに向けた取り組み

「NEC Digital Platform」の活用事例を紹介します。

世界に誇れる「地域らしい」街の進化を支える
グローバル標準の都市OS基盤（FIWARE）に

最初にグローバル共通 Platform（PF）を活用してス

よるデータ利活用

住む人・集まる人の
QOL向上

経済基盤の活性化

1

2

住民を中心とした

効果検証に基づく

共創プロセス

ピーディに顧客課題を解決した事例です。

地域特有課題の解決

3

まず空港では、航空系 IT ソリューションプロバイダ国際
航空情報通信機構と協業し、非接触な空港搭乗手続きの

暮らしに寄り添う

分野間データ利活用

導入を進めています。スターアライアンスとの協業により、
図4

フランクフルト空港とミュンヘン空港（ドイツ）にて、NEC

街の DX に向けた取り組み

の 顔 認 証を活 用した 本人確 認プラットフォーム「Star
Alliance Biometrics」の運用が始まっています。
また、成田国際空港・羽田空港国際線旅客ターミナルビ

NEC Safer Cities

ルにおいても「Face Express」が稼働開始しています。

DXオファリング【事例】

官庁向けクラウドサービス

既に世界約 50 空港で、顔認証を活用したシステム導入

オープンで信頼性の高いマルチクラウドに
より行政の迅速なデジタル化に貢献
セキュリティレベルに応じた最適なクラウドサービス

官庁及び関連機関がパブリッククラウドを
安全に利用できるようにする、
マルチクラウドに対応した閉域網による接続サービス

システム
プラットフォーム

政府情報システムのための
セキュリティ評価制度（ISMAP）に対応した

官庁 企業・関連機関

サービス

ネットワーク
運用

システム要件・保持するデータに応じた使い分け
閉域網
インターネット網
オンプレミス

NEC Cloud IaaS パブリッククラウド
マルチクラウドへの閉域接続サービス
セルフサービスポータル（Service Now）

クラウド基盤サービス

図5
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国民

が進んでいます。
また、ハワイにおいては安全・安心な観光とビジネス回
復のために、DX オファリングとPF を活用してハワイ主要
5空港にウォークスルー体温検出ソリューションを約1カ
月で導入しました。今後ショッピングセンターや観光地な

官庁向けクラウドサービス

ど、オフエアポートにおける展開を目指しています（図 7）。
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ITとネットワークのコアアセットをグローバル共通デジタルプラットフォームに集約・拡張
パートナーシップによりグローバル市場へ展開強化

SaaS

運用運営 セキュリティ

DXオファリングSuite/DXオファリング
API/App Framework/Service Compose
ID Management/Authentication/IdentiﬁcationNIST No.1※

Platform
(PaaS)

Data Processing
Actuation

DataStore Platform

Infrastructure
(IaaS)

Cloud

Network

Connectivity

Edge

Edge

NEC Cloud IaaS
Wi-Fi

Operation Security

Data Analytics
AWS
LPWA

AIエッジ MEC

Azure Oracle Cloud
5G
IoT

専用端末（POS/ATMなど）

※ 米国国立標準技術研究所（NIST）ベンチマーク（FRVT20２1Ongoing）
NISTによる評価結果は米国政府による特定の製品、サービス、企業を推奨するものではありません

図 6 「NEC Digital Platform」

NEC Digital Platform

非接触な空港搭乗手続き

顔情報と搭乗券・パスポート情報を紐付け
その後の搭乗手続きは顔を見せるだけで可能に

【事例】

安全・安心な空港・街のDX

2020年 7月 航空系ITソリューションプロバイダーSITAとの協業
2020年11月 スターアライアンス協業（フランクフルト空港、ミュンヘン空港
サービス開始)
2021年 7月 成田国際空港・羽田空港「Face Express」稼働

グローバル共通プラットフォームを活用して
スピーディに顧客課題を解決

ハワイ5空港にウォークスルー体温検出ソリューションを約1カ月で導入
今後空港外のショッピングセンター・観光地などでの展開を目指す

BOARDING
GATE

ENTERANCE
GATE

NECアカデミー for DX

実践力強化

OFF AIRPORT

AIRPORT
SECURITY
CHECK

202１年9月９日 プレスリリース

導入

深刻な観光産業の打撃回復のため
安全にハワイを訪れる仕組みを構築

世界約50空港に導入

BAGGAGE
DROP

デジタル時代に必要となるDX人材育成をワンストップで提供

安全・安心な観光とビジネス回復

非接触で安全・安心な人の移動をサポート

CHECK-IN

AI、セキュリティ、クラウド、デザイン思考で培った育成ノウハウを集結し

スキル
獲得

IDの生成

顔認証

図7

顔認証

DX人材育成サービス

DX Organizer Program（DOP）
※

AI

セキュリティ

安全・安心な空港・街の DX

クラウド

リテラシー研修

DX研修プログラム

テクノロジー研修

DX構想企画力・オーガナイズ力を習得する
「DX人材育成サービス」

…

Future Creation

Design

NECアカデミー NECサイバーセキュリティ AWS/Azure/GCP NECアカデミー
訓練場演習
アーキテクト育成
for AI
for FCD

マネジメント研修

実践力を強化する人材育成フレーム

…

AI/セキュリティ/クラウド/Future Creation Design/…

DXスキルを獲得する研修プログラム

…

※「DX人材育成サービス」については2022年春より提供予定

顔認証

顔認証

DX人材育成共創サービス※

DX実践プログラム

図8

人材育成プログラム

DX 人材教育サービス

このような取り組みや教育体系により、ビジネスとテク

4.3 人材
DXを進めるには、人材の力が不可欠です。

ノロジーの両面からお客様のデジタルシフトを実現するス

NEC では DX 人材育成プログラムを整備し、社内人材

ペシャリストを育成していきます。

のデジタルシフトを実践しています。
さまざまな領域で既に DX 人材 5,000 名がいますが、
2025 年には10,000 名に倍増させる計画です。

5. 最後に

また社内で実施した AI、セキュリティ、クラウド、デザイ

本特集では、NEC が提供するDX オファリングの全体

ン思考などの人材育成のノウハウを集結して、デジタル時

像や、お客様が DXを推進するうえでの課題解決にフォー

代に必要になるDX 人材育成オファリングをお客様にも提

カスした各種 DX オファリングを、事例も交えながら紹介

供していきます 。

します。

1）

DX 構 想 企 画・ オ ー ガ ナ イ ズ 力 を 育 成 す る「DX

お客様とともに、社会の DXを通して、安全・安心・公平・

Organizer Program」、AIやサイバーセキュリティなどテー

効率という社会価値を創造していきたいと考えております

マごとに実践力を強化する人材育成フレーム、基礎的なスキ

ので、ぜひ最後までご一読いただければ幸いです。

ルを身に付けるプログラムなどを整備しています（図 8）。
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NEC が DX オファリングで目指す社会のデジタルトランスフォーメーション
社会のデジタルトランスフォーメーションを加速する DX オファリング

◇ 特集論文

お客様の事業変革やイノベーションを促進する DX オファリング
企業の DX 戦略と実現ロードマップを描く DX 戦略コンサルティングサービス
「NEC のデザイン思考」で新事業創造と事業改革を加速 Future Creation Design DX オファリング Suite
お客様との接点を改革する DX オファリング

イベント活性化― 安全・安心と施設を核とした地域活性化
NEC の生体認証技術が実現する安全・安心な空港運営
都市・不動産 DX の現在地 〜データプラットフォームを活用した新たな価値創出のあり方〜
DX 効果の最大化のためのユーザーサポート 〜厚労省プロジェクトを通じての考察〜

お客様の業務改革を推進する DX オファリング
新たな働き方やビジネスを生み出す場所 〜 NEC デジタルワークプレイス〜
フィールドサービスマネジメント領域での DX の取り組み
産業の DX を加速し豊かな社会を実現するローカル 5G
SCM（Supply Chain Management）高度化支援
データドリブン経営を実現する、DX オファリングとその導入事例
デジタル人材の育成やデジタル組織運営を支援する DX オファリング
デジタル時代の DX 人材育成
DX 時代の組織人材変革を支援する DX オファリング

DX を支える IT インフラ

DX 時代のトータルサイバーセキュリティ
DX における IT サービスマネジメントの取り組み
DX オファリングを支える「NEC Digital Platform」

DX オファリングを支える先端技術及びメソドロジー

DX オファリングを支える国産・自社開発の IaaS「NEC Cloud IaaS」
生体認証が切り拓く未来
加速度的な成長を実現するコンポーザブル経営とデジタル変革
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