
セッション レポート
セッション レポート

NEC Visionary Week 2022

Visionary Track セッションレポート

2022年9月12日〜16日、10月4日〜7日の2Trackで、NECはグループ最大のイベント「NEC Visionary 
Week 2022」を開催しました。「Truly Open, Truly Trusted」をテーマに、各界の第一人者や有識者、
NEC社員による84のセッションをライブおよびオンデマンドで配信し、そのうち9月12日から16日にかけて
行われた「Visionary Track」から、技術視点の高い4つのセッションを紹介します。

NEC Visionary Week 2022とは
　
社会変化のスピードがますます加速し、先行きがなかな

か見通せない「VUCA時代」の到来を受けて、NECでは
「Truly Open, Truly Trusted」というキーワードのも
とに企業活動を推進しています。「Truly Open」、すなわ
ちオープンな市場環境におけるパートナーとの共創を通じ
てイノベーションを生み、そして「Truly Trusted」という
言葉が示す通り、社会からの継続的な信頼を得ながら持続
的な企業活動を展開していく。NEC Visionary Week 
2022では、このビジョンを実現すべく、さまざまな分野
で進めているNECの活動の一端を、外部の有識者も交え
た多彩なスピーカーによるセッションで発信しました。

「エッジコンピューティング」が
DX実現への道を切り拓いていく

エッジプラットフォーム統括部 統括部長 廣瀬剛司が登
壇したセッション「DXを加速するエッジコンピューティン
グの未来」では、NECが現在力を入れているソリューショ
ン領域の1つである「エッジコンピューティング」について
の講演を行いました。

エッジコンピューティングが求められている背景につい
て、廣瀬は「多くの企業がデジタルトランスフォーメーショ
ン（DX）に取り組んでいますが、IoTの普及で増え続ける
データの処理に苦慮しています。この課題を解決するには
ダイナミックかつフレキシブルなITの仕組みが欠かせませ

ん。これを実現するうえで重要な鍵を握るのがエッジコン
ピューティングです」と述べました。

エッジコンピューティングは、人間の五感に相当する
IoTデバイスと頭脳に当たるクラウドの間に位置し、情報
が脳に届く前に処理する脊髄の役割を果たします。これ
により大量のIoTデータが通信ネットワークの帯域やクラ
ウドのリソースを占有してしまう事態を防ぎ、「通信遅延
減」「通信コスト減」「障害リスク減」といった効果をもた
らします。

NECでは現在、「NEC Edge Platform」と呼ばれる
ソリューションを提供しています。NEC Edge Platform
はエッジデバイス、共通ソフトウェア、各種アプリケーショ
ン、開発環境、ネットワークの各レイヤで構成されており

（図1）、それぞれ複数の製品を提供、多くの分野で成果を
上げています。

一例を挙げると、倉庫内で利用されるフォークリフトに
画像認識用のカメラとAIエッジデバイスを搭載、人との衝

図1　NEC Edge Platformが提供する範囲
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突事故を防ぐ仕組みなどを実現しています。農業分野に
おいては、スマートグラスとローカル5G、AIを組み合わ
せて、ブドウ農家の「匠の知見」を反映した高品質なブド
ウ栽培を、誰もが簡単に行える仕組みを実現しています。

こうした成果は、NECが単独で成し得たわけではあり
ません。廣瀬はエッジコンピューティングにおける「共創」
の重要性について、次のように述べています。「NECが持っ
ている技術だけですべての社会課題を解決できるわけで
はありません。お客様やパートナー企業とNECが知見を
持ち寄って、新たな価値を作っていくことが重要だと考え
ます。多くの企業に、エッジコンピューティングのパート
ナーとしてNECを選んでいただければ幸いです」

量子コンピューティングはもはや未来技術ではない

社会と生活の未来を切り拓く技術革新のなかで、最も
注目されているのが「量子コンピューティング技術」です。
NECフィールディング 取締役執行役員常務 山崎正史と
NEC量子コンピューティング事業統括部 シニアディレク
ター 泓宏優が登壇したセッション「量子コンピューティン
グによるバリューチェーンの加速」では、量子コンピュー
ティングの最前線と将来についての議論が行われました。

量子コンピューティングには、従来型コンピュータの論
理単位を量子ビットに置き換えた「量子ゲート方式」と、
統計力学的に最適化問題を解く「アニーリング方式」があ
ります。さらにアニーリング方式には、量子の性質を利用
した「量子アニーリング方式」と、量子の挙動を擬似的に
通常のコンピュータ上で再現する「シミュレーテッドアニー
リング方式」があります。NECはいずれの分野において
も研究開発を進めており、特にアニーリング方式に関して
は国内屈指の実績を上げています。
「シミュレーテッドアニーリング方式は組合せ最適化問

題への適用に期待されており、膨大な行列計算を高速処
理する必要があります。NECが開発・販売しているベクト
ル型のスーパーコンピュータはそうした用途に最適で、既
にNECグループ内では実業務への適用が進んでいます」
と泓。

例えば、NEC製品をはじめとしたICT機器や非ICT機
器の保守業務全般を担当しているNECフィールディング
では、保守部品を届けるための配送計画を、ベテラン社員
2名が人手で策定していました。これに量子コンピューティ

ングを適用したところ、2時間かかっていた計画の策定を
12分と極めて短時間のうちに終えられるようになりまし
た。

NECフィールディングは検証結果を受け、この仕組み
の本番稼働を2022年10月に開始しました。「当初は、
翌日の配送計画の策定から始めますが、将来的には1時
間おき、30分おきなど、最新の状況に応じた配送計画を
策定できるようになるのではないかと考えています」と山
崎は大きな期待を寄せています。

この事例以外にもNECグループ内のさまざまな業務へ
の適用が進められています。例えばNECプラットフォー
ムズでは、近日中に、工場での生産計画立案に量子コン
ピューティングを適用する予定です。

泓は、「NECの量子コンピューティングソリューション
は、既に実務への適用を進めている点に大きな強みがあり
ます。今後、AIなど他のデジタル技術と組み合わせ、世界
をデジタル化した『デジタルツイン』上で環境や社会、暮ら
しのリスクの可視化や未来予測などを行うことで、より豊
かな社会を実現するための迅速な意思決定を支援してい
きたいと考えています」と結びました（図2）。

先進ネットワークインフラのうえで
新たな価値を紡いでいく

DX実現に欠かせないもう1つの技術要素が、先進ネッ
トワーク技術です。「企業ネットワークのありかたが変わ
る！」と題したセッションに登壇したネットワークプラット
フォーム統括部マネージャーの久保田一志は、ネットワー
クの重要性がこれまでになく高まっている現状について次
のように説明しています。
「コロナ禍で『デジタルが常態である社会』へのパラダ

図2　企業に求められる対応
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イムシフトが一気に加速しました。この変化に対応するに
は、デジタル技術を活用したDXへの取り組みが欠かせま
せん。特にひと・もの・ことを“賢く”つなぐためのネット
ワークが重要になっています」

なかでも、5Gは、「超高速」「超低遅延」「多数同時接
続」を実現するネットワーク技術として期待されています。
加えて、通信キャリアが提供するネットワークだけでなく、
企業や組織が5Gネットワークを独自に構築できる「ロー
カル5G」が注目されています。NECは、「製造」「建設
土木」「物流」「鉄道」「公共」の5領域を中心に、ローカ
ル5Gを活用したDXサービスのメニュー化を進めていま
す。

NECでは、「NEC Smart Connectivity」というコン
セプトに基づき、パートナー企業との共創を通じて多様な
ネットワークサービスをワンストップ、かつお客様のライフ
サイクル全体で提供しています（図3）。

具体的には、ローカル5Gや、NECが強みを持つSDN
（Software Defined Networking）技術、Wi-Fiなど
のソリューション、ネットワークセキュリティ機能のクラウ
ドサービスである「SASE（Secure Access Service 
Edge）」を実現するための最新のネットワークインフラな
ども提供しています。これらを組み合わせることによって、
大手製造業や病院、自治体など、さまざまな業種における
ユースケースで成果を上げています。

久保田は「ネットワークに対するニーズは、今後ますま
す多様化してくると考えられます。NECは、SDN技術を
使った高度可視化や構築自動化、ローカル5GとWi-Fi間
のローミング、などの先進技術を使って、そのような多様
なニーズに対応していきます」と締めくくりました。

技術を通じてグローバルな社会課題の
解決に貢献していく

「日本の技術は誰一人取り残されない世界を実現でき
るか」と題したセッションでは、NECグループのシンクタ
ンクである国際社会経済研究所（IISE） 理事長の藤沢久
美と理事を務める野口聡一、そしてビル＆メリンダ・ゲイ
ツ財団 日本常駐代表 柏倉美保子氏がパネリストとして登
壇。技術を通じた社会課題解決や国際貢献をテーマにディ
スカッションを繰り広げました。

IISEで は、NECが 掲 げ る 未 来 ビ ジ ョ ン「NEC 
2030VISION」の実現に向けた「ソートリーダーシップ
活動」をけん引すべく、2022年4月に新たに藤沢を理事
長に迎え、そして同年7月には宇宙飛行士の野口が理事
に加わりました。

ビル＆メリンダ・ゲイツ財団は、マイクロソフト創業者の
ビル・ゲイツ氏とメリンダ・ゲイツ氏が共同議長を務める
慈善基金団体で、アフリカなど低中所得国における医療問
題を中心に、さまざまな社会課題解決の支援活動を展開
しています。

同財団日本常駐代表の柏倉氏からは「日本においても、
多くの企業リーダーが財団の活動に賛同し、自社が持つ
独自の技術やノウハウを生かした低中所得国支援に関与し
ています。2022年4月には、日本のビジネスリーダー有
志の方々とともに、岸田文雄内閣総理大臣に対し、日本の
政府開発援助（ODA）においてグローバルヘルスをより重
視することを求める提言を行っています」と説明がありま
した。

3人のトークセッションパートでは、日本には多くの課題
があるとの意見が登壇者から出ました。柏倉氏は、「日本
では企業が短期的な利益を重視しがちで、グローバルヘ
ルスのような国際的な社会課題に広く目を向け、中長期的
な戦略に立って先行投資を行うケースはまだ少ない状況で
す」と問題点を提起しました。

図3　NEC Smart Connectivityを支える
ネットワークとライフサイクルマネジメント
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*1　日本の2021年のODA実績(暫定値)はOECD開発援助委員会メンバー中、米国、ドイツに次ぐ第3位。
	 出典：https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/jisseki.html
*2　Annual	Statistical	Report	on	United	Nations	Procurementの日本の2021年のPercentage	of	total	UN	procurement	from	the	
countryの数値はO.4％。

	 出典：https://datastudio.google.com/open/1w1TJEMuGaR_HgaROkIu9EZydmnFiXgBH

藤沢も、国際機関を通じた低中所得国支援について「日
本は現在、世界第3位*1のODAドナー国であるにもかか
わらず、国連の調達における日本企業のシェアは、わずか
0.4％ *2にとどまっています。日本企業は優れた技術を
持っているにもかかわらず、世界できちんと認知・評価さ
れて社会問題の解決に寄与できているとは言えません」と
指摘しました。

野口はこうした発言を受け、「日本は、環境問題やダイ
バーシティといった社会課題の解決に消極的な国という評
価に甘んじているのが現状です。このままでは、誰一人取
り残されない世界を実現する前に、日本自体が世界から取
り残されてしまいます。こうした事態を回避するためには、
何のために国や企業を運営し、何を実現しようとしている
かを、世界に向けて示していくことが大切です」と総括し
ました。

* Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。
* その他記述された社名、製品名などは、該当する各社の商標ま
たは登録商標です。

関連URL
NEC Visionary Week 2022
https://event.nec.com/event/fef92439-f4e4-40bb-
b949-f49f6f8c0dbd/summary
Truly Open, Truly Trusted -This is NEC.
https://jpn.nec.com/brand/open-trusted/index.html
進化するエッジコンピューティング
https://jpn.nec.com/embedded/products/
edgecomputing/index.html
マルチアクセス・エッジ・コンピューティング(MEC)
https://jpn.nec.com/mec/index.html
量子コンピューティング
https://jpn.nec.com/quantum_annealing/index.html
NEC Smart Connectivity
https://jpn.nec.com/solution/smart_connectivity/
国際社会経済研究所
https://www.i-ise.com/jp/index.html
国際社会経済研究所　NECグループオンラインイベント

「NEC Visionary Week 2022」開催案内: シンポジウム
h t t p s : / / www . i - i s e . c om / j p / i n f o r m a t i o n /
symposium/2022/sym_nvw2022.html
ビル＆メリンダ・ゲイツ財団
https://www.gatesfoundation.org/
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