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特集■独創的な技術革新を通じて社会価値創造を進める
　　  NEC中央研究所の取組み

ていますが、それらの人々の生活が

豊かになるにつれて都市化が進行し、

インフラ不足などのさまざまな社会

課題が生じると見込まれています。

そうした状況下で人々が豊かに生

きていくために、社会インフラや各

種産業には、省資源化・省エネルギ

ー化といった効率化が今後一層求め

られるようになります。

NECは、当社の高度なICT技術を

通じ、様々な分野での効率化を実現

し、人々が豊かに生きるための社会

ソリューションを提供していきます。

中央研究所のミッションは、「豊か

な社会」の実現に貢献する先進技術を

生み出し続け、それによってNECの

成長を牽引すること

です。社会ソリュー

ションに注力すると

いう事業環境の変革

を受けて、ICTを活

用したソリューショ

ンの適用領域拡大と、

グローバルな市場拡

大の2つを目指して

研究開発を進めてい

ます（図１）。前者に

ついては、社会インフラをICTで高度

化するための技術開発を進めていま

す。後者については、アジア重視とい

うことで2013年9月にシンガポールに

新たな研究所を設立しました。シンガ

ポール研究所では現在、都市の安全

（パブリックセーフティ）に関する実

証実験などを進めています。また、市

場拡大のため学術機関やお客様との連

携を強化する取組みも進めています。

これらの取組みによってNECの

事業領域をオペレーション領域に拡

大し、社会インフラなどの効率的な

運営を実現するのが狙いです。例え

ば、都市全体のスマート化や水道の

効率的運営、農業の収穫量向上など

に貢献できると考えています。

―研究開発に当たって重視してい

―中央研究所の研究開発の方向性

についてお聞かせください。

江村 NECは、2013年４月に発表

した中期経営計画で「社会ソリュー

ション事業」に注力していくことを

表明しました。その背景には、グロ

ーバル規模で生じると見込まれるさ

まざまな社会課題があります。

世界人口は2050年には90億に達

し、それに伴ってエネルギー消費は

２倍、経済規模は４倍になると予測

されています。また、現在の人口の

半数はBRICsなどの新興国に所属し

イノベーションを通じた社会価値創造を指向して研究開発を進めるNEC中央研究所。同
研究所では、人口増加や社会の複雑化などに伴って生じるさまざまな社会的課題をお客
様と共に解決する「価値共創研究所」となるべく、No.1／Only 1技術の創出と、お客様
との実証活動による社会価値創造の2つをビジョンに掲げて研究開発を進めている。同
研究所を率いる江村執行役員に、研究開発の方向性と最近の取組みについてうかがった。
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図1 NECの研究開発が目指す方向

―中央研究所の研究開発の方向性に

ついてお聞かせください。

―研究開発に当たって重視している
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ることは何でしょうか。

江村 基本となるのは真に競争力が

ある技術を開発するということで

す。グローバル化が進み、技術がオ

ープンになっている現在では、その

分野におけるNo.1／Only 1技術で

なければ競争力を維持できません。

こうした技術をしっかり開発してい

くことが重要です。ただし単一の技

術がすべての解となるわけではあり

ませんから、研究機関や他の企業な

どと連携して周辺技術を調達するこ

とも場合によっては必要です。研究

開発では、この全体セットをやり切

ることが重要ですが、競争力のある

技術を持つことは、連携作業をスム

ーズにする効果も期待できます。

それに加えて重視しているのが、

社会課題をお客様と一緒に解いてい

くという「現場実証」のアプローチ

です。研究所にいるだけでは、そも

そもお客様がどのような社会課題に

直面しているのかが分かりません

し、社会課題の解決に必要な技術が

何かも分かりません。特に、社会ソ

リューションの実現に重要なビッグ

データ分析においては、お客様のデ

ータを扱わせて

いただかないと意味のある分析は不

可能です。

そこで、できるだけ研究開発の段

階からお客様の下で作業を進めるよ

うに呼びかけています。

中央研究所では、No.1／Only 1

技術の創出と、お客様と共同の研究

開発によって新たな社会価値を生み

出すという２つのビジョンを掲げ、

「価値共創研究所」となることを目

指しています（図２）。

―現在注力している研究領域には

どのようなものがありますか。

江村 注力しているのは、「データ

収集」「データアナリティクス」「デ

ータ分析基盤」「ネットワーキング」

「セキュリティ」「サービス構築」「エ

ネルギー」の７領域です（図３）。

このうち最初の３つはビッグデー

タ分析に欠かせないものです。高付

加価値なビッグデータ分析を実現す

るには、必要なデータをいかに集め

られるかが一つのポイントになりま

す。NECは、画像解析技術や自然

言語処理技術に大きな強みを持って

います。それを活用し、それまでデ

ジタル化されていなかった情報を高

速に収集して、ビッグデータ処理す

るための技術開発を進めています。

データアナリティクスのエンジン開

発やデータ分析基盤開発において

も一定の開発成果を得ており、当社

の大きなアドバンテージとなってい

ます。

中央研究所では、データ収集・デ

ータアナリティクス・データ分析基

盤技術の研究開発を進め、高速で高

い精度の予知予測・制御を行うこと

で、全体オペレーション最適化の実

現を目指します。

―最後に、研究所員へのメッセー

ジをお聞かせください。

江村 前述しましたが、「顧客との

価値共創」で研究開発を進めること

が重要です。研究所にこもらず、で

きるだけお客様の所に足を運んでほ

しいのです。（中央研究所の国内拠

点である）玉川事業場の研究員には、

「毎日玉川に来てはいないか」を自

問自答してほしいと思っています。

―本日は有り難うございました。

（聞き手・構成：末安泰三）
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ことは何でしょうか。
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のようなものがありますか。

―最後に、研究所員へのメッセージ

をお聞かせください。

―本日は有り難うございました。
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図2 NEC中央研究所のビジョン

図3 NEC中央研究所が注力する研究領域
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