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AWS活用支援



アマゾン ウェブ サービス（AWS）認定トレーニング



AWSの概要を把握したい方、技術を身につけたい方

特長・導入効果

NECマネジメントパートナーの特徴

 AWSの採用を検討されているビジネス決定者

 AWSの設計、構築、運用、開発をされる技術者

 AWSを体系的に効率よく習得できます

 AWS社の認定を受けたプロフェッショナルな
トレーナーがトレーニンを提供します

 NECマネジメントパートナーは、本年度認定
トレーニングセンターとして2つのアワード
を受賞しております

URL: https://www.neclearning.jp/

アマゾン ウェブ サービス（AWS) 認定トレーニングのご案内
NECマネジメントパートナーは、AWS 認定トレーニングセンターです
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NECマネジメントパートナーが提供するAWS認定コースフロー
ターゲット毎に最適なコースをご提供しております
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AWS 関連研修のご案内

NECマネジメントパートナー

現場で活躍できるアマゾン ウェブ サービス（AWS) 技術者を育成します。

AWS 関連研修コースフロー
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NECマネジメントパートナーは、AWS 認定トレーニング(集合研修) の提供を通して、現場で即戦力として活躍

できる技術者を育成します。

◇ エントリー：AWS に携わるすべての方におすすめのコースです。短期間で AWS の全体像を修得できます。

◇ 設計/開発/運用担当者/DevOps技術者向け：担当する役割ごとに専門性を高めるためのコースです。

これらのトレーニングは、AWS 認定技術者試験の準備コースとしても活用いただけます。

DevOps技術者向け

: 集合研修 : 集合研修に該当するAWS 認定技術者試験

AWS 認定
クラウドプラクティショナー



NECマネジメントパートナー株式会社 〒211-8601 神奈川県川崎市中原区下沼部1753

AWS 関連研修のご案内

お問い合わせは、下記へ

研修申込センター

E-mail: contact@learning.jp.nec.com TEL: 03(4330)7560 FAX: 03(4330)7550

●本資料に記載されている社名またはシステム・製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
●本資料では、TM や ® は明記しておりません。

コースコード / コース名 / コース内容 / 講習日数 / 受講料(税込)
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IN337 AWS Technical Essentials 1 

AWS が提供している製品やサービス、および一般的なソリューションと関連用語について、理解を深めるための基本知識を学習
します。AWS をこれから使い始める方が最初に受講するためのコースです。 (講義中心)

1.AWS の紹介と歴史 2.AWS 基盤サービス: Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 、Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) 、
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)、Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 3.AWS のセキュリティ、アイデンティティ、お
よびアクセス管理: AWS Identity and Access Management (IAM) 4.AWS のデータベース: Amazon Relational Database Service（RDS）、
Amazon DynamoDB 5.AWS 管理ツール: Amazon EC2 Auto Scaling 、Amazon CloudWatch 、Amazon Elastic Load Balancing、AWS 
Trusted Advisor 

IN338 AWS Technical Essentials 2

実際に AWS のコアサービスを使った Web システムを構築および運用するための基本的な操作方法を修得します。AWS を利用
する技術者、すなわちソリューションアーキテクト、システム運用管理者、デベロッパーの方を対象にデザインされています。
(演習中心)

1.Amazon EC2 と Amazon RDS で最小構成のブログサイトを構築する 2.高い可用性を持つブログサイトを構築する
3.性能の監視とログの収集を行う 4.Amazon EC2 と Amazon RDS を拡張する 5.Amazon EC2 にスケーラビリティを追加する 6.バックアッ
プ・リストアを行う

設
計
担
当
者
向
け

IN319 Architecting on AWS

AWS サービスおよび AWS のサービスがクラウドソリューションにどのように適合するかを把握し、AWS クラウドの使用の最
適化方法を学習します。アーキテクチャのソリューションは、ビジネス規模や業界によって異なります。複数の AWS クラウド
の設計パターンについて、特定のサービスがクラウド設計全体にどのように適合するか学習します。

1.はじめに 2.最も単純なアーキテクチャ 3.コンピューティングレイヤーを追加する 4.データベースレイヤーを追加する 5.AWS でのネットワー
ク (パート 1) 6.AWS でのネットワーク (パート 2)  7.AWS Identity and Access Management(IAM) 8.伸縮性、高可用性、モニタリング 9.オー
トメーション 10.キャッシュ 11.疎結合アーキテクチャの構築12.マイクロサービスと サーバーレスアーキテクチャ 13.RTO/RPO とバックアップ/
復旧の設定14.整理と復習 15.コースのまとめ

IN321 Advanced Architecting on AWS

「Architecting on AWS」コースでご紹介した内容を踏まえて、AWS 上でデータサービス、ガバナンス、セキュリティを組み込
んだ複雑なソリューションを作成する方法について解説します。すでに AWS プラットフォーム上でスケーラブルで伸縮自在な
アプリケーションを設計する経験をお持ちの方を対象としています。

1.AWS アカウント戦略 2.高度なネットワークアーキテクチャ 3.AWS 用の大規模なデータストアの設計 4.ウェブスケールのアプリケーション
5.耐障害性の構築 6.包括的なクラウドのセキュリティ 7.AWS 上の暗号化とキー管理 8.AWS でのデータセキュリティー 9.パフォーマンスを考
慮した設計

開
発
担
当
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IN333 Developing on AWS

AWS SDK を使用して、安全でスケーラブルなクラウドアプリケーションを開発する方法について解説します。コードを使用し
て AWS を活用する方法や主要なコンセプト、ベストプラクティス、トラブルシューティングのヒントについても紹介します。

1.基盤を構築する 2.イベントドリブン型処理によってアプリケーションとデータを接続する 3.安全でスケーラブルなアプリケーションを開発し、
デプロイする

運
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担
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IN331 Systems Operations on AWS

システム管理者または開発運用 (DevOps) 担当者向けに、自動化や繰り返しが可能なネットワークやシステムのデプロイを
AWS プラットフォームで作成する方法について解説します。構成やデプロイに関係する AWS 特有の機能やツール、システムの
設定やデプロイのために業界全体で使用されている一般的な技術についても紹介します。

1.「System Operations on AWS」の概要 2.クラウド内でのネットワーキング 3.クラウド内でのコンピューティング
4.クラウド内でのストレージとアーカイブ 5.クラウド内でのモニタリング 6.クラウド内でのリソース消費量の管理
7.クラウド内での構成管理 8.クラウド内でのスケーラブルなデプロイの作成 9.自動化され、繰り返し可能なデプロイの作成

D
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IN332 DevOps Engineering on AWS

最も一般的な DevOps パターンを使用して、AWS 上でアプリケーションを開発、デプロイ、維持する方法を解説します。また、
DevOps 方法の主要な原則を取り上げ、スタートアップ、中小企業、大企業の開発シナリオに適したさまざまなユースケースを
紹介します。

1.DevOps とは何か 2.コードとしてのインフラストラクチャ、パート1: 設計とセキュリティ 3.コードとしてのインフラストラクチャ、パート2: 
AWS CloudFormationと構成管理 4.AWS での継続的統合 5.AWS での継続的配信 6.AWS でアプリケーションをデプロイする、パート1
7.AWS でアプリケーションをデプロイする、パート2 8.AWS での継続的統合および配信パイプライン 9.デプロイのパフォーマンスのチューニン
グ 10.インフラストラクチャの管理と自動化

M1231HR-1905

1日間 ¥75,600

1日間 ¥75,600

3日間 ¥226,800

3日間 ¥226,800

3日間 ¥226,800

3日間 ¥226,800

3日間 ¥226,800



マネージドクラウドサービス for AWS



このようなお客様に

特長・導入効果

お客様のメリット/エンドユーザー・社会へ与える価値

 アマゾン ウェブ サービス（AWS）上のシステム運用の
負担を減らしたい…。

 AWS上でシステムを構築予定であるが、運用体制の

確保が難しい…。

AWS環境上のシステム運用をおまかせ

 24時間365日有人でのシステム監視・通報。

 システム環境の追加・変更、管理者からの問合せ対応、
障害復旧支援などの日々のシステム管理業務を代行。

 システムの稼働状況の報告、ITIL®に準拠した

運用課題の管理・改善提案。

 システム管理者の日々の業務負荷を軽減。

 効率的なシステム運用の実現により、お客様は

システム戦略・企画などのコア業務に専念。

マネージドクラウドサービス for AWS
プレミアコンサルティングパートナーが提供する次世代のシステム運用

監視・通報サービス

サービスデスクサービス

マネージメントサービス 運用サービス

標準運用サービス

個別運用サービス

オプションサービス

注）ITIL® is a Registered Trade Mark of AXELOS Limited



マネージドクラウドサービス for AWS

プレミアコンサルティングパートナーが提供する次世代のシステム運用

アマゾン ウェブ サービス（AWS）上で動作するお客様の大切なシステムを24時間

365日、安心・安全に運用を行います。AWS環境に対する高品質な運用サービスを

提供します。

サービス概要

独自のクラウド運用基盤とAWSのマネージドサービスを連携し、AWS上に構築

されたシステムの監視から日々の運用、障害対応等を、MSP※を認定取得した

エキスパートがお客様に代わって実施します。

本サービスにより、一貫したシステム運営を実現することができます。

→
お客さまにわかりやすい一般用語で表記

可

特許出願済み、または特許登録済みの技術を
いる場合は、メインタイトル付近に

事項欄に
特許技術の利用について追記する

サービスの特長・導入効果

本サービスを活用いただく事で、日々の運用負荷を削減し、お客様自身はシステム戦略・企画などの
コア業務に専念する事ができます。

（注）ITサービスマネジメントのベストプラクティスをまとめたフレームワーク。
ITサービスマネジメントの業界標準として広く認知されている。

報告も、課題管理も、提案も

システムの稼働状況の報告、ITIL（注）に準拠
した課題の管理や改善の提案を行います。

日々の運用から障害対応まで

システム環境の追加・変更や、技術者や利用
者からの問い合わせ対応、障害時の早期復旧
支援など、システム管理者と連携して日々の
運用を代行します。

24時間365日、死活監視やリソース監視など、
様々な監視を行い、異常時には速やかに
電話とメールにて関係者へ通報を行います。

障害監視と通報 障害の早期発見、通報によりシステム障害の影
響を抑える事が出来ます。

これによりシステム稼働率を向上させ、
ビジネスの機会損失の防止に貢献します。

AWSの「定型運用」は標準手順が整備済です。
システム固有の操作・運用が必要となる、

「非定型業務」を含めた個別対応により、
お客様運用負荷の軽減を支援します。

対象システムの改善提案まで行うことにより、

運用コストの低減、運用品質の向上など
システムのLife Cycle Managementに
貢献します。

サービスの特長 導入効果

監視・通報サービス サービスデスクサービスマネージメントサービス 運用サービス

標準運用サービス

個別運用サービス

※AWS マネージドサービスプロバイダプログラム



マネージメントサービス

基本運用管理サービス
監視アラートや問合わせなど、管理対象となるシステムで発生したインシデントを記録し、インシデン
トステータスを管理します。また毎月、前月発生したインシデントの一覧を集計した定期報告書を作成
しレポートします。

個別運用管理サービス システムを管理するにあたり、サービスデスクの機能として必要な管理を要件に応じて提供します。

監視・通報サービス

AWS基盤状態監視 EC2やRDS、ELBなどのAWS基盤の状態やリソースを継続的に監視し、異常検知時にエスカレーション
を行います。

システム稼働状況監視
プロセスやサービスによりシステムが正常に稼働しているかを継続的に監視し、異常検知時にエスカ
レーションを行います。

ログ監視
Syslogやイベントログ、指定されたアプリケーションログを継続的に監視し、異常検知時にエスカレー
ションを行います。

個別項目監視 CloudWatchや他のツールを用いて、標準外の個別項目の状態を継続的に監視し、異常検知時にエスカ
レーションを行います。

標準運用サービス

サーバリストア システム障害の発生時に、採取してあるバックアップデータによりシステムリカバリを行います。

サーバ停止/開始/リブート 仮想サーバの停止、開始、および仮想サーバ再起動と起動後のシステム正常性確認を行います。

サービス正常性確認
仮想サーバの再起動後、または、作業依頼によりサービスの正常性確認を行います。サービス正常性確認
手順は、予め受け入れた手順に従って行います。

セキュリティパッチ適用 お客様にて適用可否判断いただいたAWSの標準OSのアップデータを適用代行します。

APリリース代行 予め受け入れた手順に従いアプリケーションを本番環境にリリースします。

システム環境変更
CPU, メモリ, ディスク, ネットワークなどのAWSで変更可能なリソースの変更作業、および、ミドル
ウェアのパラメータ変更作業を行います。

定型業務オペレーション
日次でのログの確認やメール受信の確認など、定期で定型の業務を代行します。
異常時には既定の連絡先へエスカレーションいたします。

定型緊急オペレーション 電話、メールにより依頼されたオペレーションを予め定めた手順を元に行います。

個別運用サービス

個別運用サービス
標準運用サービスでは提供できない、システム固有の運用や定型化が難しいオペレーション、障害対応
などのフローを受け入れ、支援するサービスを提供します。

サービスデスクサービス

コールセンター システムに関する問合せ対応を電話もしくはメールで受け付けます。受付後は既定の連絡先へエスカ
レーションします。

ヘルプデスク
システムに関する問合せ対応を電話もしくはメールで受け付けます。受付後はFAQやナレッジに基づく
回答や切り分けなどの一次対応を行い、それ以外は既定の連絡先へエスカレーションします。

障害対応サービス

障害一次切り分け 監視にて障害が発生した場合に初期対応を行います。障害の原因を既定の手順により切り分けます。

オプションサービス ※実績に基づく提供サービス例

パッチ情報提供 セキュリティパッチ情報を定期的に収集し、該当製品のパッチリリース情報を連絡します。

DB性能評価(ORACLE) DB(ORACLE)の性能評価、および、改善提案を実施します。

DBリカバリ(ORACLE) DB(ORACLE)のアーカイブログを使って、障害発生直前の状態までの復旧を行います。

AWSリソースモニタリング
ツールを用いて、AWSのさまざまなリソース情報をダッシュボードに表示します。
※標準ではDataDogを使用します

マネージドクラウドサービス for AWS

サービス内容

クラウド・アナリティクス事業推進本部

ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社 〒136-8627 東京都江東区新木場1-18-7（NECソリューションイノベータ本社ビル）

お問い合わせは、下記へ

●アマゾン ウェブ サービス、Amazon Web Services および“Powered by Amazon Web Services”ロゴは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。 ●ITIL(R) は、AXELOS Limitedの登録
商標です。 ●本紙に掲載された社名、商品名は各社の商標または登録商標です。●本製品の輸出（非居住者への役務提供等を含む）に際しては、外国為替及び外国貿易法等、関連する輸出管理法令等をご
確認の上、必要な手続きをお取りください。ご不明な場合、または輸出許可等申請手続きにあたり資料等が必要な場合には、お買い上げの販売店またはお近くの弊社営業拠点にご相談ください。●本紙に掲
載された製品の色は、印刷の都合上、実際のものと多少異なることがあります。また、改良のため予告なく形状、仕様を変更することがあります。 ●この文書の一部または全部を無断で使用、または複製
することはできません。●この印刷物の内容は2019年6月現在のものです。内容は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

https://www.nec-solutioninnovators.co.jp

2019年6月版

E-mail: info-lcm@nes.jp.nec.com



マネージドネットワークサービス



AWS活用シーンに応じたネットワークをご提供

マネージドネットワークサービス Clovernet

柔軟なネットワークサービスでお客様のビジネスプラットフォーム構築をサポート

 インターネットVPNと閉域VPNで

 モバイルやワイヤレスアクセスの利用シーンまで

 専門エンジニアの構築力と安心のサポートで

 ビジネスプラットフォームの構築を支援します。

ビジネスプラットフォーム

安定通信 & 高可用性 & セキュア 低コスト & スピーディー & セキュア
戦略領域の活用拡大

問い合わせ窓口の一本化

業務システムの安定稼動

運用負荷低減による業務集中

System of Record System of Engagement

専門エンジニア 安心のサポート

Clovernetの対応力

提供価値

サービスラインアップ

豊富なアクセス回線、モバイル、Wi-Fi活用、ワイヤレスアクセス、リモートアクセス

インターネットVPNサービス閉域型VPNサービス

NECネクサソリューションズ株式会社

インターネットVPNインターネット

マルチキャリア
多彩なアクセス回線
回線冗長

Direct Connect

共有型/専有型 安定性
冗長構成
広帯域

安定性
冗長構成
広帯域

モバイル網

Internet

ワイヤレスアクセス

リモート
アクセス

クラウド型
ネットワーク
管理システム

Wi-Fi

既存フレッツ
回線利用可

有線施設が不可能
移設の多い拠点等

AWS Cloud

Amazon VPC

AWS Direct Connect

Amazon VPC

AWS Direct Connect

Amazon VPC
Amazon

Simple Storage
Service (S3)

Amazon
Kinesis

AWS
IoT Core

VPN Connection



https://www.nec-nexs.com/

クラウド活用とネットワークサービス

経営戦略に必要なビジネスプラットフォーム構築には、活用領域によって「安定性」と「俊敏性」が異なるアプ
ローチに対応するクラウド活用は欠かせません。また、クラウド運用のために必要なネットワークサービスにも
柔軟性が求められています。Clovernetはコストを考慮した柔軟なネットワークを提供します。

豊富なサービスラインナップとネットワーク
構築技術でビジネスプラットフォーム構築を
サポート。
SIベンダーが提供するネットワークサービス。

Clovernet
®

マネージドネットワークサービス

記録のためのシステム

• 企業情報の記録
• 安定性・信頼性
• 効率化・コスト削減

システム分類
と目的 • 新規ビジネスの創出

• 企業競争力の向上

System of Record System of Engagement
絆のシステム

クラウドへの
要求

• リーンスタートアップ
• アジャイル開発
• 利便性の高いサービス

安定性 俊敏性

• 大容量対応
• 高可用性
• マネージド対応

ネットワーク
サービスへの

要求
サービスラインナップ & ネットワーク構築技術

2つの要求

クローバーネット



〒108-8338 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル

お問い合わせは下記へ

マネージドネットワークサービス Clovernet
®

Cat.  № 1905NET1997-211NX

ビジネスプラットフォームの構築をClovernetがサポート

• 冗長構成

モバイル網

Internet

有線施設が不可能
移設の多い拠点等

• マルチキャリア

• 多彩なアクセス回線

• 回線冗長

• 安定性

安定通信 & 高可用性 & セキュア

Direct Connect接続
共有型/専有型

• 安定性

• 広帯域

• 冗長構成

低コスト & スピーディー & セキュア

戦略領域の活用拡大

ワイヤレスアクセス

リモート
アクセス

問い合わせ窓口の一本化

ビジネスプラットフォーム構築

既存回線利用

業務システムの安定稼動

運用負荷低減による業務集中

System of Record System of Engagement

お客様センター
Tel: 0120-224-107(フリーダイヤル)
営業時間 9:00～12:00 13:00～17:00 ＊土・日・祝日及び当社指定休日を除く

E-mail: nexstation@nexs.nec.co.jp
https://www.nec-nexs.com/

●本紙に記載の商品名、会社名は各社の商標または登録商標です。
●ClovernetはNECネクサソリューションズ株式会社の登録商標です。
●本製品（ソフトウェア含む）が、外国為替及び外国貿易法の規定により、規制貨物等に該当する場合は、

日本国外に持ち出す際には日本政府の輸出許可申請書等必要な手続きをお取りください。
●本紙の内容は、改良のため予告なく形状、仕様を変更することがあります。

ワイヤレスアクセスWi-Fi活用モバイル

豊富なアクセス回線 ゲートウェイサービスリモートアクセス

インターネットを介さないセキュアな高速通信網

インターネットVPNサービス閉域型VPNサービス
インターネット網を利用し抜群のコストパフォーマンス

専門エンジニアサービスラインアップ 安心のサポート

Clovernetの対応

インターネットVPN接続

回線接続するだけで
ネットワーク構築

Wi-Fi

インターネット接続

クラウド型
ネットワーク
管理システム

Amazon
Simple Storage
Service (S3)

Amazon
Kinesis

AWS
IoT Core

VPN Connection

AWS Cloud

Amazon VPC

AWS Direct Connect

Amazon VPC

AWS Direct Connect

Amazon VPC

無料トライアル実施中！
詳しくはお問い合わせください



NEC Cloud Service for VMware Cloud on AWS



VMwareシステム資産をスムーズにクラウド化

NEC Cloud Service for VMware Cloud on AWS   &   Professional Service

特長・導入効果

お客様のメリット

 オンプレミスのVMware環境資産
をそのままクラウドで活用したい方

柔軟なハイブリッドクラウドを実現

アマゾン ウェブ サービス(AWS)と
VMwareのインターコネクト利用が
可能

先進・柔軟なクラウド”VMware CloudTM on AWS”をスムーズに導入できます

VMWareとAWS関連のスキル、および、クラウド事業の実績に基づいた
NECの各種サービスを活用し、さまざまな活用ができます

このようなお客様に



既存のオンプレミスVMware

環境上の業務システム資産を

スムーズにクラウド化

NEC Cloud Service for 
VMware Cloud™ on AWS

AWSネイティブサービスとインターコネクト可能

オンプレミスと
クラウドの

シームレス利用

AWSネイティブ
サービスと

インターコネクト
可能

VMware／AWS
実績に基づく
NECサポート



NEC Cloud Service for VMware Cloud™ on AWS

AWS と VMware どちらもトップクラスの国内実績を持ち、

クラウドサービス事業者でもあるNECが

MSP*としてVMware Cloud on AWS をご提供します

システムイメージ

サービスの特長

VMware Cloud on AWS上でのお客様

環境となるSDDC(Software Defined 

Data Center)をNECが構築・運用。

お客様は構築済のSDDCにて VMware 

vCenter® / VMware vShpere®を

自由に操作し、ゲストOS/業務アプリ

ケーションの管理・運用に注力できます。

VMware基盤システム構築、AWSシス

テム構築、クラウド運用についてのNEC

の豊富な実績／ナレッジをもとに、高品質

なサポート(日本語)をご提供します。

NEC サービスプラットフォーム事業部

インフォメーションデスク

E-mail: info@ebiz.jp.nec.com

VMware、VMware Cloud、VMware vSphere、VMware NSX Data Center、VMware vSAN、VMware vCenter は、VMware, Inc．は、VMware, Inc．の米国および各国での商標または登録商標です。
Amazon Web Services、[およびかかる資料で使用されるその他のAWS 商標]は、米国その他の諸国における、Amazon.com,Inc またはその関連会社の登録商標です。

システムイメージ

＊MSP…Managed Service Provider

計画策定時から設計/構築、移行、

運用まで、ハイブリッドクラウド

活用の各フェーズをご支援する充実

のサービス群をご用意しています。

事前の検証、クラウドへの移行や

AWSネイティブサービスとの連携

などを「VMware Cloud on AWS 

プロフェッショナルサービス」が

強力にご支援します。

MED1-0106



移行導入・構築計画

事前検証（PoC） クラウド移行

計画から導入・構築、移行までをトータルサポート

プライベート
クラウド

オンプレミス

基本構築

AWS連携

ハイブリッドクラウド

ネットワーク仮想化/セキュリティ

VMC環境へのクラウド移行に伴う課題をプロフェッショナルが支援VMware Cloud™ on AWSへのクラウドマイグレーションを支援

VMware Cloud™ on AWS プロフェッショナルサービスの概要

VMware vSphere®環境の
VMC※移行を検証したい。

障害や災害に備えBC/DR環境
を構築したい。

クラウド上のシステム監視を
シンプルに実現したい。

プロフェッショナルサービスで解決

 VMC環境のPoC～最適なツールによる
短時間停止の移行までを支援

 VMware、AWSのノウハウを持つ
エンジニアが最適な設計・構築を支援

オンプレミスの資産と併用して
クラウドを利用したい。

クラウド移行後のセキュリティ
を強化したい。

 オンプレミスVMware vSphere®環境
をVMC※に接続し短期間でBC/DR環境
を構築

 複雑な設計なしにオンプレミスの
システムをクラウドにスケールアウト

 クラウドベースの監視サービスで、
オンプレミスもクラウドも一元監視

 マルチベンダのクラウド対応製品を
最適配置し、セキュリティを強化

将来はネイティブAWSも活用し
たい。

課題

VMware Cloud™ on AWS
プロフェッショナルサービス

オンプレミスからクラウドへのマイグレーションを加速する

リフト＆シフトからクラウドバイデフォルトまで、短時間停止移行、ネットワーク

仮想化活用、さらにBC/DRをプロフェッショナルがサポート。

※VMC: VMware Cloud™ on AWS



お問い合わせは、下記へ

NEC サービスプラットフォーム事業部 インフォメーションデスク

E-mail：Info@ebiz.jp.nec.com

2019/5 1.11版日本電気株式会社 〒108-8001 東京都港区芝五丁目7-1（ＮＥＣ本社ビル）

●本紙に掲載された社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
●本製品の輸出（非居住者への役務提供等を含む）に際しては、外国為替及び外国貿易法等、関連する輸出管理法令等をご確認の上、必要な手続きをお取りください。

ご不明な場合、または輸出許可等申請手続きにあたり資料等が必要な場合には、お買い上げの販売店またはお近くの弊社営業拠点にご相談ください。
●本紙に掲載された製品の色は、印刷の都合上、実際のものと多少異なることがあります。また、改良のため予告なく形状、仕様を変更することがあります。

VMware Cloud™ on AWS プロフェッショナルサービス

VMware Cloud™ on AWS プロフェッショナルサービス メニュー価格表

カテゴリ メニュー 価格

事前検証サービス PoC支援サービス 198万円

基本構築サービス 基本構築サービス 240万円 / 1SDDC

AWS連携
設計・構築サービス

AWSストレージオプション 90万円～
※選択する連携ストレージにより価格変動

ネイティブAWS連携オプション 90万円～
※選択する連携AWSサービスにより価格変動

バックアップ
設計・構築サービス

バックアップ
設計・構築サービス

300万円～

ハイブリッドクラウド
設計・構築サービス

スケールアウト設計・構築サービス 720万円～

BC/DR設計・構築サービス 1,600万円～

ネットワーク仮想化/セキュリティ
設計・構築サービス

分散ファイアウォール構築サービス 300万円～

F5 仮想アプライアンス構築サービス 100万円～ / 1台

TrendMicro Deep Security™構築サービス 300万円～

監視基盤
設計・構築サービス

監視基盤設計・構築サービス 200万円～

ログ管理・分析基盤設定サービス 200万円～

クラウド移行サービス
クラウド移行スタンダード 360万円～

クラウド移行アドバンスド 1,850万円～

【注】 VMware Cloud™ on AWSサブスクリプション費用は別途かかります。
PoC支援サービスには720時間分のVMware Cloud™ on AWSサブスクリプションが含まれます。

クラウド移行サービス

ハイブリッドクラウド
設計・構築

VMware Cloud™ on AWS

AWS連携
設計・構築

ネットワーク仮想化
/セキュリティ 設計・構築

現在お使いのシステムを迅速にクラウドへ移行します。移行環境のご提供からシステム全体の移行
のご依頼まで、お客様要望に合わせて実施します

新たにデータセンタを用
意することなく、素早く
BC/DRを実現します。
リソースが不足したオン
プレミスの拡張先の構築
もご提供します。

VMCの最大の利点である
AWSサービスの利活用を
ご支援します。
将来のAWSクラウドへの
段階的移行にもご利用で
きます。

ネットワーク仮想化により
構成のシンプル化・運用コ
スト削減を実現します。
仮想アプライアンスによる
セキュリティの強化もご提
供します。

事前検証サービス

現在お使いのvSphere環境上にある業務システムをVMC上で動作検証が可能です。専門のSEがご支援します。

基本構築サービス
VMCの初期構築を実施、すぐにテナントがご利用いただける状態でお渡しします。
お引渡し後すぐにVMC上で仮想マシンの作成が可能です。

・・・

VMware Cloud™ on AWS プロフェッショナルサービス メニュー

導
入
・
構
築

計
画

移
行

VMware Cloud™ on AWS VMware Cloud™ on AWS

VMware Cloud™ on AWS

移行



移行導入・構築計画

事前検証（PoC） クラウド移行

計画から導入・構築、移行までをトータルサポート

プライベート
クラウド

オンプレミス

基盤構築

AWS連携

ハイブリッドクラウド

ネットワーク仮想化/セキュリティ

VMware Cloud™ on AWS プロフェッショナルサービス

こんな課題を抱えていませんか？

 移行先のクラウド環境(VMware Cloud™ on AWS)を試しに使ってみたい

 VMware Cloud™ on AWSを活用したいが、AWSやVMware Cloud™ on AWSの

知識がないため、技術サポートしてほしい

 クラウド移行時の課題(業務影響等)を事前に整理したい

 業務システムのネットワーク構成を変更せず移行可能かどうか確認したい

VMware Cloud™ on AWS プロフェッショナルサービス

クラウドへの移行をお悩みの場合には、NECが提供する

「VMware Cloud™ on AWS プロフェッショナルサービス」

の「PoC支援サービス」で課題を解決します！！

オンプレミスからクラウドへのマイグレーションを加速する

VMware Cloud™ on AWS
プロフェッショナルサービス –PoC支援サービス–

クラウドへの本格移行前に、VMware Cloud™ on AWS環境がお試し頂けます

業務システムのクラウド上での動作確認をプロフェッショナルがサポート



お問い合わせは、下記へ

NEC サービスプラットフォーム事業部 インフォメーションデスク

E-mail：Info@ebiz.jp.nec.com

2019/5  1.01版日本電気株式会社 〒108-8001 東京都港区芝五丁目7-1（ＮＥＣ本社ビル）

●本紙に掲載された社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
●本製品の輸出（非居住者への役務提供等を含む）に際しては、外国為替及び外国貿易法等、関連する輸出管理法令等をご確認の上、必要な手続きをお取りください。

ご不明な場合、または輸出許可等申請手続きにあたり資料等が必要な場合には、お買い上げの販売店またはお近くの弊社営業拠点にご相談ください。
●本紙に掲載された製品の色は、印刷の都合上、実際のものと多少異なることがあります。また、改良のため予告なく形状、仕様を変更することがあります。

VMware Cloud™ on AWSプロフェッショナルサービス –PoC支援サービス-

PoC支援サービス 作業内容

カテゴリ メニュー 価格

事前検証サービス PoC支援サービス 198万円(※)

PoC支援サービス 作業項目／検証シナリオ例

作業項目

 VMC on AWS 環境初期構築（VMC on AWS 利用権720時間）

 簡易ヒアリング＆アドバイス

 VMC on AWSにかかる技術支援（1H x 20インシデント分）

検証シナリオ例

 VMC上でのovf動作検証

 ハイブリッドリンクモード

 VMware HCX接続検証

※ PoC支援サービスには720時間分のVMware Cloud™ on AWSサブスクリプションが含まれます。

 クラウド移行の本格検討前に、お使いの業務システム
の動作をお試しできる環境を構築します

 クラウド移行に関する課題の洗い出しをご支援します

 新たなシステムの導入の検証にもご利用いただけます

 業務システムのIPアドレスを変更せずに移行が可能か
の検証ができます

 専門エンジニアがノウハウに基づき、VMCの利用全般
や検証に関する疑問点を技術サポートいたします

PoC支援サービス 提供価格

※VMC : VMware Cloud™ on AWS



ハイブリッドクラウドの最適解をノウハウとともに提供
既存システム環境から
クラウドへの移行にまつわる不安を解消する
「VMware Cloud on AWS」活用の勘所とは
日本企業の IT環境が抱える課題を国も看過できない状況になった。「2025年の崖」のリスクが高まる今、何を頼りにどう
対処すればよいか。スペシャリストに話を聞いた。

　NECは 2019年 3月 25日、東京のアマゾン目黒オフィスで
「VMware資産を活かす、最新ハイブリッドクラウドセミナー」を
開催した。既存インフラとシームレスに利用でき、クラウド活用シー
ンを広げる「VMware Cloud™ on AWS」の東京リージョンから
のサービス提供が 2018年 11月に開始された。アマゾン ウェブ 
サービス（AWS）とVMwareそれぞれの豊富な構築実績があり、
自社の商用クラウドサービスの運営も行っているNECは、いち早
くVMware Cloud on AWSのマネージドサービスプロバイダーと
なったこともあり、クラウド活用に迷うユーザー企業に向けてハイブ
リッドクラウド活用の勘所を紹介した。
　本稿では、同セミナーにおけるVMware、アマゾン ウェブサー
ビス ジャパンの講演内容とともに、VMware Cloud on AWSの
概要、移行後の AWSサービスとの連携、ハイブリッドクラウドの
メリット、ユースケース、活用ポイントを紹介する。

オンプレミスとクラウドをつなぐ 
「VMware Cloud on AWS」

　「ハイパーバイザーのベンダー」というイメージの強かった
VMwareが、現在は「Any Cloud, Any Application, Any Device」
というビジョンを掲げ、あらゆるデバイス上で、あらゆるアプリケー
ションを、あらゆる環境で実行できることを目指して製品開発を進め
ている。
　中でも注力しているのが、パブリッククラウドとオンプレミスをつ

なぐ「ブリッジ」としての役割を
全うすることだ。ヴイエムウェア 
パートナー第一営業本部 副本
部長の綾部進之介氏は「ユース
ケースで分かるリアルな実態、
『VMware Cloud on AWS』の
価値とは」と題するセッションに
お いて、VMware Cloud on 
AWSの概要を説明した。

VMware Cloud on AWSが注目される背景
　VMware Cloud on AWSが注目される背景には、世の中で開
発されるアプリケーションやソリューションの急増がある。ビジネス
のスピード感に追い付くためには、よりアジャイルな開発スタイルを
採用し、次々にアプリケーションをリリースしていかなければならな
い。そうなると、自ずとデプロイ先もオンプレミスだけではなく多
様化する。「どこにでもデプロイできるアーキテクチャが重要にな
り、ハイブリッドクラウドの重要性がますます増していく」（綾部氏）
　もちろん、そこには課題もある。エンジニア 1人でカバーできる
範囲を超えて環境が複雑化し、管理ツールやセキュリティ制御の方
法も異なる。「多くの企業が持つ『今まで投資してきたVMwareの
運用スキルを無駄にしない形でクラウドも運用したい』『オンプレミ
スの仮想マシンをそのままクラウドに移行したい』などの要望に対
し、VMwareとAWSが手を組むことで、これらの課題を解決で
きることから、VMware Cloud on AWSの開発に至った」と綾部
氏は述べた。

VMware Cloud on AWSの概要
　VMware Cloud on AWSでは、これまでオンプレミスで多くの
企業が利用してきたVMware vCenter® Serverからオンプレミス
とクラウド、両方の環境を管理でき、運用の一貫性を保障する。ま
た、オンプレミスからクラウドへ、逆にクラウドからオンプレミスへ
といった移行もシームレスに行える上、AWSが提供するさまざま

ヴイエムウェア パートナー第一営業本部
副本部長  綾部 進之介 氏



なネイティブサービスとも連携でき、現場が求める新たなサービス
の開発を支えることも特徴だという。
　VMware Cloud on AWSはすでに東京を含む 13リージョン、
37のアベイラビリティーゾーンで提供されており、大阪でも提供さ
れる予定だ（2019年 4月時点）。VMwareが提供する仮想スト
レージ VMware vSAN™のストレッチクラスタ機能によって自動
的に可用性を担保し、VMware HCXによりサービス無停止を含
む安全、確実な仮想マシンの移行方法を提供するなど、VMware
がこれまで蓄積してきた技術も生かされている。
　綾部氏は、「VMware Cloud on AWSは『オンプレミスとクラ
ウドにまたがる一貫性のある運用』『行ったら行きっぱなしではな
く、帰ってこられるという選択肢も含めたワークロードのポータビリ
ティー』『ネイティブ AWSサービスとのシームレスな連携』『小規
模から大規模までカバーする柔軟な構成』という 4つの価値を実
現し、データセンターの拡張や災害対策（DR）、クラウド移行、次
世代アプリケーションの開発といったさまざまなユースケースに対
応する」とした。
　すでに、既存のデータセンターがいっぱいになってしまい移行先
としてVMware Cloud on AWSを採用した、オンラインゲーム事
業者の Playtikaをはじめ、海外では、多くの企業が VMware 
Cloud on AWSを採用し始めている。国内でも、インフラ刷新や
コスト削減といった側面だけではなく、「守りの ITから攻めの ITに
変革したい」と考え、人材育成と組織風土の活性化を狙った企業
など、さまざまな企業が VMware Cloud on AWSを活用し、新
たなチャレンジに取り組んでいるという。

クラウドネイティブなサービスとの連携で 
新たな付加価値を実現

　アマゾン ウェブサービス ジャパン 技術統括本部 パートナー技

術本部 パートナーソリューショ
ンアーキテクトの諸岡賢司氏は
「『VMware Cloud on AWS』
を強固にするAWSネイティブ
サービスとその先にあるもの」
と題してセッションを行った。
　次々に機能を追加し、アップ
デートしてきた AWSは、長年
にわたるパートナーとしてNEC
と手を組み、ソリューションを開
発してきた。VMwareとも密接
なパートナーシップがある。そし
て「AWSとVMware、双方のエンジニアが数百人単位で参加し、
ネットワーク周りを中心にソースコードに手を加えて共同開発した」
（諸岡氏）のが VMware Cloud on AWSだという。
　諸岡氏は、「企業のクラウド移行には幾つかのステージがある」と
説明した。米国ではよりクラウドらしい使い方をにらみ、サーバレ
スやコンテナといったステージに到達しつつあるが、その前段には
ハイブリッド環境があり、その前の一歩目のステップとしてオンプレ
ミスから「持たない IT」への移行を進めるステージがある。「多く
の企業が『5年ごとのシステム更改などもうやっていられない』と
考えている。このように既存システムをリホストする際には、
VMware Cloud on AWSはとても有効な方法だ」（諸岡氏）
　さらに、この VMware Cloud on AWSにAWSのさまざまな
ネイティブサービスを組み合わせることでさまざまな価値を提供で
きるという。

既存システムの「機能補完」をより容易に
　こうした価値は、Gartnerの言う「モード 2」や「SoE」的なク

VMware Cloud on AWS - サービス概要（出典：ヴイエムウェア）

アマゾン ウェブサービス ジャパン
技術統括本部 パートナー技術本部
パートナーソリューションアーキテクト
諸岡 賢司 氏



ラウドネイティブなアプリケーションだけではなく、これまでオンプ
レミスで運用されてきた「モード 1」「SoR」的なアプリケーション
にも適用できるという。
　例えばモード 1/SoR的なアプリケーションに対しては、既存シ
ステムの「機能補完」をより容易に、新たな運用を低コストで実現
できる。一例として、あらかじめ設計やサイジングをあれこれ行わ
なくてもレイヤー 7での負荷分散を行う「Application Load 
Balancer（ALB）」を組み合わせることで、予期せぬアクセス集中
にもオートスケールで対応できる。また、安定的なシステム運用に
はDRサイトやバックアップは不可欠だが、その構築には多額のコ
ストがかかっていた。「Amazon S3」をはじめとするAWSのスト
レージサービス群を組み合わせれば、「高価なストレージを用意し
なくても、DRサイトやバックアップを用意できる」（諸岡氏）

運用管理の負荷軽減
　もう一つ、大きな悩みが運用管理の負荷だ。インフラやOSと
いったレイヤーから全て用意し、運用していくのはコストも手間もか
かる作業だが、こうした負荷も、VMware Cloud on AWSと
「Amazon RDS」をはじめとするフルマネージドサービスの組み合
わせによって軽減できる。さらに、「Amazon CloudWatch」など
のツールからのデータを既存の運用管理ツールに渡すことで、これ
までの運用プロセスを変えずに連携させることも可能だとした。

データを生かした新しいアプリケーションの開発
　一方で、クラウドに寄せられる大きな期待がデータを生かした新
しいアプリケーションの開発だ。既存のデータをさまざまに生かし
ていく構想を抱く企業は多いが、そもそも自社のどこにどんなデー
タがあるか把握できていないケースも少なくない。これに対し、
VMware Cloud on AWS と「Amazon Redshift」「Amazon 
QuickSight」といったフルマネージドサービスを組み合わせること
で、「企業は、新たにシステムを開発しなくても、短期間でかつ低
コストで大規模データ分析基盤の構築が可能になる」と諸岡氏は
述べた。

手っ取り早くクラウドのメリットを享受
　諸岡氏によると、SAPやOracleといったオンプレミスで運用し
てきたシステムをクラウドに移行したいニーズはやはり多いという。
「VMware Cloud on AWSなら移行コストを抑えた形で、手っ取
り早くクラウドのメリットを享受できる。クラウドならではのアジリ
ティーがあるサービスを展開する際にも、AWSが提供するさまざ
まなサービスと連携することでクラウドの価値を生かしていくこと
ができる」

独自の検証を通じて得たノウハウを基に 
顧客のクラウド移行を支援するNEC

　NEC サービスプラット
フォーム事業部 部長の熊井睦
美氏は「DXを支えるクラウドの
現状とハイブリッドクラウドを
加速する『VMware Cloud on 
AWS』」と題するセッションに
おいて、NECでは、顧客との
共創を通じて社会価値の創出
に取り組んできたことをあらた
めて説明した。
　「共創の実現には、テクノロ
ジーの力、特に、実世界の情報を集約して新しい価値に変え、再
び実世界にフィードバックしていくクラウドテクノロジーの力が欠か
せない。それを生かしてデジタルトランスフォーメーションを実現し
ていくことが、この先の新たな価値につながる」（熊井氏）

ハイブリッドクラウドが求められる背景
　さて、クラウドという技術が生まれてからしばらく経ち、その形
態にもさまざまなバリエーションが生まれている。中でも注目すべ
き潮流が「ハイブリッドクラウド」だ。NECはこの流れに応えるべ
く、さまざまな取り組みを進めている。その一つが、2018年 4月
に立ち上げた「MCソリューションセンター」だ。ここに専門のエ
ンジニアを集約し、さまざまな業種、企業規模などセグメントに対

ユースケースから見たビジネス価値（出典：アマゾンウェブサービスジャパン）

NEC サービスプラットフォーム事業部
部長  熊井 睦美 氏

vRealize suite, PowerCLI

Management
vCenter server VMware Cloud on AWS

vSphere VSAN NSX

すべてのAWSサービスへのアクセス

AWS グローバルインフラストラクチャお客様データセンター

vCenter server
オンプレミスとクラウドにまたがる単一管理



する横断的な技術支援体制を整えてきた。並行して、AWSや
VMwareといったパートナーと密接なアライアンスを組み、そこで
得た知見を生かしてソリューションを展開している。
　これまで多様な顧客を支援し、生の要望を聞いてきた熊井氏によ
ると、クラウド化に際しては、顧客が共通して抱く不安が 3つある
という。1つ目は、クラウドに載せ替えてそのまま動くのか、これま
で通りのパフォーマンスが出るのかということ。2つ目は、クラウド
ならではの新しいスキルの獲得や運用体制が必要になり負担が増
えるのではということ。そして 3つ目は、単純な移行（リフト）す
るだけでは、クラウドならではのメリットを享受できないのではとい
うことだ。
　一方で、既存の仮想化環境をクラウドに移行するには、一般的
に 3つの選択肢がある。プライベートクラウドの構築、ハイブリッ
ドクラウドの活用、そしてクラウドへの全面移行だ。熊井氏は「そ
れぞれの方式にメリットがあり、『顧客が何を重視しているのか』を
踏まえてクラウドシフト（単純移行のリフトだけではなく、クラウド
の機能をフルに活用して、そのメリットを享受すること）の際のデ
ザインをどのように設計するかがポイントになる」と述べた。
　ただ、これまで市場で主に提供されてきた選択肢は、プライベー
トクラウドか、それともパブリッククラウドへの全面移行かの「二
択」のみ。NECとしてもいろいろな選択肢を用意してきたが、こ
の両者をスムーズに行き来でき、管理を一元化できるようなハイブ
リッドクラウドは個々の要件に合わせて個別に提案してきたという。
　「VMwareユーザーにとって、この穴を埋めるものが VMware 
Cloud on AWSだ。オンプレミスともつながるし、ピュアなクラウ
ドサービスとも連携できる。これにより、VMware上の資産をクラ
ウドに移行するハードルが非常に低くなる。前述の顧客が抱える 3
つの不安に対する解答が用意されており、ハイブリッドクラウドに
正に適したソリューションだ」（熊井氏）

NECは VMware Cloud on AWSをどのように提供するのか
　NECではこのVMware Cloud on AWSを顧客がスムーズに活
用できるよう、当初はオレゴンリージョン、現在は東京リージョン
でのサービスについて「クラウドサービスを提供する事業者」と「シ
ステムインテグレーター」という 2つの視点から検証を行い、さま
ざまな準備を進めてきた。
　具体的には、クラウド事業者として「顧客視点での想定通りに機
能が動作するか」「オンプレミス環境との連携はどうか」、そしてシ
ステムインテグレーションの観点から「AWSのさまざまなサービス
は制限なく使えるか」「VMware vSphere® vMotion®による移行
性はどうか」「顧客がオンプレミスで採用しているサードパーティー
製品との組み合わせは可能か」といったポイントを検証。操作性や
手順書なども含め、試してみなければ分からないところまで含めて
確認したとして、検証結果の一端を紹介した。このノウハウを踏ま
えて顧客へのサービスを展開していくという。NECはクラウドサー
ビスを事業者として提供してきた 10年以上の運営経験、運用や保

守の実績、年間 1万件を超えるインシデントに対応しているサポー
ト体制を基に、VMwareの VMware Cloud on AWSのマネージ
ドサービスプロバイダープログラム（MSP）ベンダーとしてサービ
スを提供開始している。

　またシステムインテグレーターとしては、VMwareとAWS、双
方の実績を基に、計画から設計、導入、移行、運用まで各プロセ
スを支援する「プロフェッショナルサービス」を通じて顧客が抱え
る課題や不安に応えていくという。例えば「PoC（事前検証）支
援サービス」では、設計に入る前の検討、計画を短期間で効率良
く進められるよう、検証を経験したエンジニアがNECで実施した
検証ノウハウをテンプレート化して支援する。顧客にとっては用意
されたさまざまなテンプレートやマネージドサービスを必要に応じ
て選択することでNECならではの知見とノウハウを利用できるこ
とになる。

　熊井氏は「実績と経験、パートナーシップ、そして検証での知見
と技術の蓄積、導入から運用までを支援するサービスという具合に
求められる要素をNECは全て兼ね備えている」と述べ、顧客とと
もにハイブリッドクラウドを生かし、新しい価値作りに取り組んでい
く姿勢を強調した。

●お問い合わせ  日本電気株式会社  サービスプラットフォーム事業部 インフォメーションデスク  E-mail：info@ebiz.jp.nec.com
※この冊子は @IT（https://www.atmarkit.co.jp/）に 2019 年 4月に掲載された記事をもとに作成したものです。
https://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1904/24/news002.html     　   copyright© ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

NEC が提供する VMware Cloud™ on AWS（出典：NEC）

VMware Cloud™ on AWSプロフェッショナルサービス（出典：NEC）
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AWSを活用したサービス提供



HAクラスタリング



このようなお客様に

特長・導入効果

お客様のメリット/エンドユーザー・社会へ与える価値

 可用性を落とさずに、オンプレミスの環境をAWSへ
移行したいお客様

 アマゾン ウェブ サービス (AWS)上でERP、EDI、
データベース、ジョブ管理システム、ファイルサーバー
などの可用性を向上させたいお客様

 Amazon EC2のインスタンスをまるごと二重化してお
き、障害時やメンテナンス時は自動でフェールオーバー
(切替)することにより、障害時もメンテナンス時も業務
を継続可能

 Multi-AZ 構成に対応。Amazon EC2 の Service 
Level Agreement の要件を充足

 Amazon Linux 2 に対応

 お客様の業務システムの可用性を向上、アップタイムを
最大化し、お客様のビジネスのサービスタイムを拡大し
ます。

基幹システムに必携 可用性向上・アップタイム最大化

Ultimate Integrated Solution for High Availability with "EXPRESSCLUSTER X"

17年連続国内シェアNo.1※の実績を誇るHAクラスタリングソフトウェア「CLUSTERPRO」

(*) 出典：IDC Japan、2018年6月 「国内コンピューティング／ネットワークインフラストラクチャソフトウェア市場シェア、2017 年：クラウドの拡大がOSS を加速」 (JPJ42859418)

VPC

AWS Cloud

Availability Zone 1 Availability Zone 2

Instance Instance

Volume Volume

業務AP 業務AP

フェールオーバー

レプリケーション



AWS活用におすすめのHAクラスタソフト

アマゾン ウェブ サービス (AWS)での可用性、信頼性向上に
～CLUSTERPRO X(クラスタープロ エックス)～

https://jpn.nec.com/clusterpro/

CLUSTERPRO Xは、こんな方におすすめです。
 AWSでも高い信頼性が欲しい。

(障害対策、災害対策、計画停止対策、SLAへの対応)
 オンプレミスで使っているクラスタソフトが

AWSに対応していないと言われて困っている。
 データベース製品の冗長化オプション(ex. Oracle Data 

Guard)は高すぎる。もっと安い冗長化ツールがないか。

AWS環境にもしっかり対応

AWS環境での信頼性向上

共有ディスクが提供されないAWSでも、
CLUSTERPRO はデータミラー機能で
Active/Standby のクラスタ構成を実現します。
さらに、AWSサービス毎に最適化したクラスタ構
築手順(ex.仮想IPアドレスの切替)のWeb掲載など、
無償で受けられるメニューが充実しており、
CLUSTERPRO が初めてのお客様でも安心です。

物理的に異なるロケーションに分散配置したVM
を CLUSTERPRO で冗長化することにより、
AWSサービスの高いサービスレベルを享受。
HW、SWの両面で耐障害性を向上させると共に、
データミラー機能により業務データを保護します。

AWSのコストパフォーマンスを活かせる

データベース製品等をAWS上で冗長化すると、
上位エディションへの変更やオプション追加で数
百万円～の費用増となるケースがあり、AWS活用
における大きな障害となります。
CLUSTERPRO をそれらに代わる冗長化ツールと
してお使いいただくことにより、コストパフォー
マンスを損なわずにAWS活用を進めることができ
ます。

▼CLUSTERPRO X 導入イメージ

Availability Zone A Availability Zone C

フェールオーバー

ミラーリング

業務
データ

業務
データ

クラスタ
ノード
(現用系)

クラスタ
ノード
(待機系)

ERP、ジョブ管理など



AWSでの業務継続・災害対策

特長

構成例

AWS環境への対応

AWS環境上でも多数実績あり、安心してご利用い
ただけます。

AWS環境での動作確認状況はこちらから：

https://jpn.nec.com/clusterpro/clpx/sysrep_cloud.html

17年連続･国内Windows+Linux 高可用
クラスタソフトNo.1

無償で受けられるメニューが充実

CLUSTERPROが初めてでも安心！

• 毎月開催のトレーニングコース(CLUSTERPRO 

技術認定制度)

• AWS環境に最適化したクラスタ構築ガイドを公

開

• 2か月間全機能を利用できるトライアル版を提供

出典：IDC Japan、2018年6月 「国内コンピューティング／ネットワークインフラスト
ラクチャソフトウェア市場シェア、2017 年：AWSの拡大がOSS を加速」
(JPJ42859418)

お問い合わせは、下記へ
NEC クラウドプラットフォーム事業部 （CLUSTERPROお問い合わせ）
TEL：044(435)1393
E-mail：info@clusterpro.jp.nec.com
受付時間 9：00～12：00 13：00～17：00 月曜日～金曜日（祝日を除く）

日本電気株式会社 〒211-8666 神奈川県川崎市中原区下沼部1753 玉川ソリューションセンター6階 2019年6月

●本紙に掲載された社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
●本製品の輸出（非居住者への役務提供等を含む）に際しては、外国為替及び外国貿易法等、関連する輸出
管理法令等をご確認の上、必要な手続きをお取りください。ご不明な場合、または輸出許可等申請手続きに
あたり資料等が必要な場合には、お買い上げの販売店またはお近くの弊社営業拠点にご相談ください。

●本紙に掲載された製品の色は、印刷の都合上、実際のものと多少異なることがあります。また、改良のため
予告なく形状、仕様を変更することがあります。

CLUSTERPRO製品保守（PP・サポートサービス）について
・保守レベルが標準サービスの場合の料金です。
時間延長サービスの場合は、月額保守料金が異なります。

・Windows版とLinux版では、月額保守料金が異なります。
・媒体製品は、PP・サポートサービスの対象外です。

表示している価格は全て税別です。

必須 型番 製品名 希望小売
価格（円）

月額保守
料金（円）

数量

◎

◎

UL1276-B62-I 
UL1276-B03-I 
UL1276-B0B-I 
UL1276-B05-I

CLUSTERPRO X 4.1 for VM (1ﾉｰﾄﾞﾗｲｾﾝｽ)

CLUSTERPRO X Replicator 4.1 (1ﾉｰﾄﾞﾗｲｾﾝｽ)
CLUSTERPRO X System Resource Agent 4.1(1ﾉｰﾄﾞﾗｲｾﾝｽ)
CLUSTERPRO X Alert Service 4.1 (1ﾉｰﾄﾞﾗｲｾﾝｽ)

300,000
200,000

150,000
100,000

3,800
2,500

1,900
1,300

2
2

2
2

必須◎の合計希望小売価格： 1,000,000 円

必須◎の合計月額保守料金： 12,600 円

ライセンス製品、Windows版、保守レベル：標準サービス

媒体製品（別途購入が必要）

必須 型番 製品名 希望小売
価格（円）

月額保守
料金（円）

数量

◎ UL1276-B01-I 
UL1276-B04-I

CLUSTERPRO X CD 4.1
CLUSTERPRO X Startup Kit 4.1

10,000
100,000

－

－

1
1



豊富な知識と経験を駆使して、お客様システムの可用性向上を支援します
ベンダー資格(*1)を保有する技術者による支援
AWS基盤検証で得たノウハウを活用

 CLUSTERPRO X(HAクラスタソフト)

 CLUSTERPRO X SingleServerSafe(シングルサーバ向けソフトウェア)

 CLUSTERPRO MC ProcessSaver(プロセス監視ソフトウェア)

 CLUSTERPRO MC ApplicationMonitor(Oracle監視ソフトウェア)

クラウドHAコンサルティングサービス

基幹業務などの重要システムをアマゾン ウェブ サービス (AWS)に移行するなら

「AWS環境のHAクラスタソフトウェア導入のススメ」

クラウドサービスのSLA適用、計画停止対策、災害対策は当たり前の時代です

AWS上のシステムの冗長化を必要とされるお客様に最適なサービスを提供します

ご利用のAWS環境におけるHAクラスタの実現可
能性検証、接続検証などを行います。

相談窓口の設置、移行アドバイス、構築作業など
により、AWS環境におけるサーバー、アプリ
ケーションの冗長化を行います。オンプレミス環
境からの接続やバックアップ手順などもご支援。

■ 検証支援サービス■ 構築支援サービス

対象製品

(*1)2019年6月時点では、本サービス担当部署に下記の資格保有者が在籍
・AWS認定ソリューションアーキテクト – プロフェッショナル
・AWS認定ソリューションアーキテクト – アソシエイト



サービスメニュー

HAクラスタの構築支援サービス 【アマゾン ウェブ サービス（AWS）】

サービスの特徴

メニュー(*2) 価格(*3) 備考

初回導入相談 無料 導入にあたっての説明やデモ実施

検証支援サービス 要問い合わせ 検証結果報告書

構築支援サービス 要問い合わせ 構築/テスト結果報告書、SG仕様書

(*2)記載したメニュー以外にもご相談を承ります。随時お問い合わせください。
(*3)価格については、システム要件により個別に見積もりを行います。

クラウドHAコンサルティングサービス

お問い合わせは、下記へ
NEC クラウドプラットフォーム事業部 （CLUSTERPROお問い合わせ）
TEL： 044(435)1393
E-mail：info@clusterpro.jp.nec.com
受付時間 9：00～12：00 13：00～17：00 月曜日～金曜日（祝日を除く）

日本電気株式会社 〒211-8666 神奈川県川崎市中原区下沼部1753 玉川ソリューションセンター6階 2019年6月

●本紙に掲載された社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
●本製品の輸出（非居住者への役務提供等を含む）に際しては、外国為替及び外国貿易法等、関連する輸出
管理法令等をご確認の上、必要な手続きをお取りください。ご不明な場合、または輸出許可等申請手続きに
あたり資料等が必要な場合には、お買い上げの販売店またはお近くの弊社営業拠点にご相談ください。

●本紙に掲載された製品の色は、印刷の都合上、実際のものと多少異なることがあります。また、改良のため
予告なく形状、仕様を変更することがあります。

■ AWSへ重要システムをリフトアップ

CLUSTERPRO XのAWS対応状況については以下をご確認ください。
https://jpn.nec.com/clusterpro/clpx/sysrep_cloud.html

 アマゾン ウェブ サービス（AWS）での
検証実績とノウハウを活かし、重要シス
テムのAWS移行の最適解をご提案。

基幹業務などの重要システムをAWSに移行したいお客様向けに、システムの冗長化の 観点
から提案・支援を行います。(AWSサービス内、オンプレミス－AWS間など)

■ AWSへのシステム展開を加速

 AWSとCLUSTERPROの両方に精通
したエンジニアがHAクラスタの導入
期間短縮をご支援。

Availability Zone A Availability Zone C

フェールオーバー

ミラーリング

業務
データ

業務
データ

クラスタ
ノード
(現用系)

クラスタ
ノード
(待機系)

オンプレミス

ERP、ジョブ管理など

支援範囲(設計～構築)
オンプレミスからの接続方法
やバックアップ手順なども

ご支援します



ファイルサーバ統合管理



このようなお客様に

特長・導入効果

お客様のメリット/エンドユーザー・社会へ与える価値

ファイルサーバーのセキュリティ対策と
データ最適配置によるコスト削減

NEC Information Assessment System (NIAS)

 ファイルサーバーのクラウド移行を検討中の方

 容量の肥大化・不要ファイルの蓄積でお困りの方

 アクセス権・個人情報の管理が徹底されていない方

 利用頻度の低い非活性なファイルを容量単価の低いオブジェ
クトストレージへアーカイブし、データの最適配置を実現

 ファイルサーバー上の不要なファイルを見つけ出し、定期的
な整理を実現。

 問題のあるアクセス権箇所を見つけ、確実に棚卸し

 膨大なファイルから個人情報を検出し、情報漏えいを防止

 容量の削減／コストの最適化

 セキュリティの強化



アマゾン ウェブ サービス（AWS) 上の
ファイルサーバーを有効活用

ファイルサーバー管理ツール「NIAS」で AWS 上のファイルサーバー

を管理することで、「データの最適配置によるコスト削減」、「セキュ

リティ対策」を実現します。

ファイルサーバーの容量肥大化・

不要ファイルの蓄積でお困りではありませんか？

アクセス権や個人情報の管理が

利用者任せになっていませんか？

利用頻度の低いファイルを容量単価の低い Amazon S3 へアーカイ
ブすることで、データの最適配置を実現。

問題のあるアクセス権箇所を見つけ、確実に棚卸し。

膨大なファイルから個人情報を検出し、情報漏えいを防止。

AWS上のファイルサーバーの最適管理を実現



ファイルサーバー管理ツール「NIAS」

NIAS製品に関するお問い合わせ

日本電気株式会社

AIプラットフォーム事業部 NIAS担当 (info@nias.jp.nec.com)

NIAS(NEC Information Assessment System)のご紹介

ファイルサーバーの肥大化やセキュリティに対する問題点を改善し、
トータルコスト削減・情報漏えいリスク低減を実現します。

見える化・整理・容量削減

利用状況や整理効果が一目でわかる

管理画面

肥大化要因を簡単把握（長期未参照、
重複、巨大など）

ポリシー設定による自動整理
未参照ファイルをアーカイブ領域に

自動で退避

アクセス権管理

ポリシーに反するアクセス権が

シングルウィンドウで確認/修正可能

個人情報の検出だけでなく、ファイルの

隔離や削除が可能

氏名、メールアドレス、住所、電話番号
マイナンバー、クレジット番号、指定

した文字列を含むファイルを検出可能

各項目の出現パターンやアクセス可能者
数などから検出したファイルの危険度を
判断可能

個人情報検出

①ユーザアカウントでアクセス権を確認
②上位と異なる設定がされた場所
③管理者がアクセスできない場所
④退職者や無効ユーザのアクセス権
⑤任意条件に該当する場所

(例：everyone フルコントロール 等)

人事異動、組織改編時に発生する煩雑な

設定作業を大幅に効率化

設定作業を現場部門/プロジェクトに

権限移譲することが可能

申請承認をシステム化するワークフロー

機能を搭載

リソース管理

個人情報を
含むファイル

検出

整理

氏名
アドレス
マイナンバー
：

詳細が
アイコンで
チェック可能問題箇所を

一括で修正

フォルダツリーで
状況を可視化

Win

dow

s

EMC 

VNX

Net

App

一般ユーザ

フォルダ管理者
（部門管理者）

システム管理者
(情シス部門)

【権限委譲】

クオータ アクセス権
ＡＤ

セキュリティグループ

ファイル
サーバ

※ 利用者による確認を行ったうえでの整理も可能
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IoT/M2Mプラットフォーム



このようなお客様に

特長・導入効果

お客様のメリット/エンドユーザー・社会へ与える価値

 収集したIoTデータをアマゾン ウェブ サービス（AWS
）と連携し、有効な情報を瞬時に人が把握できるように
したい方（例：製造業、小売業、不動産業、農業）

 オープンなAPIを介して、AWSと連携したシステムを
容易に構築可能

 GUIエディタ(Node-RED)でフロー定義ができ、
誰でも簡単に開発可能

 小規模実験から容易に大規模構成にスケールアウト可能

 感覚でしかできなかったノウハウを数値化でき、さらに
作業を自動化することによる品質の均質化や生産性向上

 ビッグデータ分析による新たなビジネスモデル構築

汎用性の高いIoTプラットフォームを実現

IoT Platform Software 「CONNEXIVE」

IoT/M2Mプラットフォーム 「CONNEXIVE」

エッジ

デバイス/センサ

IoT集配加工
マネージドサービス

蓄積

CONNEXIVE ICE

AWS
Lambda

AWS Cloud

AIサーバ

クラウド

CONNEXIVE EDM

可視化
Amazon Simple

Notification Service

AIエンジン

収集/加工/制御 ファームウェア更新
機器情報収集

メール

API



IoT集配加工マネージドサービス

IoTビジネスを加速する基盤サービス

IoTデータの収集・蓄積・可視化、他サービスとの連携を実現するサービスです。

導入のハードルとなる運用や構築は一切不要。業種を問わず、短期間・低コストで

お客様のセンシングデータ活用をご支援いたします。

IoTの事業化を考えているが難しくないですか？お高くないですか？

[課題や悩み]

IoT集配加工マネージド
サービスで解決！

月額1万円からとお安く開始できます！

コストを抑え、スモールスタートで始めたい！

事業化したいが構築や運用を考えると手が出ない！

すぐに始めたいが準備が大変！

Point1

導入・運用の手間が不要なサービス型です！

IoTデータの収集、蓄積、可視化、検索など
すぐ試すための機能をご用意しています！

Point2

Point3

エッジ/デバイス

クラウド

Event Hub

API

Data Store  デバイス
同期制御

 可視化

Virtual Device

 HTTP

Graphic viewer

 MQTT

IoT集配加工マネージドサービス

AWS
Lambda

AWS Cloud

Amazon Simple
Notification Service

 データ参照
 イベント通知

 認証連携
 AI連携

メール



 現行・課題

① ハウスに出向かないと様子が分からない

② 記録作業は全て手作業

③ 農業経験がないと判断できない

 クラウドサービス化すると
① 家からタブレットなどで状況を把握。

遠隔から温度調節や湿度調整が可能。

② センサーからのデータは自動収集。
見える化などをすぐに体験。

③ 様々なデータから分析可能。経験に
頼らない農作業や、後進育成を実現。

料金例

利用例：ハウス栽培監視をクラウドサービス化

価格情報

NEC クラウドプラットフォーム事業部

〒211-8666 神奈川県川崎市中原区下沼部1753 玉川ソリューションセンター E-mail: info@connexive.jp.nec.com

※IoT集配加工マネージドサービスをご利用するためには、NEC Cloud Servicesのご利用が別途必要です。
詳細につきましては、弊社担当営業までご連絡ください。

IoTビジネスを加速する基盤サービス

アプリ
ケーション

外部サービス

ハウス

自宅

IoT集配加工
マネージドサービス

ハウス栽培監視クラウドサービス

NEC

 基本契約（固定）

メニュー名 月額料金 ご利用条件

Lite 10,000円 デバイス接続数 50台まで。各月1GBの利用まで無料。

Basic 100,000円 デバイス接続数 500台まで。各月15GBの利用まで無料。

Advanced 500,000円 デバイス接続数 2500台まで。各月100GBの利用まで無料。

 オプションメニュー（従量）

オプション名 月額料金 備考

a) サービスへのデータ転送 300円 本サービスへデータを転送する。課金は0.1GB単位。

b) データ保管 300円 本サービスにデータを保管する。課金は0.1GB単位

c)外部サービスへのデータ転送 300円 本サービスからデータを転送する。課金は0.1GB単位

d) データ参照 300円 本サービスに保管したデータを参照する。課金は0.1GB単位

2019年5月版

警報データ
センサーデータ

遠隔

(※) 無料枠超過容量(6GB) = 

データ転送量(10GB) + データ保管(10GB)＋データ参照(1GB) - 無料枠(15GB)

利用形態

・デバイス数：300台

・データ転送量：10GB/月

・データ参照量：1GB/月
⇒月額 ¥118,000

基本契約:100,000円(Basic)⇒

⇒ オプション料金:18,000円 (※)

mailto:info@connexive.jp.nec.com


AI活用プラットフォーム



「みんなで創るAI」を実現するAI活用プラットフォーム
NEC Advanced Analytics Platform（略称：AAPF）

適用分野

機能構成

検証 導入 活用

アプリケーション開発者 ユーザー & モデル管理者データサイエンティスト

必要なツールと
環境を一括提供

AIのAPI化と
アプリ開発をカンタンに

パフォーマンスの
見える化を支援

NEC Advanced Analytics Platform on AWSクラウド

AI開発環境 AI-API ダッシュボード連携※

特
長

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム

ア
ク
タ

 異種混合学習
 RAPID機械学習
 テキスト含意認識

 scikit-learn
 PyTorch ※2

 …etc.

Docker GPU ※1Jupyter Python

OSS機械学習ライブラリ

※1: 順次強化・搭載予定、※2: ライブラリアドオン機能により追加利用可能により実現 ※:本紙に掲載されている社名、商品名、サービス名などは、各社の商標または登録商標です。

このようなお客様に

特長・導入効果

お客様のメリット/エンドユーザー・社会へ与える価値

 AIを使った検証を行いたい

 AIを業務に組み込みたい

 AI活用をサポートしてほしい

 必要な環境とツールを一括提供

・NEC独自のAI技術 & 世界標準OSSを統合

 AIのAPI化とAP開発をカンタンに実現

・検証した分析手順やモデルを容易にAPI化

 300以上のプロジェクト経験を基に支援

・AI活用サービスメニューでトータルにサポート

・業種・業務毎のテンプレートもあわせて提供

 効果の高い検証をすぐに始められる分析環境を提供

 検証から活用へのスムーズな移行を実現

 どこにAIを適用するとよいかがすぐにわかる

チャーン予測 劣化・故障検知 人材マッチング お客様の声分析

商品需要予測 製造在庫予測 品質劣化予測 電力需要予測



NEC Advanced Analytics Platform

「みんなで創るAI」を実現するAI活用プラットフォーム

AI活用における検証～導入～活用フェーズを同一基盤でシームレスに接続するプラットフォーム

スキルの異なるプロフェッショナルの協働による迅速な価値実現を支援

需要予測や適正化など、社会の様々な予測を実現

チャーン予測 劣化・故障検知 人材マッチング お客様の声分析

商品需要予測 製造在庫予測 品質劣化予測

適用分野

機能構成

検証 導入 活用

アプリケーション開発者 ユーザー & モデル管理者データサイエンティスト

必要なツールと
環境を一括提供

AIのAPI化と
AP開発をカンタンに

パフォーマンスの
見える化を支援

NEC Advanced Analytics Platform on AWSクラウド

AI開発環境 AI-API ダッシュボード連携※1

特
長

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム

ア
ク
タ

 異種混合学習
 RAPID機械学習
 テキスト含意認識

 scikit-learn
 PyTorch ※2

 …etc.

DockerJupyter Python

OSS機械学習ライブラリ

※1: 順次強化・搭載予定 ※2: ライブラリアドオン機能により実現

電力需要予測

アマゾン ウェブ サービス（AWS）上にAI開発環境を一括構築
NEC the WISEのAIアルゴリズムを使用した検証をすぐに開始できます



NEC Advanced Analytics Platform

NEC the WISE 異種混合学習技術とは

お問合せ先

•NEC Advanced Analytics Platform 担当

aapf-contact@aar.jp.nec.com

※本紙に掲載されている社名、商品名、サービス名などは、各社の商標または登録商標です。

多種多様なデータから、簡単に複数のデータのパターンを自動で場合分け
状況に応じた最適な規則性を選択する、NEC独自のアルゴリズム

AAPF Solution Templates

AAPF上で動作するテンプレート(※)を順次開発。第一弾として製造業向け[製品需要予測テンプ
レート][保守部品需要予測テンプレート]を提供開始

異種混合学習技術

①自動で場合分け

平日 休日

予測式① 予測式②

Yes No

予測式③ 予測式④

なし あり

過去データ

②解釈性の高い予測式

予測式 ： Y1 =a0x0+a1x1+・・・+a50x50

予測式 ： Yｎ=a0x0+a1x1+・・・+a50x50

：

専門家がいなくても
高精度の予測精度と
解釈性を実現

明日○○は□□個
売れます
算出根拠はこうです

平日or 休日

気温25℃以上 イベント

すぐに試せるテンプレート&GUI業種・業務毎にテンプレートを提供可能

NEC Advanced Analytics Platform (AAPF)

”事例集”から”テンプレート”を選択

GUIで結果を確認&カスタマイズ

１

3

小売商品
需要予測

卸商品
需要予測

製品
需要予測

設備故障
予測 …

“テンプレート”に従いデータ準備2

データ定義、特徴量設定、
データ加工、AIパラメータ設定
完了！

※テンプレートの体系については、見直す可能性があります

etc..
etc..

etc..

審査支援

etc..
etc..

etc..

品質分析需要予測
・製品需要予測
・保守部品需要予測 etc…

製造業向け 金融業向け

etc…

mailto:aacloud_contact@pfs.jp.nec.com


AIチャットボット



このようなお客様に

特長・導入効果

お客様のメリット/エンドユーザー・社会へ与える価値

 問合せ対応業務を効率化したい

 お客様サポートの品質向上を図りたい

 問合せ対応者の慢性的な人手不足に困っている

 NEC the WISEの「テキスト含意認識技術」を搭載。
自然文の多様な表現を認識することが可能となり、高精
度・高速に質問回答

 LINE、Skype for Business、音声認識など様々な外
部システムと連携。社内業務システムと連携しAIチャッ
トボットによる作業代行まで可能

 お問合せ履歴に対してAIによる分析を行うことにより、
Q&Aデータ整備を効率化することが可能

 独自のテキスト含意認識技術により高精度・高速に回答

 多様な表現の認識によりQ&Aデータ作成、メンテナン
ス工数を低減

問合せ対応業務の省力化ソリューション
AIチャットボット 「NEC 自動応答」

NEC Automatic Answering

よくある問合せは
チャットでAIが自動
で回答

• いつでも使える
• 気軽に使える
• すぐ解決する

• 問合せ対応業務の
省力化

• CS向上
• データ蓄積・活用

ユーザメリット

事業者メリット

問合せ者

他システム

システム連携

ログデータ
分析

NEC 自動応答

学習データ
蓄積

チャット内容を
ロギング

分析結果

データ管理者

Q&Aデータメンテナ
ンス

PDCA

よくある問合せ

回答

評価結果

Q&A
データ等



問合せ対応業務の省力化ソリューション

AIチャットボット「NEC 自動応答」

AIにより自然文の多彩な表現を認識。高精度・高速に自動回答します。

従来、FAQや電話・メールなどで行われている問合せ対応を、AIチャットボット

が代行して、最適な情報を回答。お客様・企業・従業員間のコミュニケーション

活動で発生している様々な課題を解決します。

こんなお困り事ありませんか？

問合せ対応の省力化、高価値化

よくある問合せはチャットボットが
自動で回答。問合せ対応業務の負荷
を軽減し、より複雑な質問対応や、
高付加価値業務へのシフトが可能。

利便性、お客様満足度向上

24時間365日気軽に問合せ
でき、即回答が得られること
で、問題解決までの時間が
短縮。

データ活用促進

Q&Aデータをノウハウとし
て蓄積することで属人性を減
らし対応品質を均一化。さら
に対話蓄積データはマーケ
ティングに活用が可能。

メリット



NEC 自動応答

特長

NEC AI・アナリティクス事業部

URL:https://jpn.nec.com/auto-rep/

E-mail: necar@info.jp.nec.com

●本紙に掲載された社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
●本製品の輸出（非居住者への役務提供等を含む）に際しては、外国為替及び外国貿易法等、関連する輸出管理法令等をご確認の上、必要な手続きをお取りください。
ご不明な場合、または輸出許可等申請手続きにあたり資料等が必要な場合には、お買い上げの販売店またはお近くの弊社営業拠点にご相談ください。

●本紙に掲載された製品の色は、印刷の都合上、実際のものと多少異なることがあります。また、改良のため予告なく形状、仕様を変更することがあります。

日本電気株式会社 〒108-8001 東京都港区芝五丁目7-1（ＮＥＣ本社ビル） 2019年5月現在

NEC 自動応答 全体イメージ

短期間に構築でき、メンテナン
スが楽

高い精度で質問に回答
NEC the WISEの「テキスト含意認識技術」を搭載。自然文の多様な表
現を認識することが可能となり、高精度・高速に質問回答。米国NIST主
催の評価タスクTAC-RTEで第１位を獲得。

機械学習、ディープラーニングを利用したAIチャットボットと比較して
少ないデータで精度を向上できるため、短期間でサービス提供が可能で
メンテナンスにかかる手間も少なくて済みます。

外部システム、ツールと
容易に連携可能

システム連携APIを搭載。外部システムから呼び出して問合せ回答の結
果を利用したり、RPAと連携しチャットにより指示し作業代行するよう
なシステムを構築することも可能です。

LINE、Skype for Business 
活用

LINE、Skype for Businessとの連携機能を標準で提供していますので、
お客様毎に最適化された応対や、企業内での新たなコミュニケーション
チャネルとしてご利用頂くことができます。

電話音声での自動応答も可能
IVRと連携し電話で用件を伝えることでチャットボットが適切な対応を
行うことができます。また、音声での回答だけでなくLINEやショート
メッセージ（SMS）との連携も可能です。

オンプレ、クラウドどちらも
OK

セキュリティ要件の厳しいお客様やプライベートクラウド運用されてい
るお客様向けに、クラウドサービスだけでなく自社運用（オンプレミ
ス）でのご提供も可能です。

導入事例 NECグループ社員向けヘルプデスク

※ NECマネジメントパートナー事例より
http://www.news2u.net/releases/163140

問合せ者

他システム

システム連携

ログデータ分析

NEC 自動応答

学習データ蓄積

チャット内容をロギング

分析結果

データ管理者

Q&Aデータメンテナンス

PDCA

よくある問合せ

回答

評価結果

Q&A
データ等

http://www.news2u.net/releases/163140



