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NECは、同社の仮想PC型シンクライアントシステム

「VirtualPCCenter（バーチャルピイシイセンター）」の

販売を国内外で強化しており、アジア地域においては、

昨年末からの約半年間で現地の日系企業10社から計500

台規模の受注を獲得した。

アジア地域の日系企業では、情報漏洩対策・新型インフル

エンザの大流行（パンデミック）を想定した事業継続基盤の

強化・システム運用管理の効率化とコスト軽減・内部統制強

化などのニーズを背景に、端末側にデータやアプリケーショ

ンを持たず、サーバ側に統合集約して集中管理を行うシンク

ライアントシステムを注目している。その中で、NECの

VirtualPCCenterは、既存のPC環境を仮想化し、これまでの

使い勝手を継承しながら少ない台数の高信頼性サーバ側に統

合集約し、ITリソースを無駄なく効率的に利用できることか

ら高い評価を受け、日本国内外で多数の企業に導入されてい

る。特にアジア地域では、日系企業から、システムの完成

度・信頼性、充実した現地サポート体制が高く評価され、以

下の企業をはじめとした日系企業10社への導入が決定した。

◆Thai Wire & Cable Services Co.,Ltd（TWCS／タ

イ）：工場内のスタッフ部門にシンクライアント端末

「US110」を120台導入。

◆Mitsiam Motors Co., Ltd.（タイ）：セキュリティ強

化、システム運用管理の効率化を主目的に、オフィス業

務向けにシンクライアント端末「US110」を120台導入。

現在、アジア地域には約1万社の日系企業が進出し、

その企業数は増加傾向にある。そのため同市場において

は、事業継続基盤の構築・セキュリティ強化・TCO削

減などを目的とした IT投資の増加が見込まれている。

NECは今回の導入実績をベースに、アジア地域におい

て今後３年間で100人規模の販売体制を確立し、シンク

ライアントシステム事業を強化していくそうである。

富士通は、同社が提供している手のひら静脈認証装置

「PalmSecure（パームセキュア）」が、中国江蘇省のSI

企業である南京●天科技有限公司（以下、天公司）の提

供するソリューションに採用されたことを発表した。

天公司は、一般の業務システムのほか、電子政府シス

テムなど、様々なソリューションを民間企業および政府

に対して幅広く提供している。これらの ITシステムに

は、通常、それぞれのユーザーが IDとパスワードを入

力してアクセスしているが、パスワードの忘却や複数の

システムで異なるパスワードを用いることによる混乱な

どの問題が指摘されていた。また、重要なシステムへの

アクセスにおいて、パスワードの漏洩による、なりすま

しの危険性も懸念されており、より高度なセキュリティ

の確保が求められていた。そこで今回、天公司は、富士

通の手のひら静脈認証技術の高い認証精度、なりすまし

防止効果、非接触性などの特長を高く評価し、手のひら

静脈認証装置「PalmSecure」を同社のソリューション

に採用した。

PalmSecureは、天公司の提供するソリューションの

一部として、既に南京市建設委員会、南京市雨花台区政

府、中国東方航空の江蘇支社などに導入され、業務アプ

リケーションへのアクセスなどに活用されている。例え

ば南京市建設委員会では、天公司が提供する行政事務、

政府イントラネットなど複数の電子政府システムに対し

て、手のひら静脈認証装置の採用により、一度の個人認

証で一括してアクセスし関連事務を処理することが可能

になった。また、これにより、パスワードの忘却や混乱、

なりすましによる不正アクセスの問題が解消された。さ

らに、中国東方航空の江蘇支社では、手のひら静脈認証

装置が従業員の使う業務システム、チケット予約システ

ムなどのログイン管理に採用されている。

アジア進出の日系企業から、
仮想PC型シンクライアントシステムを受注

中国のSI企業が手のひら静脈認証装置を
採用したソリューションを提供

NEC IPプラットフォームグローバル事業推進本部
TEL：042-333-1717

ＮＥＣ 富士通

富士通コンタクトライン　TEL：0120-933-200
（受付時間：9:00～17:30／土・日・祝日・年末年始を除く）
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OKIは、アース環境サービスから、同社の IPテレフ

ォニーサーバ「IP CONVERGENCE Server SS9100

Type M（SS9100 Type M）」を中心としたIPテレフォ

ニーシステムを受注し、納入したことを発表した。

アース環境サービスは、食品、医薬品・化粧品、容

器・包材をはじめ、様々な分野で「総合環境衛生管理」

という専門性の高い技術サービスを提供する企業であ

る。拠点は全国28ヵ所に広がり、地域に密着した幅広

い企業活動を展開している。このような中、アース環境

サービスでは、既設のPBXや内線電話端末といった、

従来からある社内資産を有効活用しながら拠点間の通信

コスト削減を目指し、内線電話のIP化を進めてきた。

今回、稼動を開始したシステムは、アース環境サービ

ス本社に新たにSS9100 Type Mを導入し、新設の4拠点

に導入した OKIの IP&モバイル ビジネスホン

「IPstage MX/SX」とのSIP連携を可能にしたIPセント

レックスシステムとして、ユニファイドコミュニケーシ

ョンを実現するインフラを整備したものである。また、

従来 IP化を進めてきた拠点との通信は、OKIのインタ

ーワーキングゲートウェイ「BV8000 IWG」を導入し、

従来のH.323プロトコルとSIPとのプロトコル変換を行

うことにより、既設のVoIPゲートウェイを活用しなが

ら現状の通信インフラの環境も維持した。

今後アース環境サービスでは、拠点ごとに点在する従

来型のPBXのリプレース時期に合わせ、順次端末の IP

化やSS9100 Type MとIPstage MX/SXのSIP連携を拡

大していく予定である。これにより、内線電話が「繋が

る」「伝わる」といったコミュニケーション手段として

発展するとともに、データ、音声、映像を IPに統合し

た「Com＠WILLソフトフォン」に代表される先進的な

ユニファイドコミュニケーションが実現される。

ソリトンシステムズは、FeliCa対応のICカードとデジ

タルサイネージを統合し、クロスメディアマーケティング

を可能とする新たなプラットフォームサービスの提供を開

始した。同サービスの最初のテストケースとして、７月５

日からスタートした、新宿区の歌舞伎町と新大久保エリア

の商店街が実施する「KaBu-KuBo（カブクボ）夏祭りキ

ャンペーン」で採用され、50ヵ所に設置された電子ポスタ

ーで利用者の来店促進と利用傾向の効果測定を行った。

ソリトンでは、いち早く非接触ICカードの可能性を認

識し、10年以上前にICカードを利用したセキュリティ製

品を開発した。PCのログオン時にユーザー認証を行う

「SmartOn」は、企業向けソリューションとして高いシ

ェアを獲得している。一方、企業ユースに留まらず、交

通カードをはじめ爆発的に普及を続けるICカードの広が

りに着目し、セキュリティで培った認証の技術を応用し

たのが今回のサービスである。匿名性を保持したまま顧

客を識別し、One to Oneのサービスを提供するソリュー

ションを進めてきた。中でも、デジタルサイネージとい

われる屋外広告を、マーケティング活動に効果的に利用

する方法として、交通系ICカードや、おサイフケータイ

と連動するソリューションを提案している。

従来の、①オンライン通信型 ICカードリーダ、②タ

ッチパネルを搭載したKIOSK端末に加え、新たなシリ

ーズとして、③おサイフケータイに特化した光るポスタ

ー型 ICリーダをリリース、アクセス管理システムも併

せてASPで提供。いずれも、ICカードや携帯電話の識

別情報だけを読み取るので、個人情報は特定されず、事

前の登録などは必要ない。ユーザーの嗜好やエリア内の

動線など、これまであまり表面に出てこなかった情報を、

匿名性を保ちながら収集できるので、新たなマーケティ

ング活動に利用することが可能である。

ＯＫＩ

SIP連携によるIPテレフォニーシステムを
アース環境サービスへ納入

非接触のICカードとデジタルサイネージを
融合したプラットフォームサービスを提供

ソリトンシステムズ

OKI ネットワークシステムカンパニー　IPシステム本部
マーケティング部　TEL：048-420-7049

ソリトンシステムズ㈱
ブロードバンド営業本部　TEL：03-5360-3860
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新日鉄ソリューションズは、資生堂の新マーケティン

グ・システムを構築し、本年6月から国内化粧品事業に

おいて全面稼動を開始したことを発表した。なお、新日

鉄ソリューションズは同システムの中核パッケージとし

て、日本オラクルの「Oracle Business Intelligence

Suite Enterprise Edition（Oracle BIEE）」を採用した。

資生堂は、2008年から始まる「新３ヵ年計画」にお

いて、「グローバルSHISEIDOブランドの育成強化」、

「アジアでの圧倒的な存在確立」等に取組み、持続的な

成長確保とシェア拡大を目指している。また、現在27

に集約した育成ブランドを、今後は６つのメガブランド、

５つのリージョナルブランドを含め合計21ブランドに

絞り込む予定である。これら取組みの中で、絶えず変動

するマーケットの分析を全営業マンから経営トップまで

がタイムリーに行う体制が不可欠になっていた。加えて、

マーケティング・システムは、一昨年のファイントイレ

タリー事業組織の見直しや、今後発生する組織、商品、

商流、物流の変更にスピーディに対応することが求めら

れていたことから、今回のシステム刷新を決定した。

新マーケティング・システムでは、資生堂の取引先約

10万店の出荷およびPOS（Point Of Sale）データの情

報を統合し、ユーザーが販売データをタイムリーに分析

できるようになった。その結果、月次処理等を待たずに、

ほぼリアルタイムでブランド軸・製品軸・地域軸・販売

チャネル軸での売上・損益・在庫等の経営情報が把握可

能となったことから、資生堂では、同社におけるビジネ

スのスピード化、価値創造の促進を期待している。

従来、資生堂では販売分析や市場動向把握にあたり、

多数の個別システムの利用者単位で分析レベルを向上さ

せてきた。一方で、業務面では、分析指標の不統一、情

報および分析手法含めたノウハウの組織横断的な共有化

が困難ということ、加えてユーザーインタフェースが異

なるシステムを使うため、利用者が習熟する負荷が高い

等の問題が発生していた。また、システム面では、サー

バの乱立やデータの重複によるシステム資産の増加、シ

ステム開発案件の滞留やシステムリソースの使用効率の

低下、運用コストの増加などの課題があった。さらに、

販売チャネルや取引条件の変更というビジネスの要求に

対応する際も、時間と費用がかかっていた。

これらの問題を解決すべく取組みを開始した資生堂で

は、新マーケティング・システムの全体像の策定段階に

て、組織や商流、商品体系の頻繁な変更に耐えうる柔軟

なアーキテクチャ、および多数のシステムを効率的に同

期させる得意先マスター管理システムの構築等の提案を

新日鉄ソリューションズから受け、これを評価して新日

鉄ソリューションズをITパートナーに選定した。

また、システムの中核パッケージである日本オラクル

のOracle BIEEは、複雑な分析を行うマーケティング

担当ユーザーとレポートを閲覧する多数の営業担当ユー

ザーを同時に満足させる機能と拡張性を有していること

に加えて、画面とデータ管理の開発においても効率の高

いツールを備えていることから、システムの構築コスト

の削減、運用性の向上に貢献できると期待されている。

新日鉄ソリューションズは、2006年末から本年の稼動に

至るまで、200以上の既存システムの棚卸しを行い、今回シ

ステムに再編・統合し、5,000人のユーザーにデータ活用を

促進するシステムの設計を実行した。同時に、資生堂のIT

パートナーとしてプロジェクト・マネジメントを推進し、

最大のデータベースでは13億件超のデータ、総データベー

ス容量が24TBとOracle BIEEを活用したシステムとして世

界有数の大規模なシステム（発表時点、日本オラクル調べ）

を無事全面稼動させることができた。また、昨年８月に新

日鉄ソリューションズと日本オラクルが共同で設置した統

合BIシステム構築に関する検証センター「NS Solutions &

Oracle Business Intelligence Solution Center」において、今

回プロジェクトが要求する大規模・大容量データを扱う際

の性能確保のための数々の検証作業を実施した。

今後資生堂では、同システムの国内の化粧品事業以外

への適用と海外事業での活用を目指していくそうである。

資生堂の新マーケティング・システムを構築、
本年6月から本格稼働を開始

新日鉄ソリューションズ㈱　流通・サービスソリューション事業部
TEL：03-5117-6064

新日鉄ソリューションズ／日本オラクル
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Form＆Dataのウイングアーク テクノロジーズは、

総合化学メーカーの日産化学工業が、情報資源の全社的

な活用と経営効率化を目的としたBIシステムの刷新に

あたり、中核を担うソフトウェアとしてデータ活用ソリ

ューション「Dr.Sum EA」を採用したことを発表した。

日産化学工業では、各事業部の営業担当者が、販売実

績と購買担当者の入庫実績明細および購入価格差異を把

握するための分析システムとしてDr.Sum EAを活用し

てきた。また、経理部門における財務調査時の明細デー

タの提供や予算管理システムにもDr.Sum EAを導入し

ている。Dr.Sum EAを中核とした新しいBIシステムは、

３ヵ月の短い開発期間で、2007年１月に稼動を開始し、

これまで約1,600万件の受注、出荷、請求、入庫データ

の戦略的な活用を行ってきた。この他にも、RM（リス

クマネジメント）推進部では、内部統制の業務プロセス

監査のための販売伝票および購買伝票の抽出にDr.Sum

EAを活用し、2008年７月からRM推進部内で評価を開

始して、2008年10月から本格運用を予定している。

これまで日産化学工業では、外資系BIツールを活用して

データの活用に取り組んでいた。しかし、バージョンアッ

プに伴い、システム移行の作業負荷が大きいことや、使用

していない機能にもライセンス料が発生するなどの理由か

らシステムの見直しを図り、投資対効果の高い効率的なBI

システムの構築を検討していた。そして日産化学工業では、

自社開発したシステム「NWeb」を開発し、業務の改善に取

り組んでいたが、データ増加に伴いパフォーマンスが低下

してしまうという課題を抱えていた。そこで、データ活用

環境の更なる改善策を模索するにあたり、Dr.Sum EAの導

入を検討した。その結果、「高いパフォーマンスと価格」、

「明細検索の高速集計」、「開発が容易で短期導入が実現でき

る」などの理由から、Dr.Sum EAの導入を決定した。

アシストが日本国内での販売権を有しているBIプラ

ットフォーム「WebFOCUS」が、130年の歴史を持ち、

健康・医療・福祉関連、人材育成、環境、地域開発など

幅広い分野で社会に貢献する麻生グループの中核であ

る、麻生ラファージュセメントの情報活用基盤として採

用されて2年が経過した。そして、この６月に、新たに

レポート作成から分析までをオフラインで実現する「ア

クティブレポート」オプションと、レポートの活用状況

と監査ログの取得が可能な「リソースアナライザ」オプ

ションの導入・運用が開始された。

2001年、旧麻生セメントは麻生と名称変更し、セメン

ト製造販売事業を分社独立した。ほぼ同時期に、全世界で

セメントビジネスを展開するフランスのラファージュ社か

ら資本参加を受け、麻生ラファージュセメントという合弁

会社として新たに出発した。麻生ラファージュセメントで

は、設立から2006年までに会計、購買・在庫、販売・物

流システムなど基幹システムを全てERPに統合し、同年、

親会社である仏ラファージュ社のビジネスプロセステンプ

レートの適用を機に、既存のデータ検索・照会システムの

刷新・統合を行うことになった。当時の課題は、データ検

索・照会システムが営業・財務などのビジネスファンクシ

ョンごとに独立して存在し、インタフェースやコンセプト

に一貫性がなくシステム間の連携が困難であったことに加

え、プログラム保守や機能拡張に手間がかかり、利用者の

ニーズに迅速に対応できないことだった。麻生ラファージ

ュセメントでは、これらの課題を払拭するために、アシス

トが提供するWebFOCUSを採用した。

そして本年６月に、財務系レポートの追加作成に加え、

「アクティブレポート」、「リソースアナライザ」の２つ

のオプションを追加導入し、情報活用力のさらなる強化

を目指している。

ウイングアーク テクノロジーズ

日産化学工業がBIシステムの中核に
「Dr.Sum EA」を採用

麻生ラファージュセメントが
BIプラットフォーム「WebFOCUS」を採用

アシスト

ウイングアークテクノロジーズ㈱
TEL：03-6710-1700 E-mail：pr@wingarc.co.jp

㈱アシスト　広報部
TEL：03-5276-5850 E-mail：press@ashisuto.co.jp
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