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NECは、京都大学学術情報メディアセンターから、

省電力サーバ「ECO CENTER」を中核とした研究活動

に必要な各種サービスを提供する汎用コンピュータシス

テムを受注された。

京都大学学術情報メディアセンターは、情報基盤およ

び情報メディアの高度利用に関する研究開発を行ってお

り、その成果を同大学における教育研究等の高度化に活

用するとともに、全国の大学や研究機関の研究者との共

同利用にも積極的に取り組んでいる。今回受注したシス

テムは、広範囲にわたる学術研究、教育においての情報

処理に加え、「Web2.0」に象徴されるネットワーク型の

コンテンツ処理に対応し、研究者間の情報共有や研究内

容の情報発信など、研究に必要な多様な全国共同利用サ

ービスの提供基盤として導入されるものである。

同センターでは、本年１月に策定された環境に対する負

荷の低減と環境汚染の防止を柱とした「京都大学環境計画」

に基づき、現行システムのさらなる省電力化が大きなテー

マとなっていた。NECは、ECO CENTERの圧倒的な省電

力性を活かした新システムを構築することで、同センター

のニーズに的確に対応。256プロセッサ（1024コア）構成の

ECO CENTERを中核に、ヴイエムウェア社の仮想化基盤

「VMware ESX 3.5」やシトリックス社の仮想化ミドルウェ

ア「Citrix XenServer Enterprise Edition」を搭載し、ハード

ウェアの負荷に応じてアプリケーション（サービス）を最

適配置することで大幅な省電力化を実現。また、仮想化さ

れたサーバの起動に必要な基本ソフト（OS）やデータを大

容量ストレージ「iStorage」に格納し、それをECO

CENTERの各サーバから共有、それらをNECの統合プラ

ットフォーム管理ソフトウェア「SigmaSystemCenter」で

管理することで、必要なサービスを必要な時に最適なサー

バ上で起動・提供することを可能にした。

富士通は、みずほ銀行と共同で、みずほ銀行店舗内に

同社の新しいコミュニケーションツール「タッチパネル

式大型情報モニター」の試行導入を行うことを発表した。

本試行導入の狙いは、みずほ銀行に来店したお客様の約

9割が利用するATMコーナーに本機を導入し、気軽に

金融情報に触れていただくことで商品・サービスへの関

心を高めていただき、より一層の来店や取引きを行って

いただくことである。

富士通のタッチパネル式大型情報モニターは、富士通

グループが開発した、大画面モニターや全面タッチパネ

ル、おサイフケータイとの連携機能などを備えた「ユビ

キタス時代の双方向情報システム」（製品名：

UBWALL）である。画面モニターへ「気づき→関心を

持ち→直接画面へタッチ」することで、簡単かつ気軽に

興味のある商品・サービスへの理解を深めていただくも

のである。また、おサイフケータイとの連携により、関

連するモバイルサイトの情報も取得することができる。

本年８月11日から約半年間、横浜駅前支店（神奈川

県横浜市西区）、立川支店（東京都立川市）の２店舗に

設置。本機の導入は銀行店舗では初めてである。

京都大学学術情報メディアセンターから
省電力サーバ「ECO CENTER」を受注

みずほ銀行店舗内に
「タッチパネル式大型情報モニター」を試行導入

NEC ITプラットフォーム販売推進本部
REAL IT COOL推進センター　TEL：03-3798-6998

ＮＥＣ 富士通

富士通㈱　広報IR室　TEL：03-6252-2175

図　タッチパネル式大型情報モニターの特徴
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OKIは、コベルコシステムに同社のIPテレフォニーサ

ーバ「IP CONVERGENCE Server SS9100（SS9100）」を

ベースとした企業内のモバイルセントレックスシステム

を納入した。本システムの特徴は、NTTドコモとKDDI

の3G/無線LANデュアル端末を事業所内で混在させた上

で、ユニファイドコミュニケーションを視野に入れたこ

とである。コベルコシステムは、同社の親会社である神

戸製鋼所への大規模な企業内IPセントレックス導入を手

がけ、その対応がまもなく完了するため、今回、コベル

コシステム本社に企業内モバイルセントレックスの導入

を行った。その結果、老朽化した社内システムの刷新と

通信コスト削減、モバイル端末導入による電話取次ぎ業

務の削減、ユニファイドコミュニケーション導入など、

フレキシブルな組織運営とワークスタイル変革による業

務効率の改善が可能になった。

今回、SS9100を採用したのは、コベルコシステムによる

神戸製鋼所への大規模なIPセントレックス導入の水平展開

ができること、無線LANを使ったモバイルセントレック

スの豊富な実績があることや各キャリアのモバイル端末が

混在して使えること、将来性の高いユニファイドコミュニ

ケーションの実現が可能なことが評価されたためである。

本システムでは、既存のSS9100をデータセンターで共用

し、障害時のために本社ビルにサバイバルサーバとIP遠隔

ユニットを新設。電話端末としては、NTTドコモの

FOMA/無線LANデュアル端末「N902iL」320台と、KDDI

の無線LAN対応au携帯電話「E02SA」120台が本社ビルを

中心に混在して配備されている。これらのモバイル端末は、

社内では内線の無線IP電話機として、各拠点でも同様に内

線電話として利用することができる。さらに、これらの端

末は外出先で携帯電話機として利用することが可能なモバ

イルセントレックスシステムになっている。

アライドテレシスは、同社のコアスイッチ製品の製品開

発と販売体制の強化を目的に、オラクルのSaaS型CRMア

プリケーション「Oracle CRM On Demand」を活用して顧

客管理システムを刷新した。

アライドテレシスは、国内有数のネットワーク機器専業

メーカーとして、国内外のネットワークインフラを支える

企業である。世界21ヶ国で事業を展開しており、グローバ

ルな成長を遂げている。これまで同社では、代理店販売が

主流であったため、顧客情報やニーズを把握しづらい経営

環境にあった。また、各国の事業所では、それぞれ独自の

方法で顧客情報を管理していた。しかし、時代の流れとと

もにネットワーク機器は複雑化し、顧客のニーズを把握し

た製品開発とサポートの強化をさらに求められ、全社的に

統合した顧客情報の管理システムの導入が不可欠になって

いた。そこで同社は、Oracle CRM On Demandを活用した

新システムの導入を機に、製品ごとに販売している保守メ

ニュー「サポートチケット」を利用して、顧客が自らユー

ザー情報をWeb登録し、簡単に保守契約の手続きや商談が

できる仕組みを構築した。これにより、効率的な顧客情報

の収集と管理の一元化が可能になった。

新システムは、2008月６月に稼動を開始し、営業や

サポート、および製品開発など約300名の社員が活用を

開始した。アライドテレシスは、Oracle CRM On

Demandのグローバル対応力、柔軟な拡張性、短期導

入・低コストを高く評価し、オラクルを活用した新シス

テムの導入を決定した。Oracle CRM On Demandを活

用して問い合わせ内容の履歴を記録することにより、サ

ポートサービスの強化、顧客のニーズを理解した製品開

発や改良、および効率的な営業・サポート体制を実現。

将来は、世界の全拠点に導入し、顧客情報の統合管理を

目指していくそうである。

ＯＫＩ

コベルコシステムに
モバイルセントレックスシステムを納入

「Oracle CRM On Demand」を活用して
アライドテレシスの顧客管理システムを刷新

日本オラクル

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

日本オラクル㈱　広報部　TEL：03-6238-8693
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データウェアハウス（DWH）アプライアンス業界の

グローバル・リーダーである日本ネティーザと伊藤忠テ

クノソリューションズ（CTC）は、医療関係社へ医療

統計データサービスを提供する日本医療データセンター

が、同社の提供する新サービスのデータベース（DB）

基盤としてDWHアプライアンス「ネティーザ・パフォ

ーマンス・サーバ（NPS：Netezza Performance

Server）」を採用したことを発表した。

日本医療データセンターは、独自に構築した医療統計

DBを軸にビジネスを展開し、同社の提供する統計情報

やマーケティング分析、コンサルティング等の各種サー

ビスは、健康保険組合や製薬メーカーより高い評価を受

けている。特に同社が収集・データ化しているレセプト

（診療報酬明細書）データは、健康保険組合のレセプト

を独自の匿名化・名寄せ技術を用いることで非個人情報

DBでありながら縦覧的に組合員の受診履歴や治療・投

薬内容が観察できるもので、高度な分析の基盤になって

いる。また同社は、2008年に医療関係者へ生きた医療

データを収集・分析・活用できる仕組みの提供を目的と

して、新たに、ASPとしての情報提供サービスを開始

することを決め、このためデータ処理能力の高い新しい

システムインフラの整備が急務となっていた。

そこで同社は、2007年１月にDWHシステムの本格調査

および評価を開始し、複数の商用データベースでのパフォ

ーマンス検証を実施した結果、複雑分析においてもチュー

ニングなしで高い処理能力を示したNPSを選定した。こ

の選定に関しては、CTCがもつ最先端の検証施設である

テクニカルセンターにおいて実機検証を行った。セットア

ップを含めわずか１週間という短期で実データを用いた検

証を実施し、NPSの高い処理能力を確信。CTCの導入支

援によりシステム構築は実質約３ヶ月で完了した。

日本テラデータは、三越伊勢丹システム・ソリューシ

ョンズが伊勢丹に提供している、商品や顧客データの分

析に用いる戦略的情報基盤として、再び「Teradata」

が採用されたことを発表した。今回の採用により、これ

までの約10年間にわたるTeradataの高いパフォーマン

スに対する信頼に加え、今後の事業展開において想定さ

れるユーザー数や、取り扱いデータ量の増大に適応する

処理能力を持つデータベースとして評価、選択された。

本基盤は、2008年８月から稼働を開始し、事業の展開

に伴い順次拡大していく予定である。

伊勢丹の卓越した情報活用のなかでも、他の百貨店に

類を見ないその分析力は、主に「MD（マーチャンダイ

ジング）情報分析システム」と「顧客商品分析システム」

を使いこなすことによるものである。両システムは

Teradataをプラットフォームに稼働し、好調な業績を

支える仕組みの一つとして、いまや必要不可欠になって

いる。売上／仕入／在庫データのように商品に関する情

報と、「いつ、誰が、どこで、何を購入したか」という

お客様の購買情報は、伊勢丹アイカードを介して細部に

渡るまで全て記録される。

また、高度なセキュリティで保護されたそれらの情報

は、個人情報取り扱い等に関する教育や研修を経て会社

が認定し、アクセスを許可された社員が分析・仮説・検

証を繰り返すことによって、精度の高いMDときめ細か

な顧客サービスを実現している。

三越伊勢丹ホールディングスとして、さらなる発展が

期待されるなか、提携先の百貨店とのシステム統合も順

次控えており、今回の情報基盤リニューアルは、その中

核を担う重要な取組みである。

日本医療データセンターが新ASPサービスの
DB基盤にDHWアプライアンスを採用

伊勢丹が商品・顧客分析情報基盤に
「Teradata」を再採用

日本ネティーザ㈱　TEL：03-5456-4557
伊藤忠テクノソリューションズ㈱　TEL：03-6203-4100

日本ネティーザ／ＣＴＣ 日本テラデータ

日本テラデータ㈱　コーポレートコミュニケーション統括部
TEL：03-6759-6151
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サイベースは、HMVジャパンが効果的なマーケティ

ング戦略を実現するために、同社の情報系分析用高速ク

エリエンジン「Sybase IQ」を採用したことを発表した。

音楽・映像ソフトの販売を行うHMVジャパンでは、

昨年、個別に構築されていた店舗／ECサイトの販売管

理システムの各データを統合し、それぞれの明細データ

を横断的に分析することで効果的な販売戦略立案を行う

ための高性能データウェアハウス（DWH）システムを

構築した。このシステムの中で明細DWHとして採用さ

れたのがSybase IQである。

従来のシステムでは、販売管理を行う基幹系システム

のデータを、レポートの目的別に予め集計し、その集計

されたデータを汎用データベースを使ったDWHに格納

していた。しかし、利用者から、様々な切り口から顧客

分析やセグメント分析などを行うため、明細のデータを

自由に分析したいという強い要望があがったことを受

け、Sybase IQを検索専用データベースとして導入し、

そこから明細データを分析できる仕組みを構築した。

Sybase IQの採用理由と導入効果について、HMVジ

ャパン 管理本部 情報システム部・情報システム開発課

長の市川秀樹氏は「HMVジャパンでは、ECサイトの

リコメンデーション・システムにSybase IQを利用して

おり、その速さに満足しています。DWHのデータ活用

基盤と利用した場合、明細データの抽出でも非常にパフ

ォーマンスが良く、データ分析にかかる時間も大幅に短

縮されることがわかり、採用を決定しました。Sybase

IQを利用することで、短期間でマーケティング施策の

効果検証ができ、どの施策がヒットしたのかを容易に明

確化できます。これにより無駄なコストを削減し、より

効果的な値引きやポイント提供などの顧客サービスが可

能になりました」と語っている。

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「W e b F O C U S」が、転職サービス

「DODA（デューダ）」やシゴト情報「an（アン）」など

を運営する総合人材サービスのインテリジェンスの

Webサイト効果分析システムに採用された。

インテリジェンスは、個人向けには転職支援や人材派

遣、各種求人情報の提供を、法人向けには営業職、技

術・研究開発職、事務職などの人材紹介や人材派遣、ア

ルバイトや中途採用の求人広告、システム開発の設計か

ら運用までのアウトソーシングサービスなど、Webを

活用した幅広いサービスを提供している。DODAが

1989年の流行語大賞の新語大賞に選ばれるなど、高い

知名度を利用した正社員領域の中途採用支援サービスで

は、Webでの集客力と独自の「人材紹介のマッチング

ノウハウ」を生かし、顧客企業のニーズに応じた最適な

採用手法の提案や求人広告に関するコンサルティング・

サービスを提供している。このようなコンサルティング

の品質向上と顧客企業に対するさらなる高付加価値サー

ビスの提供を目指して、今回、DODAのWebサイト効

果分析システムをWebFOCUSを採用して構築した。

インテリジェンスがWebFOCUSを採用した決め手

は、「開発生産性の高いインタフェース」や「今後のユ

ーザー数やシステム規模の拡張にも対応可能なライセン

ス体系」など。また、Webサイト効果分析システム構

築では、要件定義から設計、開発、テスト、導入といっ

た一連の開発工程およびプロジェクト管理もアシストが

担当し、分散するデータソースからの情報が1つの画面

で「見える化」され、条件を指定して自由に参照できる

点が高く評価された。

サイベース

HMVジャパンが「Sybase IQ」を活用して
データ活用基盤を構築

転職サービス「DODA」が
「WebFOCUS」をWebサイト効果分析システムに採用

アシスト

サイベース㈱　マーケティング本部
TEL：03-5544-6036

㈱アシスト　広報部　TEL：03-5276-5850
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ファルコンストア・ジャパンは、星光PMCが継続的

データ保護を目的に、同社の仮想アプライアンス

「FalconStor CDP Virtual Appliance for VMware

Infrastructure」を導入したことを発表した。

2003年４月に日本PMCと星光化学工業の合併により

発足した星光PMCでは、合併時にそれぞれのIT資産を

活かしながらシステムを統合し、専門的なアプリケーシ

ョンを動かす複数のサーバそれぞれにテープバックアッ

プデバイスを接続した上で夜間にバックアップを行って

いたが、管理が煩雑でデータの保護という視点からだけ

でなく、作業効率の面からも改善が求められていた。そ

こで、より効率的な統合と内部統制への対応を目的とし

て、2007年４月に情報システム部が発足し、データ／

サービスの可用性や管理運用性の向上のため、重要度の

高いテーマとしてバックアップ環境の整備に着手した。

新しいバックアップ／リストア環境は、同社の明石研

究所をディザスタリカバリサイトとして、FalconStor

CDP Virtual Appliance for VMware Infrastructureを導

入。本社のExchangeメールサーバ、Oracleサーバ、ファ

イルサーバの３台のデータを10MBPSの専用線を介して

転送し、VMware ESXによる仮想サーバとして１台の物

理サーバ上に構築した。今回、星光PMCがファルコンス

トアのソリューションを採用した決め手は、①スナップ

ショット機能により確実にバックアップ用データを転送

し、正確な世代管理と高速リカバリが可能なこと、②重

複除外機能により必要なデータのみ転送するので、日常業

務に使用しているネットワークインフラの帯域を圧迫しな

いこと、③明石研究所の既存のIT資産をそのまま活かせ

ること、④情報システム部の人的リソースが東京本社に集

中しており、バックアップや転送状況を１つのウィンドウ

上でモニタリング可能で管理が容易なこと、である。

東京エレクトロン デバイス（TED）は、マツダが、米

国Storwize社のリアルタイムデータ圧縮アプライアンス

「STN-6500」を導入したことで、CADを中心とした新車

の設計データの容量が３分の１に縮小し、ストレージへ

の投資コストの大幅な削減ができたことを発表した。

1996年以来、マツダでは、「MDI（マツダ・デジタ

ル・イノベーション）」を立ち上げ、デジタル情報で商

品企画から、生産準備まで全社を一気通貫したプロセス

革新を推進している。これに伴い、車両を構成する数万

点に及ぶ部品を全て３次元デジタルデータ化しており、

年間数TBの単位でデータが増え続けていた。また、こ

れら３次元デジタルデータは、量産終了後も企業として

の製造責任や保障のために10年以上に渡って保管し続

ける必要がある。マツダは、従来これらのデータをネッ

トアップ社のNetApp FAS940C/ FAS3050C計３台に格

納していたが、今後もデータ量の増大は避けられないた

め、ストレージに対する投資抑制対策を検討していた。

2007年 12月、マツダは、半年間の検証を経て、

Storwize社のSTN-6000シリーズの上位機種STN-6500

をNetApp FAS3050C１台に導入した。2008年６月まで

に10TBのデータに対し圧縮を実施した結果、6.5TBの

データ削減を実現した。STN-6000シリーズの特長は、

独自の圧縮／伸長技術でNAS（NetApp、EMC）に格

納されるデータを大幅に削減し、同時にパフォーマンス

を向上させること。このSTN-6500の導入による効果実

績は次のとおり。

◆データは平均３分の１に圧縮され、１台のトータル実

効容量27TBのNetApp FAS3050Cに、最大81TB分の

データ保管容量を確保

◆２次効果として、同容量のデータ保管領域を確保する

場合と比べて消費電力が、約17KW削減

星光PMCが仮想アプライアンス
「FalconStor CDP Virtual Appliance」を導入

マツダが米国Storwize社の
リアルタイムデータ圧縮アプライアンスを導入

ファルコンストア・ジャパン㈱　TEL：03-3556-0211

ファルコンストア・ジャパン 東京エレクトロン デバイス

東京エレクトロンデバイス㈱　CN事業本部
ストレージ事業部　久保　TEL：03-5908-2045
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ジュニパーネットワークスは、NTTコミュニケーショ

ンズ（以下、NTTコム）が同社の「T1600」コアルーティ

ング・プラットフォームを導入したことを発表した。

NTTコムでは、インターネットトラフィックの急速

な増加に対応するべく、グローバルTier1 IPバックボー

ンである同社のグーバル IPネットワークの拡張・強化

に取り組んできた。今回、インターネットトラフィック

の急速な増加をサポートするために、ジュニパーネット

ワークスのT1600を導入して、世界最大級の高速・大容

量ネットワークのサービス提供容量をさらに拡大した。

NTTは、1997年に国際通信会社「エヌ・ティ・ティ国

際通信」を設立し、グローバルIPネットワークの前身で

ある「国際インターネットゲートウェイサービス」を開

始した。当時、日本ではOCNをはじめとした様々なイン

ターネットサービスが始まり、ISPにとって費用の面から

も難問であった海外接続という問題を解決するサービス

として歓迎された。日米間のサービス提供容量は当初

45Mbpsだったが、３年後の2000年には大阪POPも設立

し、サービス向上のため、米国Tier1 ISPのVerio（ヴェ

リオ）社を買収し、日米間の容量も1Gbpsを超えた。現

在では、日米間185Gbps、アジア・オセアニア間56Gbps

の広帯域を誇るネットワークを実現している。

NTTコムのグローバル事業本部担当課長福田健平氏は、

「インターネットにおけるトラフィックの急速な増加に対

し、ルーターの増設は唯一の手段でした。これは設備、運

用コストが増加し、設置場所も電力も大量に必要になりま

す。『T1600』は、このような悩みを解消してくれる画期的

なもので、現在のスペースで２倍の回線容量が処理でき、

かつ、電力は『T640』を２台設置するのと比較して20％

強の省エネを実現。まさに、環境への配慮が求められてい

る昨今の時流にも合致しています」と語っている。

日本アルカテル・ルーセントは、山口県のCATV事

業者である周防ケーブルネットが、同社のG-PON

（Gigabit Passive Optical Network＝ギガビット光アク

セスネットワーク）ソリューションを選定し、設計・シ

ステム統合・設置を含む供給契約を受注したことを発表

した。この新しいネットワークシステムは、本年７月か

ら開始した同社の高速インターネットサービスおよびデ

ジタルTV放送サービスを担うもので、G-PONが実用

稼働する国内初の商用設置導入例である。

現在、国内で広く一般に導入されているGE-PONに

よる下り帯域が1Gbpsなのに対し、2.5Gbpsと圧倒的な

帯域を実現するG-PONの導入は、1,000万以上のFTTH

加入者を有し、高速ブロードバンド接続の普及で世界の

最先進国の1つである日本のエンドユーザーに対し、次

世代の新たな体験をもたらすものである。

周防ケーブルネットの代表取締役専務、金井哲明氏は「業

界をリードするアルカテル・ルーセントのG-PONソリューシ

ョンを導入することにより、当社は、ハイビジョン映像や、

高速インターネットサービスなど、ユーザーのニーズを満た

す先進のサービスを提供することができます」と語っている。

本契約に基づき、アルカテル・ルーセントは「7342

ISAM FTTU（インテリジェント・サービス・アクセス・

マネージャー　ファイバ・トゥ・ザ・ユーザー）」ソリュ

ーションを設置する。本7342 ISAM FTTUソリューショ

ンは、映像、データの混在するトラヒックを単一ファイ

バ上で円滑に伝送し、加入者宅内の終端装置にまで、現

在、一般市場に広く提供されうる最大値2.5Gbpsの下り帯

域幅を可能にし、G-PONテクノロジーを最大限に発揮す

る性能を持っており、また、家屋内やビル内への引き込

み、モバイル・バックホールにも対応する幅広い光終端

装置（ONT’s）も用意されている。

ジュニパーネットワークス

NTTコミュニケーションズが「T1600」を
世界最大級のグローバルIPネットワークに導入

山口・周防ケーブルネット向けに
G-PONソリューションを供給

日本アルカテル・ルーセント

ジュニパーネットワークス㈱　マーケティング本部
能宗（のうそう） E-mail：mnoso@juniper.net

日本アルカテル・ルーセント㈱　TEL：03-6431-7000

http://www.bcm.co.jp/
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