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インターネット接続と映像配信を中核に、ブロードバ

ンドのトッププロバイダーを目指すNTTぷらら（本

社：東京都豊島区、代表取締役社長：板東浩二）。ユー

ザーが安心して利用できるインターネット環境を提供す

るインターネット接続サービス「ぷらら」の会員数は本

年９月に300万を突破し、現在も着実に増加している。

また、昨年３月末に新たに開始したIPTVサービス「ひ

かりＴＶ」も、順調に会員数をのばしている。

NTTぷららは、このほど中核サービスの１つであるイン

ターネット接続サービスの重要な役割を担う新DNSキャッ

シュサービスシステムに、Infoblox（本社：東京都港区、代

表取締役：岡田卓也）が提供するInfoblox コアネットワー

クサービスアプライアンスファミリーの最新機種「Infoblox-

1852-A アプライアンス」を採用した。新DNSキャッシュサ

ービスシステムでは、DNSSECやIPv6を始めとする先進機

能をサポートし、かつユーザー数やDNS問い合わせ量の増

加にも耐え得る業界最高レベルの性能を誇るDNSキャッシ

ュアプライアンス「Infoblox-1852-A」が、冗長性を考慮して

負荷分散装置の配下に７台導入されている。

新DNSキャッシュサービスシステム構築の背景と

Infoblox-1852-A の採用について、NTTぷららのネットワー

ク管理部　藤生貴行担当部長は、「これまで、DNSサーバ

としてIAサーバ上でオープンソースソフトを利用していま

したが、会員数の増加に伴い、ネットワーク全体の規模も

大きくなり、今後も安定したサービスを提供していくため

には、より高

性 能 な 新

D N Sキャッ

シュサービス

システムに移

行する必要が

ありました。

IAサーバより

保守運用性に

優れ、さらに

他社製品との比較・検証を行った結果、専用アプライアン

スで高性能なDNS環境を低コストで実現できるInfoblox-

1852-A を採用することに決めました」と述べている。

新DNSキャッシュサービスシステムの構築は、７月

開始から約３カ月で完了し、現在は既存システムと並行

運用しながら、移行作業を行っている。

「製品検証の際に、非常に細かなパフォーマンスチュ

ーニングや、Infoblox社様が今まで対応していなかった

ようなNTTぷらら独自の運用方法なども試させていた

だき、その結果浮かび上がった課題にも柔軟に対応して

いただきました」とネットワーク管理部の猪野靖雄氏は

述べている。また、藤生担当部長は、「DNSサーバの安

定運用はもちろんのこと、今後はぷらら会員様により付

加価値の高いサービスを提供していきたいと考えていま

す。こういった取組みに対し、Infoblox社様には例えば

プロアクティブなセキュリティ機能の追加など、側面か

らの支援を期待しています」と抱負を述べている。

Infoblox㈱　E-mail：sales-japan@infoblox.com
TEL：03-3560-8077

㈱NTTぷらら　

［左］ネットワーク管理部　担当部長 氏

［右］ネットワーク管理部 氏
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NECは、南米のボリビア多民族国において、2009年12

月６日に実施される次期大統領選挙で、有権者の二重登

録を防止する大規模な指紋照合システムを構築した。

本システムは、約400万人の有権者の指紋を全国に約

3,000台設置した指紋読み取り機器を介してサーバ上の

データベースに事前登録し、投票者の指紋と登録されて

いる指紋を照合することでより正確な選挙人データの作

成・維持を可能とするものだ。指紋照合の中核技術には、

N E C の自動指紋認証システム「 A u t o m a t e d

Fingerprint Identification System」を利用し、照合サ

ーバや指紋読み取り機器などで構成されている。指紋デ

ータを蓄積するサーバは二重化して2つのデータセンタ

ーに設置し、サーバ間で適宜同期をとりながらデータの

安全性を保持する。また本システムの最大の特長は、世

界でも稀にみる3,000台もの多数の指紋読み取り機器を

設置して利用する大規模な例であるとともに、4ヶ月と

いう短期間でシステムを構築している点である。ボリビ

ア多民族国は、今回の大統領選挙を機に初めて指紋シス

テムを導入しており、将来的には、議会選挙や国民 ID

の分野に活用することも検討している。

昨今、不法入国者や個人 IDの二重登録問題の増大を

背景に、中南米・アジア・アフリカなどの新興国を中心

に、国家安全保障における厳格な本人認証技術として、

指紋システムの導入機運が高まっている。NECは1970

年代から指紋照合技術の研究開発に取組み、指紋照合シ

ステムの照合精度は99.9％以上（NISTが実施した指紋

ベンダー技術評価プロジェクトの結果）という世界最高

レベルの正確性を有している。また、高速・大量なデー

タ照合が必要とされる国家レベルの大規模データベース

にも対応可能であり、世界30ヶ国以上の警察・司法機

関・入国管理局・内務省などに導入されている。

OKIは、宇宙航空研究開発機構（以下、JAXA）に、

同社の IPテレフォニーサーバ「IP CONVERGENCE

Server SS9100」をベースとした企業内IPセントレック

スシステムを納入した。

JAXAは、2003年に宇宙科学研究所（ISAS）、航空宇

宙技術研究所（NAL）、宇宙開発事業団（NASDA）が

１つになり誕生した、ロケット・人工衛星などの打ち上

げをはじめ、宇宙航空分野の基礎研究および開発・利用

を行なう独立行政法人である。JAXAは、全国の拠点ご

とに異なる電話設備を利用しており、これらの電話設備

を統合することによる通信コストおよび運用管理コスト

の削減を検討していた。また、JAXAの職員が全国の事

業所に出張した場合に、全国のどの事業所でも均一な電

話サービスを享受できる通信環境の整備と、モバイル端

末の導入による業務改革を検討してきた。そして今回、

SS9100による企業内IPセントレックスシステムが構築

され、2009年７月から運用を開始した。

本システムをコントロールするSS9100は、筑波宇宙

センターに設置され、IP専用線「JAXA net」を介して

全国事業所の端末を制御している。現在までに、筑波宇

宙センターにはモバイル端末と IP多機能電話機をはじ

めとする端末が約2,500台設置され、JAXA netを介し

て東京事務所の約200台の端末と内線接続が可能となっ

ている。今後、順次全国の事業所への拡張を行い、最終

的には2010年度末までに全国7拠点に約6,000端末を収

容する大規模な企業内 IPセントレックスシステムとな

る予定であり、大幅な運用管理コストの削減を見込んで

いる。

なお、本システムの IP公衆電話網への接続は、NTT

コミュニケーションズとOKIが共同で実施した。

NEC 官公グローバルソリューション事業部
ソリューショングループ　TEL：03-3798-2893

OKI 官公事業本部　営業第一部
TEL：03-5445-6352
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ヨドバシカメラは、同社が運営する通販サイト「ヨド

バシ・ドット・コム」のパフォーマンスと商品表示の改

善を目的に、オラクルのインメモリ・データグリッド製

品「Oracle-Coherence」を採用し、再構築を行った。

ヨドバシカメラでは、通販サイトの運営に関し、リア

ルタイム性のある広告やキャンペーンの展開、顧客別の

サービス拡充を求められていた。しかし取扱商品の増加

に伴い、個々のリクエストに応じて多くの情報を収集し、

画面を構成するまでに要する時間の高速性を維持するこ

とが難しくなってきていた。そこでヨドバシカメラは、

ECサイトにおける安定性の強化とパフォーマンスの改

善を実現するために再構築に着手した。

Oracle-Coherenceは、物理的に異なる複数サーバを

仮想的に統合した共有メモリ領域を実現するインメモ

リ・データグリッド製品である。インメモリ・データグ

リッドとは、複数サーバで仮想的な共有メモリ領域を実

現することにより、大量のデータを高速処理する技術で

ある。本製品によりヨドバシカメラでは、メモリの上限

を気にすることなく大量の情報をキャッシュすることが

可能となった。

また、インメモリ・パラレル処理機能によって、リク

エストごとに必要な情報の抽出処理パフォーマンスを、

総情報量に関係なく安定・高速に維持できるようになっ

た。メモリデータはOracle-Coherenceが構成するメモ

リ・クラスタ内で暗黙的にバックアップされ、サーバ障

害時には自動フェールオーバーされるため、アプリケー

ション全体の信頼性・安定性を大きく向上させた。

ヨドバシカメラでは、今回のリニューアルの結果、顧

客が違和感なく商品を購買できるレスポンスの高速化

や、顧客アクセスに対応できる将来的な拡張性と堅牢な

基盤を実現させた。

国立大学法人京都工芸繊維大学は、ジュニパーネット

ワークスのイーサネットスイッチ「EX4200」を導入し、

建物や場所に依存せずに活用できるキャンパス・ネット

ワークを構築した。

EX4200は、ジュニパーネットワークス独自の仮想化

技術であるバーチャル・シャーシ技術を搭載しており、

設置するオフィスや建物が地理的に分散した環境でも、

最大10台まで相互接続して１つのデバイスのように管

理することができる。また、モジュラー型システムの高

可用性と信頼性だけでなく、スタッカブル型プラットフ

ォームの経済性と柔軟性を兼ね備えており、キャンパス

のネットワーク環境において、パフォーマンスと拡張性

の高いソリューションを実現し、TCOを削減すること

が可能である。このスイッチを活用した同大学のネット

ワークインフラは、約4,500名の学生と約300名の教職

員の研究活動を支えている。

本件について、京都工芸繊維大学　情報科学センター

准教授の桝田秀夫氏は、「EX4200は、バーチャル・シャ

ーシ技術を搭載しており、10GBASE-Xを使用したリン

グ型構成をとれることが大きなメリットだと思います。

リング型構成は、スター型トポロジに比べて、センター

スイッチに多数の大容量ポートを準備する必要がないた

め、コストパフォーマンスに優れています。また、この

技術により、ルーティングエンジン部分からバックアッ

プルーティングエンジン、ラインカード部分までを全て

同一ハードウェアを用いて構成できるため、機器の冗長

性を高く保つことができます。いまやネットワークは電

話と同じくらい重要なインフラになっていますが、

EX4200のバーチャル・シャーシ技術は止まらないネッ

トワークを実現してくれるものと期待しています」と語

っている。

日本オラクル㈱　TEL：03-6834-4836 ジュニパーネットワークス㈱　TEL：03-5321-2600
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日本テラデータは、ふくおかフィナンシャルグループ

（以下、FFG）のグループ子会社である熊本ファミリー

銀行が、新たにテラデータのデータウェアハウス製品

「Teradata 5500」を採用し、統合データベースシステム

を2009年1月より、収益管理システムを2009年５月よ

りそれぞれ本稼働開始したことを発表した。

熊本ファミリー銀行では、基幹系システムから取り込

んだ顧客や取引に関するデータを統合データベースシス

テムに集約し、営業支援や企画立案などに活用するため

の総合的な情報系システムとして構築した。大量データ

を短時間で処理できるTeradataを採用することで、こ

れまで個別にデータを蓄積し分析していた各種データベ

ースを統合でき、債務者格付けや融資における精緻な分

析や預金保険機構向けペイオフ対応の名寄せデータ作

成、BIS対応用のテーブル保持などが実現できるように

なった。その他、ほぼ全ての部署において、情報照会

（定型検索）や汎用検索（非定型検索）を行ったり、管

理部門において各チャネルでの不正取引監視に活用する

など、広範な用途で社員が日常的に利用している。

また、従来活用していた収益管理システムを刷新し、

テラデータの提供する経営管理ソリューションパッケー

ジである「Teradata Value Family」を採用した。これ

を使い、契約明細単位での資金粗利益や役務利益、経費、

信用コストを全行一貫の経営管理指標として把握するこ

とで、意思決定の迅速化および精度向上を図ることがで

きるようになった。

さらにFFGでは、福岡銀行が既にTeradataを導入し、

Teradata Value Familyを活用しているので、グループ

企業の福岡銀行と同じ基準で各種指標を比較し、グルー

プでの経営や営業戦略策定に役立てることもできるよう

になった。

山梨県南アルプス市は、地域情報イントラネットおよ

び庁内ネットワークの更新に伴い、H3Cのギガビッ

ト・レイヤ3スイッチである「H3C-S5600」シリーズな

どの機種を導入したことを発表した。

南アルプス市は「峡西広域ネットワーク」として独自

の光ケーブルネットワークを展開している全国でも数少

ない市である。2003年４月の合併時には、本庁と支所

間を結ぶ内線電話を IP電話へと変更し、内線通話料金

の無料化を実現。また、広域小中学校情報連携システム

等を構築し活用している。

今回、南アルプス市が導入を決定したギガビット・レ

イヤ3スイッチ「H3C-S5600」シリーズは、2008年度ワ

ールドワイドで初期不良率0.1％、市場故障率0.1％とい

う低故障率と安定した性能を持っており、省電力設計や

冗長化技術による運用負荷の低減などが評価され、今回

のネットワーク更新において選定された。

またH3C-S5600は、必要ポート数の追加にも柔軟に

対応可能であり、ネットワーク全体の運用管理にSOA

対応の次世代型統合ネットワーク管理システムを採用し

ている。これにより、障害時にも瞬時に視覚的に発見で

き、迅速な対応が可能となっている。

南アルプス市の情報システム担当者は、今回のネット

ワーク更新に関し、「2003年に導入したネットワーク機

器を刷新すると同時にサーバの仮想化や、光伝送多重シ

ステムといった技術を取り入れ、ネットワークシステム

の効率化とコスト削減を実現できました。具体的には、

ブレードサーバ＋VMwareによる仮想サーバの構築に

より、今後の拡張性を考慮しつつ、サーバのハードウェ

アリソースの効率化、省スペース・省電力化を図りまし

た」と語っている。

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

H3Cテクノロジージャパン㈱　TEL：03-6278-0185
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NTT Com チェオは、同社のコンタクトセンターに日

本アバイアの IPテレフォニーシステムを採用し、大手

ISPサービスのサポートセンターの運用を効率化した。

NTT Com チェオは全国３拠点のコンタクトセンター

と850人の在宅オペレータを擁し、在宅オペレータを活

用してISPサービスのサポート業務を中心としたコール

センターのアウトソーシングサービスを提供している。

個人情報保護への配慮から、在宅オペレータのサポート

範囲は個人情報を必要としない一般的な問い合わせ対応

に限っており、個人情報を必要とする対応はコンタクト

センターで行っている。従来は、在宅オペレータにサポ

ート範囲外の問い合わせが着信した場合は、顧客にコー

ルセンターへの電話の掛け直しをお願いする必要があっ

たため、NTT Com チェオは顧客サービスを向上するソ

リューションを求めていた。新たなシステムの導入にあ

たっては、在宅オペレータの環境に影響されない通話品

質を維持するため、一般加入者回線を使用したまま呼の

転送を可能にする、在宅オペレータのPCや電話の環境

を変えない、という要件があった。

このような課題を解決するために、NTT Com チェオ

は、コンタクトセンターと在宅オペレータへの呼の振り

分 け 機 能 を ア バ イ ア の IP-PBX「 Avaya Aura

Communication Manager」で一元管理した。また、

IP-PBXの制御はPCから行うが、音声通話を行う電話

端末は自由に選択してエージェント端末として使うこと

ができる、アバイア独自の「テレコミューター接続」に

より、在宅オペレータの固定電話からもIP-PBXの機能

を活用できるようになった。これにより、コンタクトセ

ンターと在宅オペレータの人的リソースを集約し、稼働

率に応じた効率的な呼の振り分けや、より的確な人員配

置が可能になった。

NTTファネト・システムズ（以下、NTTファネット）

は、国内初の純国産オープンソース勤務管理ソリューシ

ョン「MosP（Mind Open Source Project：モスプ）

v3 2.0」を採用し、同社の服務規程に合わせてカスタマ

イズを行い、2009年４月１日から本格稼働を開始した。

MosPは、2006年にマインドが提唱した国内初の純国産

オープンソース人事給与・勤怠管理システムである。

Javaで開発したWebシステムをオープンソースGPLで

提供している。

NTTファネットは、MosPを採用した理由として、

MosPの標準機能の豊富さとオープンソースが故の柔軟

な拡張性をあげている。また、NTTファネットの勤務

管理に必要な機能のイメージがMosPに合致しており、

MosPがオープンソース・ソリューションであることも

あり、非常に低コストでのシステム構築を実現できたそ

うである。さらにMosPは、Javaなどの汎用技術を使

用したオープンソース・ソリューションであるため、今

後の機能拡張においても非常に柔軟に拡張できることが

採用に至った理由である。

今回、NTTファネットがMosPをカスタマイズして

実現した機能は、社員情報管理、出退勤時刻管理、休日

出勤管理（申請・承認）、年次有給休暇管理（申請・承

認）、申請・承認機能、パスワード設定機能、勤務予定

登録機能（一括/個別）、稼働管理、帳票印刷機能、エク

スポート機能（勤務集計情報、稼働集計情報、休暇取得

情報）、残業時間管理（申請・承認）、組合向け残業情報

閲覧機能、閲覧権限管理、メール通知機能（各種申請・

承認）など。

今後、NTTファネットは、独自のノウハウを活かし

て機能追加した勤務管理システムを同社の製品として販

売していくそうである。

日本アバイア㈱　TEL：03-5575-8850
㈱マインド　セールス＆マーケティング戦略部担当
TEL：044-272-9093

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