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シトリックス・システムズ・ジャパンは、NTTコム

ウェアが構築するクラウドコンピューティング環境

「SmartCloud」に、同社の「Citrix XenDesktop」、

「Citrix XenApp」、「Citrix XenServer」によるデスク

トップ仮想化ソリューションを提供し、セキュリティと

ITガバナンスの確立、TCOの削減、社員の生産性向上

など、数多くのメリットを実現した。

NTTコムウェアでは、エンタープライズ・クラウド

サービス「S m a r t C l o u d」の構築を進めている。

SmartCloudは、キャリアグレードの信頼性とサービス

レベルを、マルチサイトで実現するクラウドサービスで

ある。NTTコムウェアでは、このSmartCloud上で、

まず社内にDaaS（Desktop as a Service）環境を展開

した。シトリックスは、このDaaS環境にデスクトップ

仮想化ソリューションを提供し、セキュリティをはじめ、

ITガバナンスの確立、TCO削減などの課題の解決に貢

献した。

シトリックスの仮想化ソリューションが採用された理

由は、以前からXenAppがWAN環境の高速化を目的に

利用されており、その実績が評価された点と、

XenDesktopによりデスクトップ環境を容易にカスタマ

イズ可能な点である。また、情報資産の漏洩の防止対策

として、端末側にデータが残らない仮想デスクトップ環

境を導入した。

その他DaaS環境の導入効果として、各利用者が行っ

ていたセキュリティパッチの適用やソフトウェアのアッ

プデートがサーバ側で一括して実施できるようになっ

た。また、端末の故障時にもXenApp、XenDesktopで

あれば、データやアプリケーションがサーバ上で管理さ

れているため、新しい端末に交換するだけですぐに業務

を再開できるようになった。

日本オラクルと住商情報システムは、山崎製パンが

「Oracle Exadata」を活用して、新データウェアハウス

（DWH）システムの稼働を開始したことを発表した。

山崎製パンでは、全国20ヶ所の工場で１ヶ月間に約

8,000種類のパン類を製造し、菓子類も含めた商品数は

１万8,000種類を越えている。1983年からは、日々の生

産・出荷情報や売上情報を集計するため、全国の工場に

情報系システムを配備。現在、商品に関する1日の明細

データが約350万件に達している。同社では、取扱商品

数の拡大に伴い、明細データが大幅に増加する一方で、

営業や製造部門等のシステム利用者が2,000名に達した。

これにより、システムの負荷が高まり、満足のゆく情報

分析性能を得られなくなった。そこで、2009年３月に

DWHシステムの再構築を決定した。

新システムの再構築における最大の目標は、情報分析

の性能向上とシステム再構築の負荷を抑制すること。そ

こで同社では、Oracle Exadataや他社製品を総合的に比

較・検討し、Oracle Exadataを活用した新システムの再

構築を開始した。Oracle Exadata採用のポイントは「事

前検証では、旧システムと比較して数十倍のパフォーマ

ンス向上を確認」「オラクル・データベースの旧バージ

ョンからの移行が容易」「社内ユーザーからの新しい検

索方法の要望への迅速かつ柔軟な対応の実現」など。

本プロジェクトは、住商情報システムが山崎製パンよ

りシステムインテグレーションサービスを受注し、導入

プロジェクトを成功に導いた。住商情報システムは、オ

ラクルの技術者認定資格「ORACLE MASTER」の有資

格者を多数有し、オラクル製品を含むアプリケーション

開発を通じて、多様な業種・企業にシステムの提案・導

入を行っている。

NTTコムウェアのクラウドサービスに
デスクトップ仮想化ソリューションを導入

山崎製パンが「Oracle Exadate」を活用して
データウェアハウス・システムを刷新

シトリックス・システムズ・ジャパン㈱
E-mail：pr_mktg@citrix.co.jp

シトリックス 日本オラクル／住商情報システム

日本オラクル㈱　TEL：03-6834-4837
住商情報システム㈱　TEL：03-5166-1150

http://www.bcm.co.jp/
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フィンランドの大手通信事業者Elisa社は、柔軟性の高

いサービス品質（QoS：Quality of Service）の管理を可

能にする、ノキア シーメンス ネットワークス（NSN）

の新しいネットワーク機能群「QoS差別化ソリューショ

ン」を導入した。QoS差別化ソリューションは、無線ネ

ットワークやネットワーク管理システム等の各種ネット

ワーク要素を統合して構築されたソリューションで、

Elisa社による導入が初の商用展開である。Elisa社では、

顧客がネットワークの混雑時でも料金を支払ったサービ

スを確実に受けられるよう、時間的制約やネットワーク

資源に関する制約の厳しいトラフィックに優先度を与え

るために、QoS差別化ソリューションを使用している。

Elisa社のモバイル・ネットワーク計画担当責任者、

Timo Sippola氏は「ドングル型端末の普及が進んだこ

とで、特定の時間帯にモバイル・ブロードバンド・トラ

フィックの大幅な増加が見られるようになりました。道

路と同じくネットワークにもラッシュアワーと空いてい

る時間帯があるということです。当社のネットワークに

おけるユーザーの皆様の体験を向上するためには、お支

払いいただいた料金に対応するサービスレベルを維持で

きることが重要です」と語っている。

NSNのQoS差別化ソリューションは、ネットワーク

に多大な負荷がかかり、使用要求がネットワークの容量

を上回りかねない場合に作動する。このQoS差別化ソ

リューションを使用することで、利用可能なネットワー

ク資源が公正に分配されるように、加入契約により決定

されるポリシーに従ってデータトラフィックに優先づけ

することができるようになる。また、ユーザーセグメン

トやアプリケーションごとに異なる優先度を割り当てる

ことができ、優先度はネットワーク負荷に応じて動的に

適用できる。

OKIグループの通信事業分野で商品企画・開発・販

売を行うOKIネットワークスは、全国農業協同組合連

合会（以下、全農）に、同社の IPテレフォニーサーバ

「IP CONVERGENCE Server SS9100（SS9100）」によ

るIPテレフォニーシステムを納入した。SS9100は、最

大20,000ポートを収容可能な大中規模オフィス向けの

IPテレフォニーサーバである。本システムは、NTT東

日本が受注、設計し、OKIグループの電気通信工事・

電気工事を行うOKIウィンテックが構築した。

JAグループにおいて経済事業を担う全農は、元気な

産地づくりの取組みと、安全・安心で新鮮な国産農畜産

物の安定的な提供を目指し、営農活動の支援や農畜産物

の販売、生産・生活資材の購買事業を展開している。

今回の導入は、2003年１月に都市再生本部で決定さ

れた「都市再生プロジェクト」の一つとして進められて

いる、「大手町連鎖型再開発事業」に基づくJAビルの移

転を契機として計画されたものである。本システムでは、

本所内で使用している約1,250台の内線電話をSS9100配

下で IP化することにより一元管理し、職員の異動や組

織変更に伴うオフィスのレイアウト変更に柔軟に対応す

ることが可能となった。また、FOMA/無線LANデュア

ル端末の利用により利便性を図ると共に、外線通話には

NTT東日本の「ひかり電話ビジネスタイプ」を導入し、

トータル的な通話コストの削減を実施した。

FOMA/無線LANデュアル端末のWi-Fi内線について

は、ARUBA社のセキュア無線LANシステムを採用し、

802.1x認証方式とWPA2暗号化方式により、高セキュリ

ティな無線通話を実現した。今後、セキュア無線LAN

アクセスポイントの利用を活性化させることにより、利

用者の利便性向上と業務効率化を図ることが可能だ。

ノキア シーメンス ネットワークス

フィンランドの大手通信事業者Elisa社が
QoS差別化ソリューションを導入

JA全農に「SS9100」による
IPテレフォニーシステムを納入

OKIネットワークス

ノキアシーメンスネットワークス㈱
担当：小倉明彦　E-mail：akihiko.ogura@nsn.com

OKIネットワークス
URL：http://www.oki.com/jp/IPtel/
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ネットワンシステムズとEMCジャパンは、佐賀大学

の統合情報基盤センターが運用するキャンパスネットワ

ークの刷新において、両社のソリューションが採用され、

最先端の仮想化技術を導入したネットワーク利用者認証

システム基盤を構築したことを発表した。この新しいシ

ステム基盤は、提案から導入・構築支援、保守をネット

ワンシステムズが担当し、FCoE（Fibre Channel over

Ethernet）に接続可能なEMCのミッドレンジ・ストレ

ージ・システム「EMC CLARiX CX4」、ヴイエムウェ

アのサーバ仮想化ソフトウェア「VMware vSphere」、

シスコシステムズの仮想環境用ソフトウェア・スイッチ

「Cisco Nexus 1000V」とFCoE対応スイッチ「Cisco

Nexus 5010」が採用され、2010年３月より本格稼働を

開始している。

佐賀大学は、文化教育・経済・医・理工・農の５学部

を設置し、約9,000名の学生・教職員が在籍する総合大

学である。同大学は、教育・研究・社会貢献の体制構築

を支えるキャンパス環境整備の一環として、コンピュー

タ／インターネットの利用促進のために、1999年から

ノートPCを自由に接続できる情報コンセントや無線

LAN環境の整備に着手し、ネットワーク利用者認証シ

ステム「Opengate」を開発し、2000年９月から運用を

開始している。

Opengateは、利用者が端末から学内LANに接続する

際の認証と、利用状況の記録のために、佐賀大学が開発

したWebブラウザを使用するゲートウェイシステムで

ある。Opengateの基盤であるサーバやネットワーク機

器の老朽化に対処するために、2009年にシステム基盤

の更新が実施された。新たなシステム基盤の構築にあた

り、課題として「サーバ台数の増加で運用管理が煩雑化」

と「研究や教育の一環として、先進的な技術への挑戦」

があげられた。

本システム基盤構築に際し、最先端の仮想化技術を取

り入れた提案力、並びに過去の導入・構築、保守・サポ

ートの実績に対する技術力が評価され、ネットワンシス

テムズの提案が採用された。

新システム基盤では、１台の物理サーバ上に複数台の

仮想マシンが構築され、Opengateシステム用の物理サ

ーバが従来の 22台から７台へと削減された。さらに

FCoEによってケーブル数を削減するとともに、仮想サ

ーバを仮想環境用ソフトウェア・スイッチによって一貫

して管理することで、柔軟かつ効率的な運用を実現した。

こうした仮想環境下で、Opengateが稼働するゲスト

OSとログを保存するためのストレージとしてFCoEに

接続可能なEMCのCLARiX CX4が採用され、高信頼・

高可用な運用を実現した。

今回のシステム基盤の更改について、佐賀大学の総合

情報基盤センター長である只木進一氏は「全学の基盤と

なるシステムであるため、キャンパスネットワーク部分

は非常に堅実な環境構築が必要でしたが、Opengateの

システム基盤には研究対象となるような最先端の仮想環

境を導入しました。また、従来はディスク障害に対する

不安が常にあり、EMCのCLARiX CX4のような、安心

して使用できるストレージが不可欠でした。このような

先進的な仮想環境下でOpengateが問題なく稼働するか

心配でしたが、ネットワンシステムズで検証環境を構築

し、事前に稼働テストが実施されたおかげで、安定した

本格稼働を実現することができました。今回の仮想シス

テムと同様の仕組みを導入している例は、他の大学でも

ほとんどありません。このような先進的な取組みに挑戦

することは本学の研究・教育にとって有用なだけでな

く、他の大学や組織のケーススタディにもなるでしょう」

と語っている。

佐賀大学がキャンパスネットワークの利用者認証システム基盤に
最先端の仮想化ソリューションを導入

ネットワンシステムズ㈱　E-mail：media@netone.co.jp
EMCジャパン㈱　E-mail：japanpr@emc.com

ネットワンシステムズ／EMCジャパン
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サイベースは、シャルレが、同社の情報基盤システム

にDWHデータベース「Sybase IQ」を導入したことを

発表した。

レディースインナーを主体とする衣料品・化粧品等の

販売を行うシャルレでは、傘下の代理店や特約店におけ

る販売状況をはじめ、過去から蓄積された膨大なデータ

を元に情報を分析することが戦略を策定する上で必要不

可欠となっていた。既存の情報システムは、パフォーマ

ンスの劣化や利用・管理の複雑化など、様々な課題を抱

えていたため、2008年春、RDBMS製品やアプライアン

ス製品等を含めた新たな情報基盤の選定が開始された。

2009年１月、その結果、約2,000万件のデータを使用し

た各種検索処理テストで高いパフォーマンスを発揮し、

将来的なシステム拡張時の柔軟性やコストメリットで高

い評価を受けたSybase IQが選択された。2009年11月、

既存システムとの並行運用で実稼働を開始し、2010年２

月から新システムとして単独での運用を開始している。

Sybase IQをコアとするデータベース・サーバに格納

された7年分、最大約8,000万件におよぶ明細データは、

Webサーバ上の分析ツールを介して、本店や支店等の

各部門から利用される。以前のシステムでは約４時間か

かっていた日次のデータローディングが1時間で完了で

きるようになったほか、５分かかっていた１ヶ月分の販

売明細の集計処理もわずか６秒で完了するなど、最大

50倍のパフォーマンス改善が見られた。また、20年分

のデータ（約２億2,000万件）を保持できる圧縮率の高

さと、その件数でも検索速度が劣化しないパフォーマン

スが検証された。

シャルレでは、全社的な"見える化"を実現するための

基盤としてSybase IQを導入し、会社全体の戦略意思決

定や生産性向上に活用している。

セキュアブレインは、NTTPCコミュニケーションズ

（以下、NTTPC）と販売代理店契約を結び、セキュア

ブレインの企業向けSaaS型セキュリティソリューショ

ン「gredセキュリティサービス」を採用し、「Web改ざ

ん検知サービス」として販売を開始した。

Web 改ざん検知サービスは、定期的にWebサイトの

不正改ざんの有無を確認し、不正な改ざんを検知すると、

管理者にアラートメールの配信と詳細レポートの提供を

行うサービスである。本サービスは、Webサイトのコ

ンテンツやリンク先等の複数の要素を解析するので、

Gumblarのように、従来の対策では検知が難しい攻撃

による、Webサイトの改ざんも検知が可能だ。

NTTPCは、ホスティングサービス「WebARENA

Suite、Suite2、SuiteX」および「WebARENA

SuitePRO」を利用するユーザーのWebサイトの改ざん

対策を目的として、Web改ざん検知サービスをオプショ

ン提供していく。本サービスの特長は次のとおり。

①1日1回、もしくは1日4回、Webサイトのコンテン

ツを解析

②不正な改ざん検知時に管理者にアラートメールを配信

③解析結果を定期レポートで報告

④改ざんページや改ざん手法に関連した詳細レポートを

提供

⑤改ざんページを安全なページ（メンテナンス中画面）

に自動切り替え

⑥gredセキュリティサービスで監視している、安全な

Webサイトであることを証明する「gred証明書」を

発行

⑦クロスドメインスクリプト（別ドメインのスクリプト

を実行する仕掛け）が見つかった場合に、アラートメ

ールを配信

サイベース

シャルレが全社的な情報基盤システムに
「Sybase IQ」を導入

NTTPCがWeb改ざん対策として
「gredセキュリティサービス」を採用

セキュアブレイン

サイベース㈱　E-mail：press_sykk@sybase.com ㈱セキュアブレイン　E-mail：info@securebrain.co.jp
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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、日清オイリオグループの

新生産管理システムのレポート機能として採用された。

日清オイリオは、“植物のチカラ”をベースに「おいし

さ・健康・美」の追求をコアコンセプトとした事業展開

を行っている食用油のリーディングカンパニーである。

2009年６月、日清オイリオの基幹システムの一部である

生産管理システム刷新に伴い、情報活用システムについ

ても検討し、グループの情報システム構築を担うNSPに

より、アシスト提供のWebFOCUSを採用したレポーティ

ング／集計機能の開発が進められることになった。

これまで生産管理現場のユーザーは、散在するデータ

から必要な情報を自ら抽出し、時間をかけて報告資料の

作成を行ってきた。NSPはWebFOCUSの柔軟性を最

大限に生かして、定型レポートだけでなくユーザー自身

が参照したい項目からデータ検索を可能にする「データ

抽出機能」を開発し、ユーザーの利便性向上を図った。

またWebFOCUSの利用により、ユーザーは必要な情報

を必要な時に抽出でき、これまでと比較して作業時間の

短縮が図れるため、業務の効率化を期待できる。

企業の現場力向上のための情報活用の仕組みである

「オペレーショナルBI」を実現するWebFOCUSは、高

い生産性と操作性という大きな特長のほか、Oracle、

DB2などのリレーショナル・データベース、IMS/DB、

VSAMといったレガシー・システム、SAPをはじめと

するERPパッケージ、Webサービスなど、社内外に分

散しているあらゆるデータ／システムとの接続性に優れ

たWebレポーティング・ツールである。

本システムは、生産管理現場のユーザー約200人が利

用するシステムとして、2010年７月にサービスインを

予定し、今後は日清オイリオ全体で活用していく予定だ。

アルカテル・ルーセントは、ソフトバンクテレコムが

固定網とモバイルの融合（FMC）へのトランスフォー

メーションに向けて進めるバックボーン・ネットワーク

の増強で、同社との協力関係を一段と強化した。これに

伴いアルカテル・ルーセントは、最大100Gbpsまで拡

張可能な次世代光ネットワーク・ソリューションを導入

し、全国人口の半分を占める三大都市の東京、名古屋、

大阪を対象に、ネットワーク・パフォーマンスと通信速

度の飛躍的な向上に取り組んでいる。

アルカテル・ルーセントは次世代コヒーレント技術を

搭載した100ギガビット対応の1830 Photonic Service

Switch（PSS）を供給し、ネットワーク容量の拡張性

を格段に向上させる。これにより、バックボーン・ネッ

トワークは必要とする再生中継器の数が少なくなり、運

用コストと消費電力が大幅に低減される。

ソフトバンクテレコムの宮川潤一取締役専務執行役員

は「アルカテル・ルーセントのソリューションを採用す

ることにより、市場投入までの時間を短縮しながら今後

の需要に対応し100ギガビットへスケールアップする高

度な柔軟性と将来性を考えたネットワークへ向けて大き

な一歩を踏み出します」と語っている。

アルカテル・ルーセントのアジア・パシフィック地域

プレジデントのRajeev Singh-Molares氏は「今回のソ

フトバンクテレコムによる選定は、マーケットをリード

するかつてない抜群の容量と拡張性を最適なTCOで提

供する次世代コヒーレント技術を採用した100ギガビッ

トソリューションと同時の発表となりました。光ネット

ワーク分野における継続的な技術革新に沿って、同社の

の100ギガビットは連続的な帯域幅拡大、オートメーシ

ョンやレポーティングにより、ビット単価の最も低い伝

送ソリューションを提供します」と語っている。

日進オイリオグループが新生産管理システムの
レポート機能に「WebFOCUS」を採用

ソフトバンクテレコムのバックボーン増強に
100ギガビット対応光伝送ソリューションを採用

㈱アシスト　TEL：03-5276-5850

アシスト アルカテル・ルーセント

日本アルカテル・ルーセント㈱
E-mail：jpmarcom@alcatal-lucent.com
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講談社では、ソフォスのエンド

ポイントセキュリティ製品

「Sophos Endpoint Security and

Data Protection」を採用し、包括

的なライセンス契約を締結した。

講談社では 200台以上のMac

が常時稼働しているが、Macの

ウイルス対策ソフトの動作が重

いという課題を抱えていた。そこで、ソフォスのアンチ

ウイルス製品「Sophos Anti Virus for Mac」を導入し

たところ、セキュリティ面の問題はなく、パフォーマン

スも向上した。また、編集部員からの評判も良かったた

め、200台のMacでライセンス契約を締結した。そして、

Macのライセンス契約の更新時期が訪れたタイミング

で、Sophos Endpoint Security and Data Protectionを

Windows PC 2,000台へ導入した。講談社のシステム部

の担当者は、「Windowsにも導入した理由は、ソフォス

製品に乗り換えた場合のメリットが大きいと考えられた

からです。例えばソフォス製品の大きな特長であるマル

チプラットフォーム対応。それまでは、M a c と

Windowsで、別々のセキュリティ製品を導入していた

のですが、ソフォス製品なら一元管理が可能になります。

複数のOSが混在するネットワーク環境では、管理の効

率化が図れます。もちろん、多くのライセンスを結ぶこ

とで、コストメリットも見込めました」と語っている。

講談社では、最終的にWindows2,000台とMac250台

について、ソフォスと５年間の複数年契約を締結した。

「今後はさらに、クライアントファイアウォールやデバ

イスコントロールといった標準で有する機能も活用して

いきたいと考えています。」（講談社 システム部の担当

者）

NECは、日電（中

国）有限公司を通じ、

中国の三大空港のひと

つである広州の白雲国

際空港新ターミナル向

けのPOSシステムを全

面的に受注し、同シス

テムが稼動を開始した

ことを発表した。本システムはNECのPOSターミナル

「TWINPOS5500Ui」約200台と、各店舗および本部にお

ける販売管理、在庫管理、顧客管理などを行う統合流通

小売業管理システムであり、POSターミナルは空港新タ

ーミナル内の全店舗に採用されている。

広州白雲国際空港では、売上や顧客情報を安全に効率

よく管理して経営戦略にリアルタイムに活かすととも

に、サービスの更なる向上を実現する情報システムの構

築と、先端的な空港の小売店舗ならではのデザイン性を

重視した店舗作りを目指してシステムを導入した。

NECは、自社の強みであるコンビニエンスストア・

ゼネラルマーチャンダイズストア・スーパーマーケット

ソリューション力を活かし、米圏・中華圏・東南アジ

ア／インド圏の３極体制でグローバルビジネスを展開

し、世界13ケ国で流通サービスソリューション事業を

推進してきた。この高い実績が今回評価された。また、

今回採用された「TWINPOS5500Ui」は、特にデザイ

ン性を重視したモデルであり、業界初となる底面イルミ

ネーションライトの装備や、サイドパネルの豊富なカラ

ーバリエーション、キーボードやディスプレイの自由な

配置変更などにより、デザイン性を重視する専門店やア

パレルを中心に幅広い業態において、海外での導入が進

んでいる。

ソフォス

講談社がエンドポイントセキュリティ製品を採用し、
包括的なライセンス契約を締結

中国三大空港のひとつである広州白雲国際空港の
新ターミナル向けPOSシステムを受注

NEC

ソフォス　TEL：045-227-1800 NEC TEL：03-3456-6341

広州白雲国際空港　設置POS


	Button2: 


