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NECは、ぐるなびのデータウェアハウス（DWH）シ

ステムを構築した。本システムは、NECのDWHアプ

ライアンス製品「InfoFrame DWH Appliance」の活用

により、約１ヶ月という短期間で構築を完了し、本年７

月より稼動を開始した。

ぐるなびは、日本最大級の飲食店情報検索サイト「ぐ

るなび」を中心に、パソコン・携帯電話向けの飲食店検

索サービス事業などを展開している。今回導入した

DWHシステムは、「ぐるなび」サイトに掲載している

約50万店の店舗情報の集計や、店舗単位のアクセスロ

グ分析などに活用される予定だ。

InfoFrame DWH Applianceは、DWHのリーディン

グベンダーであるネティーザ・コーポレーションと共同

開発し、本年４月より販売を開始したものである。

DWHシステムの基本構成要素となるデータベース・ソ

フトウェア、サーバ、ストレージを組み合わせたアプラ

イアンス製品で、個別の製品を組み合わせる場合と比べ

て、システム構築期間を約

90％短縮できる（NECによ

る試算。システム構成によ

って変動）。

NECはこれまで、500社

以上にBI/DWHシステムを

導入してきた。今回の導入

で培ったノウハウを活かし、

今後も製造業、流通業、金

融業、通信事業者などに

InfoFrame DWH Appliance

の拡販を推進していく。

サイベースは、ドーガがシステム運営を行う

「DMM.com」の情報分析基盤として、同社のデータウ

ェアハウス（DWH）データベース「Sybase IQ」とデ

ータ・ローディングツール「Sybase ETL」が導入され

たことを発表した。

DMM.comは、無店舗型デジタルコンテンツ配信およ

びDVD販売・レンタル等で広く知られるサービスであ

る。同サイトのシステム運用や情報管理・分析を担当す

るドーガでは、サイト利用者の急速な増加への対応と、

さらなる経営基盤の強化を目指し、これまで手作業中心

で実施してきた情報分析のシステム化を推進していた。

従来の情報分析では、各担当者や事業部門がそれぞれ

データベースからデータを抽出し、表計算ソフト等で集

計を行っていたため、煩雑さや多くの作業時間がかかる

ことに加え、精度が不十分であるなどの課題を抱えてい

た。このような状況から脱却し、全社的な情報把握や分

析を正確かつ迅速に実現するためには、BI基盤とそれ

を支える高速なDWH製品が不可欠であると判断したド

ーガでは、2009年６月から基盤となるプラットフォー

ムの選定を開始した。BIサーバのバックエンドとなる

DWH製品として、複数の製品を比較・検討した結果、

高速なデータ処理や大量の明細データを最小限のハード

ウェア上に格納できる高い圧縮性能、優れたコストパフ

ォーマンスを高く評価し、Sybase IQの採用を決定した。

同時に、Sybase IQ専用のデータ・ローディングツール

として、高速で信頼性の高いデータ移動を低コストかつ

短期間で実現できるSybase ETLを採用した。

2009年９月上旬にSybase IQとSybase ETLを導入

し、第１フェーズとして同年12月中旬には「経路分析」

機能が、さらに2010年２月には「自由分析」機能が実

稼働を開始した。

ぐるなびのDWHシステムを
「InfoFrame DWH Appliance」で構築

「DMM.com」の情報分析基盤として
「Sybase IQ」と「Sybase ETL」を提供

NEC プラットフォームコンタクトセンター
E-mail：contact@soft.jp.nec.com

NEC サイベース

サイベース㈱　E-mail：press_sykk@sybase.com

InfoFrame DWH Appliance
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日立システムアンドサービスと日本オラクルは、アズ

ワンが世界で初めて日立製作所のプラットフォーム上に

オラクルのグリッド技術「Oracle GRID」とサーバ仮想

化製品「Oracle VM」を組み合わせた最新の仮想化ソリ

ューションを採用したことを発表した。

アズワンは、システム構築の導入・改修費用や年間の

保守費用の大幅な削減を目的に、メインフレームで稼働

している基幹システムをオープンシステムに再構築する

ことと、本番および開発・検証等の複数システムがリソ

ースを共有しながら共存するプライベート・クラウド環

境を構築することを目指している。アズワンは、今回の

メインフレームで稼働している基幹システムの再構築を

皮切りに、その他の業務システムをプライベート・クラ

ウド環境に順次統合し、ITリソースや資産の有効活用と

IT基盤の強化を図っていく。

アズワンが構築するプライベート・クラウドのプラッ

トフォームには、日立のサーバや共有ストレージ用ミッ

ドレンジディスクアレイ、「Oracle Database 11g Release

2」を含む最新のオラクルのグリッド技術（Oracle GRID）

やサーバ仮想化製品（Oracle VM）を組み合わせた最新

のシステム構成が採用され、プライベート・クラウド環

境構築を行っていく（2009年 4月プロジェクト開始、

2010年8月より順次本番稼動予定）。なお、インフラ構築

と運用・保守は日立システムが担当する。

今回、アズワンが採用を決定した製品は以下のとおり。

◆日立：BladeSymphony BS320、Hitachi Adaptable

Modular Storage 2300

◆オラクル製品：Oracle Database 11g Release 2、

Oracle Real Application Clusters、Oracle WebLogic

Server 11g Suite、Oracle Enterprise Manager Grid

Control、Oracle VM for x86、他

エフセキュアが提供するSaaS型セキュリティソリュ

ーション「エフセキュア プロテクション サービス ビジ

ネス」が、KDDIの企業向けセキュリティサービス

「PCリモート管理サービス　ウイルス対策」に採用され、

2010年７月から月額サービスとして提供を開始した。

エフセキュア プロテクション サービス ビジネスは、

最新のクラウドテクノロジーを実装し、高い品質と、シ

ンプルかつ軽い操作性というユーザビリティの両方を兼

ね備え、多様化するIT環境でも安全に利用できるSaaS

型セキュリティソリューションである。KDDIがPCリ

モート管理サービスとして既に企業向けに提供している

「PC資産管理」「PC操作ログ」に続く３つ目のサービス

である「ウイルス対策」に採用された。

エフセキュア プロテクション サービス ビジネスは、

エフセキュアの他のアンチウイルス製品と同じスキャン

エンジンを実装し、スパイウェア・スパムメール対策、

ファイアウォール、アプリケーション制御、ルートキッ

ト検知（エフセキュア ブラックライト）、ゼロデイアタ

ック対策（エフセキュア ディープガード）等の機能を

含む統合型セキュリティソフトである。ウイルスやスパ

イウェアの脅威からノートPC、デスクトップPC、各種

サーバを強固にガードし、管理用のツールは、SaaSと

してネット上で提供されるため、サーバ構築の手間や時

間、新たなサーバ用ハードウェアやOSへの投資は不要

だ。管理対象端末のセキュリティに関する情報は、

Webベースのサービスポータルに表示され、GUIを介

して管理者が一元的に設定・監視・管理することができ

る。さらに、ディフォルトで7種類のセキュリティ設定

のテンプレートが用意されているので、特別な経験や知

識がない方でも、管理ツールを用いた堅牢な企業セキュ

リティを短期間で構築、運用できる。

日本オラクル／日立システム

アズワンがメインフレームを
プライベート・クラウドに刷新

SaaS型セキュリティソリューションが
KDDIのセキュリティサービスに採用

エフセキュア

日本オラクル　E-mail：pr-room_jp@oracle.com
日立システム　E-mail：press@hitachi-system.co.jp

エフセキュア㈱　E-mail：japan@f-secure.co.jp
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オージス総研と日本オラクルは、大阪ガスが全社共通

のデータ活用基盤に「Oracle Exadata Version 2」を採

用したことを発表した。

大阪ガスは、近畿２府４県の78市29町で約700万戸

のお客様にガス、LPG、電力などの重要なライフライ

ンの供給を担っている。同社は、経営や各事業部の意思

決定の迅速化、管理監督者やスタッフによるデータ活用

力の強化、効率的な IT投資を実現するために、Oracle

Exadata Version 2を採用して、全社共通のデータ活用

基盤の構築を目指している。新しいデータ活用基盤は、

組織横断型のデータ活用を支援するため、各事業部が管

理する過去の膨大なデータを一元的に管理する予定だ。

大阪ガスは、Oracle Exadata Version 2を採用したポ

イントとして、次の3点をあげている。

◆旧システムの「Oracle Database」上で稼働するアプ

リケーションの改修が不要

◆最新のオラクルのデータベース製品「O r a c l e

Database 11g Release 2」を中核技術として採用

◆高性能およびスケーラビリティ性を実現

本プロジェクトは、オージス総研のシステム構築支援

と日本オラクルのコンサルティングサービスによるデー

タウェアハウスの設計支援のもと推進していく。

オージス総研は、大阪ガスの100％情報子会社で、日

本のオブジェクト指向開発やUML（統一モデリング言

語）の分野におけるパイオニア企業である。本プロジェ

クトでは、大阪ガスの大規模な顧客データベースなどの

構築経験を活かして、全社規模での活用に適したデータ

ウェアハウスの構築や、データ活用業務プロセスの設計、

データ活用基盤の利用促進を目的とした活動を支援して

いく。

アシストは、「三島市、伊豆市および伊豆の国市電算

センター協議会（以下、協議会）」に「OpenOffice.org

研修サービス」を提供した。

静岡県三島市を主務団体とし、伊豆市、伊豆の国市で

構成されるこの協議会は、財団法人地方自治情報センタ

ーの平成 22年度共同調査研究テーマのひとつである

「最適なオフィス・ソフトの導入に関する調査研究」と

してOpenOffice.orgの有用性、利便性などを検証する

調査研究を行っている。

本調査研究は、オープンソースのオフィス・ソフトを

検証し、庁内や対市民における情報化を推進するオフィ

ス・ツールとして最適なものは何かを推奨することによ

り、市民サービスの向上と効率的な業務改善の推進を目

指している。この研究において、アシストは

OpenOffice.org研修サービスとして、移行担当者コー

ス （ 移 行 計 画 作 成 ）、 マ ク ロ 開 発 者 コ ー ス

（OpenOffice.org Basic研修）、スタンダードコース

（OpenOffice.org操作研修）の一連の研修サービスを提

供した。

OpenOffice.orgは、オープンソースで開発されており、

ソースコードが公開された無償で自由に利用できるオフ

ィス・ソフトである。アシストは、2007年６月より

OpenOffice.org支援サービスとしてヘルプデスク・サービ

ス、集合研修、eラーニング・コンテンツを約80の企業や

団体に提供している。またMicrosoft Officeと高い互換性

があり、高機能かつ無償で利用できるオフィス・ソフト

であることから、福島県会津若松市、愛媛県四国中央市

など、多くの自治体で導入・検討が進んでいる。

アシストは今後も、クライアントPC用オープンソー

ス・ソフトウェアの導入を検討する企業および団体に利

用促進に役立つ各種サービスを提供していく。

大阪ガスが「Oracle Exadata V2」で
全社共通のデータ活用基盤を新たに構築

三島市、伊豆市および伊豆の国市電算センター
協議会が「OpenOffice.org」の調査研修を開始

オージス総研　E-mail：info@ogis-ri.co.jp
日本オラクル　E-mail：pr-room_jp@oracle.com

オージス総研／日本オラクル アシスト

㈱アシスト　TEL：03-5276-5850

http://www.bcm.co.jp/
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ネクスト・イット

南海電設は、1958年の創業以来、電気・通信・消防

の総合弱電設備の設計や施工、保守を基盤事業としてき

た総合エンジニアリング会社である。1999年には、コ

ンシューマー向けインターネットプロバイダーサービス

「lam-net」および企業向けISPセンター、システム開発

事業にも進出し、さらに2008年には、高度な保守力を

必要とする高度利用者向け緊急地震速報の配信事業を開

始した。お客様からの信頼も厚い高度技術集団である同

社が、ISP事業のスパム対策ソリューションとして、ネ

クスト・イットが提供している「Astaro Security

Gateway 425」（以下、Astaro）を導入した。

lam-netを立ち上げて数年を経た2001年頃から、それ

まであまり目立たなかったスパムメールが徐々に増加

し、お客様からも対策を求められるようになってきた。

そこで、いくつかのツールを使用してメールコンテンツ

内のキーワードや IPアドレスフィルタリング等による

対策を始めたが、スパムメールに応じた対策では限界が

あると判断し、アンチウイルスや不正侵入防御、Web

コンテンツフィルタリングといった複数のセキュリティ

機能が統合されたUTM（Unified Threat Management）

製品による対策を検討した。

南海電設では、製品の選定基準として「複数ドメイン

対応」と「スパムメールや感染メールの隔離機能」を掲

げた。同社のデータセンターは、ホスティングやハウジ

ングなど、異なる契約で利用しているお客様がいること

と、個々に所有しているドメインに対しても追従するた

めに「複数ドメイン対応」が必要だった。一方「隔離機

能」は、スパムと判定したメールのサブジェクトにタグ

付けするという単純な対処ではなく、お客様のメールサ

ーバに到達する前に隔離したかったからである。このよ

うなニーズに対応した製品として、Astaroを検証した。

その結果、次のような理由から導入を決定した。

◆アンチウイルス機能に関しては、2つのフィルタリン

グエンジンで隔離できる

◆アンチスパム機能に関しては、細かい設定がさほど必

要でなく、2週間ほどの検証期間で誤認識もほとんど

無かった（ホワイトリストは一部作成）

◆隔離したメールは簡単に検索してリリースでき、隔離リ

ストをお客様にレポートできる機能が実装されている

◆パターンファイルの更新やファームウェアのバージョ

ンアップがネットワークの負担無くスムーズに行える

◆感覚的に操作できるGUIで、Webベースの管理コン

ソールなので、同時に複数個所での作業が可能

2006年に導入されて以来、Astaroは、現在でも高い

スループットを保ちつつ、アンチスパムのフィルタリン

グ精度は高く、どこの国の言語であろうとスパムメール

は確実に止めることができているという。

南海電設がISP事業のスパム対策ソリューションとして
「Astro Security Gateway 425」を導入

ネクスト・イット㈱　E-mail：info@nextit.jp図2 多層化されたアンチウイルス・スパムエンジン

図1 南海電設の機器構成図

http://www.bcm.co.jp/
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日本テラデータとSAS Institute Japanは、大分銀行

の新しい顧客管理データベース基盤をTeradataデータ

ウェアハウス（DWH）を使って構築し、全面的に更改

する。また、システム更改に合わせて、テラデータの検

索用BIツール「AccessNavigatorWeb」とのマーケテ

ィング支援ソリューション「 SAS Marketing

Automation」を導入し、顧客データを活用したマーケ

ティング活動の充実を図っていく。新システムは2010

年12月から稼動する予定だ。

大分銀行は、2000年より「Teradata Server 4800」を

導入して顧客管理を行ってきたが、効率的な顧客ニーズ

の把握と施策の精度向上を目的に、今回「Teradata

Active Enterprise Data Warehouse 5555C」の導入を

決定した。現行プログラムなどの既存資産をそのまま活

用できるため、現行業務を止めることなく低コストで最

新の環境へスムーズに移行できると共に、移行に伴うト

ラブルの発生リスクを最小限に抑えることができる。新

システムでは、従来に比べデータ容量が約6倍、処理速

度が約3倍になり、過去10年分の蓄積を含めた大量デー

タの深い分析が可能になるほか、パフォーマンスが大幅

に向上する。大分銀行では、新システムの導入によって、

より詳細な分析による顧客ニーズの把握およびそれに基

づく効率的なキャンペーン管理を実現させ、顧客に対す

る適切なタイミングでの適切な提案を実施していく。

また、クライアントへの専用ソフトのインストールが

不要なW e bベースの非定型検索・分析 B Iツール

AccessNavigatorWebを新たに導入し、行内における利

用者層やデータの活用用途を拡大した。同ツールは、月

額残高の抽出などについてあらかじめテンプレートを作

成しておけば、店番や対象月を選ぶといった簡単な操作

だけで簡易的な非定型検索を行うことが可能だ。

住商情報システム（SCS）は、新日本空調向けに、

SCSが開発・販売をしている勤怠管理システムである

「SHARE/OTM Web 勤怠管理システム」を導入し、

2010年６月から本番稼動したことを発表した。

新日本空調は、生活に欠かすことができない「空気」

にこだわり続け、地球全体を視野に入れた環境づくりに

取り組んでおり、「鉄道博物館」「東京ミッドタウン」な

どの空調設備を提供している。その業務の広がりから、

職員については海外勤務者もおり、そのため全職員の労

務管理を迅速に把握するために、増加する再雇用者の迅

速かつ正確な勤怠の把握への改善要望があること（紙で

の勤怠・作業報告にて管理されていたこと）や、日本と

海外における休日設定の違いにより、海外勤務者のシス

テム操作が煩雑であること、事業の成長に伴い勤怠管理

に関する業務負荷が増大していること、といった課題の

解決が求められていた。

SCSは、このような課題を踏まえ、日本と海外にお

ける休日設定の違いにも対応でき、全職員にとって利用

しやすいシステム、適時・適切に職員の労働時間の把握

ができる集中型の勤怠管理システムの導入を提案した。

本提案のポイントは次のとおり。

◆今後の制度改訂や ITの進歩にも追随でき、永く利用

できるシステムであること

◆全社で統一的に利用するシステムとして操作性がよ

く、操作上の混乱を招かないシステムであること

◆勤怠報告、作業報告が同じシステムで実施可能であり、

給与システムや会計システムとの親和性の良いシステ

ムであること

◆カスタマイズ開発・アドオン開発が容易でメンテナン

スビリティが高く、柔軟に他システムと連携し、シー

ムレスに対応可能なシステムであること

大分銀行が顧客データベースの全面更改に
TeradataとSASを採用

新日本空調の勤怠管理システムとして
「SHARE/OTM」が本格稼働

日本テラデータ㈱　TEL：03-6759-6151
SAS Institute Japan㈱　TEL：03-6434-3700

日本テラデータ／SAS 住商情報システム

住商情報システム㈱　TEL：03-5166-1731

http://www.bcm.co.jp/
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ウイングアーク テクノロジーズは、リコーグループ

の開発生産関連会社であるリコーユニテクノが、全社横

断的な業務改善を図るための生産現場と間接部門の情報

共有化システムを構築するにあたって、データ活用ソリ

ューション「Dr.Sum EA」および「Dr.Sum EA

Visualizer」を採用したことを発表した。

リコーユニテクノでは、リコーブランドの品質向上を

実現するための改善活動を日々推進し、生産現場の可視

化や品質向上のための取組みとして、品質、コスト、納

期（QCD：Quality Cost Delivery）の最適化と生産現場

の“ムリ・ムダ・ムラ”の排除を目的に「KAI ZEN（改

善）」と名づけた活動を進め、毎月700件以上にのぼるア

イデア出しと改善を実施し、大きな効果を得ていた。

しかし、その一方で、複数の部門をまたぐ間接部門の

効率化はなかなか進まなかった。それは、定型業務が８

割以上を占める上、毎回データを手作業で編集加工して

いることが多いという現状だったからである。例えば生

産現場では、ライン作業日報の入力作業は担当者ごとに

独自のノウハウで入力作業を行うため、集計方法や作業

時間にばらつきがあり、さらに入力作業はライン終業後

に行うため、残業が増えてしまう傾向にあった。

そこで、１回目の入力（重複入力は廃止）データを全

社で活用できるよう共有化し、集計／分析のための操作

は、ITを活用して「1クリック」でいつでも必要とする

データが集まる仕組み、「ワンクリ」のシステム構築を

開始した。このシステムの中核技術として「開発生産性」

「分かりやすい操作性」「データ入力機能との連携」が評

価され、データ活用ソリューション「Dr.Sum EA」が

採用された。

日立情報システムズとキヤノンMJ ITグループのエ

ス・エス・ジェイ（SSJ）は、住友林業に標準会計シス

テムとしてSSJの会計パッケージ「SuperStream」を

導入し、同社グループ28社への展開を進めていること

を発表した。

住友林業は、会計制度改定への迅速な対応と将来の国

際財務報告基準（IFRS）への対応、運用コストの削減

を目指し、グループの標準会計システムとして会計パッ

ケージ「SuperStream」を採用・導入した。今回導入

した製品は、基幹会計システム、支払管理システム、債

権管理システム、固定資産・リース資産管理システム、

手形管理システム、分散入力システムの６種類である。

住友林業では、グループ28社が利用する標準会計シス

テムの選定にあたり、海外製・国産を含め複数の製品を

検討対象としたが、次の点を重視してSuperStream の

導入を決定した。

◆国産製品ならではの制度対応面の優位性、サポート体制

◆SuperStreamの豊富な企業グループへの展開実績

◆財務会計機能の充実と高い操作性

◆経営指標などの充実した分析機能

◆日立情報が持つSuperStreamの豊富な導入実績とノ

ウハウ等

住友林業はSuperStreamの導入により、会計制度の

頻繁な改定への対応をパッケージ標準で受けることがで

きると共に、対応の迅速化と業務の効率化を実現した。

特に、今後必須となる IFRSへの対応については、SSJ

が提供するIFRSコンバージェンス対応機能の利用によ

り、システムのカスタマイズ、アドオン等が不要になり、

大幅なコスト削減を可能にした。また、本年度中に同社

グループ28社へのSuperStream 導入を目指している。

ウイングアーク テクノロジーズ

リコーユニテクノが生産現場と間接部門の
情報共有化システムに「Dr.Sum EA」を採用

住友林業に標準会計システムとして
「SuperStream」を導入

日立情報／SSJ

ウイングアークテクノロジーズ㈱　TEL：03-5962-7300
㈱日立情報システムズ　TEL：0120-346-401
エス・エス・ジェイ㈱　TEL：0120-302-766

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

	Button2: 


