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NTTデータは、大学共同利用機関法人　情報・システ

ム研究機構　国立情報学研究所（以下、NII）の研究者向

けのクラウドシステムを、オープンソースソフトウェア

（以下、OSS）および、ネットワークを仮想化できる技術

「OpenFlow」を利用して構築した。本システムは、マシ

ン性能を最大限に引き出すことができ、また、既存のネ

ットワーク環境からシームレスに利用できる、研究に適

した次世代のクラウドシステムだ。NIIは本システムの運

用を2012年７月より開始する。

従来のクラウドでは、リソースの利用効率を向上する

ため、仮想化技術を利用し複数のユーザーを１台のマシ

ンに収容する方法が取られてきたが、仮想化によるオー

バーヘッドのため、研究分野などでマシンを専有しその

性能を100%引き出す用途には向かなかった。そのため研

究者の間では、高性能なマシンをクラウドとして借り、

既存のネットワークと統合してクラウドの一部であるこ

とを意識せずに、シームレスに利用したいという要望が

あった。そこで今回、NIIはOSSの「dodai-compute/

dodai-deploy」を活用し、仮想化技術を使わず直接物理マ

シンを貸し出すと同時に、研究に必要なソフトウェアの

自動インストールが可能な研究クラウドシステムを所内

へ提供する。dodai-computeは物理マシンの管理機能を提

供し、dodai-deployはクラウド上に導入するソフトウェア

の構成を管理するシステムである。

NTTデータは、研究クラウドシステム構築にあたって

OpenFlow技術を利用し、物理マシンの貸出時にネットワ

ークの配線変更などを行うことなく、ソフトウェアによ

り制御することで動的なネットワーク構築が可能で、ま

た、貸し出された物理マシンを各研究室のネットワーク

に直接接続することができ、研究室の環境からシームレ

スに利用可能であるネットワークシステムを実現した。

そのため、研究クラウドシステムは、拠点集約による

物理マシンの運用効率の向上というクラウドが持つメリ

ットと、必要な計算処理能力を提供できる物理マシンが

持つメリットを融合し、さらに動的なネットワーク構築

が可能である、次世代のクラウドシステムとなった。

研究クラウドシステムは、研究者が必要とする計算機

リソースを必要なときに必要なだけオンデマンドに貸し

出す設計をしており、次のような特長を持っている。

◆物理マシンの性能を最大限に引き出す「ベアメタルクラ

ウド」：研究クラウドシステムでは研究用に物理マシン

（ベアメタル）を丸ごと貸し出すことによって、マシン性

能を100%利用して研究用ソフトウェアを高速で実行する

ことができる。

◆研究者が自分自身で研究用ソフトウェアを導入し、利用

（研究）を開始できるセルフサービス型の利用モデル：研

究者が自分の端末からセルフサービスで、研究クラウド

システムのマシンプールから研究に必要な台数の物理マ

シンを借り出すことができる。さらに、借り出したマシ

ンに、OpenStackやHadoopなどのクラウド基盤ソフトウ

ェアを自動的にインストールする機能がついており、研

究用の物理マシン構成を簡単に作成することができる。

◆従来のネットワークとの統合：研究クラウドシステム

ではOpenFlowコントローラを用いることで、セキュアな

閉域ネットワークをネットワークの配線変更などを行う

ことなく、物理マシンの払い出し時にソフトウェアによ

り制御することで動的に構築することができる。

NTTデータ　技術開発本部　TEL：050-5546-2301
同　公共システム事業本部　TEL：050-5546-2651

NTTデータ

国立情報学研究所の研究者向けクラウドシステムを構築
～次世代フルOSSクラウド構築ソリューションとして商品展開予定～
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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 Com）が提供するBYOD（Bring

Your Own Device）ソリューション「モバイルコネク

ト」において、同社のSSL VPN/NACアプライアンス

である「MAGシリーズ」と統合型マルチサービス・ネ

ットワーク・クライアント「Junos Pulse」が採用され

たことを発表した。

スマートフォンやタブレット端末の普及に伴い、会社

支給の端末や個人所有の端末を使って社外から社内シス

テムにアクセスし、メールチェックや事務処理などを迅

速に行いたいというBYODのニーズが高まっている。

しかし、セキュリティへの懸念から、社外から社内シス

テムにアクセスできる環境を構築することに躊躇してい

る企業が多いのが現状だ。そこで、高いセキュリティレ

ベルを維持しながら、BYODのニーズを満たすソリュ

ーションとして、NTT Comは「モバイルコネクト」を

開発・提供するにあたり、ジュニパーネットワークスの

「MAGシリーズ」と「Junos Pulse」をそのコンポーネ

ントとして採用した。これにより、従来であればポリシ

ーの策定から端末およびソリューション選定・導入そし

て運用に至るまでのお客様自身のコストや手間を軽減す

ることが可能となった。

このモバイル向けリモートアクセスソリューションを

お客様に展開していくにあたり、まずNTT Com自らが

場所や時間に捉われずに従業員がどこからでも柔軟に働

くことができるBYOD環境を実現することで、自信を

もってお客様にソリューションを紹介できると考え、第

一弾の導入事例としてNTT Com社内に同ソリューショ

ンを導入した。

BYODを実現するソリューションを構築するにあた

り重視した点は、従業員が使う様々な種類のモバイル端

末に対応したリモートアクセスソリューションだった。

Apple端末だけでなく、Android端末やWindows PC端

末などからも、セキュリティを保ちながら社内システム

にアクセスできるマルチデバイス対応のソリューション

が求められていた。NTT Comでは様々なソリューショ

ンを比較検討した結果、ジュニパーネットワークスのこ

れまでの実績とマルチデバイス対応を高く評価し、採用

を決定した。

今回採用されたリモートアクセスソリューションであ

るMAGシリーズとJunos Pulseが連携することで、管

理やソフトウェア・インストールのアップデート頻度を

抑え、会社支給の端末や個人所有端末に対する保守・管

理の作業も減少するため、運用コストや設備投資を削減

することができる。また、Junos Pulseは、マルチデバ

イスに対応したユーザーベースの一貫性のあるエンドポ

イントのセキュリティポリシーを実践でき、管理者側の

管理負荷も削減できる。

NTT Com、クラウドサービス部ホスティング＆プラ

ットフォームサービス部門担当部長の高橋氏は「当初か

ら高いセキュリティレベルを求める大規模なお客様に

は、ジュニパーネットワークスのSSL-VPNで運用を行

ってきた実績がありました。また今回弊社で働き方改革

を推進するにあたり、利用者PC端末のセキュリティチ

ェックや、スマートフォンのマルチデバイス化を、ジュ

ニパーネットワークスに協力頂きながら実現し、社内導

入しました。引き続き多様化したワークスタイル、ニー

ズに合わせた製品開発、提供を期待しています」と語っ

ている。

ジュニパーネットワークス

ジュニパーネットワークス
URL：http://www.juniper.net/jp/

NTTコミュニケーションズがBYODソリューション向けに
リモートアクセスソリューションを採用
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NECは、金沢大学附属病院に、ネットワーク制御技

術「OpenFlow/SDN（Software Defined Network）」

を活用したネットワークシステムを納入した。医療業界

においてOpenFlow/SDN技術を活用したネットワーク

基盤の構築は先進的な例となる。

納入された新システムは、世界で初めてOpenFlowに

対応したNEC製プログラマブルフロー・コントローラ

「UNIVERGE PF6800」2台、プログラマブルフロー・

スイッチ「UNIVERGE PF5240」16台を中核として、

金沢大学附属病院の新臨床研究棟内ネットワークシステ

ムを構成している。NECは、OpenFlow/SDN技術の特

長を活かし、約1ヶ月というスピードでシステムを構築

した。

金沢大学附属病院は、高度な医療サービスを提供する

一方、医学の研究・教育機関としても大きな役割を担う、

北陸の中核医療機関である。同病院ではこれまで、医療

技術の急速な進歩に対し、各部門が必要に応じて個別に

ネットワークを構築・拡張していた。そのため、ネット

ワーク全体の構成把握が困難であるとともに、新たな医

療機器がネットワークに追加されるたびに複雑な設定変

更や接続検証などが必要となり、ネットワーク管理の負

荷やコストが増大するという課題があった。

新システムでは、GUI上で設定変更も可能となり、

ネットワーク全体を可視化し、運用管理の効率化、人為

的な設定ミスの防止を図った。また、部門ごとに仮想ネ

ットワークを容易に構築できるため、新たな医療機器を

柔軟に追加できる。

金沢大学附属病院が導入したネットワークシステムの

特長は、次のとおり。

ネットワークの統合管理・可視化を実現

ネットワークの物理構成だけでなく論理構成もGUI上

で可視化でき、診療部門や研究部門ごとに構築されてい

たネットワーク全体を把握できる。これにより、ネット

ワークの統合管理が可能になり、運用負荷を軽減する。

部門ごとのネットワーク仮想化を実現

診療科や研究室などの部門ごとに仮想化したネットワ

ーク（VTN: Virtual Tenant Network）を構築。拡張・

変更も仮想ネットワークを構築する際に使用するGUI

上で行うだけで、物理的なネットワーク構成に手を加え

る必要がないため、迅速な対応が可能。

コントローラの集中制御によるリソースプール化の実現

従来は、部門ごとに構築したネットワークのセキュリ

ティを確保するために、多数のファイアウォールが必要

だったが、プログラマブルフローではファイアウォール

などのネットワーク機器を共通プール化できる。これに

より、シンプルなネットワーク構成を実現し、機器台数

やコストの削減が期待できる。

NECは今回の導入実績を踏まえ、医療機関をはじめ、

様々な業界のお客様にプログラマブルフローを積極的に

拡販し、ネットワーク管理業務の高度化・効率化などを

通してお客様の業務革新に貢献していく。

NEC UNIVERGEインフォメーションセンター
E-mail：univergeinfo@usc.jp.nec.com

NEC

金沢大学付属病院が新ネットワークに
「プログラマブルフロー」を導入
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アライドテレシスは、広島県東広島市教育委員会が平

成24年３月より運用を開始した教育クラウドネットワ

ークインフラに、同社のネットワークソリューションが

採用され、教育ICT環境の整備を支援していることを発

表した。

東広島市では、本庁のセンターと市内49小・中学校に

よる教育クラウドネットワークを構築し、平成24年３月

より運用を開始した。本ネットワークは、各校に設置さ

れていた校務用サーバ、フィルタリングサーバを本庁に

設置されたセンターサーバに統合・集約し、各校におい

て教職員向けの校務支援サービスや、PC教室向け各種

教育コンテンツサービスを、センターサーバからネット

ワークを通じて利用できるプライベートクラウドだ。

東広島市は、平成17年２月の１市５町合併により市

の面積は約635km2となり、広島県の約7.5%を占める広

大な市内に小学校が35校、中学校が14校設置されてい

る。東広島市における教育クラウドネットワークの構築

は、各校校内LANのセキュリティ強化、および運用管

理の負荷軽減、教育コンテンツを利活用できる環境整備、

さらに本庁の教育関連部署とのシステム連携による業務

の効率化などを目指して実施された。

教育クラウドネットワーク構築において求められた要

件と、課題に対するアライドテレシスのソリューション

は次のとおり。

◆教育クラウドを実現する高信頼のネットワークインフ

ラ：教育クラウドでは、エンド・ツー・エンドで信頼性

の高いネットワークインフラが重要だ。東広島市教育委

員会では、センターのコア・ネットワークの冗長化・広

帯域化を図るとともに、各校校内LANのセキュリティ

強化が求められた。これらの課題の解決には、VCS

（Virtual chassis Stacking）対応コア・スイッチ

「SwitchBlade x908」、オールギガ対応インテリジェント・

エッジ・スイッチ（レイヤー2plus）「x200-GE-28T」によ

るネットワークソリューションが採用され導入された。

◆様々なVPN網を利用したアクセスネットワーク：地

域によりアクセス回線が異なる市内各校とのWAN接続

では、キャリアのIPネットワークによるIP-VPN、イン

ターネットVPN、専用線など様々なVPN網の利用に加

え、回線の障害時にも継続してアクセスが可能なネット

ワークの構築が課題となった。これらの課題の解決のた

めに、アドバンストVPNアクセス・ルータ「AR560S」

によるソリューションが導入された。

◆ネットワーク運用の効率化：センターと市内小・中学

校49校のネットワーク機器を一元的に管理・監視する

ことによるネットワーク運用管理の効率化が求められ、

この課題の解決のために、ネットワークマネジメント・

ソフトウェア「CentreNET SwimSuite Aパック」が導

入された。このようなソリューションの導入により、東

広島市教育委員会ではサーバ仮想化・統合環境における

セキュアなネットワークインフラを実現した。

東広島市教育委員会 学校教育部では、教育クラウド

の今後の活用について、各校への教育コンテンツをはじ

めとする各種情報の提供、および共有化についての各種

施策の検討を進め、市役所の各システムとの連携による

業務効率化の推進を図るとともに、今後も教育ICT環境

の整備に取り組んでいく計画だ。

アライドテレシス

東広島市教育委員会の
教育クラウドネットワークインフラ構築を支援

アライドテレシス　TEL：03-5437-6042

http://www.bcm.co.jp/
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ネットアップは、京都大学化学研究所の国際的なバイ

オ情報サービス「ゲノムネット」を支えるスーパーコン

ピュータのストレージシステムとして、同社の

「NetApp FASシステム」が採用されたことを発表した。

京都大学化学研究所が提供するゲノムネットサービス

は、急増するゲノム情報とライフサイエンスの広範な知

識を統合した情報基盤であり、ゲノム解読のための様々

なリソースを提供している。既にゲノムネットの月間ア

クセス数は5,000万以上、ユニークユーザー数は20万人

以上にも達しており、世界有数のバイオ情報サービスへ

と発展を遂げている。このゲノムネットには24時間365

日、世界中から絶え間なくアクセスがあり、昼間の時間

帯は国内からのアクセスが多く、夜間の時間帯は時差の

関係で海外からのアクセスが多い。

同研究所では、2008年からゲノムネットを支える各

種サーバのストレージ領域を支えるストレージ基盤とし

てNetApp FASシステムを採用してきており、当初は

アクティブ・アクティブ構成の「NetApp FAS3070」が

２セット導入され、ストレージシステムの可用性を高め

るためにNetApp FASシステム間でSnapMirrorによる

データ同期を実施していた。その後、4年にわたってゲ

ノムネットのストレージ基盤として、NetApp FASシス

テムが優れたストレージアーキテクチャによって高いア

クセス性能と可用性を維持することができたことが評価

され、2012年１月から稼働を開始した最新のスーパー

コンピュータシステムにおいても、ストレージ基盤とし

てNetApp FASシステムの採用が決まった。

現在稼働中の環境では２セットのスーパーコンピュー

タが設置され、化学系アプリケーションが稼働する化学

計算サーバと、バイオインフォマティクス分野で使用さ

れるゲノムネット計算サーバとして使い分けられてい

る。スーパーコンピュータシステム全体を支えるストレ

ージ基盤には、最高水準のアクセス性能を提供できる最

上位モデルとしてアクティブ・アクティブ構成の

「NetApp FAS6240」が６セット導入されている。また、

これから 4年間の連続稼働に応えるディスク容量とし

て、合計600TB（SASドライブを搭載）が確保されて

いる。それぞれがバイオインフォマティクス・データベ

ース領域、ユーザー向けホームおよびメール領域、共有

ファイルサーバ領域などとして割り当てられ、適切なア

クセス分散を図っている。さらに、共有ストレージなら

ではのアクセス集中に対処するため、超高速のフラッシ

ュメモリ技術によって読み出し性能を飛躍的に向上させ

るFlash Cacheモジュールも搭載済みだ（それぞれのセッ

トでキャッシュメモリ容量1TB、６セットで合計6TB）。

最新のスーパーコンピュータシステムで導入された

NetApp FASシステムは、ストレージシステムを構成す

るコントローラと内部のHDD、これらを結ぶパスなど、

あらゆる部分を冗長化しながら、同時にデータ全体を二

重化するLocal SyncMirrorを組み合わせることで、き

わめて高水準の耐障害性を達成している。また、スーパ

ーコンピュータには一時保管用のストレージシステムが

それぞれ接続されているため、NetApp FASシステム内

の主要なデータはこのストレージシステムにもバックア

ップをとるようにしている。なお、ユーザーホーム領域

には、NetApp FASシステムが提供するSnapshotも積

極的に活用している。Snapshotによってユーザーデー

タの世代保管を実施することで、例えばユーザーが誤っ

てファイルを消去したときにも比較的新しい状態のファ

イルを速やかにリストアすることが可能だ。

ネットアップ　E-mail：xdl-pr-contact@netapp.com

ネットアップ

京都大学化学研究所の国際的なバイオ情報サービスを支える
ストレージシステムとして「NetApp FASシステム」を採用

http://www.bcm.co.jp/
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シンガポールに拠点を持つ会計事務所、SCS

Global Professionals Pte Ltd（本社：シンガポ

ール／以下、SCS Global）は、シンガポールの

日系企業向けに、日立システムズがクラウド型

で提供するキヤノンMJ ITグループのスーパー

ス ト リ ー ム の 経 営 基 盤 ソ リ ュ ー シ ョ ン

「SuperStream-NX」を活用した会計アウトソー

シングサービスを提供開始した。

近年のグローバル化の進展に伴い、大企業だ

けではなく、中堅・中小規模企業の海外進出が活発化し

ている。とりわけ、成長著しいASEAN地域の中核都市

であるシンガポールには多くの日系企業が本社を置いて

いるが、その多くは日本とは別の会計システムで財務管

理をしているため、財務状況の把握に時間を要している

ほか、内部統制を徹底できないなどの課題があった。ま

た、財務処理の記帳代行などを担当する現地の会計事務

所でも、顧客企業の財務データを入力・チェックする負

担が大きいなどの課題を抱えていた。

日立システムズでは、お客様の海外進出に伴う計画立

案からシステム導入、運営支援、事業拡大までを、現地

のコンサルティング会社、法律事務所、会計事務所など

とコンソーシアムを結成してワンストップで支援するグ

ローバル ITサービス「GNEXT（ジーネクスト）」を提

供しており、SCS Globalもコンソーシアム加盟企業の1

社だ。また、日立システムズはSuperStreamパートナ

ーとして、100名を超えるSuperStream認定技術者と、

300社を超える導入実績を通じて培ったノウハウ、日本

語・英語で対応可能なコンタクトセンター、強固なデー

タセンター基盤を有し、国内の企業にSuperStream-

NXのサービスを提供している。

SuperStream-NXは、利用ユーザーごとに日本語・

英語の言語設定が可能であり、多通貨にも対応している。

また、クラウド型サービスのため、日本本社、現地法人、

現地会計事務所がインターネット経由で同じ財務データ

にアクセスが可能だ。

SCS Globalは、日立システムズが提供するスーパー

ストリームのSuperStream-NXを活用し、税制対応サ

ポートや記帳代行とセット提供する会計アウトソーシン

グサービスを本年６月よりシンガポールの日系企業に向

けて提供開始する。本システムの利用により、日本本社

は現地企業の財務状況をリアルタイムで正確に把握でき

るようになるほか、会計事務所は会計サービスを効率よ

く提供することが可能になり、現地企業の業務効率も向

上する。

また、今後、SCS Globalは、香港やマレーシア、フ

ィリピンなど、他の地域でも本サービスを提供する予定

だ。一方日立システムズは、SCS Globalを通じて、主

力事業として強化を図る G N E X T の１つとして

SuperStream-NXを拡販し、今後３年間で300社への提

供を目指していく。

日立システムズ／スーパーストリーム

日立システムズ　TEL：0120-346-401
（受付時間：9:00～17:00／土・日・祝日は除く）

シンガポールの会計事務所SCS Globalがクラウド型会計システムを
活用して会計アウトソーシングサービスを提供開始

サービス概要図

http://www.bcm.co.jp/
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伊藤忠テクノソリューションズ（以下、CTC）は、

アサヒビールの営業担当者が利用する iPad向け情報共

有サービスとして、法人向けファイル共有クラウドサー

ビス「SmartBiz+」を提供する。

アサヒビールでは、生産性向上を目的に2011年夏頃

から iPadを酒販店・飲食店向け営業に試験的に導入し

た。外勤時間の増加やお客様対応の迅速化などの効果が

確認できたため、2012年４月より首都圏の営業約150名

が iPadを活用しビジネスを展開している。

アサヒビールでは、効率的な営業活動を実現するため

に必要な社内メールや社内システムとの連携機能を

iPadに導入することに加え、より効果的な営業活動を

行うためには担当者の情報武装が必要との認識のもと、

その基盤となるファイル共有のソリューションについて

検討を重ねた結果、CTCが独自に開発したSmartBiz+

を採用した。

SmartBiz+は、CTCのデータセンターから提供する

法人向けファイル共有クラウドサービスで、業務で使用

するドキュメントやファイルなどの情報を、どこでも、

簡単かつ安全に閲覧・参照でき、また社外で収集・作成

した情報を保管・共有することができる。法人向けに特

化しているため、ユーザーごとのきめ細かなセキュリテ

ィポリシー設定や、データセンターから提供する堅牢で

高品質なサービス利用環境などのメリットがある。価格

は、１ユーザー、１ヶ月あたり700円から。

アサヒビールでは、SmartBiz+を導入した iPadを、

酒販店・飲食店向け営業担当者を対象に、まず首都圏で

約150名、2012年秋には近畿圏・中部地区の約150名に

配布する予定だ。

日本オラクルは、同社のデータベースマシン

「Oracle Exadata」がケーズホールディングス（本社：

茨城県水戸市）の基幹系システム統合基盤として稼働を

開始したことを発表した。

ケーズホールディングスは、日本国内において約380

店の店舗数とネットワークを擁する家電量販店である。

堅実な成長を維持し、約8,000億円の年間売上規模を誇

るとともに、「がんばらない経営」というユニークな経

営スタイルを貫きながら、厳しい経営環境の中で成長を

続ける企業だ。

ケーズホールディングスはビジネスの拡大や店舗数の

増加に伴い、同社の基幹系システムが取り扱うデータ量

は大幅に増加し、システムに求められる性能が年々レベ

ルの高いものになっていた。そこで、同社では2007年、

東芝情報機器の協力を受け、５ヶ年中期計画に基づくシ

ステムの再構築プロジェクトを開始した。本プロジェク

トでは、基幹系システムを構成する売掛・発注、物流、

顧客領域のシステムを統合することで、複雑化するシス

テムと巨大化するデータへの対応、パフォーマンスが高

く堅牢なシステムへの移行、効率的な運用体制と管理の

しやすい環境の整備を目標に掲げた。

ケーズホールディングスは、2010年８月、Oracle

Exadataを基幹系システムの統合基盤として採用決定

し、2011年９月に複数基幹系システムの一部稼働を開

始した。現在、中期計画に基づき基幹系システムを構成

する全システムの統合を進めている。稼働を開始した新

基幹系システムのバッチ処理では、従来、８時間以上を

要していた夜間バッチ処理が約1.5時間に短縮するなど、

大幅なパフォーマンスの向上を実現した。

アサヒビールがファイル共有
クラウドサービス「SmartBiz+」を採用

「Oracle Exadate」を採用した
ケーズホールディングスのシステムが稼働

伊藤忠テクノソリューションズ　TEL：03-6203-4100

CTC 日本オラクル

日本オラクル　TEL：03-6834-4837

http://www.bcm.co.jp/
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セールスフォース・ドットコムは、日本生命が、保険

契約の管理と営業担当者が契約者に対して適切なサービ

スを提供していくための活動をサポートするシステムを

新たにセールスフォース・ドットコムのソーシャルエン

タープライズプラットフォームForce.com上で開発し、

稼動を開始したことを発表した。わずか1ヶ月程度で構

築されたこのシステムにより、業務の効率化が図られ、

顧客へのきめ細かなサービスの提供が可能となった。

本システムは、日本生命の1,500を超える支社・拠点、

および保険の手続き・相談窓口であるニッセイライフプ

ラザ約100店舗の内勤職員が行う、顧客の保険契約管理

と、顧客毎の契約内容に応じた適切なプラン、持参ツー

ルなどの情報を営業担当者に提供するサポートシステ

ム、および付随する業績管理業務をクラウド上に構築し

たものだ。従来、営業担当者と内勤職員が紙でやりとり

していた契約状況に関する情報や個人のノウハウで管理

していた営業情報を、Force.com上に集約しリアルタイ

ムに一元管理。契約状況を迅速かつ正確に把握すること

で、顧客へ付加価値のあるサービスを提供することがで

きる。

日本生命では、保険商品、事務手続きを一新する基幹

システム開発を進めていたが、新システムの本格稼動と

ほぼ同時に、早期にかつ柔軟に新しい基盤を活用できる

フロントシステムとして、Force.comの採用を決定した。

これにより、営業担当者が効率的なサービス活動を展開

する仕組みを短期間で構築することができた。

アシストが提供しているEAI製品「DataSpider

Servista（以下、DataSpider）」が、フランスベッドに

採用された。

DataSpider Servistaは、システムの接続方法やフォ

ーマットの違いを意識することなく、素早く簡単に「つ

なぐ」ことができるデータ連携ソフトウェアだ。プログ

ラミングの高い知識を必要としないGUI開発環境を提

供し、SAPやLotus Notes、データベースといった様々

なタイプのデータを手軽に接続できるアダプタを介し

て、データ連携の自動化と業務の効率化を支援する。

フランスベッドは業界トップクラスの高品質なベッ

ド／寝装品を提供、また、介護福祉においても確かなサ

ービスを行い、人々の健康や介護福祉を通して環境に配

慮した企業活動を展開している。同社がDataSpiderを

導入して約２年。多岐にわたるデータを関連付ける上で

様々な発想に適用できるDataSpiderを駆使し、営業日

報管理により現場の要望への即時対応と管理業務の効率

化の実現、本社向け／営業所向けなどターゲットに応じ

た柔軟な情報提供、顧客管理システムと A c t i v e

Directoryを連携させたセキュリティの確保など、フラ

ンスベッドでは業務効率を劇的に向上させている。

また、アシストが提供している機能テストツール

「HP Unified Functional Testing software」を

DataSpiderと組み合わせ、SAPにある製品情報の保守

や在庫の管理を自動化することで伝票処理のムダを軽減

するなど、業務に関わる連携を実現している。

セールスフォース・ドットコム

日本生命が保険契約管理・サービス提供の
サポートシステムを構築

フランスベッドが柔軟なシステム連携に
「DataSpider Servista」を徹底活用

アシスト

セールスフォース・ドットコム
URL：http://www.salesforce.com/jp/

アシスト　TEL：03-5276-5850

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

	Button2: 


