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伊藤忠テクノソリューションズ（以下、CTC）は、

デンソー（本社：愛知県刈谷市）の次期基幹系統合スト

レージシステムの更改をEMCジャパンと共同で提案

し、受注した。

ストレージ製品については「Symmetrix VMAX」を

中心とした新規のディスク装置へと更改し、従量課金と

ストレージ仮想化技術の採用によりシステムコストを削

減する。同時にデータバックアップ環境を整備し、震災

対応の更なる強化を図る予定だ。全データ・サーバの移

行・切替の完了は、2013年３月を予定している。

デンソーは、既存ストレージ環境の維持コスト削減を

目標とする中で、設備更新時のサーバベンダー、ストレ

ージベンダー間のコミニュケーションロス、オーバーヘ

ッドコストの発生を問題視していた。

CTCは、これまでのUNIX系、IA系、仮想統合基盤

の導入実績と他社が導入した機器も含めたワンストップ

保守一元化サービスを提供しているなど、マルチプラッ

トフォーム環境のサーバ群の移行作業全般を取りまとめ

られ、かつ低コストで実現できるベンダーとして評価さ

れ、今回、次期基幹系ストレージシステム導入にあたっ

てのパートナー企業として選定された。

次期基幹系ストレージシステムにあたっては、ストレ

ージの仮想化技術である、シンプロビジョニング（＊1）

によるデータ容量の削減と、データ配置の最適化を動的

に実現するストレージ階層化（＊2）を提案した。シンプ

ロビジョニングにより基幹システムの実使用容量は、従

来と比較し大幅に削減されることが期待され、かつ従量

課金対象を実使用容量と定義することにより、固定費を

削減する。ストレージ階層化では、初期導入コストの圧

縮だけでなく、データの初期配置設計や運用後の性能問

題に関わる運用工数の削減も期待できる。さらに、今回

の更改においてはサービスレベルの適正化、バックアッ

プ運用のエージェントレスによるシンプル化を併せて実

現する予定だ。

CTCは、高度な技術や経験が求められるデンソーの

基幹システムの中でも、その中枢にあるストレージシス

テムの更改を行うベンダーに採用されたことを契機に、

ストレージビジネスのさらなる発展を目指していく。

ストレージ製品のSymmetrix VMAXは、仮想化、ク

ラウドにも対応する最新のハイエンドストレージで、全

てのコンポーネントの完全な冗長化と、オンライン変

更・拡張を実現し、統合ストレージに求められる無停止

での運用・保守性を最高レベルで提供する製品だ。高い

性能・高い使用効率を実現するための先端のストレージ

技術を網羅している。

伊藤忠テクノソリューションズ　TEL：03-6203-4100

CTC

デンソーの次期基幹系ストレージシステムを受注
～EMCと共同で仮想化による基幹ストレージ更新とDR環境構築を実施～

＊1シン（仮想）プロビジョニング：EMCが提供するプロビジョニン

グ・テクノロジーの1つ。ストレージシステムが物理的に割り当てら

れているよりも多くの容量をストレージ・アレイに割り当ててアプ

リケーションに提示することができる。容量の利用効率化だけでな

く、性能効率向上も同時に実現可能となる。

＊2ストレージ階層化（EMC FAST VP）：可用性とパフォーマンスな

どの要求に応じて、データを階層1（フラッシュディスク）、階層2

（高回転ディスク）、階層3（低回転ディスク）というように階層化し

プール化する。ストレージは時間による変化に対応し、自動的に最

適な保存領域にデータを再配置することでストレージコスト、運用

コスト、消費電力を削減する。
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日立製作所が日立クラウドソリューション

「Harmonious Cloud」のラインナップのひとつとして

提供しているSaaS型コラボレーションサービス「情報

共有基盤サービス Groupmax Collaboration Edition」

が、首都圏の大手私鉄グループのひとつである相鉄グル

ープのグループウェアとして採用された。

これは、相鉄グループの財務処理業務や各種計算事務

の代行、ソフトウェア設計、プログラム開発や情報提供、

運用・保守といった業務を行うシェアードサービス会社

である相鉄ビジネスサービスが採用を決めたもので、本

サービスが、公益事業者に求められる情報セキュリティ

の担保と運用負荷の軽減の両立を実現していること、さ

らに、組織間のコミュニケーション、コラボレーション

を活性化するグループウェアシステムであることが評価

された。相鉄グループでは、2012年度に相鉄グループ

19社（約1,300ユーザー）で利用を開始し、２年目以降

は相鉄グループ全32社（約4,000ユーザー）に拡大して

いく予定だ。

今回、相鉄ビジネスサービスにより評価された情報共

有基盤サービスの主な特長は次の通り。

◆安全・安心な日立のクラウド拠点Harmonious Cloud

センタを使ったサービスであること：本サービスを提供

するHarmonious Cloudセンタ（日立のデータセンター

内に設置されたクラウドサービスの拠点）が、強固な地

盤への直接基礎工法と免震装置を併用した大規模地震に

耐えうる堅牢なファシリティを完備しており、指静脈認

証や ICカードによる入退管理システムなどのハイレベ

ルなセキュリティ対策を実現している点。高信頼で実績

のあるプラットフォーム製品、運用管理ソフトウェアな

どを活用した可用性の高いクラウド基盤を使ったサービ

スであるため、事業継続計画の観点からも安全・安心に

利用できる点。また、プライバシーマーク、ISMS（情

報セキュリティマネジメントシステム）、BCMS（事業

継続マネジメントシステム）、ITSMS（ITサービスマネ

ジメントシステム）の認証を取得しており、信頼できる

サービスを提供している点。

◆システム運用の負荷を軽減できること：本サービスは

SaaS形態での提供であり、システム運用管理は日立が

行うため、システム部門の運用負荷が軽減される点。こ

れにより、システム部門の人的リソースをこれまで以上

に戦略的なミッションへとシフトすることが可能である

こと。

◆組織間のコミュニケーション、コラボレーションを活

性化するグループウェアシステムであること：本サービ

スのコミュニティ管理機能により、組織横断的なプロジ

ェクトでのセキュアな情報共有を可能にする点。また、

スケジュール管理機能によりプロジェクトメンバーの予

定および会議室などの施設の共通の空き時間を表示し、

すばやくプロジェクトでの会議を設定できる点。これに

より、組織間のコミュニケーション、コラボレーション

を活性化すること。

日立では、今後もユーザーのニーズにあったサービス

の提供を目指し、「情報共有基盤サービス Groupmax

Collaboration Edition」の機能強化を続けていくととも

に、さらなる拡販を推進していく。

日立製作所

「情報共有基盤サービス Groupmax Collaboration Edition」を
相鉄グループがグループウェアとして採用

日立製作所　情報・通信システム社
お問い合わせフォーム：http://www.hitachi.co.jp/os-inq/
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NECは、アサヒグループホールディングスにおいて、

M&Aの早期実現や収益性の強化を目的としたグループ

の共通 IT基盤を構築した。本共通 IT基盤は、本年４月

中旬から稼動を開始した。

アサヒグループホールディングスでは、グループ各社

が個別に構築してきたシステムを刷新・統合し、グルー

プ共通のシステム基盤を構築する「3Gプロジェクト」

を進めている。具体的には、プライベートクラウドの導

入によるサーバの集約化や、アプリケーションの部品

化・共通化、そして、商用ソフトからオープンソースソ

フトの使用に切り替えていく。また、システム開発標準

の整備も併せて行っている。

3Gプロジェクトは、アサヒプロマネジメントが企画

を担当し、アサヒビジネスソリューションズがシステム

の構築と運用を担当している。システムの構築・運用に

あたり、NECは統括ベンダーとして、各グループ企業

の販売・生産などの基幹システムと会計やBIなどを接

続・連携させるデータ管理・バッチ基盤（CWH基盤

/Central Warehouse）の構築を担当した。本プロジェ

クトでは、2010年から2015年までのコスト削減効果は

約 36億円が見込まれている。プロジェクト完了後は、

年間総コストを2009年比で約９％削減でき、また、ア

プリケーションの部品化や共通化を進めることで、開発

費も約20％削減できる見込みだ。

NECは、2010年に、連結経営管理のスピードアップ

や業務効率の大幅な改善、システムのTCO削減を目的

に、自社の基幹システムを全面刷新し、これまでグルー

プ会社ごとに行っていたものをデータセンターに統合・

集中化しクラウドサービスとしてグループ全体に提供し

ている。この構築実績が評価され、アサヒグループホー

ルディングスのシステム構築を担当した。

セールスフォース・ドットコムは、富士ゼロックスが、

全国の顧客・営業情報を同社の「Sales Cloud」で統合

する新たな営業支援システムを導入することを発表し

た。すでに営業、システムエンジニア、マーケティング

の３部門で計8,000名のユーザー向けに提供を開始して

おり、2013年３月までに国内最大規模となる１万ユー

ザーへ利用を拡大、本格稼動する予定だ。

富士ゼロックスでは、従来、富士ゼロックスおよび全

国34の販売会社がそれぞれ独自の営業支援システムを

導入・運用していたが、これらの販売会社を地域ごとに

統轄する地域統轄会社の設立と併せ、営業力の強化と顧

客サービスのさらなる向上を目的として、富士ゼロック

ス、地域統轄会社および販売会社の営業情報をSales

Cloudで統合・一元管理する新たなシステムを導入し

た。本システムは、「For Customer（顧客のために）」

という思いから「ForCus（フォーカス）」と名づけられ、

顧客・営業情報の一元管理により業務プロセスを可視化

し、営業力の強化と顧客サービスの向上を促進していく。

さらに本システムは、セールスフォース・ドットコムの

企業内ソーシャルネットワーク「Salesforce Chatter」

とシームレスに連係し、利用者同士をリアルタイムにつ

なげている。富士ゼロックスでは本システムの利用によ

りお客様とのコミュニケーション環境を充実しマーケテ

ィングに活用して行くことを検討している。

全世界で10万社以上の顧客企業に利用されている高い

信頼性と、ニーズに応じてカスタマイズ可能な柔軟性と

拡張性にも優れていることが、成長著しいアジア市場を

中心とするグローバルでの展開も視野に入れた富士ゼロ

ックス全社の営業支援システムとして選ばれた理由だ。

アサヒグループホールディングスの
共通IT基盤を構築

富士ゼロックスが「Sales Cloud」で
国内販売会社の営業支援システムを統合

NEC プロセス業営業本部　食品第一営業部
E-mail：processsol@info.jp.nec.com

NEC セールスフォース・ドットコム

セールスフォース・ドットコム
URL：http://www.salesforce.com/jp/
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ICSパートナーズ（東京本社：東京都港区、大阪本

社：大阪市西区）は、自社開発および販売している会計

パッケージ「OPEN21」の高度な分析ツールとして、

アシストが取り扱う高速インメモリ B I ツール

「QlikView」を採用した。

個別企業からグループ企業まで、また中小規模から大

規模企業まで幅広く、それぞれの管理基準に応じて細か

く管理可能な会計パッケージであるOPEN21は、経営

の実践現場で活用できる精緻な意思決定用の会計情報の

提供と業務効率化に大きく寄与するツールとして、様々

な業種業態の数多くの企業に採用されている。今回、

OPEN21が持つ分析用データ出力機能をより一層強化

し、経営の意思決定などを強力に支援する目的で、アシ

ストが取り扱うQlikViewを分析用ツールとして採用し、

組み合わせて販売することとなった。

QlikViewは、クリックだけの簡単な操作で様々なデ

ータを連結させて思い通りの検索や分析が可能なため、

OPEN21から企業が求める経営情報を迅速に引き出し、

誰もが「管理会計の見える化」を容易に実現できるだけ

でなく、会計情報と販売情報を連結させて販売分析など

も迅速に行うことが可能だ。

ICSパートナーズは、企業の意思決定を強力に支援す

るツールとしてQlikViewを積極的に販売し、アシスト

は、QlikViewに関する分析テンプレートの構築支援な

どでICSパートナーズ、並びにICSパートナーズの顧客

企業を強力に支援していく。また、O P E N 2 1と

QlikViewを利用した会計情報の活用例などを紹介する

セミナーを両社共同で企画しており、７月の大阪での開

催をはじめ、年内に全国各地で開催する予定だ。

日本アバイアは、鹿児島国際大学（鹿児島県鹿児島市）

が、同社のイーサーネットスイッチ「Avaya Ethernet

Routing Switch（ERS 5000）」にイーサーネットスイッ

チの消費電力を削減する「Avaya Energy Saver」機能

を導入したことを発表した。

Avaya Energy Saverは、PoEポートからIP電話や無

線LANアクセスポイントなどのデバイスへの電力供給

をタイマー設定によって自動的に止めたり、イーサネッ

トポートの帯域を絞ったりすることで、夜間・早朝など

オフピーク時間の消費電力を30%～40%削減する機能

だ。ポートごとの設定により必要なデバイスには24時

間電源を供給することができるため、学生や教員の利用

には影響を与えずに節電対策をすることができる。

鹿児島国際大学では 2006年に授業や学内サービス、

研究室や図書館をはじめとする約2,000台のPCを接続

するネットワークとしてコアスイッチ「Avaya ERS

8600」およびエッジスイッチ「Avaya ERS 5000」を導

入した。動画や音声利用によるネットワークのトラフィ

ック増加に伴う電力消費を抑えるため、同校では以前か

ら省電力化に取り組んでいたが、東日本大震災以降電力

不足の懸念が続いていることから、新たに A v a y a

Energy Saverを導入した。

Avaya Energy Saverは、スイッチのファームウェア

をアップデートするだけで利用可能になる機能だ。鹿児

島国際大学では５～10年スパンでネットワークのさら

なる可用性を実現する製品を求めていた。導入にあたっ

ては、アバイアのイーサーネットスイッチの堅牢性、購

入後も様々な機能をアドオンできること、さらに、その

ためのサポートが整っている点がポイントとなった。

アシスト

ICSパートナーズが会計パッケージの
分析機能強化に「QlikView」を採用

鹿児島国際大学が
「Avaya Energy Saver」機能を導入

日本アバイア

アシスト　TEL：03-5276-5850 日本アバイア　TEL：03-5575-8850
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