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NECは、ローソンから、店舗指導員である「スーパ

ーバイザー（SV）」の業務を効率化し、経営指導力強化

に貢献するIT基盤を受注した。

８月からタブレット端末「LifeTouch L（ライフタッ

チエル）」1,600台をローソンへ導入し、SVの業務効率

化を支援していく。また、NECの「スマートデバイス

管理サービス」により、タブレット端末のセキュリティ

確保と端末管理の負担を軽減していく。

NECの整備するIT基盤の概要は次のとおりだ。

タブレット端末を活用したSV業務の効率化による

経営指導力強化

◆これまで紙で作成しパソコンで集計していた各種報告

レポート（品揃え確認、衛生チェック、防犯管理等）

をタブレット端末にて作成。タブレット端末から直接

本部にレポートのデータを送付することが可能にな

り、作業時間の短縮を実現。

◆タブレット端末のカメラで撮影した写真を添付し業務

報告をすることができ、より正確でわかりやすい報告

が可能。

◆業務日報や勤怠管理など、タブレット端末上でパソコ

ンと同様の処理が可能となり、事務処理時間の削減に

よる経営指導業務の時間創出が実現。

10.1型タブレット「LifeTouch L」を1,600台利用

◆大画面の高輝度・広視野角IPS液晶により、入力作業

や画面を見ながらの店舗指導が容易。

◆高性能CPUやAndroid 4.0により、高速処理による快

適な操作性を実現。

◆大画面（10.1型）でありながら、軽さ約540gという

携帯性を両立。

端末管理に「スマートデバイス管理サービス」を提供

◆ 1 , 6 0 0 台の端末管理には、クラウド型 M D M

（MobileDevice Management）サービス「スマート

デバイス管理サービス」を提供。企業固有のセキュリ

ティポリシーに対応したセキュリティ対策を管理者が

一元的に徹底管理できるとともに、組織体制や業務に

応じた柔軟な端末・利用者管理を実現。

◆アプリケーション／データ配信機能により、管理者が

業務用アプリケーションの端末への登録や更新ができ

るほか、ウィルススキャンソフトの設定や状態確認も

一元的に行えるため、全端末で最新のアプリケーショ

ンを利用でき、かつ、安全な状態を維持。

◆ネットワーク上に存在するハードウェア資源とそれら

を使用するユーザーの属性やアクセス権などの情報を

一元管理するアクティブディレクトリ（以下、AD）

との連携機能により、ADで管理しているユーザー情

報を「スマートデバイス管理サービス」側で利用する

ことができるため、人事異動などを速やかに端末管理

へ反映させ安全な利用環境を提供。

ローソンは今後、LifeTouch Lを活用したテレビ会議

や、動画による業務報告などSVのさらなる業務効率化

や経営指導力強化施策を検討していく。

NECは今回の実績を活かし、引き続きローソンの業

務効率化・経営基盤強化に貢献するとともに、スマート

デバイスの業務活用を支援する「スマートデバイス活用

ソリューション」の提案を進めていく。

NEC DCMソリューション事業部
E-mail：info_retail@dsu.jp.nec.com
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F5ネットワークスジャパン（以下F5）は、インター

ネット上での広告展開を支援するインターネットマーケ

ティング事業を手がけるPlatform ID（本社：東京都千

代田区）が、同社のサービス基盤をBIG-IPを通じた統

合ソリューションで構築したと発表した。

Platform IDは、インターネットを通じて約50億の広

告配信枠を取り扱うとともに、ターゲティング広告のク

リック動向からユーザーの行動データを分析し、広告主

やメディア企業のマーケティング活動を提案する

「Xrost」と、統合e-マーケティングプラットフォームで

ある「ADPLAN」を提供、取り扱っている。同社が提

供するXrostには月間50億PVものアクセスがあり、ま

たADPLANでは同時セッション数が秒間十数万にも上

るなど、個々のデータ量は少ないもののセッション数が

多いため、消費帯域に比べてネットワーク機器への負担

が大きくなっていた。特にネットワークのゲートウェイ

に設置されるファイアウォールにはピーク時で 60～

70%の負荷がかかっていながらも、同時セッション数は

急成長と呼べるほど日々増加を続けており、大幅なスケ

ールアップが求められていた。

Platform IDでは、これらの課題を解決するソリュー

ションとして、BIG-IP Local Traffic ManagerとICSA

認証を取得したF5のネットワークファイアウォール・

ソリューションを採用し、サービスごとに構築されてい

たサイロ型システムを統合型システムへ移行した。これ

により、スケールメリットによる効率性の向上や管理負

荷の軽減を図るとともに、大規模システムのサーバ負荷

分散とネットワークファイアウォールの機能をBIG-IP

アプライアンス1台に集約することで、セキュリティ要

件を強化し、さらに機器コストや管理運用負荷の削減を

実現した。

Platform IDがF5のBIG-IPを通じた統合型ソリュー

ションを採用した理由は以下の通りだ。

◆BIG-IPプラットフォームによる統合型ネットワー

ク・システムの構築を通じて機器コスト、運用コストを

削減：BIG-IPプラットフォームを通じてネットワーク

ファイアウォールとロードバランサを1台のアプライア

ンスに集約できるため、従来よりもシンプルなネットワ

ーク構成が実現した。これにより、これまでXrost、

ADPLANのサービスをそれぞれ構成する、複数あるサ

ービスラインナップ1～2種ごとに構築していた多数の

サイロ型ネットワーク機器群を、XrostとADPLANの2

システムに統合し、設備導入にかかるコストを大幅に削

減した。同時に、BIG-IPの単一プラットフォーム上で

全ての機能を管理できるため、運用管理負荷の軽減も実

現した。

◆サービスのIPv6への対応：0.1%単位の数値が分析結

果に影響する広告業界では、IPv6への対応が必須とな

っている。F5のソリューションは IPv6にも対応してい

るので、精密な分析が必要とされるサービスを提供する

にあたり、IPv6経由のアクセスへの対応も可能だ。

◆変化の著しい顧客や市場の要求に応えるためのサービ

ス展開の迅速化：BIG-IPを通じてシンプルな構成が実

現したことで、サービスの企画段階でもサーバプールを

新設するだけでサービスインできるようになった。また、

BIG-IPによる統合基盤を通じて、サービス規模をいつ

でもオンデマンドに拡張できるため、サービスインまで

の期間を従来に比べて約6分の1に短縮することが可能

になった。

F5ネットワークスジャパン

F5ネットワークスジャパン　TEL：03-5114-3230

Platform IDのサービス基盤に
データセンターファイアウォールを導入
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伊藤忠テクノソリューションズ（以下、CTC）は、

横浜銀行（本社：神奈川県横浜市）の仮想化共通基盤を

NTTデータフォースと共同で構築した。昨年より約200

台のサーバを対象にサブシステムの整理・統合を行い、

仮想化共通基盤を構築、第一弾となる本番環境の移行作

業が完了した。

横浜銀行では、個別要件に基づき、その都度システム

を導入してきたため、構築費用や保守・運用の管理負担

が増大していた。そこで、ITコスト削減を主な目的と

して、サブシステムを整理し、ヴイエムウェア社の

「VMware vSphere」等を中心とした仮想化技術を活用

して、サブシステム共通のシステム基盤整備を実施する

方針を決定。勘定系システムを除く約200台のサブシス

テムを、仮想化共通基盤に統合し、更改期を迎えたシス

テムから順次移行していくこととなった。

CTCのインフラ最適化コンサルティングサービスで

ある「SOIDEAL」や、プライベートクラウド・ソリュ

ーションである「VM Pool」の導入によって見込まれる

主要な効果は、「ハードウェアコストの削減」、「開発期

間の短縮」、「利用効率の向上」などだ。仮想化によりサ

ーバ台数が10分の1となるため、新規のハードウェア費

用が削減できる。仮想化共通基盤が導入されれば、個別

にシステム基盤開発に要していた時間が削減され、開発

期間が短縮される。また、仮想サーバの利用実態に応じ

たシステム資源の割当変更が容易となるため、利用効率

も向上する。

横浜銀行では、仮想化共通基盤によりサーバ統合を実

現させた後は、運用効率化や災害対策等を段階的に行な

っていく予定だ。CTCでは、NTTデータフォースとと

もに、横浜銀行の仮想化共通基盤の増設、保守、運用を

サポートしていく。

シマンテックは、徳島大学が情報セキュリティ強化の

一環として、同社のエンドポイントセキュリティソリュ

ーション「Symantec Endpoint Protection 12」を採用

したことを発表した。これにより徳島大学では、大学が

所有するサーバやパソコンを標的型攻撃や未知の脅威な

どから包括的に保護できるようになり、また「アカデミ

ック・サブスクリプション・プログラム」により、学生

が個人で所有するパソコンについても、一括でセキュリ

ティ対策を実現できるようになった。

徳島大学では、情報セキュリティ対策として、全学で

共通するセキュリティ対策ポリシーを策定するととも

に、学内にて積極的に対策について啓発を行っていたが、

既に各部門が個別に情報システムや機器を調達・運用し

ていたことから、セキュリティレベルの統一が難しく、

大学全体での情報システムの管理、統制が課題となって

いた。この状況に対処するために、2010年７月、同大

学の情報ガバナンスと情報セキュリティの維持運用を行

うサービス部局「情報化推進センター」を立ち上げた。

まずは情報システム・ネットワークの管理体制を再設計

するとともに、情報セキュリティの標準規格である

ISMSの取得を目指した。そして、全職員と学生への標

的型攻撃や未知の脅威を防ぐ手段として、エンドポイン

ト保護ソリューションの導入を検討することとなった。

複数製品を比較・検討した結果、多岐にわたるOSに

も対応できるという点と、世界200ヶ国以上にある１億

7,500万台を超えるシステムと30億以上の実行ファイル

の安全性情報をもとにした未知の攻撃に対する画期的な

防御テクノロジー「シマンテックインサイト」など、製

品の機能面でも評価が高い Symantec Endpoint

Protection 12の導入を決定した。

横浜銀行の仮想化共通基盤を構築
～ITインフラ、運用業務、コストの最適化を実現～

徳島大学が情報セキュリティ強化として
「Symantec Endpoint Protection 12」を採用

伊藤忠テクノソリューションズ　TEL：03-6203-4100

CTC シマンテック

シマンテック　URL：http://www.symantec.com/jp/
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マインドは、アシストが３万ダウンロードを誇る同社

のOSS人事・給与・勤怠システム「MosP（モスプ：

Mind Open Source Project）」の勤怠管理システムを採

用し、2012年９月から全社員（約830名）で本稼働する

ことを発表した。

アシストは、オープンソース・ソフトウェアのサポー

トサービスを行っており、自社でもオープンソース・ソ

フトウェアを積極的に取り入れている。これに伴い、既

存の勤怠管理システムの刷新をする際にも、ベンダーロ

ックインされないオープンソースのMosP勤怠管理を採

用した。

アシストでは、M o s P勤怠管理 V 4をベースに、

「LDAPによるID連携」、「スケジュール管理／営業支援

システムとのデータ連携」、所属と職位から判断し自動

的にシステム側で設定する「申請ワークフローの自動化」

といった機能を実現している。このような機能を追加す

ることで、管理部門の業務効率向上とともに各利用者の

手間を削減している。他にも、時差出勤の申請や入力ミ

スを防ぐための細かい入力チェックやエクスポート機能

の拡充なども行っている。

また、データベースはMosP標準のPostgreSQLを利

用し、アシストが自社で提供する「PostgreSQL 技術支

援サービス」で全社員の同時アクセスに対応するための

チューニングを行った。

アシストの勤怠管理システム導入の責任者は「検討を

開始した当時は、オープンソース対応の勤怠システムで

実用レベルのものがなかなか見つかりませんでしたが、

2010年マインド社が開発したMosPが機能面も充実して

いて、費用面からも採用するメリットが十分あると判断

し、他社パッケージと比較検討した結果、MosP導入を

決定しました」と語っている。

セキュアブレインは、あぶくま信用金庫（本店：福島

県南相馬市）が、同庫のインターネット・バンキングや

ホームページを利用する顧客をフィッシング詐欺や

Web改竄によるウイルス感染や個人情報漏洩の被害か

ら未然に守る対策ソリューションとして、同社の

「PhishWall（フィッシュウォール）」を採用し、サービ

スを開始したことを発表した。

全銀協の平成24年３月発表の報告書によると、平成23

年度（平成23年４月～24年３月）に報告された「インタ

ーネット・バンキングによる預金等不正払戻し」件数は

80件、被害金額１億1,100万円と昨年と比べると件数・

金額ともに急増している。偽のWebサイトにアクセスさ

せ、盗み取った個人情報を悪用するフィッシング詐欺の

手口は年々巧妙化し、予断を許さない状態にある。

急激なフィッシングサイトの増加により、インターネ

ット・バンキングを展開する金融機関各社は、顧客をフ

ィッシング詐欺や個人情報の漏洩から守るために、アク

セスしているWebサイトが、真正であることを証明す

ることを求められている。また、改竄対策のために

Webサイトを監視することは「顧客保護の観点」から

も必要不可欠な要素になっている。

あぶくま信用金庫では、フィッシング詐欺対策と

Webサイトの改竄対策を目的として、PhishWallの採

用を決定した。採用の理由は、PhishWallが利用者に提

供する「視覚的なわかりやすさ」、管理者にとっての

「高い操作性」、「導入・運用の容易さ」に加え、インタ

ーネット・バンキングページだけでなく、トップページ

から真正なサイトであることを証明できる点だ。

PhishWallの採用企業は、金融機関を中心に、あぶくま

信用金庫で36社になる。

マインド

アシストが純国産オープンソース
勤怠管理「MosP V4」を導入

あぶくま信用金庫がフィッシング対策
ソリューション「PhishWall」を採用

セキュアブレイン

マインド　TEL：044-272-9093 セキュアブレイン　TEL：03-3234-3001
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