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NECは、横浜銀行向けに、情報セキュリティ強化と

渉外担当者の利便性向上などを目的に、3,500台の行内

OA端末と750台のタブレット端末を利用したシンクラ

イアントシステムを構築した。横浜銀行では、本システ

ムの導入により、情報セキュリティ管理の負荷を軽減す

るとともに、端末内にデータを保存しない運用により、

渉外担当者による外出先での安心・安全な業務システム

の利用を実現した。また行内では、タブレット端末をシ

ンクライアント端末として業務に利用している。行内・

行外で同一のタブレット端末を利用するケースは、国内

の銀行では先進的な事例だ。本システムは、行内のシン

クライアント展開完了後、タブレット端末の展開を行い、

2012年11月から全面的に稼動開始した。

横浜銀行のシンクライアントシステム導入の概要は次

のとおり。

◆3,500台の仮想PCにより、セキュリティを強化し運

用管理業務を軽減：NECの仮想PC型シンクライアン

トシステム「VirtualPCCenter」を全店に導入。データ

を端末に保存しないため、高いセキュリティを確保する

とともに、利用者のPCをそのままデータセンター内の

サーバ上に仮想化することで、既存の業務アプリケーシ

ョンにプログラム改修を加えることなく利用することが

可能。

◆750台のタブレット端末を導入、渉外担当者の業務を

効率化：個人顧客向けに投資信託などの金融商品販売を

行う渉外担当者にタブレット端末「VersaPro タイプVZ」

を配布。タブレット端末は外部接続専用の仮想PCサー

バへ接続しシンクライアント環境で使用することで、外

出先でも安心・安全な業務システムの利用を実現した。

SAPジャパンは、印刷技術を核に多様な製品とサー

ビスを展開する日本写真印刷（本社：京都市中京区）が、

同社のデータベース基盤に「SAP NetWeaver Business

Warehouse（以下、SAP NetWeaver BW） Powered

by SAP HANA」を導入したことを発表した。

日本写真印刷は、これまで、主に業績データ分析に

SAP NetWeaver BWを活用してきた。しかし最近では、

データ量が膨大になり分析処理やデータ連携に時間を要

するため、ユーザーがデータ分析の回数を控えたり、デ

ータ分析の対象範囲を他業務に拡大できないなど、社内

情報の有効活用を促進できない状況だった。

このような背景のもと、日本写真印刷は大量のデータ

処理も瞬時に実行できるSAP NetWeaver BW Powered

by SAP HANAの導入を決定した。導入においては、

SAPのコンサルティングサービスを活用し、既存の

SAP NetWeaver BWのスリム化も行った。その結果、

クエリを約67%、キューブを約50%、データフローを約

50%、データボリュームを75%削減することできた。

導入は約３ヶ月で完了し、2012年９月より稼働を開

始した。稼働開始後は、これまでパフォーマンスの問題

で実施できなかった分析も行えるようになり、各部署が

必要とするレポートを迅速に取得することができるよう

になった。従来は数十分かかっていたレポート作成が

10秒程度で実施できるようになったほか、約７時間を

要していた夜間のバッチ処理も約２時間に短縮されるな

ど、効果を発揮している。

日本写真印刷の執行役員 兼 最高情報責任者の青山美

民氏は「今回の導入により、会社が持つ情報を各部署で

迅速かつ最適な形で活用できる基盤ができました」と語

っている。

横浜銀行の
シンクライアントシステムを構築

日 本 写 真 印 刷 が 「 SAP NetWeaver BW
Powered by SAP HANA」を導入

NEC 第二金融ソリューション事業部　第一ソリューション部
TEL：03-5746-3880

NEC SAPジャパン

SAPジャパン　TEL：0120-786-727
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シスコシステムズは、ユナイテッドアローズが、スマ

ートフォン、タブレットを利用した従業員間のより円滑

なコミュニケーションの推進と、店頭での接客対応の改

善による顧客満足度の向上を実現する強固なネットワー

ク基盤として、同社のワイヤレスLANとリモートアク

セス（セキュリティ）ソリューションを導入したことを

発表した。

ユナイテッドアローズでは、スマートフォンやタブレ

ットを所有する社員が増え、現場からもその利活用を求

める声が高まる中、中期的な IT戦略の大きな柱の一つ

として「社員のワークスタイルの変革」を掲げていた。

2009年末より、社内の ITシステムを刷新する新しいネ

ットワークインフラ構築が検討される中、これからはど

のようなビジネスワークスタイルが求められているの

か、ディスカッションを重ね、時間や場所、デバイスに

とらわれることない新しいコミュニケーションのスタイ

ルを実現できるシステムと、それを支えるインフラスト

ラクチャの構築を進めてきた。

今回のネットワーク環境の構築にあたっては、店舗で

社員の利用するスマートデバイスの接続数の大幅な増加

や、店舗全域での利用を前提とした周囲のテナントなど

からの電波干渉の影響を十分考慮。より高品質で安全、

かつ全店舗とオフィスをカバーできるスケーラブルな管

理性に優れたワイヤレスLANインフラが必要と判断し、

電波干渉を正確に把握し対処できる、Cisco CleanAirテ

クノロジーを搭載したシスコの集中管理型ワイヤレス

LANソリューションの導入を決定した。これにより、

刻々と変化する現場のトラフィック状況を、本社から集

中監視して迅速かつ的確な対応を行うことが可能にな

り、高度で快適なエクスペリエンスを常時社員に提供で

きるようになった。

アシストが提供する D W H 専用データベース

「Calpont InfiniDB」が、日本最大級のデータベース

（以下、DB）をもとに最適なマーケティング活動の提案

を主事業とするランドスケイプの企業データ分析用デー

タベースとして採用された。

様々な消費者情報や企業情報を集積し、消費者9,500

万件、企業情報750万件を超えるDBを保有するランド

スケイプでは、そのDBを中核に、アウトバウンド・テ

レマーケティングやダイレクトメール（D M）、

FAXDM、データ・クレンジング（名寄せ）、コールセ

ンター・システム（CTI）などのマーケティング・ソリ

ューションの提案やコンサルティングおよびCRM戦略

立案／展開を主事業としている。より精度の高いマーケ

ティング支援を目指すランドスケイプは、独自のマーケ

ティング・システムを構築／運用し、システム全体では

非常に高い検索性能を実現していた。しかし、一部の業

務要件では検索対象が限られているものの対象テーブル

をフルスキャンしなければならないケースがあり、その

検索に1分以上かかってしまうという課題を抱えていた。

そこで、InfiniDBを試使用したところ、大幅に業務効率

が改善し、費用面、メンテナンス・コスト等を考慮して

もバランスが取れていたため、次のような理由から

InfiniDBの本採用を決定した。

・これまで１分以上かかっていた処理がチューニング作

業を行わずにわずか２～３秒で完了した

・MySQLベースの製品であり、特別な教育などが不要

ですぐに実装可能だった

・費用面、メンテナンス・コスト等を考慮しても、これ

まで使用していた製品をアップグレードするよりもコ

スト・パフォーマンスの良さが際立っていた

・アシストのフィールド・サポートの実績

シスコシステムズ

ユナイテッドアローズがスマートデバイス活用の
ネットワーク基盤にシスコのソリューションを導入

ランドスケイプがアシスト提供の
DWH専用データベース「InfiniDB」を採用

アシスト

シスコシステムズ　E-mail：press-jp@cisco.com アシスト　TEL：03-5276-5850
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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

ョンズが提供するマルチキャスト映像伝送ソリューショ

ンのコアルーターとして、同社の「T1600」コアルータ

ーが採用されたことを発表した。

現在の映像伝送ソリューションにおいて、マルチキャ

スト性能の高度化と映像のリッチ化（高画質および高精

細化）に伴い、信頼性の高い伝送システムが求められて

いる。パケットロスがなく、高信頼で、かつ大容量の映

像伝送ネットワークを実現するため、NTTコミュニケ

ーションズは、 MPLS（ Multi Protocol Label

Switching）技術によるマルチキャスト映像伝送を可能

にするジュニパーネットワークスの「T1600」コアルー

ターを採用した。

今回採用されたT1600コアルーターは、19インチのハ

ーフラックサイズとコンパクトでありながらマルチシャ

ーシに対応している。各スロットで100Gbps（半二重で

200Gbps）をサポートし、最大1.6Tbps（テラビット／

秒）で毎秒19億2,000万個のパケットを転送することが

できる優れた拡張性と柔軟性を備え、さらに、稼働中の

ハードウェアアップグレードも可能な高い可用性も併せ

持つ製品である。これにより、従来の伝送システムと比

べ、バックボーンネットワークで使用する機器数を大幅

に削減してネットワーク構成をシンプルにし、スイッチ

機器の伝送容量も大幅に拡張することで増大する映像伝

送容量に対し、伝送帯域を柔軟に拡張することが可能と

なった。シンプルな伝送ネットワークと運用の容易性、

また、伝送先の追加・削除・変更を容易かつ柔軟に行え

る伝送インフラを実現することにより、高度なリアルタ

イムの中継映像や高画質の映像配信などに対応すること

ができる。

ブロケード コミュニケーションズ システムズは、仮

想化／クラウド基盤のネットワーク要件に最適化された

同社の「Brocade VCSファブリック・テクノロジ・ソリ

ューション」が、NTTスマートコネクトが販売する自治

体・企業・コミュニティ向けクラウドサービス「Bizひ

かりクラウド」の新たなサービスラインナップ「スマー

トコネクト VPS」に採用されたことを発表した。

「Bizひかりクラウド」は、サービス開始以来、スト

レージ、バックアップ、BCPといった様々なサービス

メニューを展開し、クラウドビジネスを拡大させてきた。

そして、さらなるクラウドビジネスの拡充を目的に、プ

ライベートクラウド構築基盤として「スマートコネクト

VPS」を新たに提供することを決定。新サービスとして、

①フレッツ・VPNワイドなどのネットワークサービス

やSINET4、インターネットなどの多様なネットワーク

との接続、②月単位でサーバリソースの柔軟な追加が可

能、③高可用性、冗長化、および監視運用保守における

サービス信頼性、④広域災害を想定したバックアップ機

能、などの特長を掲げた。

これらを実現するためのネットワーク基盤の要件とし

て、耐障害性を確保できること、冗長設計が容易である

こと、最小構成から容易に拡張できること、運用管理全

体がシンプルであることが求められた。これらの要件に

照らし合わせてネットワーク機器の選定を行った結果、

STP（スパニングツリープロトコル）による弊害を解消

して耐障害性を高めつつ、運用管理を圧倒的にシンプル

にすることができる先進的なイーサネット・ファブリッ

ク・アーキテクチャに着目し、豊富な実績を持つ

Brocade VCSファブリック・テクノロジを搭載した

「Brocade VDX スイッチ」を採用した。

ジュニパーネットワークス

NTTコミュニケーションズが映像伝送システムの
コアルーターに「T1600」を採用

「Bizひかりクラウド」のスマートコネクトVPSに
Brocade VCSファブリック・ソリューションを採用

ブロケード コミュニケーションズ システムズ

ジュニパーネットワークス
E-mail：japan-media@juniper.net

ブロケードコミュニケーションズシステムズ
E-mail：japan-info@brocade.com

http://www.bcm.co.jp/
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パロアルトネットワークスは、名古屋国際学園（愛知

県名古屋市、以下NIS）が、MacやWindows、スマー

トデバイスなどBYOD（Bring Your Own Device）を

含む多様なアクセスデバイスで安全に学内ネットワーク

やクラウドサービスを利用することを目的に、同社の次

世代ファイアウォール「PA-2020」を導入し運用を開始

したことを発表した。

NISは、1964年に創立された国内に駐在する外国人

の子供たちや帰国子女が就学するインターナショナルス

クールだ。同校ではPCやコンピュータやインターネッ

トを積極的に授業で活用することを奨励し、校内どこで

も自由に ITツールを利用できる環境を構築してきた。

これまで同校では、Mac、Windowsそれぞれ約90台、

iPad30台を共用してきたが、個人所有のものを持ち込

むケースが増え、安全なネットワーク運用における、い

わゆるBYODへの対応が求められていた。また、コミ

ュニケーションとコラボレーションの標準ツールとして

Google Appsを利用するほか、様々なクラウドサービス

を授業で活用するようになり、サービス（アプリケーシ

ョン）管理が欠かせなくなっていた。そのためセキュリ

ティゲートウェイとして運用してきたUTMを見直し、

ポートベースの制御からアプリケーションベースの制御

を行うためにPA-2020を採用した。

NISが導入したPA-2020は、スループット500Mbps

（脅威防御使用時200Mbps）の性能を持つ、中規模ネッ

トワーク向け製品で、アプリケーション、ユーザー、コ

ンテンツの可視化と制御機能により、高速インターネッ

トゲートウェイとして、セキュリティ、脅威防御、

URLフィルタリングなどの機能を提供する。

パナソニック インフォメーションシステムズ（以下、

パナソニック IS）とイージェネラは、オムロンネット

ワークアプリケーションズ（本社：京都市下京区、以下

ONA）が、同社のITシステムの災害対策強化を図るた

め、イージェネラのPAN Managerの「Verifiable DR

（検証可能な災害復旧）」機能を採用したことを発表した。

ONAは、この機能を用いたDRシステム構築のため、

このシステム全体の納入およびシステム構築を担当する

パナソニック ISと協力して、2013年春に向けてシステ

ムを展開していく予定だ。

2011年の東日本大震災後、各企業は災害時における

事業および業務の継続、安否確認など災害時対策に真剣

に取り組んでいる。それは、ITにおける事業を支える

重要システムの稼働維持、災害復旧についても同様だ。

また、昨年ニューヨークを襲ったハリケーン・サンディ

が電気、水道等のインフラのみならず ITインフラにも

大きな打撃を与えたことは記憶に新しい。

一方、これまでのDR（災害復旧）システムというと、

通常は使わないサーバを待機系として維持するための無

駄なコスト、本番系と待機系を常に同期させるための莫

大な管理コストのために、一般的なシステム運用コスト

の２倍以上の費用がかかり、導入を検討する企業の障壁

となっていた。しかし、PAN Managerを使用し、シス

テム構成情報をソフトウエアで管理することにより、通

常時は待機系を開発やステージングなどの別の用途で利

用できるため、DRシステムの構築・運用コストを劇的

に減らすと同時に、システムの確実な切り替えの実現が

可能になった。このような背景から、オムロングループ

は災害時の迅速な対応と ITシステムのさらなる強化の

一環として、今般PAN ManagerによるDRシステムの

構築を決定した。

名古屋国際学園がBYODに対応する
学内ネットワーク構築に「PA-2020」を導入

オムロンが「イージェネラPAN Manager」の
Verifiable DR機能を採用して災害対策を強化

パロアルトネットワークス　TEL：03-3511-4050

パロアルトネットワークス パナソニックIS／イージェネラ

パナソニックIS TEL：06-6377-0100
イージェネラ　TEL：03-5321-7157
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