
78 ビジネスコミュニケーション　2015  Vol.52  No.2

NTTコミュニケーションズ（以下、NTT Com）は、
資生堂からの受託により、同社の従業員が世界中から利
用する、グローバル共通のクラウド型新コミュニケー
ション基盤を構築した。
化粧品メーカーとして 89の国・地域で事業を展開す
る資生堂は、各地の生産拠点や研究開発拠点と各国の販
売チームが相互に連携し、製品開発や調達、販売をする
ことによりグローバル展開を推進している。これまでは
国・地域、組織ごとに個別仕様で構築されたシステム同
士を接続し情報連携を行っていた。そのため各国・地域、
各組織が保持する情報の効率的な共有が難しく、情報伝
達のスピードや稼働効率の面でコストの増加につながっ
ていた。

NTT Comは、このような課題を解決するため、資生
堂からの受託により、グローバルに均質なコミュニケー
ションサービスを利用できるクラウド基盤上に新たなコ
ミュニケーション基盤を構築した。
資生堂は、2014年 4月から、新コミュニケーション
基盤に含まれる「Lync Online」に対応するWebカメラ
搭載のパソコン端末の導入を決定するなど、基盤構築と
ともに周辺環境の整備を進め、約 6ヶ月後の 11月に新
コミュニケーション基盤導入と自社パソコン端末 1.1万
台の一斉切り替えを実現した。また、切り替え後の利用
者からの問い合わせ対応も NTT Comの全面バックアッ
プのもと、混乱のないスムーズな業務用端末・システム
導入に成功した。その後、新旧基盤の併用期間を経て、
2015年 1月より新コミュニケーション基盤全機能の本
格提供を開始している。
新コミュニケーション基盤の主な特長は次のとおり。

◆グローバル共通基盤となり、コミュニケーション効率
の飛躍的な向上：NTT Comと日本マイクロソフトが提
供する新コミュニケーション基盤は、各国・地域、各組
織共通のシステムとして構築されている。これにより、
例えば、これまで社員のスケジュールを確認確保するに
は電話やメールで確認を取らなければならなかった状況
が、「Microsoft Exchange Server」上で膨大な社員のス
ケジュールの瞬時の把握や連絡先の共有、迅速な稼働確
保が可能になった。
◆ハイブリッドなクラウド構成により堅牢性と利便性の
両立を実現：新コミュニケーション基盤において、より
細やかな運用が必要なメール・スケジュール管理機能
（Microsoft Exchange Server）やファイル共有機能
（Microsoft SharePoint Server）は、カスタマポータルか
らの柔軟な設定変更など、セルフマネージメントが可能
なクラウドサービス「Bizホスティング Enterprise 

Cloud」上に構築した。
◆Biz モバイルコネクトの活用で、セキュアに、多様な
働き方を実現：NTT Comの提供する認証サービス「Biz

モバイルコネクト」を活用することで、私有端末などか
らも外出先からメールや予定表のチェックができ、かつ
利用端末に情報を残さないなど、社内外で活発に業務を
遂行できる環境を実現。

資生堂は 2014年 12月 17日に発表した 2015-2020
年度の中長期戦略「VISION 2020」で掲げたとおり、
2020年度に営業利益 1,000億円超、ROE12％以上を達
成するべく、IT投資の分野でも改革に取り組んでいる。

資生堂の新コミュニケーション基盤を構築
〜グローバル事業拡大に向け国や部門を超えた連携効率が飛躍的に向上〜

ＮＴＴコミュニケーションズ

NTT コミュニケーションズ　経営企画部広報室
TEL：03-6700-4010
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NTTデータは、NTTドコモのクラウド型のメールサー
ビス「ドコモメール」を支える新たなクラウドストレー
ジを構築し、NTTドコモは 2015年 1月 14日に本格稼
働を開始した。

NTTドコモは、スマートフォンを活用したメールサー
ビス、ケータイデータお預かりサービス、電話帳バック
アップサービス、フォトコレクションなど、お客様の大
切なデータを NTTドコモのサーバで管理する「クラウ
ドサービス」を提供している。近年では、スマートフォ
ンをはじめとしたモバイル端末の急速な普及によって、
サービスの利用者が急増している。
「クラウドサービス」の中でも、2013年 10月より提
供を開始した「ドコモメール」は、2014年 12月末現在、
利用者は約 1,800万人に達し、現在も利用者を増やして
いる。そこで NTTデータは、NTTドコモの先進的なシ
ステム構想を実現するため、世界最先端のクラウドスト
レージ技術を用いて、急増する「ドコモメール」のアー
カイブデータ量に柔軟に対応できるインフラを構築した。
本クラウドストレージには、オープンソースソフト
ウェアの「OpenStack Swift＊」をベースとした、NTTデー
タの「プライベート・クラウドストレージ・ソリューショ
ン」が採用された。これにより、日々拡大するストレー
ジ需要に対応するために、数十テラバイトから数百ペタ
バイトまでストレージ容量を随時拡張することが可能な
次世代のクラウドストレージを実現した。

NTTデータが構築した新クラウドストレージの特長
は以下のとおりだ。
①日本最大級のクラウドストレージ：今回構築したペタ
バイトクラスのクラウドストレージは、日本国内で最大
級のクラウドストレージ。本ストレージは、論理容量の
合計 6.4ぺタバイトで構成されており、今後のメール
データの増加に合わせて随時拡張することが可能だ。
②安全・安心の向上：地理的に分散したデータセンター
に同じデータを複数分散して格納することで、ストレー
ジの障害やデータセンターの被災時にもサービスを継続
して運用することが可能な高い堅牢性を確保し、「ドコ
モメール」のアーカイブデータの信頼性・安全性を大幅
に向上させた。

NTTデータは、今回採用された「プライベート・ク
ラウドストレージ・ソリューション」を、他のクラウド
サービスにも適用していく予定だ。本ソリューションで
採用したOpenStack Swiftは、NTTソフトウェアイノベー
ションセンタとも連携して、大規模企業向けシステムへ
の適用を行っている。今後も連携を密に行い、本ソリュー
ションのさらなる強化に取り組んでいく。
また NTTデータは、今後も市場の変化に迅速かつ的
確に対応し、世界最先端のクラウドソフトウエア、オー
プンソースソフトウェアをお客様のニーズに合わせて最
適な形で提供していく。
＊ OpenStack Swift は、クラウドを実現するオープンソースソフトウェ

ア OpenStack を構成する分散ストレージを実現するソフトウェア。
一般的な IA サーバを高度なストレージとして活用できる。

「ドコモメール」を支える新クラウドストレージを構築
〜安全・安心にデータを保管する日本最大級のクラウドストレージを実現〜

ＮＴＴデータ

NTT データ　基盤システム事業本部
TEL：050-5546-2301

http://www.bcm.co.jp/
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OKIは、国内 No.1のシェアを誇る IPコンタクトセ
ンターシステム ｢CTstageシリーズ ｣ の最新モデル
｢CTstage 6Mi｣ を、エフコムへ納入した。本システムは
同社のへルプデスクやサポート窓口の中枢メカニズムと
して、2014年 10月に新設された「福島データセンター」
で運用が開始されている。
エフコムは堅牢なセキュリティ環境とクラウド設備を
有するデータセンターをベースに、データ入力、受託運
用、帳票出力、封入封緘などの各種 BPO業務をはじめ、
ネットワーク構築やヘルプデスクサービスなど ICTの
ライフサイクル全般にわたり事業を展開している。
エフコムでは、福島の復興支援にクラウド環境のほか
最適な ICTサービスを提供することなどを目的として、
「福島データセンター」の開設準備を進めてきた。併せて、
自社製品や取り扱うパッケージソフトに関するヘルプデ
スクや受託業務のさらなる拡充を目指し、郡山・会津に
続く新たなコンタクトセンターを開設することも計画し
ていた。各社システムを検討した結果、国内No.1のシェ
アを持つ豊富な実績に加え、技術面・費用面で総合的に
評価が高く、導入後もお客様への付加価値向上に寄与で
きるシステムとして OKIの「CTstage 6Mi」を採用した。
今回の採用にあたっては、「CTstage 6Mi」で機能強
化したコンタクトセンターモニターやレポーティング機
能、豊富な設定ツールで運用管理の効率化が図れること、
必要な機能がオールインワンで準備されており活用した
いメニューを選択するだけで短期間に導入が実現となる
点、コンタクトセンター機能をネットワークを介して他
の事業所にも容易に提供できる柔軟なサイト設計が可能
なことなどが高く評価された。さらに「CTstage 6Mi」
が掲げる「8つのスタイル」により、業務の多様化やお
客様の利便性の向上、パフォーマンスの最適化や効率化

など、今後の市場動向やお客様ニーズに追随できるシス
テムに進化を続けることも高評価につながった。
今回 OKIが納入した「CTstage 6Mi」によるエフコム

「福島データセンター」では、お客様からの多種多様な
お問い合わせを受け付けている。技術的・専門的な問い
合わせは、郡山や会津の事業所に在席する技術者に、顧
客情報や購買・対応履歴を含む応対画面ごと転送し、短
時間で効率よく引き継ぐことが可能だ。さらにフロント
アプリケーションには OKIソフトウェアの「CC Navi 

for CTstage」が採用され、既存の顧客データベースと連
携した簡易な顧客情報管理に加え、案件ごとに紐付いた
通話の録音・再生や CTI着信ポップアップによる顧客
情報／応対履歴の自動表示、ステータス管理、画面転送、
待ち呼表示といった機能をオペレーターに提供し、ス
ムーズなお客様対応を可能にしている。
エフコムでは今後も「CTstage 6Mi」を活用した業務
拡充を進めるとともに、業務の効率化やお客様への付加
価値の向上も図る予定だ。具体的には、経営層・スーパー
バイザーなどの利用者や利用シーンに応じて自由にカス
タマイズできるコンタクトセンターモニターやレポー
ターなどの管理ツールを活用し、運用管理業務の効率化
を図るとともに、受託元となるお客様への統計実績レ
ポートの提出や、通話内容を単なるエビデンスではなく
コールされた方々の需要を分析することで改善案を提示
することなどを検討している。システム構成の面では、
同社で利用している基幹システムや SFA・CRMとの連
携も強化する予定だ。

IP コンタクトセンターシステム「CTstage 6Mi」をエフコムに納入
〜最新機能で新設コンタクトセンターの効率的運用を実現〜

OKI

OKI　通信システム事業本部
URL：https://www.oki.com/jp/ctstage/contact/

http://www.bcm.co.jp/
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ネットワンシステムズは、宮城県北地域の基幹病院で
ある大崎市民病院本院（所在地：宮城県大崎市／以下、
大崎市民病院）の医療情報システムを稼働させる共通仮
想化基盤を構築した。この基盤は大崎市民病院が新築・
移転した本年 7月から稼働している。これにより大崎
市民病院は、電子カルテシステム（HIS）・医療用画像
管理システム（PACS）・放射線部門システム（RIS）・検
体検査部門システム・薬剤部門システムなどの医療情報
システムごとに異なっていたサーバ・ストレージ・ネッ
トワークを統合・集約し、全体最適化された医療 ICT

環境を実現して、設備投資コストと運用管理負荷を大幅
に削減することで、医療 ICT関連費用の削減に成功した。
今回の新築・移転に伴って更新予定としていた 40台以
上の既存物理サーバ（電子カルテシステムサーバ群およ
び 13種類の部門システムサーバ群）を約 9割削減し、
5台のブレードサーバへと集約した。さらに、新病院に
仮想化基盤および各種仮想サーバを事前に構築しておく
ことで、移転に伴うシステム停止時間の短縮化（HIS停
止時間：3時間）を実現するとともに、仮想化技術およ
び遠隔モニタリングサービス等を活用することで、シス
テムの可用性を大きく向上させ、安全かつ安心の医療提
供に大きく貢献した。
大崎市民病院は、約 30万人を対象とする大崎・栗原
医療圏（栗原市、大崎市、加美郡、遠田郡）の中核的医
療機関と位置づけられている病院だ。従来、大崎市民病
院が運用する医療情報システムでは、サーバ・ストレー
ジ・ネットワークといった ICT基盤がシステムごとに
個別導入されており、設備投資コストと運用管理負荷が
大きな課題となっていた。大崎市民病院は、病院の新築・
移転を機に、この課題を解決するため、医療情報システ
ム共通の仮想化基盤を構築することにした。その主な要

件は「新病院への円滑な移転」、「システムの継続的・安
定的稼働環境の構築」、「医療 IT関連費用の削減」の 3つ。
これに対してネットワンシステムズは、EMC「VSPEX」
をベースにした事前検証済みの仮想化基盤パッケージを
提案した。これは、ネットワンシステムズが豊富な導入
実績とノウハウを持つ VMware・Cisco・EMCの製品を
組み合わせており、各社の管理ソフトウェアを連携させ
ることで仮想化基盤全体を一元管理可能な環境へと実現
し、運用管理負荷を大きく低減している。
障害発生時には物理環境と仮想環境の連携によって迅
速にサービスが自動復旧する仕組みを整えるとともに、
ネットワンシステムズの遠隔モニタリングサービスと運
用支援サービスによって、より一層安定して稼働する環
境を実現した。また、ハードウェアメンテナンスの際に
もシステム停止が不要で、24時間 365日高品質の医療
サービスを継続することができ、バックアップについて
は、重複データを排除する仕組みを導入することで作業
負荷を軽減しつつ可用性を高めている。
提案に際しては、ネットワンシステムズが VMware

社の最上位のパートナー資格を所有していることも、仮
想化基盤における技術と信頼性の面で高く評価された。
今後大崎市民病院は、物理サーバで稼働している残り
20種類の部門システムサーバについても仮想化すると
ともに、約 1,300台ある医療情報システム端末を仮想
デスクトップ化することで、さらなるコスト削減と生産
性向上を推進する予定だ。また、3つの分院（鳴子温泉
分院・岩出山分院・鹿島台分院）の医療情報システムに
ついても仮想化を検討している。

宮城県北地域の基幹病院である大崎市民病院の
医療情報システムを稼働させる共通仮想化基盤を構築

ネットワンシステムズ

ネットワンシステムズ
TEL：03-6256-0616

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、デー
タセンターからクラウドサービスまでインターネットプ
ラットフォームを提供する NTTスマートコネクトのサー
ビスインフラを構築した。米 Nutanix社のサーバとスト
レージを集約した仮想化基盤アプライアンス製品
「Nutanix Virtual Computing Platform」を使用し、ストレー
ジのパフォーマンス改善と拡張性の向上を実現した。
ハウジング、ホスティング、ストリーミングを中心と

したクラウドサービスを提供している NTTスマートコ
ネクトでは、パフォーマンス向上や柔軟な使い方等、サー
ビスに対するユーザーの要望が多様化していた。サービ
ス開発から提供までの時間を短縮し、容易に拡張ができ
るインフラの構築を検討していたが、従来の環境では、
仮想サーバの増加に伴いサーバとストレージ間のネット
ワークに負荷が集中し、ストレージのパフォーマンスを
保ったままのサービスの拡張が課題になっていた。
今回 NTTスマートコネクトが採用した Nutanix 

Virtual Computing Platformは、サーバとストレージを
統合した仮想化環境のアプライアンス製品だ。サーバと
ストレージの統合により、サービスのボトルネックとな
るネットワークの負荷を解消し、分散してデータを補完
する独自のファイルシステム Nutanix Distributed File 

System（NDFS）と併せて、ストレージのパフォーマン
スの改善と柔軟な拡張性を実現した。新しく追加された
筐体を自動で検出し、既存のシステムに影響なくシステ
ムの拡張をすることもできる。

CTCは、スマートコネクトに対して、Nutanix Virtual 

Computing Platformを含めたインフラ環境を構築し、保
守サポートサービスを提供している。

NTTブロードバンドプラットフォーム（以下、
NTTBP）と京王電鉄（本社：東京都多摩市）は、沿線
を訪れる外国人のお客様向けに京王線および井の頭線の
5駅において無料公衆無線 LAN（以下、Wi-Fi）サービ
ス「KEIO FREE Wi-Fi」の提供を 2014年 12月から開
始した。これは、Wi‐Fiの環境を整備することにより、
多くの外国人のお客様に手軽にインターネットサービス
を利用いただくとともに、京王グループの外国語サイト
等により、沿線滞在中に便利な情報を容易に入手してい
ただくことを目的としている。
外国人のお客様は、京王線新宿駅（京王新線は除く）、
渋谷駅、吉祥寺駅、京王多摩センター駅、高尾山口駅の
ホームおよびコンコースで本サービスを利用できる。
利用方法は簡単で、4ヶ国語（英語・中国語（繁体）・
中国語（簡体）・韓国語）に対応した所定のトップペー
ジからメールアドレスを登録していただくだけでサービ
スを利用できる。
また、本サービスの開始にあわせて、NTTBPが提供す
るWi-Fiエリア検索・接続スマートフォンアプリ「Japan 

Connected-free Wi-Fi」（Android/iOS対応）に参画した。
これにより、今回の「KEIO FREE Wi-Fi」利用可能エリア
に加えて、その他の参画エリアでも、より簡単にインター
ネットサービスを利用することができるようになった。
なお、京王電鉄では、2014年 12月に外国語ホーム
ページ（英語版）をリニューアルし、今後も沿線を訪れ
る外国人のお客様の利便性向上と沿線の活性化に向けた
施策も推進している。

NTT スマートコネクトの
仮想インフラ基盤を構築

京王線・井の頭線の５駅で
外国人のお客様向け無料 Wi-Fi サービスを開始

CTCNTTBP

伊藤忠テクノソリューションズ　TEL：03-6203-4100
NTT ブロードバンドプラットフォーム　ビジネス企画部
TEL：03-6810-2627
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NECは、東建コーポレーション（本社：愛知県名古
屋／以下、東建）に、ワークスタイル変革の一環として、
日本マイクロソフトのクラウドサービス Office 365を
活用したコミュニケーション基盤を納入した。
従来、東建が利用していたコミュニケーション基盤は、
セキュリティを重視して社外からアクセスできない仕組
みを採用していた。また、営業現場には紙媒体中心の文
化が根強く残っていたため、営業担当者はメール確認や
業務報告、諸手続きのために外出先から帰社する必要が
あり、訪問先でお客様のニーズに適した資料をスピー
ディに提示できないという課題もあった。
今回、東建はワークスタイル変革の一環として、営業
担当者を中心にタブレット端末約 2,600台を導入する
のに合わせコミュニケーション基盤を刷新した。
本システムは、Office 365を活用し、電子メールやス
ケジュール管理、ファイル共有、インスタントメッセー
ジ、Web会議などのコミュニケーション機能や情報共
有機能を提供するもので、東建グループの従業員 6,000
人以上が利用している。クラウドサービスの活用により、
これらの機能を場所・端末を選ばず利用可能となり、コ
ミュニケーション円滑化や業務効率化、生産性向上、き
め細かな案件管理などを実現している。なお、オンプレ
ミス環境にもファイル共有機能を構築し、重要データに
ついては自社サーバでの保管・共有を可能としている。
また、採用や異動などの人事情報を本システムへのア
クセス権限に即座に反映する機能の構築により、運用管
理の効率化やガバナンス強化を実現している。
東建は今後も、ITを活用したさらなるワークスタイ
ル変革や経営の高度化を推進するため、社内 SNS機能
や、BIツールを活用した経営ダッシュボードの導入な
どを検討している。

アクセンチュアは、「国内における訪日外国人旅行者
の受入環境整備に関する現状調査、分析、国内・海外情
報発信方策調査業務」（以下、本事業）を、観光庁から
受託したことを発表した。
日本政府は、オリンピック・パラリンピック東京大会
が開催される 2020年までに、訪日外国人旅行者数を年
間 2,000万人に増やすという目標を掲げている。本事
業は、政府目標の達成に向けて、外国人旅行者の受入環
境を整備することで、訪日促進を強化するという観光庁
の取り組みを支援するものだ。契約期間は、2014年 9
月から 2015年 3月まで。
観光庁では、2020年までに 2,000万人の訪日外国人
旅行者を達成するために、リピーターとして何度も日本
へ旅行する外国人の確保が重要だとしている。アクセン
チュアは、本事業において、訪日外国人に対して、通信
環境や決済環境、多言語対応など、日本の受入環境に係
るアンケートを国内の主要空港などで実施し、結果を分
析することで、国内の受入環境に係る現状と課題を適切
に把握していく。また、分析結果を国内外に向けて情報
発信することで、訪日旅行を促進するとともに、自治体
や民間事業者等の自主的な受入環境整備を促していく。
アクセンチュアで本事業を指揮する戦略コンサルティ
ング本部 マネジング・ディレクターの海老原城一氏は、
「観光戦略において重要となる事業を受託することがで
き、大変光栄に思います。アクセンチュアは、マーケティ
ングのノウハウや消費者を深く洞察する分析力と、観光
に関わる数多くの業務経験を最大限活用して、政府が成
長戦略に掲げる『観光立国』の実現に貢献してまいりま
す」と語っている。

東建コーポレーションに Office 365 を活用した
コミュニケーション基盤を納入

訪日外国人旅行者の受入環境に係る
調査・分析事業を受託

ＮＥＣアクセンチュア

NEC　ソリューションプラットフォーム総括本部
TEL：03-3798-9188

アクセンチュア　マーケティング・コミュニケーション部
TEL：045-330-7157
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