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NTT データ NEC

クウェートの大型製油プラント向け
通信・セキュリティシステムを受注

KUMON のグローバル展開を支える
「情報活用系基幹システム」を構築

NECは、日揮から、同社が構築に携わっているク
ウェート国営石油会社（Kuwait National Petroleum 

Company以下、KNPC社）の大型プラント「ミナアル
アハマディ製油所」向けの通信・セキュリティシステム
を受注した。本システムの受注額は約 13億円であり、
本年 12月からシステムの納入を開始する予定だ。

NECがミナアルアハマディ製油所に提供するのは、
通信システムでは、構内 IP電話システム、構内有線・
無線 LANシステム、無線通信システム。セキュリティ
システムでは、緊急アラートシステム、映像監視システ
ム、入退場管理システムなどだ。
製油プラントの通信・セキュリティシステムには、高

度な信頼性と耐環境性能が求められるとともに、火災や
爆発のリスクに配慮した設計など、特殊な技術やノウハ
ウが必要になる。NECグループはこれまで、サウジア
ラビアの国営石油会社「サウジアラムコ」の大規模石油
プラントをはじめ、プラント向け通信・セキュリティシ
ステムを構築した多くの経験と実績を有している。今回
の受注は、長年のシステム構築・運用実績に加え、最先
端の技術力が高く評価されたものとNECは考えている。

NECは、「顔認証技術」や「群衆行動解析技術」、「超
解像技術」などの世界トップレベルの画像認識技術・セ
キュリティ技術を保有している。今後、これらの技術を
プラント向け通信・セキュリティシステムと合わせてエ
ンジニアリング会社等に提案を行うことで、製油所や発
電所などの重要施設の安全・安心な運用を支えていく。

NECは、「社会ソリューション事業」に注力しており、
ICTを活用した高度な社会インフラの提供を進めている。
今後も、最先端技術・ノウハウの海外展開を進め、プラ
ントなど重要施設の安全性向上に貢献していく考えだ。

NTTデータは、公文教育研究会（以下、KUMON）
が全世界に展開する「次世代グローバル基幹系システム
（以下、KiDSシステム）」の情報活用系システムの構築・
導入支援を行っている。2015年 8月 24日よりアジア・
オセアニアエリアのシンガポールでの導入が開始とな
り、2014年 8月のアメリカ・カナダ・メキシコでの開
始以来、ヨーロッパ・アフリカエリア、南アメリカに次
ぐ世界 4エリア目、21ヶ国目の導入となる。

KUMONでは世界 48ヶ国・地域の約 25,000教室に
おいて、約 430万人の学習をサポートしている。これ
までは、システムやサーバは各国・地域本社ごとに個別
に構築されており、これらのデータを統一するという課
題が生じていた。そのため、2012年 10月に「グロー
バル ICT戦略室」を設置し、グローバル展開を支える
「KiDSシステム」の導入に取り組んできた。

NTTデータは、「KiDSシステム」の情報活用系システ
ムにおいて、システム構築だけでなく、世界各国・地域
本社とのシステムの仕様調整や、現地へ向けた導入支援
を行いグローバルでの業務標準化をサポートしている。

KUMON「KiDSシステム」の情報活用系システムは、
KUMON社員の業務をサポートするシステムで、
KUMONの指導者の採用から、教室運営に関する契約
の維持更新、さらに、生徒の学習状況を教室発展に役立
てるための情報参照機能を備えている。
今後も NTTデータは、様々な言語、通貨、タイムゾー
ンなどのグローバルで共通のアプリケーションを開発す
るノウハウと、全世界 41ヶ国・地域、176都市に展開
するグループ力を生かしたデリバリー力で、KUMON

の ICT活用によるグローバルビジネスの発展をサポー
トするとともに、グローバルに展開する日系企業を支援
していく予定だ。

NEC　E-mail：safety@gsd.jp.nec.comNTT データ　TEL：050-5546-2584
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ＯＫＩ 日本オラクル

常陽銀行が「Oracle Service Cloud」で
オンライン・バンキングのお客様サポートを強化

静岡銀行が「EXaaS スマートバンキングサービス」
を採用した NTT データの「アプリバンキング」を導入

日本オラクルは、茨城県を中心に国内 178店舗を展開
する常陽銀行が、デジタル世代の新規顧客の獲得とさら
なる顧客満足度向上を目的に地方銀行で初めて「Oracle 

Service Cloud」を採用（オラクル調べ）し、Webサイト
上の FAQ検索機能を強化したことを発表した。
常陽銀行では、営業窓口時間外にも住宅・自動車・教
育ローンなどの申し込みを円滑に行うことができる非対
面チャネルの強化としてWebサイトの拡充や、モバイ
ル端末経由でのサービス強化を 2011年より開始してい
る。「Oracle Service Cloud」の稼働により、窓口やコー
ルセンターの営業時間に制限されることなく、Webサ
イトやモバイル端末経由で顧客がオンライン上で自身の
疑問点を自己解決し、手続きを行うことができる仕組み
を実現していた。
銀行の様々な手続きやサービス内容の確認は、一般の
お客様にとっては難解である場合が多く、また、特定の
お客様に限った事項などの回答を適時的確に表示するこ
とは、従来のWebサイト上では困難だった。今回採用
した「Oracle Service Cloud」の FAQ機能により、Web

サイトから各種サービスの申し込みを行う過程で、多く
の人が抱える疑問とそれに対する回答はもちろん、特定
のケースに至るまでの回答を的確に提示できるため、
Webサイト上での自己解決につながっている。常陽銀
行では「Oracle Service Cloud」の採用を 2015年 4月
に決定し、その約 2ヶ月後に稼働、Webサイト上の
FAQページへのアクセス件数は昨年 6月と比較し、約
3倍（常陽銀行調べ）になっている。
今後は、「Oracle Service Cloud」の他の機能活用につ
いても検討を進め、より効果的・効率的なお客様対応の
実現を目指していく予定だ。

OKIが提供する「EXaaSスマートバンキングサービス」
を採用した NTTデータの金融機関向けスマートフォン
アプリ「アプリバンキング」が、静岡銀行に導入された。
静岡銀行は 2015年 8月 3日から銀行を利用のお客様
に対して、アプリの提供を開始している。
「EXaaSスマートバンキングサービス」は、金融機関
で稼働実績のある OKIのWEB中継サーバ技術を利用
し、既存のインターネットバンキングサービスとスマー
トフォン・タブレット間の通信を中継することで、イン
タフェースの違いを吸収する。これにより金融機関は既
存システムへの開発コストや影響を抑え短期間、低コス
トでスマートフォン・タブレットのアプリを利用した利
便性の高いサービスを提供できるようになる。また、本
サービスは OKIのクラウドサービスの利用により、短
期間での初期投資を抑えたサービス導入と安心、安全、
低コストでの運用が可能だ。
「アプリバンキング」を提供するにあたり、NTTデー
タは地方金融機関向け共同利用型インターネットバンキ
ングサービス「AnserParaSOL-Lite」と接続し、スマー
トフォンとの間の通信を中継するサービスとして
「EXaaSスマートバンキングサービス」を採用した。
「EXaaSスマートバンキングサービス」は、金融機関で
の豊富な導入実績、既存システムへの影響極小化、短期
間 /低コストでのシステム導入が評価された。本アプリ
は静岡銀行で 3行目の導入となる。

日本オラクル　TEL：03-6834-4837
OKI　統合営業本部　金融営業本部
TEL：03-3454-2111

「EXaaS スマートバンキングサービス」の概要
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日本オラクル／アシスト アシスト／のれん

代々木ゼミナールが Web サイトの
構築／運用基盤に「NOREN」を採用

小松ウオールが新たな部門間情報連携基盤を
「Oracle Database Appliance」で構築

アシストグループの、のれんが提供するWebコンテ
ンツ・マネジメント・システム「NOREN Content 

Server（以下、NOREN)」が、学校法人高宮学園 代々
木ゼミナールのWebサイト構築／運用基盤として採用
された。
「親身の指導」の建学の精神のもと、1957年に開校し
た代々木ゼミナールは、全国主要都市にて高校生／高卒
生の大学受験のための授業展開、高等学校や学習塾への
授業コンテンツ配信、その他各種入試情報の発信、参考
書／問題集の出版など多岐にわたる事業を展開している。
代々木ゼミナールは一人ひとりを大学合格へと導く最

高の学習環境を提供するために、各志望校に対応する
様々な受講スタイルやサポートシステムに関する情報を
Web上で公開している。従来、人手によるWebサイト
運用や担当者のスキルのバラつきにより、コンテンツの
迅速な更新が困難だったことに加え、属人化や作業負荷、
配信漏れやリンク切れの発生が大きな課題となってい
た。特に、1月から 3月の受験シーズンには大学入試情
報をWebへ公開するため、外部データの加工から公開
までにスピードと正確性が求められ、負荷の高い状況が
続いていた。
これらの課題を払拭するために、Webサイトの構築

／運用基盤としてWebコンテンツ・マネジメント・シ
ステムの導入を検討し、2014年 9月に以下の 3点が大
きな決め手となって「NOREN」の採用を決定した。
① HTMLに関して初心者の担当者であってもコンテン
ツの更新が容易に行えること

②「NOREN」の「データ連携機能」により、大学入試
情報などの外部データを取り込んでWebに迅速に反
映できること

③約 550社の企業に採用されている「NOREN」の実績

日本オラクルとアシストは、オラクルの高可用性デー
タベースとハードウェアを一体化したエンジニアド・シ
ステム「Oracle Database Appliance」が、小松ウオール
工業（以下、小松ウオール）の新たな部門間情報連携基
盤として稼働していることを発表した。
小松ウオールは、建築物内部の空間を仕切る間仕切

（パーティション）製品の製造・販売を手掛けるモノ作
り企業として、日本全国に支社、支店を展開している。
同社は個々の建築物に合わせた専用の間仕切製品を都度
設計・生産する個別受注生産を主なビジネスモデルとし
ており、顧客の様々な要望に迅速、柔軟、きめ細かく対
応することが大きな差別化ポイントになっている。
小松ウオールの技術部門では、多様な顧客ニーズに対
応するために、製品に関する様々な情報を広く共有・再
利用するための基盤を構築していた。しかし、技術部門
から製造部門へ渡される設計図面などは依然として紙が
多く、標準とは異なる製品の場合、製造部門のシステム
に製品の属性情報を再入力するという手作業も発生し、
両部門の持つ設計図面に差異が生じるケースもあった。
そこで小松ウオールでは、コストおよび工数削減と密接
な情報連携を目指し、技術部門と製造部門間でモノ作り
情報をシームレスに連携・共有するための新たな情報基
盤を構築することを決定した。
小松ウオールでは、顧客ニーズによって変化する製品
属性情報を製造工程のシステムで取り扱うには従来の
データベース管理システムの表構造では対応できないこ
ともあり、製品の属性を XML形式でデータベースに格
納し、設計図面と製造工程を迅速に連携させて、新しい
仕組みによって段階的に拡張していくことを決め、これ
らのニーズを満たす製品として、「Oracle Database」お
よび「Oracle Database Appliance」の採用を決定した。

アシスト　TEL：03-5276-5850
日本オラクル　TEL：03-6834-4837
アシスト　TEL：03-5276-5850

http://www.bcm.co.jp/
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日本テラデータ SAS Institute Japan

コープネットが顧客分析基盤に
「SAS Marketing Automation」を採用

中国銀行が収益管理業務システムに
DHW と収益管理ソリューションを採用

ビジネス・アナリティクス・ソフトウェアとサービス
のリーディング・カンパニーである SAS Institute Japan

は、生活協同組合連合会コープネット事業連合が、同社
の顧客分析基盤に「SAS Marketing Automation」を採用
したことを発表した。
コープネットは、「食卓を笑顔に、地域を豊かに」の
ビジョンに基づき、食とくらしに関するサービスを提供
する、関東、信越の 6生協の事業連合だ。宅配事業では、
組合員の利用価値向上に向けて、「生協宅配ならでは」
を追求したマーチャンダイジング（MD）と、一人ひと
りの組合員に対応できるマーケティングの仕組みの構築
に挑戦している。MD面では、メインカタログ「ハピ・
デリ！」を中心に、子育てからシニアまでそれぞれの世
帯構成に応じてカタログの複線化を実現している。さら
に、食にこだわる層向けの食材や、忙しい主婦向けの簡
便料理キットなど、組合員のライフスタイルに応じた品
揃えも推進中だ。その結果、2015年 3月期も順調な増
収増益を記録した。
コープネットでは、組合員にとっての利便性と満足度
の更なる向上に向けて、組合員「個人」を軸としたマー
ケティングを始めている。ロイヤルカスタマーへの満足
度を高める感謝チラシなど、既にいくつかの施策が実現
しているが、更なるマーケティングアプローチの改善の
ために、「SAS Marketing Automation」を採用した。こ
れにより、コープネットでは商品 DNAとライフスタイ
ルセグメンテーションなどの分析が可能となった。さら
に、週ごとに変化していく商品とカタログの構成に応じ
て、スピーディーに、これらの分析に根ざしたクロスチャ
ネル・マーケティングが実行できるようになった。

日本テラデータは、中国銀行が、収益性・業務効率性
の向上を目指し、収益管理システムとして、新たに同社
のデータウェアハウス（DWH）・アプライアンス、収益
管理ソリューション、また検索用 BIツールを採用した
ことを発表した。
中国銀行では、顧客別、商品別、地域別など、様々な
切り口で銀行の収益を一元化して把握、シミュレーショ
ンし、営業店向けの予算計画立案を高度化したいと考え
ていた。従来の収益管理システムではアプリケーション
を構築していたため、データ分析の機動性、柔軟性に課
題があった。今回、データウェアハウス・アプライアン
ス「Teradata Data Warehouse Appliance 2750」を新た
に採用し、さらに、収益管理ソリューション・パッケー
ジ「Teradata Value Family」、およびテラデータの検索
用 BIツール「AccessNavigatorWeb」を導入・構築する
ことで、日次での収益管理、予算シミュレーションの実
行、また容易な分析ができるようになり、経営方針を素
早く業務に反映することが可能になった。Teradata 

Value Family は、RAROA：Risk-Adjusted Return on 

Assets（信用コスト控除後資産収益率 ＝ 信用コスト控
除後収益 ÷資産）の要素である資金粗利益、役務収益、
経費、信用コストをそれぞれ取引口座単位に計測・保有
し、信用リスク経費控除後ベースの収益管理を実現する
ソリューション群だ。
日本テラデータが金融ソリューションとして提供す
る、収益管理ソリューションの国内での豊富な導入実績
とデータ活用のコンサルティング能力が評価され、今回
の採用に至った。日本テラデータは、中国銀行がより進
化した顧客サービスを提供できるよう、コンサルティン
グ、製品、および各種サービスの提供を通じて、データ
活用の高度化を支援していく予定だ。

SAS Institute Japan　TEL：03-6434-3700日本テラデータ　TEL：03-6759-6151
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