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OKIは、岐阜県瑞穂（みずほ）市に、同社の IPテレ

フォニーサーバ「IP CONVERGENCE Server SS9100

TypeM（SS9100 TypeM）」をベースとしたIP電話シス

テムを納入した。なお、本システムの提案および構築は、

NTT西日本が担当し、同社の「ひかり電話」回線を利

用した通信ネットワークを提供している。

瑞穂市は、2003年５月に岐阜県穂積町と巣南町との

合併により誕生した、東に長良川、西に揖斐川が流れ、

輪中（わじゅう）と呼ばれる水郷地帯に位置する豊かな

自然に恵まれた都市である。同市では、巣南分庁舎の交

換機の老朽化を契機に、「ひかり電話」回線の収容、「岐

阜情報スーパーハイウェイ（＊1）」（県域ブロードバンド

ネットワーク）を介して本庁舎と分庁舎間の接続ができ

るPBXの採用を検討していた。

OKIのSS9100 TypeMを用いた IP電話システムは、

既存のPBXを利用した段階的な IP電話への移行がスム

ーズに行えること、多彩な端末を１システムのサーバで

制御できること、特に高品位な IP電話機を利用できる

こと、また、将来に向けて容易に拡張ができることなど

が評価され、採用に至った。

SS9100 TypeMは、巣南分庁舎内に設置され、同庁舎

内の IP電話機や瑞穂市本庁舎の既設PBXと接続してい

る。主要な電話端末として約70台の IP多機能電話機を

採用し、高品位音質を実現する技術「eおと（＊2）」の採

用によって臨場感ある通話を実現。従来の使い慣れた電

話機と同じ使い勝手を維持しつつ、30個にも及ぶフレ

キシブルキーにより、PBX機能の割り当てや利用頻度

の高い番号の登録といった、新たな利便性も提供してい

る。また、万一の大規模停電に対してもサービスに影響

を与える心配がないよう、巣南分庁舎内に停電用多機能

電話機を３台設置した。

岐阜県瑞穂市に「SS9100 TypeM」を用いた
IP電話システムを納入
～本・分庁舎を接続、「岐阜情報スーパーハイウェイ」に連携～

OKI

IP多機能電話機「MKT-IP-30DKW」

＊1 岐阜情報スーパーハイウェイ：地域間の情報格差の是正と岐

阜県民がいつでも、どこでも、だれとでもITを利用できる環

境を実現し、産業の復興、地域の活性化、生活の質の向上を図

るために整備された、高速・大容量の県域ブロードバンドネッ

トワーク。

＊2 eおと：OKIが開発した、IPネットワーク上で従来の電話

音質を越えた臨場感ある音声通話を可能とする高品質VoIP技

術。ITUなどの国際標準の音声符号化方式はもとより、種々の

音声符号化方式に対応可能。IP電話機、PC（ソフトフォン）、

携帯電話、PDAおよびデジタル家電などでの使用と、LSIおよ

び各種プラットフォームへの搭載が可能。

「岐阜情報スーパーハイウェイ」を利用して
本庁舎と分庁舎間を接続したIP電話システムを納入
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本システムの主な特長は以下のとおりである。

◆IP電話システムの構築

本社、関連会社のPBXを1台のSS9100 TypeMに統合

することにより、保守費用の削減が可能に。また、IP

電話機の採用により、レイアウト変更に伴う移設費用な

ども大幅に削減することが可能である。

◆IP多機能電話機「MKT-IP-30DKW」の採用

高品位な音質「eおと」に対応した IP電話機により、

聞き間違いのない臨場感のあるコミュニケーションを実

現。また、30個設けたフレキシブルキーにより、ワン

タッチでの発信が可能となった。

◆将来に向けた高い拡張性

SS9100 TypeMでは、固定型の IP電話機の他に、無

線LANを用いた各種無線IP電話機の利用も可能になる

など、業務形態や職種に応じて様々な端末の利用が可能。

さらに、音声によるコミュニケーションに限ることなく、

テキストや映像といった多彩な通信手段を利用すること

ができるソフトフォンや、CRMのような業務システム

との連携も可能。

瑞穂市では、SS9100 TypeMの特徴である拡張性を活

かしつつ、本システムを「岐阜情報スーパーハイウェイ」

と融合させて、音声通信だけでなく、映像や情報などの

利用による業務の効率化や市民へのいっそうのサービス

向上を目指し、順次拡大していく予定である。

一方OKIでは、業務の効率化及びサービス向上に向

け取り組まれている自治体や企業ユーザーに対して、

SS9100 TypeMなどを用いた IP電話ソリューションに

よる貢献を、今後も目指していくと語っている。

沖電気工業㈱　IPシステムカンパニー　企画室
TEL：03-5445-5706
E-mail：isc-promotiom@oki.com

公衆網�

瑞穂市本庁舎�
既設PBX

アナログ電話機�

IP遠隔ユニット�

ひかり電話回線�
ONU

岐阜県�
防災網�

県防災回線�

停電用多機能電話機：3台�

IP遠隔ユニット�
FAX

アナログ電話機�

多機能電話機�

巣南分庁舎�

IP多機能電話機：65台�

IP CONVERGENCE  ServerR

SS9100 TypeM

岐
阜
情
報
ス
ー
パ
ー
ハ
イ
ウ
ェ
イ�

図1 瑞穂市IP電話システム構成図

映像や情報などの利用による業務の効率化や
市民へのいっそうのサービス向上を目指していく
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構築ステップを踏んだ。

はじめに、DRサイトとして位置付けた九州支店へ、

日々バックアップしたデータをネットワークで転送し

た。そこで採用したのが、データドメイン・アプライア

ンスシリーズの「DD410」だった。同製品が備えてい

るバックアップデータ容量を大幅に圧縮する容量最適化

（COS）技術に加えて、バックアップデータをWAN経

由で安全な遠隔地サイトに転送するWANヴォルティン

グ機能を活用することで、スムーズなデータ転送を実現

した。続いて、分散しているバックアップデータは、ネ

ットボルトの仮想テープライブラリ機能を利用して統合

を図った。

今回のプロジェクトでは、バックアップの効率を上げ

ながら、九州支店にデータを待機させ、かつ九州側でそ

の代替システムを立ち上げるところまでを実行した。た

だし、代替システムを立ち上げるには、既にハードウェ

アが入手不可能なレガシーシステムなどをいかに対応さ

せるかという課題もあった。それをクリアするために、

九州側でVMwareのESXサーバを1台立て、その中に

仮想ホストを構築した上で、ERPなどのアプリケーシ

ョンシステムに実際リストアして、稼働するかどうかの

検証が行われた。当初、バックアップデータを遠隔地へ

リプリケーションするということは、バンド幅と時間の

問題を考えると難しいと思われていた。しかし今回のプ

ロジェクトでは、九州にデータを転送し、日々のバック

アップデータを最短で安全に送ることを実証した。デー

タドメイン以外の製品では、データ転送をすることは、

不可能だったかもしれない。

情報サービス産業の創成期から業界のリーディングカ

ンパニーとして成長を続けている東芝情報システム。同

社では、全社基幹システムの災害対策を見据えて、デー

タドメイン社の製品を導入したディザスタ・リカバリー

サイト（DRサイト）を構築した。

東芝情報システムの基幹システムの開発から運用まで

を担当しているのが、同社の情報システム部である。そ

のミッションの１つが、社内システムのセキュリティレ

ベルを上げるために、既存システムに障害が起きても速

やかに復旧でき、事業を継続できる体制をつくること。

今回の全社基幹システムの災害対策を見据えたDRサイ

トの構築にあたり、同社情報システム部は、システム稼

働中に地震や火事などの突然の災害が起きた場合、どう

対応できるのか、いろいろと項目をあげてみた。しかし

結論は、実際起きた場合に復旧する手立てがないという

ことであった。そこで、日々の大切なバックアップデー

タをいかに保存していくか検討した結果、遠隔地にもっ

ていくDRサイトという形がいちばん理想的と判断し、

システム構築を決定した。

そして、同社情報システム部では、社内のSI事業部

を含めた何社かの提案を比較検討した結果、社内提案が

いちばん優れていると評価し、東京エレクトロン デバ

イスが提供するデータドメイン社の「データドメイン・

アプライアンスシリーズ」を含めたソリューションを採

用した。

今回のDRサイト構築にあたり、次のような段階的な

東京エレクトロン デバイス

東芝情報システムが全社基幹システムの
災害対策の一環としてDRサイトを構築
～社内システム用として「データドメイン・アプライアンスシリーズ」を採用～

データドメインで安全確実なデータ転送を行い
VMwareとの連携で効率的なデータ統合を実現
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本プロジェクトが立ち上がったのは、2005年10月で

ある。DRサイトといっても、東芝情報システムの各事

業部のデータ量を合わせると膨大なものとなる。そこで、

まずはリスク値の高いデータをターゲットにして、シス

テム構築がはじまった。そして、DRサイト構築に必要

不可欠となったプロダクトがDD410だった。DD410は、

その圧縮技術に加えて、データ修正したブロックのみが

リプリケーションされる機能などにより、容量や転送デ

ータの最小化を図ることができる。その他の提案として、

「テープで吸い上げて郵送したらどうだろうか？　毎日

テープを郵送すれば、ある時点で届いたものの最新デー

タが復旧できる」といたものがあったが、ネットワーク

でデータ転送するのとは比べ物にならなかった。そのニ

ーズに唯一応えたのがDD410だった。

このようにして遠隔地に設けたDRサイトが構築さ

れ、2006年12月から稼働を開始した。現在、転送され

るバックアップデータは、最低限必要なデータというこ

とで、1テラバイト程度を日次転送している。稼動後の

感想として、「稼働して間もないため、運用までしっか

り回せているかどうか、まだ検討の余地はあります。た

だ、現状のシステムについては、当初考えていたより、

問題が出ていないということはうれしい結果だと判断し

ています」といったコメントが寄せられている。

リスクを回避するところからはじまった東芝情報シス

テムのDRサイト。同社は2006年12月にISMS認証を取

得した。プロジェクトの立ち上げからここまでの間、大

きなトラブルもなく、安定稼動が続いている。今後は、

事業継続計画で高まるサービスレベルに対応できるよ

う、バージョンアップしていく予定である。

企業の基幹システムを様々な災害から守るべく、今後、

ますます対応が迫られてくる災害対策。東京エレクトロ

ン デバイスは、今回の東芝情報システムのビジネスモ

デルを模範として、今後もよりよい製品を提供していけ

るよう、努力していきたいと語っている。

東京エレクトロンデバイス㈱　CN事業本部
ストレージ事業部　ストレージ営業部
TEL：03-5908-1968
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図1 災害対策システム構成図

転送データを最小化する
データドメイン・アプライアンスシリーズ
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住宅関連の商品やサービスを提供するINAXは、これ

まで培ってきた高品質の住宅建材や住宅機器などのハー

ド面での技術の総合化とともに、住宅の質的向上をリー

ドする最先端のソフトを開発し、融合させることで人々

の生活そのものにより密着したサービスを提供する「ト

ータルハウジング」を目指して、タイル建材、トイレ・

バス・キッチン・洗面化粧台などの住宅設備機器の製

造・販売を展開している。さらに、常に時代の変化を捉

えて、「高齢社会」「地球環境」「住宅の長寿命化」「健

康・快適」を軸に、新たな市場をつくり出す“需要創造

型企業”として、人々がまだ気づいていない快適さとは

何か、今求められる真の豊かさとは何かを追求し、今ま

でにない商品やサービスの提供に取り組んでいる。

INAXのシステム環境は、ホストコンピュータを中心

とした基幹系システムと、オープンシステムで構築され

た情報系システムの２系統から構成されている。ホスト

コンピュータとサーバ群との間のデータ処理の標準化、

定型化は進んでいたが、これとは逆に、クライアント系

のデータ処理は業務ニーズによってデータ処理の個別

化・多様化が進んでいった。

一方、情報システムは、早い段階からデータ分析環境

の構築に取り組んできた。営業部門においてはデータウ

ェアハウス専用データベースを導入し、社内開発により

これを利用するアプリケーションを開発して売上分析や

需要予測などを行い大きな効果を上げてきた。

これらのシステムは、生産管理や品質管理など、様々

な用途への利用が期待できるため、工場などの製造部門

への導入が検討された。しかし、生産する製品によって

データに対するニーズは様々である。タイル建材のよう

な住宅を構成する材料を扱う工場と、システムキッチン

のような完成品を扱う工場のデータ分析ニーズは異なっ

ており、汎用的なデータウェアハウスを一つ用意すれば、

全ての工場で利用できるわけにはいかない。各工場には

事務計画課という組織があり、データ分析が必要な場合

は、ユーザーがサーバからダウンロードしたデータを

Excelでグラフ化するなど、データを見やすくする工夫

は行っていたが、日常業務で多忙なうえ、人員や予算に

も限りがあり、タイムリーに必要となるデータを提供で

きないという問題を抱えていた。

INAXでは、製造部門におけるデータ分析環境の構築を

模索する中で、ある技術セミナーで「Dr.Sum EAシリー

ズ」の特性を知り、問題解決の手がかりをつかんだ。

Dr.Sum EAシリーズ製品の中で特に注目したのが、

集計結果を視覚化できる「Dr.Sum EA Visualizer」で

ある。製造部門では“データをこういう見方で見たい”

というニーズが様々なため、非常に苦労していた。

Dr.Sum EA Visualizerは、この問題を解決するのに最

適な製品であった。Dr.Sum EAをさっそく製造部門に

紹介したところ、まっ先に手をあげたのがタイル建材事

業部だった。同事業部には協力工場も含めると14の生

産拠点がある。そうした工場に向けて、ホストコンピュ

ータから切り出された生産管理に関する各種の情報は、

ウイングアーク テクノロジーズ

INAXが「Dr.Sum EA Visualizer」で
製造部門の生産管理情報を一元的に視覚化
～データの視覚化により生産調整に関する決定が迅速かつ容易に～

“需要創造型企業”として
快適さとは、真の豊かさとは何かを追求

製造部門のデータの視覚化ニーズを
満たしたのは「Dr.Sum EA Visualizer」
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建材統合システム（CHANS）によりイントラネット上で

提供されていた。そこで、タイル建材事業部生産部シス

テム推進室が、各工場で個別に行なわれていたデータの

グラフ化の作業を、Dr.Sum EA、Dr.Sum EA Visualizer

を利用して、一元的にグラフ化することにしたのである。

例えば、タイルの品番やタイルを生産する窯ごとに在庫

と受注残と出荷の関係がわかるようなグラフを用意した。

過去13ヵ月分のデータが棒グラフと折れ線グラフで示さ

れるため、各項目の変化が一目瞭然である。これを見る

ことで、今後の生産調整をどのように行えばいいかを誰

もがすばやく判断できるようになった。

2006年６月にDr.Sum EA、Dr.Sum EA Visualizerを

導入し、800万件の元データを使って約５万点に上るタ

イル建材の在庫、出荷、受注残の動向情報を約３ヵ月間

でグラフ化した。このデータ量をグラフ化するために、

開発に携わった技術者は2名。特にデータベースやSQL

のスキルの必要のない同製品であるからこそできたこと

かもしれない。

Dr.Sum EA Visualizerのその他の利用例として、商

品カタログの利用実績情報がある。例えば、ユニットバ

ス商品のカタログを制作する際に、過去のデータを参考

にして印刷部数を決定していたが、年度により刷り増し

や余剰部数が生じていた。そこで、過去１年間のカタロ

グ利用状況をグラフ化してその推移を見ることにした。

グラフ化すると、時期によりどのくらい必要が生じたか、

また刷り増しが生じた原因を一目で理解することができ

るようになった。その他、同社製品の品質管理部門にお

けるデータ分析業務においても、 Dr.Sum EA

Visualizerの利用が決定している。

タイル建材事業部では、前述したような実績データの

グラフ化がほぼ完了し、2006年11月から、同事業部の

主要な６つの生産拠点でDr.Sum EAの機能を本格的に

公開している。今後は、これまでの利用例を浸透させて、

これらをリファレンスサイトとしてその他の製造部門に

対して紹介し、全製造部門レベルでの利用へと水平展開

を図っていく。また、Dr.Sum EA Visualizerを駆使し

た見せ方の標準化・定型化により、各種データ資産の効

率的な利用を進めていくそうである。

ウイングアークテクノロジーズ㈱
TEL：03-6710-1700(代)東京　06-6282-2620 西日本

052-218-9520 中部日本

図1 システムイメージ

これまでの利用例を浸透させて
全製造部門への利用へと水平展開していく
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市川市は、全国に先駆けて市民ニーズをデータベース

化するなど、ITを活用した市民の声の収集と分析に取り

組んできた。その結果、世界テレポート連合が情報化に

優れた都市を表彰する“Intelligent Community of the

Year 2006”において、日本の自治体から唯一トップ7に

選ばれるなど、電子化先進自治体として高名である。

市川市では、2005年から市民の声を幅広くタイムリ

ーに収集するアンケートシステム「市川市e-モニター制

度（eモニ）」を導入。そのインフラとして、エンプレ

ックスが提供する「eMplex CRM」のメール連動Web

アンケートシステム「eMplex EM」を採用した。eモニ

は、「地域ポイント制度」「１％条例」と連動した制度で、

ポイント付与によりモニターのインセンティブを高め、

手軽に楽しみながら市政へ

の参加を促す仕組みである。

市川市では1997年に電子会

議室による市民参加システム

を設け、Webアンケートを

2004年から実施していた。し

かし、利用前に紙の書類を提

出する必要があり、また、会

議室形式だと参加者が発言し

づらかったり、議論の広がり

や深まりのない傾向があるな

ど、中立的な意見が集まりづ

らくなっていた。

このような中、2000年に市川市基本構想の基本目標

のひとつとして、「市民と行政がともに築くまち」とい

う方向性が定められ、多くの市民が市政に参加できる機

会や仕組みづくりの充実、情報公開の積極的な推進と市

政に関する情報の共有化などの施策が明文化された。こ

の流れの中で、市民参加制度の具現化について検討を重

ねてきた成果のひとつが「1%条例」である。また、特

定の人々に偏りがちだった従来のネット参加システムの

制約にとらわれず、誰でも簡単に参加でき、かつ情報と

して活用しやすい仕組みが求められてきた。

これらを踏まえて、2005年からテスト稼動、2006年

度より本格的に開始したのが「市川市e-モニター（eモ

ニ）制度」である。eモニは、eMplex CRMのメール連

動Webアンケートシステム「eMplex EM」をバックエ

ンドシステムとした市民の声を収集・分析するモニター

制度である。特に、昼間不在になるビジネスマンをはじ

エンプレックス

市川市e-モニター制度（eモニ）の
インフラとして「eMplex EM」を採用
～市民の声を幅広くタイムリーに収集するアンケートシステム～

ｅモニ会員�

市民の方の参加�

ＰＣ・モバイルから�

ポイントをためる� ポイントをつかう�

ＰＯＩＮＴ加算� 

 

ｅモニアンケート�

ボランティア活動�

公共施設利用券に�
交換�

１％支援団体へ寄付�

ＰＯＩＮＴ加算�

図1 eモニのポイントはボランティア活動のポイントと連動している

バイアスのかからない市民の声を集める「eモニ」
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め、これまで市政に参加しづらかった人々の意見を集め

るという点に注力して開発されている。

eモニは、可能な限り幅広い意見を集めるために、市

民には限定せず、16歳以上なら誰でも登録できるよう

になっている。また「楽しみながら、自然に市政に参加

してもらいたい」というコンセプトに基づき、アンケー

トに協力していただくとその回数に応じてポイントが加

算され、市の施設利用券に交換できるという、ポイント

制度を設けたこともeモニの特長である。今後は、これ

らのポイントを1％条例の支援対象団体に寄付する制度

も設ける方針である。このポイントは、eモニのアンケ

ートのほか、市が指定するボランティア活動への参加で

もためることができるなど、eモニ対象外の16歳未満の

方や、市民税を直接納めていない学生や専業主婦の方も

市川市の行政に参加できるシステムなのである。

市川市では、アンケートシステムを選択した理由とし

て、メール配信と連動していること、リアルタイムで集

計結果が出せること、携帯電話に対応していること、な

どをあげている。また、ポイント制度の導入を当初から

予定していたので、人手をかけずに自動的にポイント管

理できることも必須条件だった。これらの条件に基づい

ていくつかのアンケートシステムを比較検討した結果、

eMplex CRMを採用した。操作が簡単であることと、

１%条例や地域ポイント制度など、市川市が目指すゴ

ールの全体の流れに合うことと、ポイントシステムと会

員管理、アンケートの３つを標準でカバーしていること

が、採用の決め手になった。その他、市川市が定める情

報セキュリティ基準をクリアした信頼ある設備・運用環

境であることも決め手となった。

議会や各原課の要請に基づいて様々な調査を行い、最

近ではコンビニの行政利用に関するアンケートを実施し

た。他には、図書館サービスや市川市の景観100選とい

ったテーマのアンケートを実施した。集計速報はリアル

タイムでグラフ化して、Webサイトに公開している。

また、リアルの行政サービスでは、制度として調査結果

の位置づけを確定するまでにまだ議論が必要だが、実績

を重ねていくことが、eモニの認知度を向上させ、市民

参加システムとしての位置づけの確立につながってい

く。eMplex EMは、ユーザーの属性でアンケート対象

や配信先を選択できるので、例えば、携帯ユーザーを除

外してPCユーザー対象の調査も行える。

今後の予定として、アンケートシステムとしては、eモ

ニのほか、パブリック・コメントの収集ツールにも

eMplex EMを使用している。市が主催するイベントへの

参加者を対象にしたアンケートなど、リアルの市民コミ

ュニケーションと連動した企画も予定されている。この

ように「市民の声を集めて、結果どうなったのか」、きち

んとフィードバックできる体制を整えていく方針である。

eモニは地域ポイント制度の基幹となる市民コミュニ

ケーションのインフラとして機能し、2008年には10,000

モニターの登録を目指している。今後ポイント還元を含

めた全体像が確定し実用段階を迎えるのに従い、さらに

活用範囲を拡大していく予定である。

エンプレックス㈱
TEL：03-5568-7331
E-mail：info@emplex.co.jp

図2 定量データはリアルタイムで集計結果を更新

メール連動とポイント自動管理が導入の決め手に

3年で10,000モニターを目指す
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鉄をはじめとした様々な素材の圧延、表面処理、ラミ

ネート技術をコアとして表面処理鋼板界をリードしてい

る東洋鋼鈑は、国内の中堅企業を中心に高い支持を受け

ているエス・エス・ジェイの統合業務パッケージ

「SuperStream（スーパーストリーム）」を導入し、20

年来の課題であったグループ全体の人材最適配置／人件

費管理を行い、経営力の向上を図った。

東洋鋼鈑は1934年の創設以来、山口県下松工場をは

じめグループ８社、社員2,800人規模へ順調に組織を拡

大する一方、グループ各社、各事業所が独自システムを

採用したことによる人材情報の点在化や、本社／工場／

海外／出向など拠点別の複雑な賃金体系の存在、雇用形

態の変化による手作業の増加など、人事給与業務の効率

化が喫緊の課題となっていた。そのため、平成元年頃か

ら東洋鋼鈑本体のシステム統合の検討を開始し、自社開

発による再構築を進めていた。しかし、今後の経営力の

強化には東洋鋼鈑本体だけでなく、グループ全体を視野

に入れた人材の最適配置・人件費管理が必須というトッ

プの考えのもと、方針を転換。グループ全社導入に際し

て1社がグループ全体の業務を請け負うシェアードサー

ビスを活用したグループ共通システムの導入と、社外の

状況変化にも俊敏に対応できるパッケージ製品の導入を

選択した。

製品の選定にあたっては、複数の製品について30回

以上に及ぶ打合せを重ねた結果、

①グループ全体８社を包括する連結人事管理機能を保有

し、シェアードサービスセンターでの複数会社運用が

可能であること

② ID・パスワード管理や項目、会社単位のセキュリテ

ィ機能など、拠点統合によって必要となる強固なセキ

ュリティ機能を持つこと

③グループ各社の必要な人事給与機能を満たし、業務の

標準化が可能であること

といった要求を満たすことを条件に、2005年４月に

SuperStreamの人事給与システムの導入を決定した。

同時にシェアードサービスセンターを立ち上げ、グルー

プ各社の人事給与システムに一括して対応する体制を構

築した。提案から導入、運用サポートにあたっては、大

興電子通信が担当し、導入コンサルティングから実際の

導入作業をSSJのSPG（コンサルティングパートナー）

であるエス・エス・ケイ・コミュニケイションズが担当

した。

本件のプロジェクトリーダーを務めた東洋鋼鈑 管理

本部給与センター長の鈴木誠氏は、

「パッケージをベースにシステムの再構築を進め、あ

わせて事業所統合、複数会社のシェアードサービスを実

現したことで、業務の標準化が必要となり、大変な時間

と労力を要しました。しかし、その過程で『世の中の企

業はどうやって仕事をしているのか』、視野を広げて自

分たちの仕事のあり方を見つめ直すことができたのは大

きな成果でした。また、プロジェクト成功のための部門

の壁を越えた協力関係の構築が、当社にとっての更なる

エス・エス・ジェイ

東洋鋼鈑が「SuperStream」を活用して
20年来の人事部門の課題を解決
～グループ全体の人材最適配置/人件費管理を目的に人事給与システムを刷新～

グループ共通システムの導入と
社外の状況変化にも俊敏に対応できる体制づくりを

グループ間の業務の効率化・標準化を実現
グループ全体の人員統計資料作成が可能に
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経営基盤の強化に繋がるものと考えています」と語って

いる。

2006年２月に東洋鋼鈑の人事システムが稼働を開始

し、同年4月にグループ８社（東洋鋼鈑、鋼鈑商事、鋼

鈑工業、KYテクノロジー、東洋パックス、共同海運、

下松運輸、東洋パートナー）の人事シェアードシステム

の稼働が開始した。300種類以上あった帳票を８割以上

廃止するなど、グループ間の業務の効率化・標準化を実

現。グループ全体の人員統計資料作成が可能となり、人

材の最適配置・人件費管理を実現している。

今後、東洋鋼鈑は、中期経営計画「SMART（スマート）

プロジェクト」を柱に、より強化された組織体制のもと、

生産性の向上・経営力の強化に取り組む予定である。

統合業務パッケージ「SuperStream-COREシリーズ」

は、バックオフィス・マネジメント・ソリューションと

いうコンセプトに基づき製品を展開している。企業の管

理部門における業務の効率化を実現させて、企業経営に

必要な意思決定の材料を提供する製品として、「財務会

計」と「人事/給与」の２つの分野で製品をラインナッ

プ。企業内の効率的な情報収集を行うことで、会計およ

び人事関連の業務効率を大幅に向上。また、収集したデ

ータを様々な切り口で分析・加工する戦略経営支援シス

テム「SuperStream-Planning」もラインナップしてお

り、単なる管理部門情報ではなく、企業の意思決定を支

援する有効なリソースとして活用されている。

エス・エス・ジェイ㈱　営業本部マーケティング企画部
TEL：03-5702-9135
E-mail：mkt_p@ssjkk.co.jp

紙の「勤休管理表」を廃止し、グループ共通のシステムを導入
　　・月次集計の自動化
　　・給与計算前の集中インプットが不要に

会社ごと、事業所ごとに別に構築・運用していたシステムを
「ＳｕｐｅｒＳｔｒｅａｍ」で統一
　　・給与計算業務の高速化、標準化
　　・システムメンテナンスの共通化
　　・グループ全体の人件費情報の迅速な把握を実現

一部の会社を除き紙ベースで管理していた人事情報を
「ＳｕｐｅｒＳｔｒｅａｍ」で統合
　　・Ｗｅｂを使った社員情報照会が可能に
　　・グループ全体の人材の最適配置が可能に

東洋鋼板
（本社）

東洋鋼板
（工場） 東洋パックス

社員：200名
稼働（人）：H18年春
稼働（給）：H18年春

社員：1350名
人事システム稼働：H18年春
給与システム稼働：H18年春

東洋パートナー

社員：50名
稼働（人）：H18年春
稼働（給）：H18年夏

鋼板商事

社員：20名
稼働（人）：H18年春
稼働（給）：H18年春秋

鋼板工業

社員：520名
稼働（人）：H18年春
稼働（給）：H19年春

共同海運

社員：40名
稼働（人）：H18年春
稼働（給）：H19年夏

KYテクノロジー

社員：200名
稼働（人）：H18年春
稼働（給）：H20年春

下松運輸

社員：200名
稼働（人）：H18年春

旧システム構成

オフコン
（～H13）

SQRserver,
Access
（H14～）

メインフレーム メインフレーム Excel、ハンド作業 給与PCパッケージ 人事PCパッケージ

メインフレーム

メインフレーム
オフコン

オフコン オフコン

人事スタッフ人事スタッフ人事スタッフ人事スタッフ人事スタッフ人事スタッフ人事スタッフ人事スタッフ人事スタッフ

新システム構成

自社開発システム

勤怠管理システム

IIS Server SQL server

（社員情報照会、控除金明細管理、
人件費集計・分析）

IIS Server 勤怠管理Server
TimeProget就業

（H17秋～Ｈ20春にグループ会社へ
順次展開）

給与センター／人事Gスタッフ

人事給与システム（SuperStream）

File Server メタフレームServer

DNS Server

人事給与ServerSuperStream
（Oracle10g）
メタフレームServer

①給与システム

②人事システム

③勤怠管理システム

図1 東洋鋼鈑グループ　SuperStream導入による人事給与システムの再構築イメージ

統合業務パッケージ
「SuperStream-COREシリーズ」
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サイバーエージェントはNECと共同で、ワークスタ

イル革新とセキュリティ強化を目的に、データを個々人

の端末に格納せずにサーバで集中管理するシンクライア

ントシステムを構築した。本件は、NECの仮想PC型シ

ンクライアントシステム「VirtualPCCenter（バーチャ

ルピイシイセンター）」を採用した先進的な事例である。

本システムは、モバイルノート型シンクライアント端

末「US50」をはじめとしたシンクライアント端末70台と、

仮想PCサーバとしてブレードサーバ「SIGMABLADE」

８台、統合管理サーバ「Express5800/100シリーズ」１台、

統合管理ソフトウェア「WebSAM SigmaSystemCenter」、

VMware社の仮想化基盤ソフトウェアを中核に構成され

ている。サイバーエージェントは、第一ステップとして、

シンクライアント端末70台を導入。今後、全社展開を視

野に検討を進め、セキュリティ対策の強化とワークスタ

イルの革新を目指していく。

サイバーエージェントは、様々なインターネットメデ

ィア事業を展開しており、急速な事業拡大に伴う社員数

や拠点数の増加に対して、セキュリティの強化が重要課

題になっていた。また、複数の拠点を行き来する社員が

いつでもどこでも安全なシステム環境で自由に業務を行

えるようオフィス環境の改革を進めていた。今回のシン

クライアントシステムの導入は、このような重要課題解

決の一環である。NECが構築した「新仮想PC型シンク

ライアントシステム」は、①社員一人一人のPC端末で

利用されている様々なアプリケーションを全て継承でき

ること、②必要最小限のハードウェアを低コストで運用

管理できること、③高セキュリティかつ柔軟なワークス

タイルを実現できること、というサイバーエージェント

の要望を満たしたことから採用に至った。

シスコシステムズは、東北電力が同社のワイヤレスア

クセスポイント「Cisco Aironet シリーズ」を導入し、

大規模な無線LANシステムを構築したことを発表した。

電力業界では、電力自由化が進み、価格・サービス面

での競争の激化や、お客さまニーズの多様化など、経営

環境の変化に柔軟に対応できる体制の確立、業務効率の

改善が課題となっていた。そこで東北電力では、より柔

軟なワークスタイルの実現と社内コミュニケーションの

強化を目指して、本支店８か所をはじめ、新潟を含む東

北地域の営業所、技術センター、発電所など122拠点の

社内情報ネットワークであるローカルエリアネットを有

線から無線へと変更する計画を進めていた。無線LAN

環境への移行は、2007年３月までに、ほぼ全ての事業

所への設置が完了する予定である。

今回の導入では、将来性や拡張性、既存システムとの親

和性などを考慮し、シスコのワイヤレスソリューションを

採用した。ワイヤレスアクセスポイントとして、「Cisco

A i r o n e tシリーズ」を導入し、管理ツールとして

「CiscoWorks WLSE（Wireless LAN Solution Engine）」を利

用している。アクセスポイントとして採用した「Cisco

Aironet 1231G」「Cisco Aironet 1242AG」は、IEEE 802.11a

と802.1Xに準拠し、最大54Mbpsのデータレート、および

高いキャパシティとスケーラビリティを提供することが可

能。今回802.11aが採用された理由は、広帯域（54Mbps）

と、5.2GHzの周波数帯域にある。無線LAN以外でも数多

くの用途で混在する2.4GHz帯を使用する802.11b/gに比べ、

電波干渉が少ないことが考慮された。導入される「Cisco

Aironet 1242AG」の台数は合計で約2,800台に上る予定。ま

た各支店では、アクセスポイントへの電源供給が可能とな

るPoE（Power over Ethernet）対応のLANスイッチ

「Cisco Catalyst 3750」も導入されている。

NEC シスコシステムズ

NEC 東京支社第三営業部
TEL：03-3798-5143

シスコシステムズ㈱　シスココンタクトセンター
TEL：03-6677-2992

サイバーエージェントが
新仮想PC型シンクライアントシステムを導入

東北電力が、より柔軟なワークスタイルを目指して
大規模無線LANシステムを構築
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ジェイエイシージャパン（JACジャパン）と日本オ

ラクルは、JACジャパンがオラクルのアプリケーショ

ン製品「Oracle E-Business Suite」の人事管理アプリ

ケーション「Human Resources Management」を活用

して、人事管理システムを刷新したことを発表した。

JACジャパンは、人材紹介業を主力とし、国内7拠点

において総合的な転職支援サービスを提供している。ま

た、海外６ヵ国における国際人材紹介免許を取得してお

り、国際企業への転職支援に定評がある。

昨今の日本経済の景気回復に伴う企業の積極的な正社

員採用の動きをうけ、人材紹介業が順調に推移、JAC

ジャパンの事業規模は５年前の3倍超、従業員数も同期

間で504名に拡大した。さらに2007年度には、４割強の

増員を計画していることから、分散された人事データの

統合と柔軟性、拡張性の高い人事管理システムへの刷新

を決定した。また、導入コストの低減と導入期間の短縮

を最優先に機能追加や変更を行わず、導入作業開始から

約３ヵ月で稼動を開始した。新システムは、ERP構築

の第一段階として導入。さらなる事業拡大への対処とし

て人材の適性配置や内部統制への対応に活用・展開する

計画である。

JACジャパンは、従来書類やマイクロソフト社の表計

算ソフト「Excel」によるデータ管理で人事情報を管理し

ていた。データの一元管理、システムの柔軟性、拡張性、

財務会計システムや営業管理システムとのスムーズな連

携が可能な点などを高く評価した結果「Oracle E-

Business Suite」の「Human Resources Management」の

採用を決定した。JACジャパンは、今後従業員の教育研

修 の 強 化 も 検 討 し て お り 、 Human Resources

ManagementのEラーニングの導入や受講管理などの機

能も追加していく予定である。

エアーは、同社販売のデータベースセキュリティ製品

「SQL Guard」が京義倉庫に採用され、2006年10月か

ら本番稼動を開始していることを発表した。

国内有数の総合商社グループである京義倉庫は、SOX

法だけでなく、日本国内の内部統制基準を満たすべく年2

回、大手監査法人の外部監査を受けている。SOX法対策

の一環として、まず全情報が格納されているデータベー

スの監視・監査の強化に取り組んだ。SQL Gaurdは、既

存のシステム環境に全く負荷をかけることなく全アクセ

スログを記録できるため、簡単に導入することができる。

不適切なDB操作やアクセス検出時にはアクセスを遮断し

アラートを発信。またGUIでの簡単な操作でレポートが

作成できるため、必要なテーブルだけを抽出した独自の

レポートを自由に作成することが可能である。京義倉庫

は、これらの特徴や機能はJ-SOX法に有効だと高く評価

し、SQL Guardの導入に至った。

SOX法における内部統制の中でも日々の“リスク評価”

は最も重要で困難である。その上、外部による監査項目は

年々増え内容も変化している。しかしSQL Guardを使って

管理者は、管理者本人やDBへの直接アクセスを含む全ての

ログを監視・記録し、必要なテーブルのみを抽出した独自

のレポートを自由に作成することが可能である。京義倉庫

では、カスタマイズ作成したレポートから不適切な可能性

のあるアクセスを評価・抽出し、重点的に監視しながら企

業経営に影響を与えるリスクの評価を実施。また、オプシ

ョンのAuditGuardで継続的・定期的に自動生成したレポー

トをもとに分析と対策を行い、継続的なリスク評価を効率

化させている。今後は、異なるDBも統合的に監視し、さら

にオプションのPolicyGuardを使った会社独自のポリシー設

定を行うことで、ポリシー違反検出時にリアルタイムアラ

ート発信を行い、セキュリティ面の強化を図る予定である。

JACジャパンが人事管理システムを刷新
～事業拡大に伴う人員増強を視野に人事アプリケーションを採用～

京義倉庫がSOX法・J-SOX法対策として
「SQL Guard」を導入

㈱エアー
TEL：03-3587-9221

日本オラクル㈱　プレスルーム
URL：http://www.oracle.co.jp/press/

日本オラクル エアー
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RSAセキュリティは、みずほ銀行が「みずほダイレク

ト[インターネットバンキング]」利用者のセキュリティ強

化策として「RSA Adaptive Authentication for Web」の採

用を決定したことを発表した。 なお、本サービスの日本

における金融機関の採用決定は本件が初めてである。

RSA Adaptive Authentication for Webは、「リスクベー

ス認証」モジュールと、「ユーザーによるサイト認証」モ

ジュール、銀行間共有オンライン不正防止ネットワークの

RSA eFraudNetworkを含むオンラインセキュリティ強化

ソリューションである。リスクベース認証は、オンライ

ン・サービスへアクセスしている利用者のアクセス状況や

行動パターンなど複数の項目をサーバ側でリアルタイムに

判定し、正規の利用者か否かを検証するメイン機能である。

正規の利用者でないと疑われる場合には、追加認証を実施

して不正アクセスを防御。RSA独自の検出技術である

RSA Risk Engineがバックグラウンドで不正検出を行い、

状況を分析するので、利用者はその存在を意識する必要が

ない。一方、ユーザーによるサイト認証は、利用者が事前

選択したイメージ（絵や写真など）をWebサイトに表示

し、正規のサイトであることを利用者自身に認識させる仕

組みである。これにより利用者は、正規のサイトであるこ

とを確認したうえで安心してサービスを利用できるように

なる。これらは、利用者の操作性を重視した新しい基本認

証として、米国ではBank of Americaをはじめ上位100金

融機関中43以上、採用数全体としては約3,500以上金融機

関で採用されており、保護対象となるユーザーは1億人以

上（2007年2月末現在）である。

RSA Adaptive Authentication for Webは、インターネ

ットバンキングの利用者向けに、新たな操作を覚えたり、

手順が加わるといった負担をかけることなくセキュリテ

ィを強化できる有効策として採用に至った。

日立製作所の指静脈認証装置による入室管理システム

が、信金中央金庫ニューヨーク支店のオフィスへの入室

管理システムに採用され、稼働を開始した。これは、米

国市場における初の指静脈認証装置による入室管理シス

テムである。

信金中金ニューヨーク支店は、2007年２月20日から

オフィスを移転し、営業を開始した。移転前のオフィス

では、磁気カードによる入室管理システムを採用してい

たが、今回、新オフィスへの移転するにあたり、指静脈

認証による入室管理システムを採用した。指静脈認証技

術の認証精度の高さや使いやすさ、認証速度の速さなど

が高く評価され、今回の採用に至った。

信金中金では、ニューヨーク支店の新オフィスの出入

口をはじめ、トレーディングルームやオペレーションル

ーム、ITルームなどに指静脈認証の入室管理システム

を設置した。入室時は、ID暗証番号を入力し、あらか

じめシステムに登録された指静脈情報を照合し、本人確

認を行う。その結果、鍵となるカードの紛失などの心配

もなく、安心して入室できるようになった。

日立の指静脈認証システム事業は、これまで、入退室

管理システムやPCのログイン認証、そしてデファクト

となりつつある金融機関のATMなど、日本市場を中心

に販売を進めるとともに、シンガポールなどの東南アジ

ア市場において実績を積み重ねてきた。2005年８月か

らは、海外展開を本格的に進めるため、統括組織である

「指静脈グローバルビジネス推進センタ」を設置したほ

か、北米[日立アメリカ社]、欧州[日立ヨーロッパ社]、

アジア［日立アジア社］、中国［日立（中国）有限公司］

の各地域統括会社内にも「指静脈認証事業推進センタ」

設置し、事業の拡大を図っている。

RSAセキュリティ㈱　エンタープライズ営業本部
オンラインセキュリティ営業部　TEL：03-5222-5230

㈱日立製作所　セキュリティ事業部
グルーバルビジネスセンタ　TEL：03-5471-2764

みずほ銀行がセキュリティ強化策として
「RSA Adaptive Authentication for Web」を採用

信金中央金庫ニューヨーク支店が
指静脈認証装置による入室管理システムを採用

RSAセキュリティ 日立製作所
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