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1843年に創業して以来、ファブリック製造にかかわる

技術力やデザイン力、研究開発力、生産力を蓄積してき

た川島織物と、世界のレースを輸入する商社として1913

年にスタートし、ファブリック商品の販売力で先見性と

先進性を持つセルコンの両社は、2006年４月に合併し、

「川島織物セルコン」となった。

同社では、染色やデザイン、織の匠を数多く擁する「身

装・美術工芸事業」、インテリアとファブリックのトレン

ドをリードする「インテリア事業」、世界の自動車メーカ

ーにファブリックやトリムカバーなどの内装材を供給する

「自動車事業」の3事業を中核に、商品の開発、デザインか

ら生産、縫製、施工、物流まで一貫体制を推進している。

川島織物セルコンは事業の統合とともに情報システム

の統合を図り、社内の情報をスピーディに共有できるよ

うに、合併以降に人事や会計システムを初めとした基幹

システムのコード体系の統合などを進めてきた。その上

で同社は、国内外に営業拠点や生産拠点を構え、京都本

社と東京・大阪・名古屋・札幌・福岡の各支店、および

全国各地の営業所で事業を展開している。このうち、東

京支店は合併直後、事業拠点がグループ会社を含め6ヵ所

に分散していた。その理由は、同支店の社員全員を1つの

事業拠点に収容しきれなかったことによる。そのため、

自由度の高いワークスタイルを実現して市場ニーズへの

スピーディな対応を行うなど、各事業を担う社員同士が

緊密に連携しながら業務を行えるように、東京支店を1ヵ

所に統合することが求められていた。

そこで2007年11月、分散して勤務していた東京支店の

約500名が、江東区豊洲の新築ビルの1フロアに移転した。

新オフィスは約200名の営業担当者に対し、決められた席

のないフリーアドレスを採用した。このことから、例え

ば営業担当者が必要に応じてフロアの一角に集まり、ミ

ーティングを行うといったワークスタイルが可能となっ

た。また、営業担当者とデザイナーがタイムリーにミー

ティングを行うなど、意思決定のスピードアップ向上が

図れるようになった。

新オフィスでワークスタイルを実現するために、川島織

物セルコンは東京支社オフィスに無線LANを採用した。実

際の導入に当たって、多数の社員が無線LANアクセスに対

応できる安定性、将来のワークスタイルの変化にも対応で

きる拡張性、情報を保護するセキュリティなどを要件に、

無線LAN機器の提案を日立情報システムズに依頼した。そ

れに対してまず日立情報システムズは、Extricom社の無線

LANスイッチとアクセスポイントを提案した。

また一方で川島織物セルコンは、支店・営業所に専任

のIT担当者を配置しておらず、大阪支店に置かれた情報

システム部が各拠点のネットワークを一括管理している

ため、同社初となる本格的無線LANの導入においても、

大阪から集中管理できる仕組みが必要だった。そこで川

島織物セルコンの情報システム部と日立情報システムズ

関西支社は、無線LANスイッチおよび新オフィスの基幹

LANを担うコアスイッチの検討を重ねた。このコアスイ

ッチは、東京支店内のサーバをはじめ、管理部門やデザ

イン部門などで利用されるデスクトップPCやプリンタ

川島織物セルコンの新オフィスに
高可用性に優れたコアスイッチ「x900シリーズ」を導入

アライドテレシス

ファブリック商品開発・デザインから物流まで
一貫体制を推進する川島織物セルコン

東京支店の新オフィスに
自由度の高いフリーアドレスを採用

冗長化機能によりLANの安定稼働を実現する
コアスイッチ「x900シリーズ」を採用
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ー、無線LANに接続するノー

トPCを含めた約600台の端末

を収容するプラットフォーム

の役割となる。例えば、本社

と接続して基幹系データや情

報系データを送受信したり、

CADデータのような大容量デ

ータを扱うことが可能な高

速・広帯域のLANを支えるな

ど、ミッションクリティカル

なデータ通信の重要な基盤と

なり得る。

東京支店はクライアント数

も多く、ネットワークを止め

ない高い可用性、耐障害性を備えたスイッチの導入が必

須の要件となっていた。また、LANの安定運用が容易に

行えることに加え、有線系についてもデータ量の増大と

ともにサーバの台数が増える傾向にあり、LANを柔軟に

強化できる拡張性もスイッチ選定のポイントとなってい

た。こうした要件を満たすため、日立情報システムズ関

西支社ではいくつかのスイッチを検討した結果、アライ

ドテレシスのアドバンスト・レイヤー3スイッチの新製品

「CentreCOM x900シリーズ」を提案した。x900シリーズ

はコアスイッチに求められる冗長化機能に優れ、シンプ

ルなネットワーク設計でLANの安定稼動が図れるという

点が、選定のポイントとなった。

x900シリーズは、コアスイッチに欠かせないネットワ

ーク冗長化機能が大きな特長である。VCS（Virtual

Chassis Stacking）機能により、複数台のx900シリーズを

スタック接続してL2/L3テーブルやACL、QoSなどの情報

を同一VCSグループ内で同期させ、あたかも１台のスイ

ッチであるかのように仮想的に動作させることができる。

なお、東京支店では２台のx900シリーズを導入し、VCS

接続ポート上でアクティブ－アクティブ構成で動作させ

ている。従って万が一、片方の1台に障害が発生しても、

もう片方の１台で稼動を継続でき、シンプルなトランク

接続でスイッチの負荷分散が可能になる。

この他にx900シリーズは、リング構成のネットワーク

の障害検出と高速系切替が可能なEPSR（Ethernet

Protection Switched Ring）機能を搭載しており、この機

能はアライドテレシス社製のL3スイッチやL2plusスイッ

チに対応している。また、業界標準のCLI（Command

Line Interface）に対応した、モジュラー構造の新OS

「AlliedWare Plus」を搭載しているので、慣れた操作方法

で設定できる他、モジュラー構造とマルチタスク処理に

よる信頼性の向上、堅牢なシステム構成によるセキュリ

ティ、障害解析やログ機能による保守・運用性の向上な

ど、可用性の高いLAN運用をサポートしている。

日立情報システムズはアライドテレシスの協力を得な

がら、２台のうち片側のx900シリーズの障害を想定した

テストを実施するなど、事前検証を綿密に行った上でコ

アスイッチを導入した。こうして東京支店では新オフィ

スにて、x900シリーズおよびExtricom社の無線LANスイ

ッチをプラットフォームとするLANの本格稼動を開始す

ることができた。以後、LANは大きな問題もなく安定稼

動しており、川島織物セルコンはアライドテレシスの製

品を高く評価している。

アライドテレシス㈱
TEL：0120-860442 E-mail：info@allied-telesis.co.jp

ない

図1 川島織物セルコン東京支店のネットワーク構成図

x900シリーズをスタック接続するVCS機能で
ネットワークを冗長化
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独立行政法人 宇宙航空研究開発機構（JAXA）は、新

たに導入するスーパーコンピュータシステムの一部に、

NECのベクトル型スーパーコンピュータ「SXシリーズ

モデルSX-9」３台から成る、最大性能4.8テラフロップ

ス(テラフロップス：１秒間に１兆回の浮動小数点演算

能力)のシステムを提供することを決定した。SX-9は、

NECが昨年10月に製品発表したSXシリーズの最新機

種である。

JAXAでは、前身である旧航空宇宙技術研究所、旧宇

宙開発事業団、旧宇宙科学研究所時代より、スーパーコ

ンピュータを有効に活用した、宇宙開発、航空技術、関

連基盤技術に係わる数値シミュレーションの研究開発や

人材育成を通じて、最先端の宇宙航空技術の開発に非常

に大きな役割を果たしている。

今回、NECが提供するシステムは、ロケットエンジン

内部の複雑な流れ場解析などの宇宙エンジンの数値シミ

ュレーションや、惑星探査の宇宙航行システムの情報と

して非常に重要なプラズマシミュレーションなど、地上

実験では再現できない宇宙環境や機器の耐久性試験評価

のために利用される予定である。JAXA情報・計算工学セ

ンター長の藤井孝藏氏は「宇宙・航空分野における流体

解析の大規模シミュレーションは、複雑な大規模計算を

高速に処理するベクトル計算機の得意分野である。高い

実効性能と大規模共有メモリを有するSX-9のシステム

は、JAXAが必要とするさらなるベクトル計算機ニーズに

応えられるものと期待している」と語っている。

NECは、今後も、ベクトル型スーパーコンピュータ

を開発していくことにより、増大する数値シミュレーシ

ョンによる計算リソース不足を解消し、さらなる計算精

度の向上や計算時間の短縮を実現することで、宇宙・航

空分野における研究開発に貢献していく。

日本 IBM、ミラクル・リナックス、RKKコンピュー

ターサービス(RKKCS)の３社が協力して埼玉県上尾市

の電子行政システムを刷新したことから、同市の新基幹

系電子行政システムが2008年３月より稼働を開始した。

新システム導入に際して上尾市は、10数社のシステム・

インテグレータから提案を受けた。そのうち機能面で各部

署から最も高い評価を受け、コストおよび導入期間におい

てもメリットの大きかったRKKCSの採用を決定した。

上尾市の新電子行政システムは、2009年度をめどに

実施を目指している税金のコンビニ収納といった新たな

住民サービス機能を標準装備するなど、市民の利便性を

高めている。また、DV・ストーカー被害等に遭ってい

る方の情報を十分に保護するため、住民票や印鑑証明の

開示を制限するだけでなく、税や国民健康保険等、すべ

ての業務の個人情報も合わせて制限をかけることができ

るなど、安全な市民生活の確保にも貢献できる。

新システムの導入により、10年単位のライフサイクルコ

ストを比較した場合、従来のホストシステムと比べておよ

そ6億円のコスト削減につながると予測されている。また、

従来は夜間にシステムを停止させてデータ処理を行ってい

たため、システムのシャットダウン／再起動およびその前

後の職員による確認作業に時間がかかっていたが、新シス

テムでは24時間継続してオンライン稼働が可能となり、メ

ンテナンスに関わる職員の負担が大幅に軽減した。

今回の新システム導入について、上尾市総務部情報推

進課長の大久保務氏は「オープン化によって、コスト削

減と機能強化が同時に実現できました。4月から始まっ

た後期高齢者医療制度をはじめ、今後実施されるさまざ

まな法改正にも柔軟に対応でき、職員がプログラミング

を意識することなく、市民へのサービス提供に専念でき

るものと期待しています」と語っている。

JAXAが新たに導入するスーパーコンピュータシステムの一部に
最新ベクトル型スーパーコンピュータ「SX-9」を提供

上尾市が住民の利便性向上とコスト削減を目的に
電子行政システムを刷新

日本アイ・ビーエム㈱
URL：http://www.ibm.com/jp/

NEC 日本IBM／ミラクルリナックス／RKKCS

NEC HPC販売推進本部　TEL： 042-333-6391
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ネットスイートは、オンデマンド型のビジネス・プロセ

ス改善ソリューションのグローバルプロバイダーであるプ

レミアグローバルサービス社（プレミアグローバル）が、

1,000名以上のCRMユーザー（顧客サポートおよびSFAを

含む）を、ネットスイートの単一のグローバル・プラット

フォームに移行したことを発表した。移行後も、各部門は

独自でビジネス・プロセスを維持することが可能となった。

プレミアグローバルは、世界23ヵ国に47,000社以上からな

る顧客ベースを確立しており、その約95%がFortune500企業

である。ビジネス・プロセス改善ソリューションの主流製

品である「Premire Global Communications Operating System

（PGiCOS）」は会議、デスクトップ・ファックス、文書配布、

通知とリマインダー、eマーケティングなどのソリューショ

ンにおいて数百もの業界特有のビジネス・アプリケーショ

ンを提供している。世界的な拡大と確固たる成長の後に、

プレミアグローバルは、総合的な販売レポートと予測の作

成、および同社が提供する５つのソリューションにおける

クロスセル（複数商品の販促活動）の機会を最大化するた

めに、北米、欧州、アジア太平洋向けに単一のグローバル

CRMシステムが必要であることを認識した。そこで同社は、

商談機会管理、複数通貨による予測、パートナー管理など

の機能を実現するために、ネットスイートの製品を採用し

た。今回の採用により、プレミアグローバルの全ての顧客

サポートとセールス担当者は、一貫性がありアクセスしや

すい顧客の視点を得ることが可能になり、瞬時に顧客の購

買履歴を知り、クロスセルに適したプレミアグローバルの

他のソリューションを知ることができるようになった。実

際の導入には、ネットスイートのソリューションプロバイ

ダーで、大企業レベルにおけるネットスイートの導入実績

があるエクスプロア・コンサルティング社が、プレミアグ

ローバルのシステム実装と全社展開の支援を行った。

アドバンスト・メディアは、富士通製FOMA端末「らく

らくホン プレミアム」におけるNTTドコモの「音声入力

メール」サービスに、アドバンスト・メディアの音声認識

技術AmiVoiceを提供したことを発表した。本サービスを利

用することにより、ユーザーは携帯電話でのメール文章作

成の際、従来の煩わしいキー入力が不要になり、簡単にす

ばやく声でメール文章入力することが可能となる。

アドバンスト・メディアは、これまでもFOMA905i、

705iシリーズ向け各種 iアプリおよび「らくらくホンⅣ」

のナビゲーションアプリに音声認識技術AmiVoiceを提

供し、携帯電話での音声入力を可能にしてきた。

今回の音声入力メールサービスにおいては、これまで

の音声認識技術をさらに発展させ、実用性に耐えうる高

精度音声認識を実現したことで、音声によるメール文章

入力が可能となった。この機能を活用することで、使用

する人の声や話し方の特徴を事前に学習させる必要がな

く、誰でも通常の会話で話すような声のスピードでメー

ル文章入力が可能となる。アドバンスト・メディアの測

定したデータによれば、通常のキー入力と比較して、最

大で3～７倍の時間短縮になる。

一方、らくらくホン プレミアムに搭載された

AmiVoiceには、アドバンスト・メディアの分散型音声

認識（DSR：Distributed Speech Recognition）技術が

活用されている。DSRは、携帯電話のようなコンピュ

ータのパワーが小さなデバイスに、従来は難しかった高

度で高精度の音声認識を提供できる技術である。

アドバンスト・メディアは、AmiVoiceの採用を皮切りに、

今後とも、携帯電話、カーナビ、テレビなどの端末への、

音声入力インタフェースの実装を、積極的に進めていく。

特に携帯電話の分野では、メールやブログなどへの、声に

よる文章入力サービスへの展開を加速していく。

ネットスイート㈱　TEL： 03-5545-7621

プレミアグローバルサービス社がネットスイートのグローバ
ルCRMソフトウェアにより、各拠点の標準化を実現

アドバンスト・メディアの音声認識技術「AmiVoice」が
NTTドコモの「音声入力メール」サービスに採用

ネットスイート アドバンスト・メディア

㈱アドバンスト・メディア　経営企画部広報チーム
TEL：03-5949-2007
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OKIは、みずほ銀行に、銀行口座から“おサイフケ

ータイ”利用者に対し、電子マネー“Edy（エディ）”

のオンラインチャージを実現する「Edyチャージソリュ

ーション」の提供を開始した。また同ソリューションの

活用により、みずほ銀行は2008年２月25日から、みず

ほ銀行が提供しているインターネットバンキング・モバ

イルバンキング・テレホンバンキングのサービス「みず

ほダイレクト」のモバイルバンキング利用者向けに

「Edyチャージサービス」を開始した。

みずほ銀行では、携帯電話の急速な普及・技術革新が

進む中、携帯電話を活用した各種銀行サービスの拡充に

積極的に取り組んでいる。2007年４月には、NTTドコ

モが提供する「iアプリバンキング」に対応したモバイ

ルバンキングの提供を開始している。iアプリバンキン

グは、NTTドコモが提供する iアプリの1つで、簡単な

操作で最大2つの金融機関の口座情報へアクセスするこ

とができ、残高照会や振込などのモバイルバンキングを

非常に便利に利用できるサービスである。利用者は、対

応金融機関が提供する金融機関プログラムを本アプリに

設定して利用する。契約者番号等を iアプリ内に格納す

るため、利用者はこれらの情報を都度入力する必要がな

い。また、自由自在にメニューを呼び出せるスライドメ

インメニューや、ボタンの押下や入力など利用者の操作

の軽減を狙ったユーザーインタフェースにより、高度な

ユーザビリティを実現している。これらにより、利用者

は残高照会・入出金明細表示・振込などの機能を、より

簡単・便利に利用することができる。

そしてみずほ銀行は、より一層の顧客利便性向上のた

めに、Edyチャージサービスの提供を開始することを決

定した。Edyチャージサービスを開始するにあたり、み

ずほ銀行では、システム開発負担を最小限に止められる

こと、また短期間でサービスを開始できることを評価し、

同ソリューションを採用した。さらに、iアプリバンキ

ングにおいてもOKIがフロントシステムを提供し、既

に、みずほダイレクトへの接続実績のあることも採用の

決め手となった。

Edyチャージソリューションは、既存のモバイルバン

キングのシステム変更を最小限に抑えつつ、短期間・低

コストで簡単におサイフケータイへのEdyチャージ

（入金）を実現する金融機関向けASPサービスである。

2005年６月より同ソリューションを開始し、既にメガ

バンク・地方銀行など数多くの実績がある。

今後OKIでは、今回の実績をベースに、金融機関や

モバイルバンキング共同センターに向けに同ソリューシ

ョンを積極的に販売していく。また、各種中継サービス

の提供で培ったノウハウを活かして、金融機関が利用者

に対し、携帯電話を利用した利便性の高いサービスを提

供するための新たなソリューションを提供していく。

みずほ銀行に
「Edyチャージャソリューション」を提供

OKI

沖電気工業㈱　ネットビジネスソリューションカンパニー
ソリューションコンサルティング部　TEL：03-3454-6047

携帯用アプリ�

ビットワレット�

モバイルバンキング�
利用者�

モバイル�
バンキング�
システム�

インターネット�
バンキング�
システム�

みずほ銀行�

サーバ�

OKI：ASPセンタ�

Edyチャージ�
サーバ�

Edyサーバ�

Edyチャージ�
ソリューション�

図　Edyチャージソリューションのサービス概要
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NTTデータ イントラマートのWebシステム構築基盤

製品「intra-mart WebPlatform」が、講談社の新社内

システム「電子承認ワークフロー」の基盤として採用さ

れた。今回構築した電子承認ワークフローは、出版社固

有のライターへの支払い処理や印税処理などの業務処理

から全社共通業務である経費精算や旅費精算などの効率

化・迅速化・見える化を目的に全社員が利用するワーク

フローである。今後講談社では、総務系での電子承認業

務や従来の書籍・雑誌・コミック事業に加えて、マーケ

ットの拡大が想定されているライツ、デジタル事業のビ

ジネス強化を図るべく、統合ライツシステムの構築を進

めており、intra-martを全社ワークフロー基盤として

適用範囲をさらに拡張していく予定である。

現在、出版業界では、読者ニーズの多様化、出版媒体

のデジタル化などにより経営管理が複雑化している。講

談社においては、情報のタイムリーな把握による意志決

定のスピード化、経理部門の集中処理から現場入力の実

現と合わせて処理プロセスの見える化を実現する必要が

求められていた。

今回構築した電子承認ワークフローは、①単なる伝票

処理フローだけでは無く「全社ワークフロー基盤」とし

て使えること、②SAP連携の豊富な実績と最新のXIや

EPポータルとの連携性が高いこと、③従来から利用し

ているレガシーホストシステムとも連携することが実現

しており、SAPの導入検討とほぼ同時期に検討され、

約９ヵ月で構築という短期間での開発と同時期での稼働

を実現した。

導入効果においても、伝票処理時間の大幅な短縮、ワ

ークフロー処理の進捗の見える化、複雑なワークフロー

処理を低コストと高いユーザビリティで実現、他の業務

にも次々に利用できる拡張性の高さを実現した。

東芝の半導体事業を担当する東芝セミコンダクター社

は、同社NAND型フラッシュメモリの世界的なシェア

拡大を目指して、東芝ソリューションのインテグレーシ

ョンにより、日本ヒューレット・パッカードの「HP

BladeSystem」を中核とした「HP ProLiant」を大規模

採用して、製造プロセスで生じる問題点を設計の段階か

ら考慮して設計、製造工程の前に解決する D F M

（Design for Manufacturing）システムを構築した。同

システムは2008年２月から本格稼動を開始した。

東芝は市場をリードする半導体メーカーであり、同社の

NAND型フラッシュメモリは大きなシェアを持つ主力製品

である。東芝はNAND型フラッシュメモリのさらなる世界

的ビジネスシェア拡大を目指し、この分野への積極的な投

資をしている。その取組みの一環として、東芝セミコンダ

クター社は、EDA（Electronic Design Automation＝電子回

路設計の自動化ツール）分野で大きなシェアを持つ日本HP

のHP ProLiant、HP BladeSystemを基盤とした大規模Linux

ベースクラスタシステムを採用し、DFMシステムを構築し

た。同社は、HP ProLiant、HP BladeSystemのクラスタリ

ング構成が可能にするデータの高速処理性能と管理性を高

く評価し、今回の採用を決定した。

日本HPは、システムインテグレーションを担当する東

芝ソリューションとの緊密な連携により、わずか1ヵ月と

いう短期間でのシステム稼動を実現した。日本HPは、過

去数年3世代にわたって東芝の半導体設計基盤を支えてき

ており、その信頼性と安定性は高く評価されている。今

回の導入では、過去の半導体プロセス、3世代における実

績が評価され、日本HPがハードウェア（HP ProLiant、

HP BladeSystem）と管理系ソフトウェアを提供、東芝ソ

リューションは半導体設計システムに関する豊富なノウ

ハウを元にインテグレーションを行った。

日本ヒューレット・パッカード㈱
TEL：03-6416-6660

講談社が「intra-mart」で
全社規模のワークフローシステムを構築

東芝がNAND型フラッシュメモリの
大規模DFMシステム構築にHP製品を採用

NTTデータイントラマート 日本ヒューレット・パッカード

㈱NTTデータイントラマート
E-mail：info@intra-mart.jp

http://www.bcm.co.jp/


14 ビジネスコミュニケーション 2008 Vol.45 No.4

テン コーポレーションとNECインフロンティアは、

テンコーポレーションが展開する「てんや」等の全121

店舗のPOSシステムを刷新し、NECインフロンティア

の フ ー ド ビ ジ ネ ス ト ー タ ル ソ リ ュ ー シ ョ ン

「FoodFrontia」を順次導入していくことを発表した。

新システムの最大の特長は、テン コーポレーション

とJR東日本が、てんや全店舗規模で現在導入を進めて

いる S u i c aリーダライタと、新 P O Sターミナル

「FoodFrontia F1」の連動処理を実現した点である。今

回実現した連動処理により、POSターミナル側の操作

だけでSuicaリーダライタ側に決済金額情報が送信さ

れ、Suica決済が可能に。非連動型と違って決済金額を

リーダライタに入力する手間が省け、Suica電子マネー

ならではのスピーディな決済のメリットをアシストして

いる。なお、Suicaを全店舗規模に導入完了するのは本

年７月末を予定している。

また、FoodFrontia F1の導入に合わせて、ハンディタ

ーミナルによるオーダーエントリーシステムを採用した。

従来は手書き伝票により注文を記入し、それをもとに調

理・料理の提供・会計入力・現金収受を行っていたが、

オーダー入力から会計まで一連の流れをデータ化するこ

とで、厨房への調理指示や会計時のメニュー入力といっ

た店舗オペレーションを効率化し、料理の提供時間や会

計時間を短縮するなど、お客様満足度の向上を図った。

一方、本部側もオーダーエントリーシステムの導入によ

り、入店時間（オーダー入力時間）を把握できるようにな

り、会計時間の情報とともに、お客様の滞在時間の傾向を

店舗運営に生かせるようになった。また、オーダー入力か

ら会計までデータを一元化することで、オーダーや会計処

理の正確性が高まり、伝票との照合作業などが不要になる

など、事務処理面での効率化にも役立っている。

日本テラデータは、みずほ銀行の個人部門において、

EBM（Event Based Marketing：イベント主導型マー

ケティング）を実現するシステムとして「Teradata

CRM」と「Teradataデータベース」が採用されたこと

を発表した。同システムは、国内金融業界としては初め

て、本年１月12日から本格的に稼働を開始し、早くも

成果をあげている。

EBMは先進的なマーケティング手法の１つで、顧客

行動の詳細な変化（イベント）をデータベース上に蓄積

し、ルールに基づいて継続的に観察して、その結果をも

とに、顧客に適切なコンタクトを行うというものである。

欧米の金融機関では2000年頃から採用が広がり、デー

タからライフステージや財政状態などを推定し、顧客が

最も必要としているタイミングで商品や相談サービス、

もしくは金融上のアドバイスを提供することが可能。

EBMの実現のためには、膨大なデータの蓄積と、それ

に対して複雑な自動判定処理を行うために、大容量のデ

ータを高速に検索できる能力が必要である。並列処理に

よる圧倒的なパフォーマンスで、大規模なデータ処理に

適したデータウェアハウス基盤のTeradataデータベース

と、顧客イベントを理解するためのルールをセットアッ

プできる顧客管理アプリケーションのTeradata CRMとの

組み合わせにより、Teradataソリューションのパフォー

マンスを最大限に活用したEBMを実現した。

みずほ銀行は、顧客の多様化する金融ニーズに対応し、

個人向けサービスの一層の向上を図るためEBMの導入

を決定した。世界でも有数の規模であるみずほ銀行では、

2,500万人以上の顧客から日々生み出される膨大な情報

があり、これらを迅速かつ的確に処理するためには、

Teradataソリューションが最適であると判断し、今回

の採用を決定した。

「てんや」等全121店舗の
POSシステムを刷新

みずほ銀行が個人部門における
EBMシステムにCRMソフトとDBを採用

NECインフロンティア㈱　東京支社第二営業部
TEL：03-5282-5853

NECインフロンティア 日本テラデータ

日本テラデータ
TEL：03-6759-6151
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ビジネス・ルール管理、最適化、可視化技術で企業の

迅速な意思決定を支援するアイログ社は、日本プロサッ

カーリーグ（Jリーグ）が、同社の最適化ソフトである

「ILOG CP」を使用して、J1、J2並びにJリーグヤマザ

キナビスコカップの対戦スケジュールの割り当て業務を

効率化していることを発表した。

アイログの最適化ソフトは、Jリーグの対戦スケジュ

ール作成ソフト「Jリーグ・マッチスケジューラー」に

組み込まれ、採用以前は２～３週間かかっていた作業時

間を、約１日に短縮することを可能にした。また、Jリ

ーグ・マッチスケジューラーには、アイログの可視化ソ

フト「ILOG JViews」も採用されており、可視性に優

れた環境を整えている。

J1で18、J2で15あるクラブの対戦スケジュールを組

むことは、相当数のシミュレーションが必要で、人間の

手作業ではほぼ不可能である。この作業を人間に代わっ

て行い、最適な解を瞬時に導き出すのがILOG CPであ

る。ILOG CPは、制約論理プログラミングをベースと

するアイログの最適化ソフトウェアで、様々な制約を反

映し、コストの最小化や納期の遵守といった目的を満足

させる解を導く。今回、Jリーグ・マッチスケジューラ

ーに組み込まれた ILOG CPは、Jリーグが独自に設定

している対戦ルールや各クラブからの多様な要望事項も

織り込みながら、スケジュール割り当てにかかるプロセ

スの大部分を自動化することを可能にした。また、この

システムではスケジュール決定の際の選択肢を効率的に

広げることもでき、最終決定の前により良いオプション

を検討することも可能である。

ILOG CP採用以前は、対戦スケジュールの作成業務

は全て手作業で行われており、２～３週間を要していた

が、現在では約１日にまで短縮された。

アクセラテクノロジは、企業Webサイトを対象に

A S P型でサイト内検索機能を提供する「A c c e l a

BizSearch ASP」のサービスを大幅強化したプレミアム

を販売開始した。また、同ASPのプレミアムが、ファ

ーストユーザーとして、スルガ銀行の公式サイトに採用

されたことを発表した。

スルガ銀行は「コンシェルジュ・バンク」のコンセプ

トを掲げ、お客様視点のサービス向上に取り組んでいる。

特にリテールバンキングへの特化を他の銀行に先駆けて

打ち出し、電話での取引も可能な非対面店舗を邦銀では

じめて立ち上げるなど、先進的な取り組みをしている。

このようなリテールバンキング重視の業務の中で、Web

サイトをお客様とスルガ銀行を繋ぐ重要なコミュニケー

ション手段として位置づけている。また、金融商品取引

法などの法整備に伴い、Webサイトにおいてもお客様へ

の適切な情報開示が一層重要になっている。このような

背景の中、Webサイトは日々更新されコンテンツは増加

している。現在、約2,000ページの総量となったスルガ銀

行のWebサイトにおいて、サイトを訪れるお客様が求め

ている情報への円滑な誘導が必要になっていた。

スルガ銀行は今回、Webを介してサイトを訪れるお

客様とのコミュニケーションを強化するツールとして、

アクセラテクノロジのASPサービスのプレミアムを導

入した。導入の決め手となったのは、次の２つの機能で

ある。１つは、サイトを訪れるお客様が素早く知りたい

情報に辿り着ける検索機能。もう１つは、検索に使われ

たキーワードの解析機能。お客様が入力した「住宅ロー

ン」「渋谷　店舗」などのキーワードを分析することに

よって、お客様がサイトに何を求めているか、どんな情

報を知りたがっているかをつかみ、Webのコンテンツ

やサービスを強化することが可能である。

アイログ

Jリーグがアイログの最適技術で
対戦スケジュールの割り当て業務を効率化

サイト内検索ASPサービスを
スルガ銀行がWebサイトで採用

アクセラテクノロジ

アイログ㈱
TEL：03-5211-5770

アクセラテクノロジ㈱
TEL：03-5793-5411
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伊藤忠テクノソリューションズ（CTC）と日本ヒュー

レット・パッカードは、建材専門商社である伊藤忠建材

の本社と約30ヵ所の支店、営業所からなる拠点全社450台

のPC環境に、Microsoft Windows Vista BusinessをOSに

採用するシンクライアントソリューション「H P

Consolidated Client Infrastructure」（HP CCI）を導入し

た。Windows Vistaによるシンクライアントシステムの全

社規模での導入は、国内初の事例である。同ソリューシ

ョンは、昨年10月からパイロット拠点にて導入・テスト

を開始し、本年１月から全社規模で稼働を開始している。

今回、伊藤忠建材が導入したシステムには、将来のサ

ポートライフサイクルを見据え、セキュリティ機能を向

上した最新 OSである Microsoft Windows Vista

Businessを採用した。CTCと日本HPは、大規模かつ

分散環境におけるシンクライアントの導入および運用で

豊富な実績とノウハウを持っている。さらに両社は、今

回のシステム構築において、既存システムやアプリケー

ションとの親和性や拡張性の高いシステムの実現を目指

し、CTC独自の技術検証施設「テクニカルソリューシ

ョンセンター」にてWindows Vistaによる共同検証を

実施した。これにより、設計から開発、導入までを３ヵ

月間という短期間で実現した。

HP CCIは、PCが持つ「表示」「演算」「記憶」の３

つの役割をコンポーネントとして分割し、仮想クライア

ント環境として再構築する統合ソリューションである。

「表示」は、ディスプレイと画面表示の専用装置である

シンクライアントが行う。一方「演算」「記憶」は、ネ

ットワークを介したサーバルーム内1ヵ所に集約された

ブレードPCが行う。ユーザー側には一切データを保持

しない仕組みなので、安全性の高いセキュリティ環境と

一括管理による運用管理コストの削減を実現できる。

ファウンドリーネットワークスは、理化学研究所（以

下、理研）が同社の次世代高密度L3スイッチ「BigIron

RX-3」を採用したことを発表した。

理研は、日本で唯一の自然科学の総合研究所として、

科学技術の水準の向上に貢献している。国際競争力の向

上や研究者へのニーズに応えるために、世界最高レベル

の実効演算性能を目標に、ライフサイエンスや高エネル

ギー物理をはじめとして幅広い分野で活用されることが

期待されているHPC（ハイパフォーマンスコンピュー

ティング）を活用している。

現在、理研の和光研究所では、プログラムディレクター、

茅 幸二和光研究所長が率いる次世代計算科学研究開発プロ

グラムが推進する「次世代生命体統合シミュレーションの

研究開発」が進められている。ファウンドリーネットワー

クスのBigIron RX-32は、この研究開発のプログラム開発を

行う「高密度実装低消費電力PCサーバ」システムにおい

て、1,000以上のサーバをフルワイヤーレートでギガビット

イーサネット（GbE）接続する基幹スイッチとして利用さ

れている。これにより理研は、高密度で高いパフォーマン

スに支えられた安定したネットワーク環境を得ることがで

きる。また、想定される今後のトラフィック増加に対応が

可能であるとともに、継続的に利用するHPCの環境の中で

懸念される冷却および処理の電源問題にも、優れたクーリ

ングや低消費電力で対応している。

このルーティングスイッチBigIron RX-32は、HPC

などの環境における容量とパフォーマンスへのニーズの

高まりに応えられるよう最適化されており、1,536の

GbEポートまたは128の10GbEポートをサポートする

とともに、約22億パケット／秒（Bpps）のスループッ

トを提供するだけでなく、RU（ラックユニット）あた

り業界最高のパフォーマンスを実現している。

伊藤忠建材にWindows Vistaベースの
シンクライアントを導入

日本のHPCをリードする理化学研究所が
L3スイッチ「BigIron RX-32」を採用

伊藤忠テクノソリューションズ㈱　TEL：03-6203-3520
日本ヒューレット・パッカード㈱　TEL：03-6416-6660

CTC／日本HP ファウンドリーネットワークス

ファウンドリーネットワークスジャパン㈱
TEL：03-3519-5351

http://www.bcm.co.jp/
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RSAセキュリティは、広島銀行が、個人向けインタ

ーネットバンキング利用者のセキュリティ対策として、

同社のワンタイム・パスワード「RSA SecurID」を採

用したことを発表した。

同行は、RSA SecurIDによる「ワンタイム・パスワ

ード認証」を本年４月14日に開始し、ワンタイム・パ

スワードを希望するお客様に無料で配布する。なお

RSA SecurIDによるワンタイム・パスワード認証は、

中国地方の地方銀行では初の導入である。

広島銀行は、個人のお客様向けインターネット・バン

キング・サービスとして「<ひろぎん>ダイレクトバンキ

ングサービス」を提供している。振込・振替等に加え、

投資信託取引やインターネット専用口座のサービスもあ

り、インターネットでのサービス拡充とネット犯罪に対

するリスク軽減に努めている。そこで、インターネット

バンキングを安心して提供するための安全の強化策とし

て、1回限りの使い捨てパスワードのワンタイム・パスワ

ードの採用を決定した。広島銀行は、採用にあたり「当

行は、インターネット・バンキング・サービスの拡充と

セキュリティの強化にあたり、実績豊富なワンタイム・

パスワードのRSA SecurIDを選びました」と語るように、

ワンタイム・パスワード製品として国内外の企業、金融

機関による数多くの採用実績と、お客様側の使いやすさ

への配慮から、RSA SecurIDの採用を決定した。

RSA SecurIDは、60秒に１回、ランダムに生成される数

字をパスワードとして使用する。これによりスパイウェア

やファイル共有ソフト等を利用したパスワード詐取による

なりすましを防ぎ、ネット犯罪に対して有効な対策となる。

また利用者は、表示されている数字を入力するだけの簡単

さと、定期的なパスワード変更が不要となり、安心してサ

ービスを利用することができるようになる。

ポリコムジャパンと大塚商会は、大塚商会がPolycom

HDXシリーズビデオ会議システムを使った国内最大規模

のHD（ハイデフィニション：高精細）コミュニケーショ

ン環境を構築したことを発表した。大塚商会は、HDでの

多地点接続を実現する「Polycom RMX 2000」リアルタイ

ム メディア会議プラットフォームと、「Polycom HDX

9000シリーズおよびPolycom HDX 8000シリーズ」HD対

応ビデオ会議システム32台を導入した。

大塚商会は、今回構築した高精細度のビデオ会議システ

ムにより、参加者の表情や仕草、図面などの資料をより精

細に捉えることができ、情報伝達のミスを最小限に減らし、

意志決定の精度を上げる効果を見込んでいる。また、導

入・利用で得たノウハウをお客様へ提供することで、より

効果的なコミュニケーション環境の構築に役立てている。

大塚商会では、既に2003年からブロードバンドを利

用したビデオ会議環境を構築し、全国の拠点で遠隔地と

の会議、打ち合わせなどに、社内で広く活用していた。

そしてHD対応製品の登場を機に、高品質な音声と映像、

ネットワークへの親和性、相互接続性、使いやすさなど

の観点で、ポリコム製品を選択し、全面的に入れ替えを

実施した。これにより、従来機の映像解像度（352×

288）と比べて約９倍（1280×720）のHDクオリティの

コミュニケーション環境を実現した。また、HDクオリ

ティを実現するために必要な通信帯域（１拠点当たり約

1Mbps）を確保するため、信頼性の高い光回線をアク

セス回線として採用し、基幹系ネットワークとは切り離

したビデオ会議専用のネットワークを構築した。

今後、ポリコムと大塚商会は、企業・団体各社に対し

て、今回構築したHD対応ビデオ会議システムの画質や

操作性を実体験できるオープンスペース（予約制）を提

供していく。

RSAセキュリティ

広島銀行がインターネット・サービスの
セキュリティ対策として「RSA SecurID」を採用

大塚商会が国内最大規模の
HDビデオ会議環境を構築

ポリコムジャパン

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

ホフマンジャパン㈱（ポリコム広報代理）
TEL：03-5159-2145

http://www.bcm.co.jp/
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データウェアハウス・アプライアンス業界のグローバル

リーダーである米国ネティーザ社は、塗料の製造販売を行

っているSherwin-Williams社が店舗業績およびマーケット

バスケット情報の分析に同社の「Netezza Performance

Serverアプライアンス」を採用したことを発表した。

1866年創業のSherwin-Williams社は、専門業界、工

業、商業、小売部門の顧客に向けて、塗料および関連製

品を製造、開発、流通、販売しているグローバルリーダ

ーである。米国オハイオ州クリーブランドに世界本社を

置き、Sherwin-Williams社のブランドの製品を3,325カ

所の直営店舗・施設チェーンで独占販売する一方で、そ

れ以外のブランドは、代表的な量販店、ホームセンター、

独立系ペイント販売店、金物店、自動車販売店、専門代

理店などを通じて北米中で販売している。

Sherwin-Williams社の経営陣は、店舗情報を効果的

に管理するためにはタイムリーな情報が必要であること

を実感していた。現在、Netezzaに移行してからは、デ

ータのクエリに要する時間が大幅に短縮された。

Sherwin-Williams社では、今後は組織のあらゆるレベ

ルに対する総合的なデータのレポーティングでも

Netezza を活用していく予定である。

Sherwin-Williams社のシステム開発担当マネージャ、

Emiro Uribe氏は「ビジネスのスピードがどんどん速ま

っているため、経営において最良の意思決定を行うため

にはタイムリーな情報が欠かせません。弊社のユーザー

にとっては、スピードとシンプルさが非常に重要なので

す」と語り、ネティーザの社長兼COO、Jim Baumは

「Sherwin-Williams社のような市場を代表する企業にと

っては、在庫、マーケティング、消費者の購入行動に関

する情報に素早くアクセスできることこそが、ビジネス

を優位に推進させる競争力となります」と語っている。

SAS Institute Japanは、横浜銀行が同行の顧客戦略の

一環として導入した「SAS Customer Intelligence」によ

る金融機関向けのマーケティングを支援する「EBM（イ

ベント・ベースド・マーケティング）ソリューション」

システムが本格稼働を開始したことを発表した。

銀行業界では、近年取り扱うことのできる金融商品が

多様化しており、顧客一人ひとりに対して適切なタイミ

ングで適切なサービスを提供することが急務となってい

る。また、顧客属性情報、購買商品、購買行動などの変

化は、顧客の持つニーズの発生や離反の予兆を示唆して

いる。SASのEBMソリューションは、このような様々

な変化を「イベント」として捉え、そこから推測される

顧客行動に先回りして手を打つことで、戦略的マーケテ

ィング活動の実現を支援していく製品である。

横浜銀行では、今回のシステム稼働により、個人顧客

の取引情報の変化（イベント）から顧客のニーズを捉え、

顧客ごとにふさわしい金融情報やサービスのタイムリー

な提案を目指すことになる。また、これまでの「ダイレ

クトメール」や「コールセンター」などのダイレクトチ

ャネルに合わせ、今回のシステムに新たに営業店チャネ

ルを加えることで、より幅広いマーケティング活動を志

向していくことになる。

横浜銀行では、今回のEBMソリューションを導入するに

あたり、分散されていた顧客データベースを統合し、新た

な統合顧客データベースを構築した。また、情報配信へと

つながる効果的なイベントを定義するために、過去の実績

やテストマーケティングを通じ、イベントの研究・開発を

行ない、17個のイベントの定義を策定した。今後、横浜銀

行では、同行の関連会社である浜銀総合研究所と、エヌ・

ティ・ティ・データ・フォース、そしてSASとイベントの

研究・開発、システムの運用等を行なっていく予定である。

Sherwin-Williams（塗料製造販売）が
ビジネス分析の高速化にNetezzaを採用

横浜銀行の顧客満足度の向上を
SAS のEBMソリューションが支援

日本ネティーザ㈱
TEL：03-4360-5564

日本ネティーザ SAS Institute Japan

SAS Institute Japan㈱
TEL：03-3533-3780

http://www.bcm.co.jp/
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セキュアブレインは、千葉銀行と肥後銀行が、両行の

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から未然に守る対策ソリューシ

ョンとして同社の「PhishWall」を採用し、サービスを

開始したと発表した。

近年、インターネット・バンキングの普及に伴い、巧妙

に偽の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が発生している。昨年の12月に

金融庁が発表した報告書によると、昨年４月から９月まで

の半年間に報告された「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137件、金額にして１億5,300

万円に上り、前年同期の約４倍へと大幅に増加した。この

ため金融機関各社は、顧客をフィッシング詐欺から守り、

安心してインターネット・バンキングを利用できる体制構

築への早急な取り組みを強く求められていた。

このような状況の中、千葉銀行と肥後銀行では、顧客

が安心してWebサイトを利用できる環境を早急に提供

するために、フィッシング対策ソリューションの選定を

進めていた。そして、セキュリティレベルの高さ、顧客

にとってのわかりやすさ、導入のしやすさを評価した結

果「PhishWall」の採用を決定した。両行とも日立情報

システムズが納入を行った。

サービス開始後は、顧客が両行のWebサイトにアク

セスすると、顧客のブラウザのツールバーで動作する

「PhishWallクライアント」に緑色の信号が表示され、

一目で安全であることが証明される。

セキュアブレインは、今後も日立情報との連携を一層

深め、金融機関等に対してインターネット・バンキング

の安全性向上のためのソリューション提供を積極的に推

進して「PhishWallを業界標準にしていきたいと」と語

っている。

大規模Webシステムに対応可能なパケットキャプチ

ャ型のリアルタイムアクセス解析ソフトウェア

「RTmetrics」や、URL/個別アプリケーション毎の応答

性能や品質を監視するシステム部門向けアプリケーショ

ン「RTbandwidth」などの「RTシリーズ」の販売およ

びサービスを提供しているオーリック・システムズは、

大日本印刷および同社の100％出資子会社で電子メディ

アの企画制作を担当するDNPデジタルコムが、本年３

月から新しく開始するECサイト構築・運用のトータル

ソリューションサービス「CartNEX」に、オーリッ

ク・システムズが開発・提供するパケットキャプチャ型

Webアクセス解析ソフトウェア「RTmetrics」が採用さ

れたことを発表した。

CartNEXは、本格的なECサイトに必要なショッピ

ングシステム、決済システム、並びにメール配信の各機

能を標準装備したシステムを低価格かつ短期間に利用可

能にし、セキュリティと可用性の高い安全なサーバ環境

で運用するオールインワンのパッケージサービスであ

る。CartNEXは、ECサイトを成功に導くための機能・

サービスをトータルに提供することをコンセプトとして

おり、オーリックのRTmetricsによるアクセス解析も

標準機能として提供される。

また、CartNEXは、パッケージサービスでありなが

ら、個別開発システムと同等の高い利便性と自由度があ

り、利用企業がオリジナリティの高いECサイトを構

築・運営できることを特長としており、アクセス解析ソ

リューションの選定に当たっては、「大規模アクセスで

もリアルタイムに解析可能」、「携帯３キャリア全てのユ

ーザー動線解析が可能な業界唯一のソリューション」、

「ポストデータの解析が可能」といったポイントから

RTmetricsの採用を決定した。

セキュアブレイン

千葉銀行と肥後銀行がフィッシング対策に
「PhishWall」を採用

大日本印刷とDNPデジタルコムが
アクセス解析サービスに「RTmetrics」を採用

オーリック・システムズ

㈱セキュアブレイン
TEL：03-3234-3001

オーリック・システムズ㈱
TEL：03-3560-8083
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