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全国農業協同組合連合会、日本園芸農業協同組合連合

会、各都道府県JA、スーパー・量販店などを主な取引

先に、青果物およびその加工品の受託販売、買い付け販

売を行っている東京新宿ベジフルは、コンピュータシス

テムの統合に伴い、ギガビットのLANを再構築した。

その基幹スイッチにアライドテレシスのアドバンスト・

レイヤー3スイッチ「x900シリーズ」を採用した。

東京新宿ベジフルは、卸売市場における取引の規制緩

和や卸売市場の再編などを受けて、東京新宿青果と東京

淀橋青果の両社がそれぞれの卸売業務部門を統合し、

2005年６月に発足した。この事業統合により新宿青果

側のホストコンピュータへのシステム統一が行われた

が、管理ベンダーやコード体系が両社で異なるなど、

様々な問題が浮上した。そこで、淀橋卸売市場の管理棟

内の東側と西側でそれぞれ事業を行っていた両社のホス

トをLANで接続した。しかし、ネットワークのトラブ

ル時に障害箇所を特定できずに業務が停滞したり、ホス

トにアクセスする端末台数が一気に増えたことでレスポ

ンスが遅くなるといった新たな問題が発生した。

このようなネットワーク事情の中、事業統合の相乗効

果を発揮させるため、ホストコンピュータの刷新ととも

に社内LANの再構築が検討課題になっていた。青果物

などの生鮮食品を扱う卸売事業では24時間、ノンスト

ップで稼動する信頼性の高いネットワークが不可欠と考

えられたからである。そこで東京新宿ベジフルは、冗長

化による高い可用性やセキュリティの強化などを要件

に、ネットワークの再構築を日立システムアンドサービ

スに依頼した。

日立システムアンドサービスは、東京新宿ベジフル社

内の基幹LANにアドバンスト・レイヤー 3スイッチ

「CentreCOM x900-24XT」を２台導入して冗長化する

一方、フロアスイッチに「CentreCOM GS924M」を配

置するなど、アライドテレシスの製品群によるギガビッ

トの社内LANを提案した。選択の理由として、日立シ

ステムアンドサービスは従来からアライドテレシス製品

を用いたネットワーク構築を行った実績があること、ま

たコストパフォーマンスや機能面の観点からも、安心し

て提案できたことなどが上げられる。

x900シリーズは、複数台のスイッチをスタック接続

することで仮想的に１台のスイッチとして動作、管理で

きるVCS（Virtual Chassis Stacking）に対応している。

今回の導入では、VRRP（Virtual Router Redundancy

Protocol）を用いてx900を冗長化しているが、今後のネ

ットワーク拡張時にはVCSの利用も考えられる。

またx900シリーズは、業界標準のコマンドラインイ

ンタフェース（CLI）を採用した新OS「AlliedWare

Plus」に対応している。このため、エンジニアは新た

に設定コマンドを習得せずにネットワークの設定・管理

が行えるというメリットが得られる。例えば、ネットワ

ークエンジニアはVRRPやVLANについても、業界標

準同様のCLIにより設定がしやすくなる。

東京新宿ベジフルでは、現在、ホストコンピュータと

ともにクライアント端末を刷新し、約250台のパソコン

を新たに構築した社内LANに接続する作業を進めてい

る。その中で、アライドテレシスの基幹スイッチでネッ

トワークの信頼性を確保している。また2008年秋には、

新システムへの全面移行を予定している。移行にあたり、

ホスト専用端末からWindowsベースのパソコンにリプ

レースし、ユーザーの部署や権限に応じたアクセス制御

が行える認証システムを新たに導入するなど、インフラ

整備を行う。

また、これまで卸売会社と生産者を結ぶ業界ネットワー

ク「ベジフルネット」を活用して出荷情報などをやり取り

してきたが、最近、取引先の中にはネットワーク経由で青

果物を注文したり、卸売会社が消費者のニーズを生産者に

情報提供する動きが活発化しているという。東京新宿ベジ

フルでは「請求や支払データをはじめ、膨大な件数に上る

情報をタイムリーに提供するためにも、ネットワークの役

割はますます重要になります」と語っている。

東京新宿ベジフルの基幹LANに
「x900シリーズ」を納入

アライドテレシス㈱
TEL：0120-860-442 E-mail：info@allied-telesis.co.jp
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OKIは、千葉興業銀行に対して仮想化技術による

「サーバ統合プラットフォーム」を納入した。同プラッ

トフォームはブレードサーバと仮想化技術により複数の

サーバを集約・統合するシステムで、OKIのブレード

サーバ「if Server BL460c」と仮想化ソフトウェア

「VMware」をベースに構成されている。千葉興業銀行

では、各営業店にあった76台のサーバを仮想化するこ

とにより、データセンターの５台のサーバに集約・統合

し、稼動を開始した。

千葉興業銀行では、老朽化した営業店サーバの更改を

契機に、仮想化技術を使った新たなプラットフォームの

構築について検討を行っていた。これに対しOKIは、

複数の拠点に分散した営業店サーバをデータセンターに

集約し仮想化することで、サーバハードウェアの更改と

維持に必要なコストを削減するとともに、可用性の向上

と運用状況に応じた動的なシステムリソースの最適配分

等を実現するプラットフォームの導入を提案した。千葉

興業銀行は、OKIの仮想化ソフトウェア上で動作する

業務アプリケーションを含めたプラットフォームをワン

ストップで構築できる技術力と、仮想化という新しい技

術に対するサポート力を高く評価し、採用に至った。

サーバ統合プラットフォームには、次のような特長が

ある。

①拡張性と信頼性を重視したハードウェア：拡張性の高

いブレードサーバ（if Server BL）と信頼性の高いスト

レージを採用している。

②仮想化ソフトウェアによりリソースプールを構築：業

界標準のサーバ仮想化技術を有した VMware社の

「VMware Infrastructure 3Enterprise」により、複数の物理

サーバを使ったリソースプールを構築した。また、

VMware HA／DRSの機能により、システムの可用性と運

用状況に応じたリソース配分の最適化を同時に実現した。

③テンプレートから業務サーバを複製：既存システムの

サーバ環境をテンプレートとして構築し、テンプレート

から複数拠点のサーバを複製しセンターにあるブレード

サーバへの集約を実現した。また、既存のサーバや端末

等との連携は、ネットワークの接続先を変更するだけで

実現した。

④サーバ統合による運用の効率化を実現：各営業店に分

散していた物理サーバを仮想化技術で集約することによ

り、サーバの管理を統合し、運用の効率化を実現した。

千葉興業銀行では、同プラットフォームの導入により、

仮想化したサーバ群を集中管理し、サーバへのCPU追

加や営業店の運用・保守の作業を遠隔地のデータセンタ

ーから容易に行うことができるようになった。今後は、

さらに構築したプラットフォーム上に各種システムの統

合を進め、ハードウェアやソフトウェア等のコスト削減

を行うとともに、システム運用の統合と簡素化による効

率の向上を目指していく。

一方OKIは、今後も千葉興業銀行のコスト削減や効

率化への取組みに対して継続的な支援を行っていくとと

もに、サーバの統合と運用効率の向上を検討している企

業等に対して「サーバ統合プラットフォーム」の導入を

幅広く提案をしていく計画である。

OKIは、1980年代の後半からオープンプラットフォ

ームによる基幹業務システムの構築・運用に取り組み、

数多くの実績と高い技術力を有している。これらの技術

をベースに、可用性、セキュリティ、運用管理性、柔軟

性、性能の５つの観点から、企業等のプラットフォーム

を適切に構築し、さらに効率的に維持するためのソリュ

ーションを、「DressUP（ドレスアップ）ソリューショ

ン」として幅広く提供している。

またOKIは、金融機関向けサーバ市場において、上

記DressUPソリューションをベースに、ブレードサー

バと仮想化ソフトウェアを使った「サーバ統合プラット

フォーム」の導入検討や基本設計、移行作業のコンサル

ティング、SI作業、稼動後の状況評価等のサポートサ

ービスを提供している。

ＯＫＩ

千葉興業銀行に仮想技術による
「サーバ統合プラットフォーム」を納入

OKI 金融ソリューションカンパニー
企画室　TEL：03-3454-2111

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


10 2008 Vol.45 No.7

NECは、NTTドコモが６月19日にサービスを開始し

た「ホームU」を実現するIMS基盤を提供した。

ホームUは、サービスに対応した携帯電話「N906iL

onefone」を家庭内のホームU対応ホームアンテナ（無

線LANルータ）から無線LANでブロードバンド環境に

接続することにより、N906iL onefoneからインターネ

ットや iモードなどを、送受信時最大54Mbpsの高速パ

ケット通信で利用できるサービスである。このホームU

を実現する IMS基盤は、NECが納入するCSCF（Call

Session Control Function）／PDG（Packet Data

Gateway）装置により実現される。CSCFとは、IMSに

おいて中心的なノードと位置づけられ、SIPによる呼制

御によってセッション（接続関係）の制御、管理、認証、

ルーティング等の機能を提供する。一方PDGは、家庭

内の無線LAN網と3G網の相互接続に必要な機能を提供

するゲートウェイで、ユーザーが無線LAN網から3Gの

サービスに接続するときのセキュリティを保障し、大容

量コンテンツ配信サービスや安価な IP電話サービスな

ど、3G網だけでは実現が困難なサービスをユーザーに

提供する。

IMSは、共通のSIPセッション上で多くのサービスを

実現可能にし、音声通話とデータサービスを統合させる

ソリューションとして注目されている。多人数が参加す

るマルチメディアコミュニケーション、大容量コンテン

ツのダウンロードといったより高度なモバイルサービス

は、今後、急激に市場へ浸透していくことが予想される。

これに対応して、必要かつ十分な通信処理能力を有し、

フレキシブルに各種サービスへ対応できる IMSは、携

帯電話事業者の設備投資と収益のバランスをとり、将来

に渡ってTCOの削減をもたらすものである。IMSを採

用することにより、事業者は IPネットワーク上におけ

るアプリケーション開発を、よりスピーディーに低いコ

ストで実現することが可能になる。

NECのIMS基盤は、3GPP／3GPP2において標準化

されている技術を利用して、IPおよびSIP技術をベー

スに、携帯電話ネットワーク上で新しいマルチメディア

サービスを実現することができる。またNECは、サー

ビスソリューション事業やネットワークインフラ事業に

おいて培ってきた実績と技術を融合させて、Advanced

TCA（ATCA）や汎用サーバ等マルチプラットフォーム

に対応し、かつNEC独自のミドルウェア、アプリケー

ションの連携により、信頼性の高いプラットフォームを

実現している。NECは、この IMS基盤を国内外に向け

て積極的に販売中である。

NECでは、今回提供したNTTドコモのホームUをは

じめとして、IMSをベースとしたモバイルインターネ

ット関連のサービス開発も含め、新たなモバイルサービ

スソリューションおよび最適なネットワーク環境を提供

することで、引き続き、ユーザーの新たなコミュニケー

ションの創造と通信事業者の事業拡大に貢献している。

IMSは、将来のユビキタス社会実現のコアソリューシ

ョンとして位置づけられており、今後、固定・移動統合

コミュニケーションシステムの中心となることが期待さ

れている。NECの IMSソリューションは、3GPP／

3GPP2の IMS／MMD標準に加え、ITU-T／TISPAN

のNGN（次世代ネットワーク）標準にも対応している。

なお今回NECは、ホームUを実現するサービス基盤、

ホームUに対応した新端末であるN906iL onefoneと、

家庭向けブロードバンドルータ「Atermシリーズ」お

よび、N906iL onefoneを使用してブロードバンド・モ

バイルオフィスを実現する「UNIVERGE “FOMA”

連携ソリューション」を提供している。

ＮＴＴドコモの「ホームＵ」を実現する
サービス基盤を提供

ＮＥＣ

NEC www.nec.co.jp/press/ja/0806/1640.html/
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富士通は、アサヒビールの生産管理システムと原価計

算システムを構築した。両システムは、アサヒビールの

業務プロセスを統合・確立するグループ統合生産システ

ム「トータルプロダクションシステム」の中核を担うも

のである。トータルプロダクションシステムとは、アサ

ヒビールとニッカウヰスキーがそれぞれ有するビール

類、洋酒類、焼酎類の生産技術などに関する考え方を融

合し、需給・生産計画から、生産管理・原価計算、品質

管理までをトータルに行うシステムである。

アサヒビールで稼働しているトータルプロダクション

システムは、業界ナンバーワンのビール飲料をはじめ、

焼酎、ワイン、ウィスキー、低アルコール（酎ハイ）な

どの幅広い製品を取り扱う総合酒類メーカーであるアサ

ヒビールの９工場とニッカウヰスキーの国内７工場の製

造部門の情報を一元化し、「需給計画・生産計画」「原材

料調達・購買」「生産・原価」「品質管理」「酒税」の分

野で業務の効率化を実現するものである。

富士通が構築した生産管理システムは、同社のオブジ

ェクト指向型の総合的な開発基盤「食品フレームワーク」

をベースに、製造現場における製造実績管理などのアサ

ヒビールの業務アプリケーションを実装しており、工場

業務の標準化やデータの多面的な利用を実現するもので

ある。食品フレームワークは、食品メーカーの生産・販

売・物流といった基幹システムを構築する際に必要とな

る業務アプリケーション部品、およびそれらを支えるシ

ステム基盤で構成しており、開発対象となる業務要件を

効率的にシステム構築することが可能だ。

また、原価計算システムは、同社の原価管理パッケージ

「GLOVIA/Process C1」をベースに、酒税表記をはじめとし

た業界特有の機能を開発して、工程別、製品別、製造列別、

原価要素別などの多角的、多面的な原価計算を可能にした。

データウェアハウス（DWH）アプライアンス業界の

グローバル・リーダーであるNetezza社は、マーケティ

ングROI向上のためのソリューションを提供している

デジタルフォレストが、ROI向上のためのWeb解析ツ

ール「Visionalist（ビジョナリスト）」のシステム基盤

の一部として、NPS（Netezza Performance Server）

を新たに採用したことを発表した。

デジタルフォレストは、Visionalistをはじめとした

マーケティング関連システムの設計・製造や販売・マー

ケティング・コンサルティング全般を提供している。同

社では、お客様へのサービス強化を目的として、

Visionalistのパフォーマンス向上のシステム基盤とし

てNPSを選択した。

また同社では、Visionalistのさらなる機能強化、パ

フォーマンス向上を目指し、同システムと連携する高性

能なデータベースを模索していた。NPSについては、

他社DWHシステムを含めて検討した結果、Netezzaの

高速性、簡易性が他の製品を圧倒していることから、採

用に至った。デジタルフォレストでは、大規模サイト対

応サーバインストール型の「Visionalistエンタープラ

イズ」において、お客様の要望に合わせて、従来のデー

タベースサーバか、NPSかを選択することができる。

NPSの利用により、大規模データをこれまで以上に高

速処理することによって、お客様のWebマーケティン

グROIの向上に貢献していく。

今後、日本ネティーザでは、NPSとVisionalistを併

せて導入している企業に対して、アクセス解析

（Visionalst）以外の分野に関しても、NPSをさらに活

用する大容量データベースの分析を提案して、NPSの

費用対効果拡大を支援していく計画である。

富士通

アサヒビールの生産管理システムと
原価計算システムを構築

デジタルフォレスト社がWebアクセス解析
「Visionalist」のデータベースとして採用

日本ネティーザ

富士通㈱　広報IR室　TEL：03-6252-2175
日本ネティーザ㈱　マーケティング本部
TEL：03-4360-5564
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EMCジャパンは、日本で唯一の宇宙航空研究・開発

機関である宇宙航空研究開発機構（JAXA）の、JAXA

地球観測研究センター（EORC）に、EMCの高速・大

容量ストレージ・ソリューション「EMC CLARiX

CX3-80」および「EMC Celerra NSX」を導入した。

JAXA EORCは、自然災害や地球環境問題への対応

に役立つシステムの構築を重要な使命の1つとしている

部署である。「だいち」による地球観測で収集するデー

タは１日あたり 1TBに上り、日々増大するデータを、

いかに高速に処理し保存するかが課題になっていた。そ

こで、この膨大な観測データを処理・保存するためのス

トレージ・ソリューションとして、高い信頼性（ファイ

ブナイン：99.999%）を誇る世界トップシェアのミッド

レンジ・ストレージ・システムであるEMC CLARiX

CX3-80と、業界最高クラスの性能と、高可用性を提供

するハイエンド向けのネットワーク接続型ストレージで

あるEMC Celerra NSXを導入した。

これまでEORCでは、「だいち」の観測データを処

理・保存するシステムとして、2004年に導入したSATA

ディスク搭載のLinuxサーバをファイル・サーバとして

利用してきたが、システム更改を迎えるにあたって既存

システムの問題点を検討・評価し、2007年11月に公示

された公開調達仕様に盛り込んだ。ディスクの信頼性や

ディスク自体が故障しても安定稼働する可用性を重視

し、ディスク I/Oが多い処理においても大量のCPUを

有効活用して処理システム全体の性能を向上できるよう

に、部分的にでも高速ディスクを導入したいと考えてい

た。そこで、システム・インテグレーターでハイエンド

ストレージの設計構築に関する豊富なノウハウを持つ新

日鉄ソリューションズの提案により、高性能で大容量の

ストレージ・ソリューションを検討し、性能を確認する

ため、新宿にあるEMCジャパンの検証施設において検

証テストを実施した結果、理論値で他社製品の性能を圧

倒していたEMCジャパンのストレージ・ソリューション

を選択した。EMCジャパンは、新システムにおいて、既

存システムの2倍以上の性能を実現しただけでなく、運用

管理面も大幅に改善した。現在設置されている18台のフ

ァイル・サーバの管理業務が1台のコンソールで実現でき

る上、24時間オンラインで保守するため、今後は管理負

荷が大幅に軽減されることが期待されている。

Celerra NSXとCLARiX CX3-80は、60TBのディス

ク容量を装備している。Celerra NSXは「N+1」のクラ

スタ構成で冗長化され、２系統のFCスイッチを装備し

てシステム全体の信頼性と可用性を高めている。また、

CLARiX CX3-80では、ファイバ・チャネル（FC）接続

とSATA接続の2種類のディスクを混在して搭載してお

り、性能が求められる解析処理用などにはFCディスク、

大容量が求められる解析後データなどの保存にはSATA

ディスク、というように使い分けることで、高速処理と

大容量を同時に実現している。

JAXAが2006年１月に打ち上げた世界最大級の地球観

測衛星「だいち」は、地図作成や地域観測、災害状況把

握、資源調査などへの貢献を目的としている。地形情報

を正確に取得するため高性能な3種のセンサを搭載して

おり、１日あたり1TB程度の膨大な観測データを収集

して、埼玉県比企郡にある JAXA 地球観測センター

（EOC）に送信している。EORCでは、EOCで受信し

た「だいち」の観測データから解析に必要なデータをオ

ンライン伝送し、クラスタ計算機による高速解析処理を

行う。また、EORCで解析処理した「だいち」の観測

データは、JAXA内の研究者にとどまらず、国土地理院

や海上保安庁などの公的機関、海外を含めて多数の研究

者によって幅広く活用されている。多くの研究者が、

EORCの作成するデータを待っているため、システム

が24時間365日、安定的に稼働することが最低限の条件

となっている。今回導入されたEMCのストレージ・ソ

リューションは、この高速解析処理と、大量の解析処理

結果データ保存に活用されている。

宇宙航空研究開発機構（JAXA）に
高速・大容量ストレージ・ソリューションを導入

EMCジャパン㈱　広報担当
E-mail：japanpr@emc.com

ＥＭＣジャパン
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シスコシステムズは、朝日放送の新社屋移転にあわせ

て、次世代放送ネットワークのコアルータとして、Cisco

CRS-1キャリアルーティングシステムを導入した。

現在、国内外の放送局ではコンテンツのデジタル化、HD

（High Definition）化に伴う局内のネットワークのIP化・広

帯域化が急速に進んでいる。通常使われる非圧縮のHDコン

テンツは、ストリームあたり1.5Gbpsもの帯域を必要とし、

さらに将来的にはフルHDを超える超精密映像コンテンツが

どこにでも配信されるという時代が到来するといわれてい

る。次世代の放送においては、番組コンテンツだけでなく、

CMまで全てHD化されるなど更なる高品質化が進み、放送

と通信の連携を図ることにより様々なコンテンツを多様な

端末に対してインテリジェントかつ効率的、効果的に配信

することが可能になるなど、より多角的なサービス展開が

行われる。これにより、番組の高画質化をはじめ、視聴者

のニーズに合った番組制作や検索・連動やログ解析などに

よる広告展開といった新たなビジネス機会が生まれてくる。

このような次世代の放送ネットワークにおいては、今後も

増大し続ける帯域需要に柔軟かつ迅速に対応できる高いスケ

ーラビリティと同時に、高画質の番組やCMコンテンツを品

質に影響を与えることなく配信するための、極めて高い信頼

性・可用性が要求されるようになる。朝日放送　技師長の香

取啓志氏は、今回の採用について「Cisco CRS-1は、非圧縮

のHDコンテンツの配信に対応可能な大容量のプラットフォ

ームであり、次世代放送局で必要とされるネットワークの拡

張性と信頼性を大きく高めると同時に、システムへの投資を

保護しながら、データや音声、動画の伝送が可能になり、次

世代の統合化されたIP/MPLS ネットワークインフラが構築

できます。今後も増加する帯域需要や、当社が計画している

デジタル化による番組や広告の付加価値サービスにも十分対

応できると期待しています」と語っている。

日本ヒューレット・パッカードは、「Yahoo! BB」を

運営するソフトバンクBBのネットワークオペレーショ

ンセンターに、自動故障切り分けシステムを構築した。

HPにて、システム構築、コンサルティング、インテグ

レーションを行うサービス部門であるコンサルティン

グ・インテグレーション（CI）統括本部では、ソフトバ

ンクBBのネットワークオペレーションセンターである

「Super-NOC（Network Operation Center）システム」

を2005年に構築した。前回の実績を評価され、今回新た

に、ワークフローエンジンを搭載するフレームワーク製

品「HP Service Activator」による自動故障切り分けシス

テム「ATiS（Automatic Trouble isolation System）」を

日本HPが受注し、構築した。ATiSは、2007年11月から

テスト運用を開始し、障害対応スタッフ増加の抑制を実

現、2008年6月に本格稼動を迎え、新規業務の受け入れ

と人材資源の適切な配置が可能となった。

インターネットは今や社会インフラとなり、24時間365

日、高品質で安定したブロードバンド環境を提供すること

が求められている。Yahoo! BBは、2001年の開始以来、ユー

ザーから圧倒的な支持を受け、パソコンのインターネット

を快適にするだけでなく、人々の暮らしをより快適にする

様々なサービスメニューを拡充してきた。この動きと連動

して、障害発生時にはいち早くその原因を特定し、復旧す

るため万全の体制をとっており、ネットワークの障害監視

および原因特定のために多くのスタッフを確保してきた。

しかし、今後、次世代ネットワークとなるNGNの対

応や新サービス導入への積極的対応を視野に入れると、

スタッフの増員は避けられない。そこで、ソフトバンク

BBは、自動化機能に着目し、業務フローを整備・標準

化することにより、運用効率向上とコスト削減、サービ

ス品質の向上を実現した。

シスコシステムズ

朝日放送が次世代放送プラットフォームとして
Cisco CRS-1キャリアルーティングシステムを採用

ソフトバンクBBが「Yahoo! BB」の
ネットワークオペレーションを強化

日本ＨＰ

シスコシステムズ　E-mail：press-jp@cisco.com
日本ヒューレット・パッカード㈱
カスタマー・インフォメーションセンター　TEL：03-6416-6660
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RSAセキュリティは、ゆうちょ銀行がフィッシング

詐欺対策の強化策として、フィッシングサイトを閉鎖し

てネット犯罪の被害を予防するフィッシング対策サービ

ス「RSA FraudAction」の利用を６月12日から開始

したことを発表した。

ゆうちょ銀行は、日本全国に展開する郵便局ネットワー

クを通じて個人利用者に総合的な金融サービスを提供し、

総資産が世界最大規模の銀行である。全国に点在する利用

者の利便性向上のためにインターネット・バンキング「ゆ

うちょダイレクト」を提供し、ゆうちょ銀行の本支店、郵

便局に出向くことなく、口座の現在高の照会や電信振替で

の送金ができるサービスを提供している。安全な取引を実

現するために積極的にセキュリティ強化に取り組んでお

り、今回、フィッシング詐欺対策の強化として、フィッシ

ングサイトを迅速にシャットダウンしてあらゆる地域の利

用者を保護するRSA FraudActionを採用した。RSA

FraudActionは、フィッシングサイトを閉鎖するサービス

で、これまでに約8万件のフィッシングサイトを平均5時

間で閉鎖している。万一、フィッシングサイトが出現した

場合は、フィッシングサイトの活動時間を短縮し、利用者

がサイトに誘導される危険を低減。導入契約後、ただちに

サービスを利用開始できるため、短期でフィッシング対策

を実施できるのが特徴である。また、フィッシング対策ソ

フトと異なり、専用ソフトを利用者のPCにインストール

する必要がない。「Secured by RSA」をWebサイトに掲

出することで抑止効果も期待できる。

ゆうちょ銀行は、RSA FraudActionサービスの導入

により、すべての利用者を一律に保護対象とすることに

成功した。さらに、既存のインターネット・バンキング

のシステムに手を加えることなく、ただちにフィッシン

グ対策の強化が実現した。

ウイングアーク テクノロジーズは、商船三井客船が、

顧客満足度の向上とクルーズ客の利用拡大を目的に同社

の「Dr.Sum EA」を採用し、効果的なデータ分析によ

りマーケティング施策につながる予約システムのデータ

分析環境を実現したことを発表した。

商船三井客船は、クルーズの予約からチケットを発券

するまでの一連の処理を行うための「予約システム」を

構築、顧客のクルーズ利用実績情報は、この予約システ

ムで一括管理されている。これまでも予約システムに蓄

積されたデータを活用し効果的に分析できる環境が必要

とされていた。しかし、既存の予約システムでは、顧客

情報を分析するためにデータ抽出や集計を行うと、本業

であるクルーズ予約業務のパフォーマンスを悪化させて

しまうという課題があった。そこで、クルーズの顧客デ

ータを効果的に活用し、顧客満足度向上につながるマー

ケティング施策をたてる環境を構築するため、顧客分析

のための専用システム「顧客分析システム」を構築し、

データ分析ツールとしてDr.Sum EAが採用された。導

入された理由として、①誰もが簡単に分析できる直感的

な操作感、②コストパフォーマンス、③容易なレポート

作成、をあげている。

商船三井客船では、2006年２月から経営者向けの経

営分析システムに、同年10月から営業担当者向けの顧

客分析システムにDr.Sum EAが採用された。経営分析

システムにはデータを可視化する Dr.Sum EA

Visualizerが導入され、分析ニーズにあわせた分析環境

を構築している。導入後、顧客分析システムは、顧客の

参加動向を把握できる環境が整い、どんなクルーズを提

供すれば顧客ニーズにあった企画を提供できるかを立案

するためのツールとして利用されている。

ゆうちょ銀行がフィッシング対策に
「RSA FraudAction」を利用開始

商船三井客船が予約システムの
顧客利用実績情報のデータ活用に「Dr.Sum EA」を採用

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

ＲＳＡセキュリティ ウイングアーク テクノロジーズ

ウイングアークテクノロジーズ㈱
TEL：03-6710-1700
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アシストが日本国内での販売権を有しているBIプラ

ットフォーム「WebFOCUS」が、東急百貨店が利用す

る情報活用基盤として採用された。

東急百貨店は東急電鉄を主体とする東急グループのリテ

ール関連事業の中核企業として、地域社会に根ざした事業

活動を展開し、お客様の視点に立った「新しい生活スタイ

ル」を提案している。多種多様な顧客の購買ニーズへの迅

速な対応と、顧客ニーズを先取りした魅力ある商品の提供

を目的に、2007年秋より商品売上傾向分析などをより詳細

に行う情報系システムの構築を開始した。

情報系システムの構築を担当したSFIは、百貨店をはじ

め流通業界に多くの実績を持ち、百貨店業における情報活

用について要件を検討した結果、業務フローや情報分析の

尺度が経営層、商品企画担当、バイヤー、販売現場といっ

た役割に応じて異なる点を特に重視し、以下の点を高く評

価してアシスト提供のBIプラットフォーム「WebFOCUS」

の採用を東急百貨店に提案した。

①百貨店全体における売上動向の他、店舗、売場ごとの

商品の売上傾向や商品ごとの色、サイズなどの傾向など、

それぞれの立場で参照したい項目を自由に絞り込み、そ

れを日次、週次、月次、販売期間単位で細かく条件設定

することが可能なこと。

②接続先データベースを問わないため、接続先を考慮し

て開発する必要がないこと。

③開発生産性が高いだけでなく、細かいカスタマイズが

可能で柔軟性に富むこと。

④ライセンス体系がプロセッサ単位であるため利用規模

が拡大してもコストを抑えられること。

また、カスタマイズ・デモンストレーションにより、

東急百貨店における利用がイメージできたことも評価ポ

イントとしてあげられた。

F5ネットワークスジャパンは、神戸大学が同社の

「FirePass」を利用することで、学内外からのアクセス

に対し利便性とセキュリティの向上を同時に実現したこ

とを発表した。

神戸大学では学内外のネットワークアクセスに、IPsec

を利用したVPN接続によるリモートアクセスを利用して

いたが、IPSec特有の次のような問題を抱えていた。

①設定時に専用ソフトウェアを事前にインストールしな

ければならないので、実際にVPNを利用できるまでに

手間と時間がかかっていた。②使用しているクライアン

ト端末のOSのバージョンの違いや使用機器の違いによ

って正常な動作が得られなかったり、インターネットサ

ービスプロバイダのネットワーク環境の違いによりアク

セスができないといったトラブルがあり、ユーザーから

のクレームや問い合わせが多発していた。③セキュリテ

ィポリシーを柔軟に設定することが困難で、全ユーザー

にセキュリティポリシーが適切に適用されないことで起

こるセキュリティの課題も抱えていた。

そこで、神戸大学はIPSecの代替として、2008年春に利

便性の高いSSL VPNのFirePassを導入した。FirePassは、

接続するのに専用のソフトウェアを必要としないSSL VPN

装置で、インターネットにつながるブラウザさえあれば、

すぐにリモートアクセスを実現できる。また、特定のクラ

イアント端末のOSに依存せず、Windows Vista等の最新の

クライアントOSをサポートしているので、WindowsやMac、

Linuxでもアクセス可能で、クライアントソフトの不具合や

設定ミスによる問題が発生しなくなった。さらにFirePass

には、個々にアクセスコントロール機能が含まれており、

性能にも余裕があるので、運用負荷と費用を抑えながら利

用できるリソースをダイナミックにアクセスコントロール

して、セキュリティの向上を実現した。

アシスト

東急百貨店が顧客ニーズに迅速に
対応するために「WebFOCUS」を採用

神戸大学が学内外の
リモートアクセスに「FirePass」を採用

Ｆ５ネットワークス

㈱アシスト　広報部　TEL：03-5276-5850 F5ネットワークスジャパン㈱　TEL：03-5114-3230
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