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NECは、信用金庫の渉外担当者が外出先から携帯電

話を利用して顧客情報の照会や預り証の発行等を安全に

行える「信用金庫向け携帯営業支援システム」を開発し、

販売および出荷を開始した。なお、同システムは既にさ

わやか信用金庫（本店：東京都港区）に先行導入され、

興産信用金庫（本店：東京都千代田区）と東京信用金庫

（本店：東京都豊島区）からの受注も決定している。

NECが開発した信用金庫向け携帯営業支援システム

は、これまで紙書類やハンディターミナルなどで行われ

ていた渉外業務（訪問管理、顧客情報照会、集金・通

帳・証書等の預り証の発行、商品情報照会 等）につい

て、携帯電話から営業支援サーバに接続することで、外

出先においても、最新の情報に基づいた顧客応対や、正

確かつ迅速な業務の実施を可能とするものである。また、

万一携帯電話を盗難等で紛失した場合でも、通信機能を

利用した遠隔操作で、紛失した携帯電話内のデータを消

去する機能等により、高度なセキュリティも実現してい

る。同システムの価格は、15店舗・携帯電話100台の場

合で5,000万円から。

2008年４月に先行導入したさわやか信用金庫では、

既にシステムが本格稼動しており、58店の渉外担当者

約450人に利用されている。さわやか信用金庫の渉外担

当者は、これまで専用のハンディターミナルを持って外

出先で業務を行っていた。その際、オフラインで利用す

るハンディターミナル内に情報が保管・蓄積されること

で、盗難・紛失時の情報漏洩のリスクや社内システム内

の最新情報の閲覧ができないといった課題のほか、ハン

ディターミナルの軽量化の要望があがっていた。同シス

テムでは、小型・軽量の携帯電話と営業支援サーバがネ

ットワークで接続され、営業支援サーバに保管された情

報を携帯電話から利用できるようになった。これにより、

予定外集金時に行なっていた口座番号の手入力操作が不

要となり、誤入力を防止するなど、正確・迅速な集金業

務の実現や、最新の顧客情報を把握した上で最適な提案

が可能となった。また、ハンディターミナル利用時と比

べ、システム費用の圧縮、セキュリティの強化、リスク

の軽減も実現している。その結果、渉外担当者の帰店後

事務処理時間を一人平均 30分～１時間短縮するなど、

渉外業務全体では約15％程度の生産性向上を実現した。

信用金庫向け携帯営業支援システムの特長は、次のと

おりである。

◆渉外支援業務を携帯電話で実現：従来のハンディター

ミナル等で実現していた渉外業務を、携帯電話を利用し

て行うことができる。預り証は、携帯電話にBluetooth

通信で接続するモバイルプリンターで印刷できる。また、

携帯電話のカメラ機能を用いた担保物件等の撮影や、

GPS機能と地図情報システムを連携させた災害時の渉

外担当者の安否確認、携帯電話紛失時の調査等も可能。

◆セキュリティ強化と業務効率化を両立：渉外担当者は

携帯電話から営業支援サーバにアクセスして、業務処理

や顧客情報の照会を行えるほか、訪問予定など必要最小

限の情報を携帯電話にダウンロード・保管することも可

能。集金や預かりに関する情報は、携帯電話の通信機能

を活用して即時に営業支援サーバに送信できるため、リ

アルタイムな渉外業務管理を実現。従来のハンディター

ミナル利用時は、帰店後に端末のデータを営業支援サー

バにアップロードする必要があり、これと比べ、業務の

スピードアップとともに、渉外員担当者の事務作業負担

の大幅な軽減が可能。

◆IP電話機能との連携：渉外担当者が携帯電話から営

業支援サーバにアクセスして顧客情報を照会する際、そ

の画面上の顧客の電話番号をクリックすると、そのまま

社内 IPテレフォニーサーバを経由して顧客と通話がで

きる。通話先（顧客）には、携帯電話の番号ではなく店

舗の電話番号が自動的に表示され、顧客が折り返し電話

をする際に店舗に直接つながる仕組みを実現。また、こ

の機能を利用することで、顧客の電話番号や発信履歴が

渉外担当者の携帯電話に保存されないため、一層のセキ

ュリティ向上が可能。

携帯電話により外出先での渉外業務を
セキュアに実現する営業支援システムを発売

NEC 第二金融ソリューション事業部
第三ソリューション部　TEL：03-5746-3910
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日本オラクルは、ソフトバンクモバイルをはじめとす

るソフトバンクグループ３社が、データウェアハウス

（DWH）の拡充を目的に「Oracle Exadata」を採用し

たことを発表した。今回のOracle Exadataの採用は、

国内の通信事業者としてはじめてのものである。

ソフトバンクグループが事業展開する通信事業、コン

テンツサービス事業分野では、契約者数の増加と多様化

する顧客のライフスタイルにより、１日に数億件以上の

トランザクションが発生している。これらの情報を正確

に収集、分析することが競争力強化の上で必須となる。

ソフトバンクグループでは、これまで以上の大量データ

をより速く・確実に処理するメカニズムが必要になると

考え、Oracle Exadataシリーズの「HP Oracle Database

Machine」２台（最大CPU 128コア、ストレージ容量 物

理容量約336TB、ユーザー領域約92TB）の採用を決定し

た。なお、今回採用するのは、ソフトバンクモバイル、

ソフトバンクテレコム、ソフトバンクBBの３社である。

Oracle Exadata製品ファミリーには、今回採用され

たHP Oracle Database Machineと「HP Oracle

Exadata Storage Server」の２つがある。HP Oracle

Database Machineは、データベース性能を最適化する

ハードウェア構成で、事前に設定が行われて提供される。

ハードウェア部分についてはHPの協力を受け、オラク

ルがデータベース性能のための最適な構成を設計する。

またHP Oracle Database Machineは、DWHのために

最適化された高性能のシステム構成をとり、計64基の

Intelプロセッサ・コアを搭載した８台の「Oracle

Enterprise Linux」が稼働するデータベース・サーバー

と、データベースと、ストレージの間に14GB/秒のデー

タ帯域を備えた最大168TBのストレージ容量を持つ14

台のOracle Exadata Storage Serverで構成される。

アルカテル・ルーセントは、NTTドコモの LTE

（Long Term Evolution）サービス向けモバイル・バッ

クホール・ネットワークにおいて、同社のイーサネット

光伝送ソリューションが採用されたことを発表した。

同社のイーサネット光伝送ソリューションは、NTT

ドコモの基地局からコアネットワークまでのイーサネッ

ト・アグリゲーションと伝送に高い費用対効果と柔軟性

を可能にするソリューションである。今回採用されたソ

リューションは、モバイル・バックホールのオール IP

化において、業界で最も包括的なソリューションを提供

する同社のMETA（Mobile Evolution Transport

Architecture）の一角を成すものである。

サービスの普及とともにユーザーあたりの要求速度が

増えると、パケットと光伝送技術を組み合わせた新たな

モバイル・バックホール・ネットワークが必要となる。

LTEはNTTドコモのグローバル戦略における基幹構想

だが、今回採用されたイ－サネット光伝送ソリューショ

ンにより、信頼性と拡張性のあるパケットベースのバッ

クホール・ネットワークが構築され、継続的な成長に求

められる高度な要求事項にも対応できるようになる。ア

ルカテル・ルーセントのソリューションは、1850トラ

ンスポート・サービススイッチ（TSS）とユニバーサ

ル・スイッチング技術に基づいており、サイト間のマル

チポイント・イーサネット接続を提供するとともに、優

れた運用・管理・保守能力とキャリアクラスのプロテク

ション、およびネットワーク管理を提供している。

今回の採用について、同社アジアパシフィックプレジ

デントのショーン・ドーランは「次世代バックホール・

ネットワークとLTE戦略においてNTTドコモと緊密に

連携できることは、当社の革新性と先見性の強力な裏付

けとなります」と語っている。

日本オラクル

ソフトバンクグループが
「Oracle Exadata」を採用

ＮＴＴドコモの
LTEバックボーン・ネットワークに採用

アルカテル・ルーセント

日本オラクル㈱　広報室　TEL：03-6834-4833
日本アルカテル・ルーセント㈱
TEL：03-6431-7000
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文京区は、職員と区民のコミュニケーションの基盤で

ある情報システムの中核ストレージ・システムに、

EMCジャパンのハイエンド向けストレージ製品「EMC

Symmetrix DMX4」と、ミッドレンジ向けストレージ

製品「EMC CLARiX CX3」、およびバックアップソフ

トウェアとして「 EMC SnapView」と「 EMC

Replication Manager」を採用した。

出先機関なども含め1,800人の職員が利用する文京区

の情報システムの基盤は、メールをはじめ、グループウ

ェア、職員ポータル、ファイルサーバ、バックアップサ

ーバなど幅広い用途に使用されている。しかし、4年以

上にわたり使い続けていたメールやグループウェアなど

のシステムが、バグなどの理由により頻繁にダウンした

り、急激なデータ量の増加でファイルサーバの領域が逼

迫したりするなど多くの課題が浮上していた。公共サー

ビスは決して中断されることなく、スムーズに提供され

ることが不可欠なことから、５年に１度のシステム更改

の年である2009年１月に向け、包括的な情報基盤の見

直しを決定した。

文京区は、システム設計にあたり、EMCジャパンの

コンサルティング・サービスを採用し、現状のシステム

を詳細に分析した。EMCジャパンは、システムの全体

最適化を実現するため、テンプレートなどの独自ツール

を使用し、２ヶ月にわたり、業務の重要度やあるべき姿

とのギャップを分析し、システム内に保存されたデータ

の種類や活用頻度、同区サーバ環境のディスク容量など

を解析レポートで可視化し、課題を明らかにした。これ

により、複数の部で4つのサーバを使用しているものの

使用頻度にばらつきがあることも判明した。さらに、こ

の現状分析に基づき、EMCジャパンのコンサルティン

グ・チームは、区民サービスに直接かかわる電子メール

や職員ポータルなどで生じるデータをハイエンド・スト

レージに、それ以外のデータをミッドレンジ・ストレー

ジに保存するというデータの階層化を、ディスクの統合

化とともに提案した。

文京区は、EMCジャパンのコンサルティング後、ス

トレージ選定にあたって競争入札を実施、拡張性とマル

チベンダー対応が決め手となり、EMCのハイエンド・

ストレージ「Symmetrix DMX4」とミッドレンジ・ス

トレージ「CLARiX CX3」を導入した。新システムは、

当初予定通り2009年１月から本番稼動している。

文京区の新システムは、EMCのストレージに置き換

えたことで、メールサーバ、ファイルサーバ等ストレー

ジ性能に大きく左右されるシステムのダウンやパフォー

マンス・スピードも劇的に改善され、職員からの問い合

わせも激減した。文京区の職員は新しい情報基盤に対し

て「体感では旧システムに比べ、格段に処理速度が上り

ストレスを感じなくなった」と語っている。

また、EMCの標準サービスである、24時間監視、並

びに自動通報の保守サービス活用による容易なストレー

ジ管理に加え、ストレージ・ソフトウェアの活用により、

バックアップ作業も従来の4分の1に削減することがで

きた。これにより、システム管理者は、本来業務である

システム企画の立案などプロアクティブなシステム運用

に多くの時間を割くことができるようになった。

文京区は、今回のシステムの刷新により、電子メール

その他情報基盤系システムも安定して稼動するようにな

り、これまで以上に安全かつ迅速な住民サービスの向上

に努めている。

文京区が情報システムの基盤に
ＥＭＣのストレージを採用

ＥＭＣジャパン

ＥＭＣジャパン㈱　マーケティング本部
E-mail：japanpr@emc.com文京区情報基盤サーバ群の構成図（再構築後）2009年1月現在
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伊藤忠テクノソリューションズ（CTC）は、KDDIが

本年６月19日にサービスを開始した「Wi-Fi WIN」を

実現するアクセスゲートウェイシステムおよびその周辺

設備を納入した。

Wi-Fi WINはau携帯電話から自宅などの無線LANと

固定ブロードバンド回線を利用して、インターネットを

利用するサービスである。そのインフラ構築において

CTCはベンダーとして選定され、同社のパートナーで

あるStarent Network Corporation（Starent）のST40

プラットフォームをベースとしたアクセスゲートウェイ

システムを提供した。また、それに伴う周辺装置の開発、

構築、保守サポートをトータルソリューションとして提

供した。

CTCは、携帯電話向けシステム構築に強みを持ってい

る。KDDIのIP関連サービス立ち上げ時からシステム開

発・構築・保守運用に携わった実績を背景に、インテグ

レーション力、マルチベンダー環境下での構築ノウハウ

が評価され、新サービスのベンダー選定に至っている。

今回、CTCのパートナーとしてアクセスゲートウェ

イシステムを提供したStarentは、携帯事業者がマルチ

メディアサービスを加入者に提供できるようにしたイン

フラストラクチャソリューションの主要プロバイダーで

ある。主に、広範な無線ネットワークからオペレータの

IPまたはパケットまでのアクセス、コアネットワーク、

加入者セッションのモビリティ管理、コール制御などの

コアネットワーク機能とサービスをお届けするソリュー

ションを開発してきた。これらの実績をベースに、高処

理性能を実現するプラットフォームと、独自に開発した

柔軟で高可用性のオペレーティングシステム・ソフトウ

ェアを組み合わせて、移動体通信事業者のニーズに合わ

せたソリューションを提供している。

ソリトンシステムズは、ワイヤレス回線を使って高画

質な映像を生中継する同社の「Smart-telecaster（STC）」

が、長野県上田市で地域WiMAXを運営する上田ケーブ

ルビジョンに採用されたことを発表した。

STCは、ビデオカメラをPCに接続し、FOMAなどの携

帯電話回線を利用して、高画質の動画を簡単に中継でき

ると同時に、双方向の音声が可能なシステムで、例えば

災害発生時に災害現場の映像をリアルタイムで中継し、

対策本部でその映像を見ながら、音声で的確な指示を与

えるなどの利用が可能だ。これまでにもFOMAなどの携

帯電話回線を利用した中継システムとして放送局、ケー

ブルテレビ会社などに多くの納入実績を持っている。

全国のブロードバンド・ゼロ地域の解消に向け、2010

年度を目標に総務省により官民連携の取組みが推進され

ている。その中で、各地域へのブロードバンド普及を妨

げる原因の１つとなっていたラストワンマイル問題を、

無線化により解決することが検討されていた。その実現

方法として注目されているのが、今年度より商用サービ

スが始まった地域WiMAXである。STCの導入による効

果について、上田ケーブルビジョンの室岡氏は「無線で

の映像中継システムは以前から注目していましたが、

WiMAXの利用可能なものが少なくインターネット回線

を選ばないところが、今回Smart-telecasterを選択した

理由です。また、緊急中継などの突然の放送や、イベン

ト中継などでの急な計画変更など、従来必要だった回線

工事やケーブルの引き回しなどを行わなくても、

Smart-telecaster１台ですぐに中継が行えるところもメ

リットのひとつでした。実際の運用では、4月29日に上

田城跡公園で開催された上田真田まつりの様子を移動し

ながら撮影を行い、会場の臨場感あふれる映像が中継で

きました」と語っている。

ＣＴＣ

KDDI「Wi-Fi WIN」サービス向けに
アクセスゲートウェイシステムを納入

高画質ライブ映像中継システムを
上田ケーブルビジョンへ納入

ソリトンシステムズ

伊藤忠テクノソリューションズ㈱　広報部
TEL：03-6203-4100

㈱ソリトンシステムズ　ブロードバンド営業本部
TEL：03-5360-3860
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ジュニパーネットワークスとKDDIの米国法人KDDI

アメリカは、KDDIアメリカが米国市場に参入するにあ

たり、ジュニパーネットワークスのキャリア・イーサネ

ット・ソリューションを採用したことを発表した。今回

の採用について、KDDIアメリカのネットワーク・エン

ジニアリング部長である實松北斗氏は「米国企業は、コ

スト節減が見込めるシンプルなイーサネットを提供す

る、高品質のサービスを求めており、当社のイーサネッ

トサービスを全米に提供するには今が絶好のタイミング

です。ジュニパーネットワークスのスイッチング／ルー

ティング・ソリューションが持つ高い柔軟性、拡張性、

効率性により、当社は収益の向上とTCOの削減をしな

がら、高まる顧客の要求に対応し、新しい市場に進出す

ることができました」と語っている。

KDDIアメリカは、コアネットワークに「MXシリー

ズ」、アグリゲーションと顧客アクセスに「EXシリー

ズ」スイッチを展開する予定である。MXシリーズのイ

ーサネット・サービス・ルーターは、高いパフォーマン

スを必要とするサービスプロバイダおよび企業向けに設

計された、強力なレイヤー2、レイヤー3機能を搭載し

ている。「MX960」、「MX480」、「MX240」で構成され、

高効率でハイ・パフォーマンスのハードウェア・プラッ

トフォームにおいて、ポート密度の高いルーティング／

スイッチング機能を実現できる。これにより、サービス

プロバイダは、電力、スペース、冷却にかかるコストを

最大50％削減することができる。また、バーチャル・

シャーシ技術を導入した「EX4200」イーサネット・ス

イッチは、最大10個を単一の論理装置とすることが可

能であり、モジュラーシステムの高可用性およびキャリ

アクラスの信頼性、スタック接続が可能なプラットフォ

ームの経済性と柔軟性を同時に実現することができる。

NECと日本NCRは、共同で「ホテル東急ビズフォー

ト那覇」、「ホテル東急ビズフォート神戸元町」、「ホテル

東急ビズフォート博多」（本年８月開業予定）にセルフ

チェックイン・チェックアウトシステムを納入した。

セルフチェックイン・チェックアウトシステムとは、

従来フロントスタッフが対応していた宿泊客の予約確

認・受付などのチェックイン処理や精算／支払いなどの

チェックアウト処理等を、宿泊客自身が行えるシステム

である。宿泊客にはフロントでの待ち時間の短縮、ホテ

ルにはフロント業務の効率化による接客サービスへの重

点的人員配備や新たな付加価値サービスの実現が可能と

なる。

ホテル東急ビズフォートは、東急ホテルズの中でも

「宿泊主体型ハイグレードビジネスホテル」と位置づけ

られた新コンセプトのホテルである。同ホテルは、客室

内機能の充実や、スピーディーかつホスピタリティの高

いフロントサービスの提供等により、ハード・ソフトの

両面から顧客の快適性向上を追求し、「ビジネスホテル

カテゴリーにおけるお客様満足度NO.1ホテル」を目指

している。今回の新システムは、このようなコンセプト

を実現するために導入された。

セルフチェックイン・チェックアウトシステムは、

NECのホテル基幹業務システム「AG NEHOPS」と、

日本NCR製の端末「Hotel KIOSK」を連携したもので

ある。今回新たにAG NEHOPSとHotel KIOSKをつな

ぐ標準ソフトウェアを開発したことで、迅速かつ低コス

トでシステム構築を実現した。

セルフチェックイン・チェックアウトシステムの価格

は1,300万円（税別）から。NECと日本NCRでは、今

後３年間で200施設への導入を目指していく。

KDDIアメリカがルーティング／
スイッチング・ソリューションを採用

ホテル東急ビズフォートに
セルフチェックイン・チェックアウトシステムを納入

ジュニパーネットワークス㈱
TEL：03-5321-2600（代表）

ＮＥＣ　TEL：03-3798-9759
日本NCR㈱　TEL：03-6759-7537

ジュニパーネットワークス ＮＥＣ／日本ＮＣＲ

http://www.bcm.co.jp/
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ファルコンストア・ジャパンは、電設・電子・情報機

器販売、空調システム部材の製造販売を手がける因幡電

機産業が、EDIや受注システム、見積システム、DWH

などのアプリケーションサーバと、東京・大阪にあるフ

ァイルサーバの統合バックアップシステムとして、継続

的データ保護ソリューション「FalconStor CDP」を導

入し、本格稼動したことを発表した。

因幡電機産業は、茨城・奈良・福岡に工場、東京と大

阪に物流センター、全国26ヶ所に営業所および拠点が

ある。基幹業務システムをメインフレームで、社外と接

続するシステムをオープン系で稼動しており、相互に連

携している。従来、オープン系システムは、バックアッ

プ作業も含めて各部門・拠点が個別に運用しており、ま

た、バックアップ媒体はDATを使用していたため、障

害発生などに迅速にリカバリできる体制になっていなか

った。また、オープン系システムの比重が高まり、EDI

や受注システム、見積もりシステム、DWHなど、クリ

ティカルな業務システムが稼動しており、事業継続の観

点からも、データのバックアップに加えて、システム環

境全体をバックアップする必要性が高まっていた。

今回の導入では、大阪に９台、東京に１台のファイル

サーバを主要部門・拠点に構築し、それぞれにバックア

ップサーバを１台ずつ導入した。FalconStor CDPで各

サーバのバックアップを毎日とるとともに、ディザスタ

リカバリ対策の一環として、週1回、大阪、東京間でそ

れぞれの複製をとっている。

以前のバックアップは、３世代分のデータしか保持し

ていなかったのに対して、１ヶ月間の30世代分を保持

し、「あるフォルダだけをある時点に戻したい」という

ような要望にも、きめ細かく対応できるようになった。

CSKシステムズは、エプソン販売に対し、同社の次

世代情報基盤の１つとして、セールスフォース・ドット

コムのSaaS型「Salesforce CRM」を活用した営業支援

システム（SFAシステム）を構築し、2009年４月より、

サービス提供を開始した。今後は、９月より基幹系見積

システムとのリアルタイム連携を実現する予定である。

エプソン販売では、情報関連機器市場における競争力

や営業力を向上させるため、顧客情報や案件情報、営業

活動情報の有効活用による部門を越えた営業活動の全体

最適化を求めていた。このようなニーズに対してCSK

システムズは、業務に合わせたスパイラルアップ導入が

容易なSalesforce CRMを提案。エプソン販売より、

SFAシステムの構築実績、プロジェクト推進力、CRM

業務のノウハウ、Salesforce CRMの柔軟性などが評価

され、採用に至った。

通常のSFAシステム構築では、要件定義・設計・開

発・テスト期間として６ヶ月～１年程度かかるところ、

CSKシステムズは、複数部門にまたがる営業業務要件

の整理・調整と全体最適化を実施し、またSalesforce

CRMの高い生産性を生かしたことで、約4ヶ月の短期

間でサービス提供を実現した。

今回のシステム導入により、営業担当者同士が、営業

案件、商品単位の見積情報を相互に共有することが可能

となり、複数部門で重複していた営業活動の最適化を図

ることができた。また管理部門は、これらの情報をモニ

タリングすることにより、営業情報のKPIとして活用

することが可能となり、営業活動の可視化を実現するこ

とができた。

今後、CSKシステムズは、エプソン販売のSFAシス

テムの定着化と有効活用を促進するため、定着化支援サ

ービスを継続して実施していく。

因幡電機産業が統合バックアップシステムに
「FalconStor CDP」を導入

エプソン販売の営業支援システムの
構築を短時間で実現

ファルコンストア・ジャパン㈱　TEL：03-3556-0211
㈱CSKシステムズ　クロスインダストリグループ
TEL：03-6438-3370

ファルコンストア・ジャパン ＣＳＫシステムズ

http://www.bcm.co.jp/
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OKIは、東北大学とNTT東日本宮城支店が行う複数

ハイビジョン映像配信の有効性を検証する高精細映像伝

送実証実験に、同社の映像配信統合プラットフォーム

「OKI MediaServer」による「IPv6マルチキャスト映像

配信システム」を提供する。同実証実験は、東北大学と

NTT東日本宮城支店が連携してリニューアルオープン

した、NGNを利用した各種映像サービスや端末機器を

展示する「HiKARi PARK」で行われるものである。

今 回 、 O K I が 提 供 す る シ ス テ ム は 、 O K I

MediaServerから IPv6マルチキャストにより、配信サ

ーバに蓄積されている高画質（HD）映像コンテンツを、

「フレッツ光ネクスト」経由で各家庭の IP-STB（セッ

ト・トップ・ボックス）へ配信するものである。同シス

テムの特長としては、マルチキャストで配信するため、

同じ映像広告やPR映像を複数の地点で同時に視聴する

ことが可能となるほか、ユニキャストと違い端末とのセ

ッションが不要となるため、ネットワークに対する負荷

も軽減できることである。なお、今回の IPv6マルチキ

ャスト映像配信システムでは、OKI MediaServerに、

サン・マイクロシステムズの最新のアーキテクチャを採

用した「OKITAC S T5000シリーズ」を用いている。

今後、NTT東日本宮城支店では、地域企業などから

の協力を得て、仙台市内などにNGN回線を用いて接続

されたひかりインフォメーションディスプレイなどを設

置し、地域の観光案内などの映像配信を実現することに

より、地域一体となった「宮城発」の新しいビジネスモ

デルを発信していくことを目指していく。

OKIは、今回のシステム提供による実証実験の成果

を活用し、NGNを用いた映像配信システムで実現する

高度なネットワークサービス機能を提供することが可能

なOKI MediaServerの拡販を積極的に行っていく。

世界最大手の企業間電子商取引（B2B）ソリューショ

ンプロバイダであるGXSは、半導体製造装置・フラット

パネルディスプレイ（FPD）製造装置のリーディングサ

プライヤとして幅広い製品分野の開発・製造・販売を行

っている東京エレクトロンが、RosettaNetに対応した

「GXS Managed Services」を採用したことを発表した。

東京エレクトロンが採用したGXS Managed Services

は、B2Bシステム運用を全てGXSで引き受け、国内外

の取引先の要望に迅速に対応、B2Bのeコマース シス

テム管理維持に必要な人員、プロセス、技術を提供する

包括的なB2Bのアウトソーシングサービスである。

B2Bのシステム管理運用をGXSにアウトソースするこ

とによって、企業は、ハードウェア、ソフトウェア、人

材などに余分な投資をしなくても、B2Bインフラを構

築し、拡大することが可能になる。また、販売開始以来、

国内外で多くの採用実績があり、既に多くの企業が

B2Bアウトソーシングによる効率化を実現している。

GXS Managed ServicesはRosettaNetをはじめ、

UN/EDIFACTやANSI X.12、CII/EIAJ、ユーザー固有

フォーマット、アプリケーション固有フォーマット

（SAPの IDOC等）などの様々なプロトコルへも対応し

ており、多様な企業間電子商取引をシームレスに統合す

ることが可能である。

東京エレクトロンは、日本国内だけでなく海外の取引

先と受発注など毎月大量のEDI業務を行っている。これ

まで長期にわたり、RosettaNet対応のデータフォーマッ

ト変換や通信に必要なソフトウェア／ハードウェアの構

築・運用を自社の情報システム部門で行っていた。今回、

更なるグローバル規模でのRosettaNetベースのEDIお

よびB2Bシステム運用強化や業務効率化の向上に向け、

GXS Managed Servicesを導入することを決定した。

東北大学とＮＴＴ東日本宮城支店が検証する
高精細映像伝送実証実験に参加

東京エレクトロンがRosettaNetに対応した
GXS Managed Servicesを採用

OKI キャリア事業本部　NTT営業本部
東日本営業本部　第三チーム　TEL：03-5445-4873

GXS㈱　E-mail：gxs-pr@gxs.com

ＯＫＩ ＧＸＳ

http://www.bcm.co.jp/
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アシストは、同社が提供しているオープンソースのオ

フィス・ソフト「OpenOffice.org」のヘルプデスクおよ

び研修サービスが夕張市に採用されたことを発表した。

夕張市には、第3セクターとして設立されたHARPが、

自治体システムのオープン化の推進や業務の効率化を支

援する立場から、民間企業が償却したPC26台にLinux

OS（Ubuntu）を導入し、再生させて提供した。この

PCを有効活用できるよう、アシストでは、夕張市に同

社のOpenOffice.orgの支援サービスを提供していくこ

とになった。

今回PCが導入されたのは、夕張市選挙管理委員会事

務局である。これまで選挙が始まると臨時スタッフが増

え、増員にともないPCの増設も必要となってくるため、

PCの調達や工面が大きな課題となっていた。夕張市で

は現在約240台のPCを利用しているが、無償のオープ

ンソース・ソフトウェアの活用は、2007年３月より財

政再建団体となり、国の管理下のもと再建に励む夕張に

とって、コスト増加を抑える施策となる。

アシストが提供しているOpenOffice.orgは、コスト

削減だけでなく、特定のソフトウェア・ベンダーへの依

存からの脱却という意味からも多くの自治体で検討、導

入が進んでいる。アシストは今後も自治体をはじめ、ク

ライアントPCにおけるオープンソース・ソフトウェア

を検討する企業、団体へ、利用促進を後押しする各種サ

ービスを提供していく。

またアシストでは、同社での導入経験をもとに、

OpenOffice.orgへの移行に関する課題と対策をはじめ、

OpenOffice.org概要やアシストが提供する支援サービ

スを紹介するセミナーを順次開催していく予定である。

ウイングアーク テクノロジーズと、ITホールディン

グスグループのネクスウェイは、「お客様へ向けての生

活提案」を行う会社として様々な事業を展開する

J A L U Xが、日本全国に 94店舗展開する空港店舗

「BLUE SKY」に導入する新小売りシステムのFAX配

信システムとして、ウイングアークの帳票基盤ソリュー

ション「Super Visual Formade（SVF）」と、ASP型

のFAX配信サービスであるネクスウェイの「FNX e-

帳票FAXサービス」を採用したことを発表した。

JALUXの従来のシステムでは、商品の単品管理がで

きなかったため、売上状況を把握するのが難しく、必要

な発注数のコントロールが困難だった。そこで、2009

年２月に販売管理パッケージをベースに開発した小売り

システム「コロンブス」の導入を開始した。このコロン

ブスの導入によって、BLUE SKYで販売している商

品の単品管理が可能となったため、どの商品をいつ発注

すればよいかの判断が容易になり、発注から納入、売上

までの伝票の流れを自動化し、効率的な店舗運営を実現

した。今回、このコロンブスから伝票を出力する仕組み

において両製品が採用され、SVFから出力された伝票

をFNX e-帳票FAXサービスで、取引先に自動的にFAX

配信できる仕組みを構築し、コロンブス導入と合わせて

本格稼動を開始した。

両製品の採用のポイントは次のとおり。

◆SVF採用のポイント：柔軟性が高く、高品質な帳票

の作成・変更が容易／SAP R/3をはじめとする様々なシ

ステムと連携でき、帳票基盤としても利用可能。

◆FNX e-帳票FAXサービス採用のポイント：FAX回

線・サーバを独自に構築した場合と比較したコストメリ

ット／現場での送達管理が容易になり、保守人員を削減

できるコストメリット。

夕張市へOpenOffice.orgの
利用を支援

JALUXが空港店舗の小売システムに
SVFとFNX、e-帳票FAXサービスを採用

㈱アシスト　広報部　TEL：03-5276-5850
ウイングアークテクノロジーズ㈱　TEL：03-6710-1700
㈱ネクスウェイ　TEL：03-4541-1602

アシスト ウイングアーク／ネクスウェイ

http://www.bcm.co.jp/
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AT&Tジャパンは、総合化学大手の住友化学のグロー

バル・ネットワーク再構築のフェーズ1が完了し、世界

28ヶ所のネットワークが本格稼動したことを発表した。

住友化学は、基礎化学、石油化学、精密化学、情報電

子化学、農業化学、医薬品の6事業分野において、長年

にわたって培われてきた幅広い技術にもとづく高付加価

値製品を、世界の市場に提供している。同社は、グロー

バル化を重要な経営課題の１つと位置づけ、サウジアラ

ビアにおける世界最大級の石油精製・石油化学統合コン

プレックス事業計画をはじめとする多様な国際事業に取

り組んでいる。このようなグローバルな事業展開を支え

る経営基盤強化の一環として、これまで各地域や各国単

位で別々に構築されてきた ITインフラを再構築し、グ

ローバルに統一して全体最適化を図ることが求められて

いた。ITインフラの再構築を進める住友化学にとって、

中東、東南アジア、中国もカバーする広範なグローバル

カバレッジ、グローバルで同質のサービス品質やサポー

トを提供できる力、グローバルで一貫したアプリケーシ

ョンを提供できるソリューション力は不可欠だった。今

回、AT&Tジャパンが住友化学のグローバル・パートナ

ーとして選定されたのは、この３つ全てを有する点が評

価されたからである。

今回のプロジェクトのフェーズ1として、AT&Tジャ

パンは、これまで部分的に接続されていた北米、欧州、

アジアを含む世界33ヶ所のネットワークを全てAT&T

の国際IP-VPNネットワーク（EVPN）に統合。加えて、

同ネットワークへのリモートアクセス（ANIRA）、およ

びAT&TのEVPN経由で提供されるクラウド型のセキ

ュリティサービスである「Network-based Firewall」

と「Web Security」も提供した。

シスコシステムズは、日本航空（JAL）が仮想化に対

応した「Cisco Application Control Engine（ACE）」

モジュールを中心とした製品を、同社のデータセンター

のeコマースネットワークに採用したことを発表した。

JALは、プライベートクラウド型データセンターの構

築においてサービスを機敏に提供し、運用コストを最小

化させている。また極めて高い可用性を実現するため、

「仮想化」をキーテクノロジーとして徹底した統合化と自

動化を目指している。今回、Cisco ACEに代表されるシ

スコのアプリケーション・ネットワーキング・ソリュー

ションは、データセンターネットワークと、利用される

アプリケーション環境の最適化を目的に採用された。

JALでは、採用理由として次のような事柄をあげている。

◆アプリケーション ネットワークの最適化：Cisco

ACEには、業界最高性能のレイヤー4サーバ・ロードバ

ランシングと、レイヤー7コンテンツ・スイッチングを

はじめとした、データセンターを中心としたアプリケー

ション利用を最適化する機能が搭載されている。

◆システム統合の促進と運用・管理コストの削減：

Cisco ACEの仮想化機能により、既存データセンター内の

ネットワークデバイスをCisco ACE内に統合し、機器を

増やすことなく新規のシステムを構築することができる。

これにより、管理するデバイス数を大幅に削減でき、増

大する運用・管理コストの大幅な削減が可能となる。

◆システムの拡張性・可用性の向上：Cisco Catalyst

6500にCisco ACEなどのサービスモジュールを統合す

ることで、システムの拡張性や柔軟性が向上した。

◆トラフィックの可視化の実現：Cisco Catalyst6500に、

Cisco ACEに加えてCisco Network Analysis Moduleを搭

載することで、統合化、仮想化されたネットワークシス

テム内でもトラフィックを管理することができる。

住友化学の
グローバルネットワークを再構築

JALがデータセンターに
「Cisco Application Control Engine」を採用

フライシュマン・ヒラード・ジャパン㈱　
TEL：03-3524-4633（AT&Tジャパン広報部）
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ＡＴ＆Ｔジャパン シスコシステムズ

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


19ビジネスコミュニケーション 2009 Vol.46 No.8

日立コンサルティングは、同社の支援によりクラリオ

ンの競争力強化を目的とした製品情報管理業務の刷新が

実現したことを発表した。同プロジェクトは、企業合併

により業態が拡大したクラリオンの製品情報管理業務に

ついて、社内の製品開発プロセスや製品情報を統合・一

元化することで業務プロセスの効率化が実現したもので

ある。クラリオンは、製品の品質向上に加え、開発リー

ドタイム、試作回数、そして製品コストを30％削減す

ることを目指している。

カーナビを主力製品とする車載音響機器メーカーのク

ラリオンは、世界的な金融危機による自動車販売の不振

や事業環境の変化に対応するため、企業規模の適正化を

進める一方、カーナビ事業を活かしつつ、新しい事業領

域の拡大を目指して製品戦略の再構築を進めている。ま

た、本年4月には、ザナヴィ・インフォマティクス社と

合併した。このような背景から、①両社の旧来のプロセ

スの統合および、②新製品開発の早期化、という2つの

目的でプロジェクトがスタートした。

今回のプロジェクトでは、事業環境の急速な変化に対

応するために短期間での刷新が求められた。この要望を

実現するため、日立製作所が蓄積してきた P L M

（Product Lifecycle Management）に必要な標準的な利

用方法などのノウハウと、オラクルの「Agile PLM」を

活用した「日立PLMテンプレート」を採用した。この

日立PLMテンプレートをベースにすることで、クラリ

オンに最適なプロセスを短期間で構築。検討開始から10

ヶ月というPLMとしては異例の早期導入を実現した。

今回の取組みでは、クラリオン、ザナヴィで別々に管

理していた100,000点におよぶ部品・図面情報、部品表、

取引先情報などの製品情報と、設計・試作・量産にいた

る全帳票および全ワークフローの一元管理を実現した。

明星食品は、NECビッグローブ（BIGLOBE）が提

供しているブログクチコミ分析サービス「感゜Report」

を導入した。

感°Reportは、ブログ記事からクチコミ情報を抽出

し、記事件数や登場頻度の高いキーワード、評判情報な

どを抽出するもので、専門知識がなくても手軽に利用可

能なSaaS型サービスである。明星食品では、試食会や

グループインタビューといった従来の調査に加え、新た

にBIGLOBEの感°Reportを導入することで、分析ス

ピードや精度の向上、コスト削減など、より効率的な調

査を実現した。

今回、感゜Reportを導入したことにより、次のよう

なことが実現された。

◆分析スピードの向上：感゜Reportを活用することで、

対象となるブログ記事を自動的に抽出することが可能と

なり、記事検索の手間が不要となるほか、書込み件数の

推移や、書込みの多いキーワードといった定量データを

タイムリーに抽出することが可能になった。また、「名

詞　→　買う」といった名詞と動詞の組み合わせや、

「名詞　⇒　おいしい」といった名詞と形容詞の組み合

わせからブログ記事を抽出できるため、分析したい内容

に応じて、見たいブログを効率的に抽出することが可能

になった。

◆「話題分類機能」を活用して部門毎に必要な分析デー

タを抽出：感゜Reportは、「パッケージ」、「味」、「CM」、

「品質」など、カテゴリー毎に分析を行える話題分類機

能を提供している。この機能を活用することで、商品開

発部門向けの分析レポートは「味」についての分析を抽

出、広告宣伝部門向け分析レポートは「CM」について

の分析を抽出するなど、必要な分析データを効率的に抽

出することができる。

クラリオンの
製品情報管理業務の刷新を支援

明星食品がブログクチコミ分析サービス
「感°Report」を導入
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