エンタープライズICT総合誌 月刊ビジネスコミューニケーション(Webサイトへ)

サン・マイクロシステムズは、NTT 西日本の「エコ

NEC は、NTT ドコモから、運用支援システム

オフィス環境トライアル」に、シンクライアントとして

（OSS ： Operations Support System）を受注したこと

同社の「Sun Ray Virtual Display Client」が採用され

を発表した。これは、NEC の子会社である米国ネット

たことを発表した。

クラッカー社が NTT ドコモに採用された初めての事例

NTT 西日本グループは、環境保護活動と経営を融合

である。

させた「環境経営」を推進している。この取組みの一環

NTTドコモは、2010年頃から世界中で開始されるLTE

として、NGN 対応（IPv6）シンクライアントを活用し

（Long Term Evolution）商用サービスに合わせて、IPネ

たエコオフィス環境トライアルを 2009 年 12 月１日より

ットワーク網の構築を進めている。今回受注したシステ

開始した。本トライアンルは、実際のオフィス環境にシ

ムは、このLTEネットワークにおけるコアネットワーク

ンクライアント端末として Sun Ray 約 1,600 台を導入

と 基 地 局 を 結 ぶ WDM（ Wavelength Division

し、「ワークスタイルの変革によるエコオフィス化」と

Multiplexing：波長分割多重）網およびレイヤ2スイッチ

「システムの省電力化によるエコオフィス化」について

などの機器を管理するものである。また本システムは、

の検証を行うものである。

WDM網の設計を行うことと、設計効率の向上や設計品質

検証内容は、実際のオフィス環境において NGN 対応

の向上を図ることが可能だ。さらに、複数のベンダー機

シンクライアント端末を IPv6 ネットワークに接続・導

器が混在しているネットワークにおいても、最適なネッ

入し、「Green by ICT」と「Green of ICT」の両面から

トワークの構築を実現し、投資コスト（CAPEX）を抑制

トライアルを行う。「Green by ICT」の面からは、シン

するとともに、これまでネットワークごとに発生してい

クライアントの特長であるホットデスキング（移動先の

た帳票類の入力・管理作業の共通化を図ることにより、

どこでも利用者のデスクトップ環境を再現できる機能）

運用コスト（OPEX）の削減も実現するものである。

を活用して、オフィスのフリーアドレス化などワークス

ネットクラッカー社は、通信サービス事業者向けのOSS

タイルの変革を行い、エコオフィス化に向けた検証等を

で優れたノウハウと実績を持つ会社である。OSSは、通信

行う。一方「Green of ICT」の面からは、仮想化技術等

サービス事業者がサービスを提供する上で、経営資源の効

を活用したシステム構築により、システム自体の省電力

率化を図るために不可欠なシステムである。同分野は、

化によるエコオフィス化を進めるとともに運用管理の評

NGNやLTEといった新たなネットワークの登場や新サービ

価検証を行う。

スの登場に伴い重要性が高まっている。今回の受注は、ネ

サンは、今回の NTT 西日本によるエコオフィス環境

ットクラッカー社のOSS製品と、NECがこれまでNTTド

トライアルの検証により、「環境経営」の推進において

コモに対して行ってきた納入実績や豊富なノウハウ等が高

シンクライアント導入による効果の重要性が実証される

く評価されたものである。NECは「今後も引き続き、NTT

ことを期待している。そして、NTT 西日本全体へのシ

ドコモの事業拡大をトータルソリューションで協力にサポ

ンクライアント本格展開に向けて引き続き支援していき

ートし、グローバル市場を含めた次世代モバイルインフラ

たいと考えている。

のさらなる発展に貢献していきます」と語っている。
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日本オラクルは、カルチュア・コンビニエンス・クラ

EMC ジャパンは、北海電気工事（以下、北海電工）

ブ（以下、CCC）が同社のデータベース「Oracle

が社内共有ファイルサーバとして、EMC のネットワー

Database 11g」、「Oracle Real Application Clusters」、

ク統合型ストレージ「Celerra NX4」を導入し、効率よ

「Oracle WebLogic Server」等のテクノロジー基盤を活
用して、国内最大級の共通ポイントサービス「T ポイン
ト」のポイントシステムを刷新したことを発表した。
CCC は、月間のトランザクション件数が 1 億件にも及

く運用管理できる NAS 環境を構築したことを発表した。
北海電工は、北海道を中心に電力設備や電気・機械設
備の工事・保守、情報通信工事などを手がける総合設備
企業である。道内全域に置かれた 50 ヶ所以上の拠点を、

ぶ国内最大級のポイントサービスである T ポイントを運

情報システム部員９名で統括している（2009 年 12 月現

営している。T ポイントは、TSUTAYA、ファミリーマ

在）。同社では、施工図面や帳票類、工事写真など、案

ート、ブックオフ、ENEOS、ガスト、カメラのキタム

件ごとに膨大なデータが蓄積され、報告書作成の元デー

ラなど、様々な業種にわたる 62 社の提携先の約 30,000

タとなるほか、管理・メンテナンス、将来の企画・設計、

店舗（2009 年 10 月末現在）でポイントを取得・利用で

営業活動等に活用され、重要な資産となっている。これ

きるサービスである。T ポイントが使える T カードの会

らのデータは、以前は本社内の比較的安価なファイルサ

員数は、提携先店舗でのカード発行や各社のポイントシ

ーバに保存されていたため、頻繁に発生するディスク障

ステムとの統合が進んだ 2007 年頃から増加を続け、

害やデータロスなどのトラブルにより、復旧作業に大変

2009 年 10 月末現在、3,365万人に達した。

な労力を割いていた。さらに大規模な拠点では、独自の

CCC では、このような会員数とトランザクションの

ファイルサーバを導入するなど、ストレージが社内に散

急増に伴い、社会インフラとして通用する信頼性を備え

在していた。そこで、堅牢で信頼性のあるファイルサー

たシステムへ移行するため、2008 年６月、新ポイント

バの導入を検討した結果、Celerra NX4 の導入を決め、

システム「MIPS（MIssion critical Point System）」の

本店のファイルサーバを統合し、2009 年５月に 1,300 人

構築プロジェクトを立ち上げた。

を超える従業員向けにサービスを開始した。

新ポイントシステムでは、高い信頼性と安全性、24

Celerra NX4 は、統合ネットワーク・ストレージ

時間 365 日のリアルタイムサービス、新たなビジネス展

Celerra シリーズのエントリーモデルで、電源投入から

開に向けた拡張性を重視し、データベース構造やサービ

15 分で稼働可能、管理ソフトウェア「Celerra Manager」、

ス機能の全面的な見直しとオラクルの最新テクノロジー

ファイル・システム重複除外、仮想プロビジョニング、

の採用により、全面的な刷新を実施。新システムは、旧

自動ボリューム管理、管理ツールの「Celerra

システムよりも少ないサーバ数と CPU 数でありながら、

SnapSure」などの機能が標準で搭載されている。北海

２倍の性能をもつシステムとなった。また CCC は、サ

電工では、1,500 台のパソコンと 30 台のサーバを一人の

ブシステムとして構築したリコメンド・システムや分析

IT 管理者で運営管理しているが、Celerra NX4 導入後

システムの活用も開始した。

は、トラブルが 1 件も発生すること無く、スムーズに運
営できるようになった。

日本オラクル㈱
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日本テラデータは、十八銀行（本社：長崎県長崎市）

H3C テクノロジージャパンは、湘南工科大学の構内

が同行の統合収益管理システムとして、新たにテラデー

LAN の更新に伴い、10GE 対応シャーシ型レイヤ 3 スイ

タの収益管理ソリューション「Teradata Value Family

ッチ「S7510E」がコアスイッチに導入され、本格稼働

（TVF）」を採用し、2008 年 10 月より稼働、2009 年２月

したことを発表した。S7510E は、ファイアウォールモ

には勘定系ホスト更改に伴う対応を行い、稼働を開始し

ジュールを内蔵することができるモデルで、今回の導入

たことを発表した。

は H3C による国内初の事例である。

十八銀行は、収益性・業務効率性の向上を目指し、ボ

ネットワークの構築にあたり、今回、湘南工科大学が

リュームを重視した業績評価体系から収益を重視した業

コアスイッチに選定したのが、H3C の 10GE 対応シャー

績評価体系へと、経営と営業戦略の見直しを図ることを

シ型スイッチの S7510E である。コアスイッチについて

決定した。そのため、各取引や口座の情報を利用して、

は、4 台あったコアスイッチを１台に集約し、外付けで

本部と各支店で適切なコスト管理やリスク管理を行うた

あったファイアウォールを内蔵させ、そこから直接ルー

めの情報システムの整備が重要な課題となった。そこで

タに接続するシンプルな構成を採用した。フロアスイッ

同行は、情報系ホストからの取引明細データおよび口座

チには、ギガビット・レイヤ 3 スイッチ「S5500-EI」シ

明細データを利用して業務利益算出やシミュレーション

リーズ、エッジスイッチについては「5100-EI」シリー

の処理を行う統合収益システムの構築を検討した結果、

ズ、および 10/100 レイヤ 2 スイッチ「S3100-EI」シリー

他行への豊富な導入実績と精緻な分析に優れた点を評価

ズが導入された。これらは、価格競争力が高く、パフォ

し、TVF を採用した。

ーマンスと品質の高さが評価され、2008 年度ワールド

TVF が提供するパッケージの TP（行内資金移転価格）
計算、予算策定、原価計算を導入することで、同行の統

ワイドで初期不良率 0.1 ％、市場故障率 0.1 ％を誇る低故
障率を実現している製品である。

合収益管理システムでは、個社別採算を重視し、収益性

導入にあたり高く評価されたのは、従来のスイッチと

の指標をリスク経費控除後利益とすることが可能にな

比較して消費電力量を 10 分の１以下に大幅削減を実現

り、顧客毎に精緻化された採算分析ができるようになっ

する H3C のエネルギー消費効率の低さである。今回導

た。営業店においては、Web 経由で店別と顧客別の実

入されたスイッチは、S7500E シリーズ、および 5500-EI

績把握や各種のシミュレーションができる環境を構築し

シリーズに属し、同シリーズの S7506E と S5500-EI ボッ

た。店別予実進捗シミュレーションでは、自店の期中計

クス型 24 ポートモデルと 48 ポートモデルは、独立系試

画対比の実績把握だけでなく、目標達成のための渉外活

験サービス会社 Miercom（マイヤコム）の評価におい

動内容についてのシミュレーションが可能となった。ま

て「Miercom Green Certificate」に認定されている。

た、個社別採算管理では、顧客の明細単位の採算性の把

また、S5500-EI ボックス型 24 ポートモデルと 48 ポート

握と採算指標やセグメントを切り口とした順位別分析や

モデルは、Gbps あたりの使用電力において、競合製品

マトリックス分析ができるようになった。

との比較で、最大40 ％電力効率が高く、また S7506E は、
最大 24 ％の電力効率を実現することが可能である。
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