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NEC
FOMA 網を活用した
無線通信サービスの提供を開始

CTCLS
アサヒビールの
分析情報管理システムを構築

NEC は、NTT ドコモの FOMA 網を活用して電子マネ

伊藤忠テクノソリューションズのグループ会社で、製

ー決済情報データなどを送受信できる無線通信サービス

薬・化学・食品業界向けにシステム提供を行うシーティ

の販売を開始した。

ーシー・ラボラトリーシステムズ（以下、CTCLS）は、

本サービスは、複数の電子マネーに対応している

アサヒビールの酒類開発研究所ビール開発部にて行われ

NEC の「マルチサービスリーダライター」と、電子マ

ている各種分析業務を支援するシステムとして、米国

ネー事業者を結ぶ「マルチサービスゲートウェイセンタ

STARLIMS 社のラボラトリー情報管理システム

ー」で構成される NEC の「マーケティング＆ペイメン

「STARLIMS V10」を中心とした分析情報管理システム

ト基盤サービス」のサービスメニューのひとつとして追

を構築した。

加されるものである。既にこのサービスは、24 時間 365

アサヒビール ビール開発部では、様々なお客様の嗜

日稼働で複数の電子マネーに対応し、マーケティング用

好に応えるためビール類の新商品開発を行っている。ビ

データの送受信などの後方処理を行うサービス基盤とし

ールづくりに必要な麦芽、ホップなどの原料の種類や配

て、大手コンビニエンスストアやレンタルビデオ店、家

合、酵母の選択、発酵の温度や時間の管理といった発酵

電量販店などで 2006 年から稼動している。

条件等々、数多くの組み合わせの中から最適なものを見

本サービスは、特にマシン間コミュニケーション用に

出すため、試験醸造、分析、微生物試験などを何度も繰

回線を用意し、NEC が新規開発したルータ／ HUB 機能

返し行う。同時に、試験・分析のスケジュール管理や試

（LAN3 ポート搭載）搭載の「マルチポートルータ」を

験結果のまとめなど膨大なデータ管理を行わなければな

使用して、電子マネー決済データをはじめとする各種デ

らない。試験醸造設備増設に伴い、このような大切なデ

ータを送受信するものである。マルチポートルータは自

ータ管理業務の効率化を図り、研究者の負荷を大幅に軽

動販売機・券売機などの決済端末を最大 3 台まで束ねて

減できる業務支援システムの構築が必要となった。

接続でき、隣接して設置する複数の端末において 1 本の

今回 CTCLS が構築した分析情報管理システムは、ビ

回線を共同で利用することができる。また、マシン間コ

ール開発部にて行われる各種分析、試験結果の記録およ

ミュニケーションに用途を特化し、定量、定額でのサー

びスケジュール管理を容易にするものである。特に、分

ビス提供を行うため、ユーザーは通信コストを抑えるこ

析機器からのデータ連携を実現し、データ入力作業の大

とが可能だ。

幅な削減に貢献している。さらに、分析サンプルや試薬

本サービスの第一号ユーザーとして、日本自動販売協

等の管理から分析機器の定期点検等のスケジュール管理

会が「JAMA 電子マネー化共同プロジェクト」におい

に至るまで、分析にかかわる管理業務を一元管理し、総

て導入を開始している。これにより、今後３年間で約

合的な分析業務管理を支援している。

10 万台の自動販売機が本サービスに接続利用されるこ

CTCLS では、STARLIMS 製品を重点製品と位置づけ、

とになる。さらに、2009 年 11 月に発売した電子マネー

これまで得意としてきた製薬分野だけでなく、飲料、食

決済端末「マルチサービス・ターミナル」に関しても、

品、化学など分析・品質管理分野をターゲットに、さら

携帯電話網タイプ用にサービス提供を予定している。

なるビジネス強化を図っている。

NEC
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シスコシステムズ

日本オラクル

IIJ が MVNO サービスに「Cisco GGSN」を採用
〜柔軟で付加価値の高いモバイル通信サービスを実現〜

シスコシステムズは、インターネットイニシアティブ

ベネッセが「進研ゼミ中学生講座 +i」の
会員動向分析基盤に BI 製品を採用
日本オラクルは、同社の BI 製品「Oracle BI Suite

（以下、IIJ）が同社の MVNO（仮想移動体通信事業者）

EE Plus」が、ベネッセが提供する教育プログラム「進

方式によるモバイルデータ通信サービス「IIJ モバイル」

研ゼミ中学生講座 +i」の会員動向を分析し、コンテンツ

用のサービス設備の一環として「Cisco GGSN（Gateway

へ迅速に反映するためのビジネス・インテリジェンス

GPRS Support Node）
」を採用したことを発表した。
移動体通信技術が3G、LTE、WiMAXなど多様化、高

（BI）基盤に採用されたことを発表した。
2008 年４月に開講したベネッセの「プラスアイ」は、

速化される中で、様々な顧客ニーズに柔軟に対応する

従来のテキストでの学習に Web 学習を組み合わせた通

MVNO 事業者の役割がより重要視されている。一方

信講座である。ベネッセは、受講者からのフィードバッ

GGSN は、モバイルユーザーにインターネットや企業の

クが頻繁なプラスアイへの膨大なアクセスログを迅速に

VPN などへの IP の接続性を提供するという非常に重要

解析することで、会員にとってより効果的で、満足度を

な役割を担っている。移動体通信事業者との接続方式を

向上させるコンテンツ開発を行いたいと考えていた。そ

レイヤ 2 接続にすることにより、認証や課金などサービ

こで、Oracle BI Suite EE Plus を基盤とした新たな会

ス提供に柔軟性を持たせること、通信の品質制御を実現

員動向分析システム「カピバラ」を開発した。

してネットワークの使用効率を向上することが可能だ。
今回、IIJ に採用された Cisco GGSN は、Cisco 7600

カピバラでは、設問ごとの正答率やコンテンツの人気
度がわかる「学習データ」など、数億件を超えるデータ

ルータで動作するプラットフォームをベースに構築され

を組み合わせてユーザー動向が分析できる。これにより、

ている。複数のシャーシラインナップにより展開規模に

利用者がどのようなアクションをとっているのか、どの

合 わ せ た 柔 軟 な 投 資 を 可 能 と し 、 Fast Ethernet、

ように学力が伸びているかなどの総合的かつ詳細な分析

Gigabit Ethernet、ATM、フレームリレーといった豊

ができるため、速やかなコンテンツ改良が可能になる。

富なインタフェースもサポートしている。また Cisco

オラクルの Oracle BI Suite EE Plus の特長は、①デ

GGSN は、モバイルサービスエクスチェンジフレーム

ータ組み合わせの自由度が高い、②短期間での導入が可

ワーク（mSEF）における主要コンポーネントの 1 つで

能、③シンプルな開発環境、④使いやすいインタフェー

ある。オープンプラットフォームである mSEF は、モ

スなどである。また、他社製データベースやインフラを

バイルネットワークのあらゆる制御要素と容易に接続す

幅広くサポートするため、企業全体にまたがる様々なデ

ることができる。このような要素の例には、複数の無線

ータを元にした分析を可能にし、全社規模での分析基盤

アクセスネットワーク（RAN）、バックエンド課金シス

を提供する。さらに、ベストプラクティスに基づき、各

テム、コンテンツフィルタリングおよび圧縮ソリューシ

業種・業務毎に事前定義されたアプリケ―ションを提供

ョンなどがある。全世界で 100 社を超える移動体通信事

するため、圧倒的なコストパフォーマンスを実現する。

業者によって Cisco mSEF が展開されていることから

日本オラクルは、今回の事例を活かし、Oracle BI

も、mSEF プラットフォームの互換性に対するシスコの

Suite EE Plus の教育産業界へのさらなる展開を推進す

取り組みは既に実証されている。

る予定である。

シスコシステムズ

TEL ： 03-6434-6500
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ジュニパーネットワークス
KDDI アメリカが「SRX シリーズ」を利用した
ソリューションを提供

日本 IBM
兼松エレクトロニクスがクラウド基盤に
「IBM CloudBurst」を採用

K D D I アメリカは、ジュニパーネットワークスの

兼松エレクトロニクスは、IBM のクラウド・ソリュ

「SRX シリーズ」サービス・ゲートウェイを利用したソ

ーション「IBM CloudBurst」を採用し、エンタープラ

リューション「トータル・マネージド・セキュリティ・
ルーター」の提供を開始した。

イズ・プライベート・クラウド基盤を構築した。
IBM CloudBurst は、クラウド環境構築のためのサー

KDDIアメリカは、このトータル・マネージド・セキュ

バ、ストレージ、ネットワーク、ソフトウェアを全てあ

リティ・ルーターでネットワークの中央集中監視やログ

らかじめ組み合わせた製品に、その導入サービスをパッ

管理を可能にし、WAN接続性、インフラストラクチャ・

ケージした、オールインワン・ソリューションである。

セキュリティ、オンサイト・イーサネット・ネットワー

ユーザーの要求に応じて IT 資源を柔軟かつ自動的に割

クを提供することで、顧客のネットワーク・オペレーシ

り振る機能や、従量課金に必要な IT 資源使用量のメー

ョンの簡素化と、メンテナンス費用の削減に貢献してい

タリング機能や電力監視機能を実装しているので、IT

く。同時に、ルータ、スイッチ、ファイアウォールなど

資源や電力の監視および効率的な利用が可能だ。また、

のインフラストラクチャの調達とメンテナンスの窓口が

障害時のフェイル・オーバー機能を組み込んでおり、高

KDDIアメリカに一元化され、簡素化されることで、顧客

い可用性も実現している。このような IBM CloudBurst

は自身のビジネスに集中することができるようになる。

の豊富な機能や IBM の幅広いクラウド・ポートフォリ

また KDDI アメリカは、トータル・マネージド・セキ
ュリティ・ルーターにより、LAN インフラストラクチ

オ、およびクラウド・ビジネスを推進するパートナーに
対する取り組みが評価され、採用が決定した。

ャと併せて安全性の高いネットワークサービスをグロー

兼松エレクトロニクスは、2009年11月にクラウド・コ

バルに提供していく。同社は、マネージド・ネットワー

ンピューティング事業を専門に推進する「クラウドサー

ク・ソリューションだけでなく、グローバルまたは米国

ビス推進室」を設

内全域に展開するイーサネット、IP-VPN、専用回線、

置し、クラウドサ

データセンタ、DIA（Dedicated Internet Access）およ

ービスの戦略と事

びシステム統合などのデータ・ネットワーク・サービス

業化の具体的方針

を提供することで、強力な接続性と専門家によるサポー

の策定を進めてい

トを兼ね備えた、多角的なネットワーク・ソリューショ

る。同社は IBM

ンを実現していく。

CloudBurstを活用

KDDI アメリカのネットワーク・エンジニアリング部

したクラウド基盤

長である實松北斗氏は、「ジュニパーネットワークスの

を、新たなサービ

SRX シリーズは、多機能統合やネットワークの集中監

スの開発や検証の

視といった強力な統合セキュリティを提供しながら、顧

ための社内インフ

客の接続性およびネットワーク要件を満たします」と語

ラとして活用して

っている。

いく予定である。

ジュニパーネットワークス㈱
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OKI ネットワークス
中央電子工学が
FMC 連携を実現する「IPstage EX300」を採用
OKI ネットワークスは、中央電子光学に FMC サービ

サイベース
聖路加国際病院が
「Sybase IQ」の採用を決定
サイベースは、聖路加国際病院がサイベースのデータ

スと連携可能な IP テレフォニーシステム「IPstage

ウェアハウス（DWH）用データベース「Sybase IQ」

EX300」を用いた通信コスト削減ソリューションを提案

の採用を決定したことを発表した。

し、受注、納入した。

現代医療を最高のサービスと技術で提供する聖路加国

中央電子光学は、東海三県を中心とした自治体、行政

際病院では、電子カルテシステムを皮切りに、業務の効

機関に約半世紀に渡り、情報通信、情報処理に関する

率化や医療の質の向上に向けた IT 投資を積極的に行い、

様々な技術と製品を提供してきた IT 企業である。同社

情報化によるメリットを医療の現場にもたらしている。

では、業務の性質上、営業、SE などが社外で活動する

同院では、これまで電子カルテに記載された各種診療デ

場合が多く、その連絡は携帯電話が主体であるため、通

ータを汎用データベースに蓄積し、必要に応じて情報シ

話料金の削減が課題となっていた。

ステム部門がフロントエンドの Microsoft Access に抽出

今回、稼動を開始したシステムは、IPstage EX300 と

して検索および分析を行ってきた。同院が利用していた

KDDI が展開している企業向け FMC サービス「KDDI

汎用データベースでは、データ量の増加に伴い、データ

ビジネスコールダイレクト」を連携させることで、外出

抽出に時間がかかるという問題があった。これを解決す

先の社員同士の携帯電話による通話料金を削減するとと

るために、同院が選択したのが Sybase IQ だった。

もに、社内にいる社員から外出先の社員に対する連絡に

Sybase IQ は、独自のアーキテクチャにより、高速な

ついても内線化することで通話料金を削減するものであ

レスポンス、柔軟な分析、効率の良いデータ圧縮、容易

る。これにより、社内外においても内線番号で接続する

な運用管理を実現するサイベースのデータベース・エン

ことが可能となり、様々な場面で活動する社員間のコミ

ジンである。国内では 2009 年 12 月より「Sybase IQ

ュニケーションの向上を実現した。

15.1」を提供しており、様々な分野の企業で導入され、

また、携帯電話からお客様への通話料金は、本社の

優れた効果をあげている。

IPstage EX300 を経由することで、会社の固定電話から

聖路加国際病院では、診療データ抽出のテストで複数

発信するお客様への通話と同様となり、従来の公衆携帯

のデータベースを検討した結果、Sybase IQ がもっとも

網部分の通話料金が削減されるため、全体の通話料金の

満足のいくスピードを達成できることから、既存の汎用

大幅な削減を実現した。さらにお客様には、中央電子光

データベースからのリプレースを決定した。聖路加国際

学本社の電話番号が通知されるため、安心感と顧客満足

病院では、2010 年２月に Sybase IQ に診療データを移行

度向上を図ることが可能となった。

し、抽出を開始する予定である。

中央電子光学では、今回の導入により全８拠点の社員

サイベースは、今回の聖路加国際病院での Sybase IQ

120名で使用する通話料金を、月額約43万円削減すること

導入実績をもとに、「電子カルテを中心とした診療デー

が可能となり、同社の通信料金の58％に当たる年間約500

タの蓄積・分析利用事例を他の医療施設等にも展開し、

万円を越える通信コストの削減が見込まれている。

医療の質とサービスの向上を支援してまいります」と語
っている。

OKI ネットワークス

ビジネスコミュニケーション
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アイシロン・システムズ
両毛データセンターが
「Isilon IQ スケールアウト NAS」を採用
スケールアウト NAS 分野をリードするアイシロン・

日立システム
エースの東京本社の新社屋に
次世代モバイルネットワークを構築
日立システムアンドサービス（以下、日立システム）

システムズ（以下、アイシロン）は、iDC 事業データセ

は、エースの東京本社の新社屋に、社内ネットワークへ

ンターサービスプロバイダーである両毛データセンター

の不正接続を防止する認証サーバ「オープンネット・ガ

が同社のシンクライアントソリューションに「Isilon

ード」とセキュアな無線 LAN 環境を構築できる

IQ スケールアウト NAS」を採用したことを発表した。 「Aruba シリーズ」を併用した次世代モバイルネットワ
両毛データセンターは、アイシロンのスケールアウト

ークを構築した。

NAS ソリューションを導入することにより、データの

エースは、鞄やラゲージなど様々な鞄の製造や卸を行

保管からシステムの運用・管理までを一括してアウトソ

う国内シェア第 1 位の老舗企業である。「第二の創業」

ーシングできる高信頼なシンクライアントソリューショ

と位置付けられた東京本社移転プロジェクトにおいて、

ンを実現した。これにより、両毛データセンターは、①

新社屋は企業ブランドを体現する洗練された最新のイン

システムを稼働したままで増設・メンテナンスが可能、

テリジェントなオフィス空間を目指し、「シンプルなオ

②不具合がほとんど発生しない高い信頼性と可用性、③

フィス」をデザインコンセプトとして設計された。また、

高い安定性によるストレージ管理コストの削減、④経営

関連企業や取引先が世界中に広がるため、365 日 24 時間

資源を顧客向けサービスに集中し、顧客満足度を向上、

継続して、情報システムを利用できる環境が求められて

といったメリットを得ることができた。

いた。このような中、エースは使用できる PC を限定し

アイシロン スケールアウトNASソリューションを採用

た上で、どこの場所からもアクセスできる無線 LAN を

するにあたり、同社データセンター事業部 IDC課の横田

利用したネットワーク構築を検討し、以下の理由から日

靖弘氏は「Pay as You Grow（顧客の成長に合わせた拡張）

立システムが提案したネットワーク構成を採用した。

という、アイシロン・システムズのストレージに対する

◆日立システムが自社に導入した無線 LAN（Aruba シ

基本的な考え方は、最小３ユーザーから月額で利用する

リーズ）を利用したネットワーク構築など、多くの導

ことができる両毛データセンターのシンクライアントソ

入実績がある。

リューションの実現には、まさにうってつけでした。ユ

◆不正なパソコン接続を防止するオープンネット・ガー

ーザー数の増加に合わせ、オンラインのまま数分で容量

ドとアラクサラネットワークス社製の認証スイッチと

とパフォーマンスの拡張ができるからです。また、

の連携で、認証の強化だけでなくネットワーク監視も

VMware の認定を取得していることも、採用を決定する

実現できる。

上で大きな安心材料となりました」と語っている。
現在、両毛データセンターでは「Isilon IQ 1920」を

◆クライアント PC や IP 電話において有線 LAN と無線
LAN を併用できることでオフィスの拡張性がある。

搭載したシンクライアントソリューションを提供してい

以上のことから、エースは、認証サーバや認証スイッ

る。仮想化プラットフォームに VMware vSphere を採

チ、無線アクセスコントローラ・アクセスポイントを冗

用した統合仮想デスクトップ環境では、100 台近くの仮

長構成にすることで、365 日 24 時間安定稼働するネット

想マシンが運用されている。

ワークを構築した。

アイシロン・システムズ㈱ URL ： http://www.isilon.co.jp/
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