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シーメンス PLM ソフトウェア
三菱自動車が解析業務プロセスの最適化を
実現するソフトウェアを採用

住商情報システム
霧島酒造の新会計システムが本格稼働し、
事務作業の効率化を実現

シーメンスPLMソフトウェアは、三菱自動車が、CAD

住商情報システムは、霧島酒造の新会計システムとし

データとCAEデータの統合管理を実現して、解析業務プ

て、「ProActive E2」が採用され、本番稼動したことを

ロセスの最適化と情報トレースの効率化を図るために、

発表した。

世界で最も広く使用されているシーメンスPLMソフトウ
ェアの「Teamcenter」を採用したことを発表した。

「霧島」、「黒霧島」など、数多くの焼酎ブランドを販
売する霧島酒造では、旧会計システムに次のような課題

三菱自動車では、高度に複雑化した今日の自動車の性

を抱えていた。①事業の成長に伴い、事務作業に掛かる

能検証を確実に実施するためには、製品開発における設

業務負荷が増大していた。②管理会計の強化に向け、多

計業務と解析業務の同時並行的進行へのタイムリーな情

面的なセグメント別にデータを管理できない。③最新の

報伝達の対応が必要と考え、マルチ CAD 対応の管理機

IT インフラに対応できておらず、セキュリティ面にお

能や製品データの一元管理機能を提供する Teamcenter

ける不安がある。

のシミュレーション・プロセス管理ソリューションを採

霧島酒造では、こうした課題を踏まえ、分散入力が実

用した。Teamcenter はカスタマイズすることなくこれ

現でき、最新のアーキテクチャに対応した会計システム

らの機能を提供する唯一のソフトウェアである。

の導入が必要であると判断した。また、本社で集中管理

Teamcenter の適用により、三菱自動車では、解析業

を行うことができ、Web 環境で利用できる ERP パッケ

務を最新の情報で常に正確に実施することを実現でき

ージを中心に比較検討した結果、ProActive E2 を新会

る。また、どの時点においても解析の結果から元になっ

計システムとして採用したのである。

ている設計データを検索したり、あるいは設計データを

選定のポイントとなったのは、①今後の制度改正や

元にこのデータで行われた解析の結果を検索したりとい

IT の進歩にも追随でき、永く利用できるシステムであ

った情報トレースの仕組みを構築できる。

ること、②多様なセグメント管理が可能であること、セ

シーメンス PLM ソフトウェアの自動車・産業機械マ

グメント別での会計情報の把握が可能であること、③直

ーケティング担当シニア・グローバル・ディレクタの

観的に入力できる画面構成やマウスレス操作が可能であ

Dave Taylor 氏は、「今回、Teamcenter が三菱自動車の

ること、などである。霧島酒造の堀之内課長は、「昨今

ような自動車産業の大手企業に採用されたのは、シーメ

の焼酎ブームも追い風となり、急速な事業拡大を続けて

ンス PLM ソフトウェアが自動車産業にとって一番望ま

おりますが、その事業の拡大スピードに対して、旧シス

れる PLM サプライヤであるという地位をさらに強化す

テムでは事務作業の効率化を行うことが難しいなど、新

るものです。シーメンス PLM ソフトウェアのテクノロ

たな課題への対応が急務となりました。いくつかの

ジは自動車産業で広く活用されています。世界の自動車

ERP パッケージを検討しましたが、ProActive E2 は標

メーカー上位 30 社中 26 社が、自動車の開発および製造

準機能で弊社の業務要件を満たし、また、短期間で導入

工程において、当社のテクノロジを使用しています」と

できることから、最適なシステムを選定できたと感じて

述べている。

います」と述べている。

シーメンス PLM ソフトウェア
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日本ベリサイン

オーク情報システム

南都銀行が法人向けインターネットバンキングの
セキュリティを強化

広島市役所が情報漏洩防止対策に
暗号化ソフトを採用

南都銀行は、法人向けインターネットバンキングサー

広島市役所では、パソコンの紛失・盗難からの情報の

ビス「＜ナント＞ Web-ビジネスバンキング」の新たな

漏えい防止を行うため、オーク情報システムが開発・提

認証機能として、日本ベリサインが提供する「ベリサイ

供する暗号化ソフト「CyberCrypt Pro」を採用した。

ン アイデンティティプロテクション（以下、VIP）オ

これまでの暗号化ソフトでは、暗号鍵の管理が煩雑で

ーセンティケーションサービス」によるワンタイムパス

あるなど「使い勝手の悪さ」があったが、CyberCrypt

ワード認証サービスの取扱いを開始した。

は、「マスターキー」という概念を持ち、かつパスフレ

ワンタイムパスワードは、専用の生成ツールで作成さ

ーズ（パスワード）の共有のみでグループ鍵の共有がで

れ、一度利用されると無効となるパスワードである。こ

きるため、運用が簡単でかつ導入が簡単、しかも低価格

のため、フィッシングやスパイウェア等でワンタイムパ

という特長も備えている。

スワードが盗まれた場合でも、不正に取引される恐れが
ない。

CyberCrypt Pro は、パソコンのドライブやフォルダ
に記録される情報を自動的に暗号化し、アプリケーショ

南都銀行は、今回の導入により、スパイウェア、フィ

ンからは暗号化を意識しないで自由に読み書きできる。

ッシングによるパスワードの不正詐取やファイル共有ソ

そして、ログインしない限り、書き込まれた暗号化状態

フト等による情報漏洩などから起きるネット犯罪への対

の情報を復号して見ることができない機能を提供し、パ

策をさらに強化し、お客様が安心してインターネットバ

ソコンが紛失・盗難にあっても情報が漏えいしない仕組

ンキングを利用できる環境を提供する。

みを提供している。CyberCrypt Pro の主な特長は次の

本サービスは、お客様が、＜ナント＞ Web-ビジネス

とおりである。

バンキングを利用する際に、すでに南都銀行が導入して

◆低価格：利用規模毎に価格設定されているため、導入

いるセキュリティ対策ソフト「nProtect:Netizen」にて、

コストが明確である。また、導入後の管理・運用コスト

利用ごとにワンタイムパスワードを生成し、日本ベリサ

がほとんどかからない。

インの VIP オーセンティケーションサービスにより本人

◆ HDD を丸ごと暗号化：ノート PC や USB メモリなど

認証を行うという仕組みである。本サービスの特長は次

を万一紛失してしまっても、情報はすべて暗号化されて

のとおり。①＜ナント＞ Web-ビジネスバンキングを利

いるので安心である。

用するお客様が、南都銀行のホームページから簡単な登

◆社外の相手に CyberCrypt がなくても使える：暗号化

録を行うだけですぐに利用できる。②初期手数料、月間

ファイルをメールに添付して送信後、共用パスワードを

利用料の負担はなく、無料で利用できる。③ワンタイム

別途連絡すれば、暗号化ファイルを自己復号できる。

パスワードはパソコン上で生成されるため、パスワード

◆利用ポリシーの設定：利用方法を規定するポリシーを

を生成する機器や装置を管理する手間が省ける。④ワン

設定して、利用シーンを想定したカスタマイズが可能。

タイムパスワード生成ソフトをパソコンに保有するた

なお、本件の販売、納入を担当したのは、広島情報シ

め、＜ナント＞ Web-ビジネスバンキングの操作を行う

ンフォニー社である。

パソコンを1 台に特定することができる。
日本ベリサイン

TEL ： 03-3271-7014
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オーク情報システム

TEL ： 03-5247-3200
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CTC

NEC

静岡大学の指静脈認証統合システムを
NTT 西日本、FDS と共同で構築

「スケーラブル HA サーバ」を
東北大学サイバーサイエンスセンターに納入

静岡大学は、学生、教職員および関係者約 20,000 人が

NECは、最新の8コアプロセッサ「インテル Xeon プロ

使用する学内情報基盤システムと、建物や研究室の入退

セッサ 7500 番台」を搭載したスケーラブル HA サーバ

室管理を一元化した「生体認証統合システム」の実運用

「Express5800/A1080a」を製品化し、販売活動を開始した。

を開始した。これは、建物・研究室などの出入口に設置

本製品は、8コアの高性能 CPU を最大８個（64コア）搭

される「指静脈・ IC カード認証装置」と、静岡大学の

載可能で、従来比約2倍の処理速度と高い拡張性を実現し

学内情報システムが設置されているクラウドコンピュー

ている。また、システムの仮想化においてボトルネック

ティングセンター内のシステムを連携させた国公立大学

となるメモリ容量を従来比８倍の2テラバイトまで拡大し

では始めての例である。

た。さらに、可用性を強化するサポートサービスも拡充

これまでは、情報システムにログインする場合と、学
内の主要個所への入退室を行う場合はそれぞれ異なる認

した。このような特長を持つ本製品は、企業の基幹シス
テムだけでな、科学技術計算向けにも利用できる。

証手段を用いなければならなかった。しかし、今回開発

今回、先行ユーザーとして、東北大学サイバーサイエ

したシステムにより、「利用者自身のみ」が有する指静

ンスセンター（宮城県仙台市）の大規模科学計算システ

脈情報で入退室から情報システムの利用がシームレスで

ムに、HPC クラウドのサービス基盤として納入された。

可能となった。その結果、教職員の出退勤管理、授業の

本製品の特長は次のとおり。

出欠管理、証明書の自動発行などが簡単に自動化できる

◆高性能：メインフレームやハイエンドサーバ開発で培

ようになるとともに、なりすましや偽造の危険性のない、

った部品の高密度実装により、7U の筐体に最大 8CPU

堅牢で安全な情報システム基盤が整備された。

（64 コア）まで拡張可能で、従来比約 2 倍の高い処理性

静岡大学では「指静脈認証」の研究を進め、今回の統

能を実現。トランザクション性能を測定する業界標準ベ

合認証システムに全面的な採用という成果に結びつけ

ンチマークテスト「TPC-E ベンチマーク」において世

た。今回導入した「生体認証統合認証管理システム」は

界最高記録を達成（2010 年 4 月 8 日現在）。

指静脈での入退室と情報システムへのログイン認証を連

◆高拡張性、柔軟性： 7U の筐体内で 4CPU サーバ 1 台、

携したシステムである。今後、静岡大学は、20,000 人の

クラスタ構成の 4CPU サーバ 2 台、8CPU サーバ 1 台な

利用者の指静脈情報登録を推進し、2010 年度中にほぼ

ど、システム規模や用途に応じた柔軟なシステム構成が

全員が登録完了する見込みである。また、指静脈認証装

可能。従来比 8 倍の最大 2TB までメモリ搭載ができ、仮

置は数年以内に学内のほとんどの主要建物・フロア・研

想化でボトルネックとなるメモリ容量の制約を解消し、

究室・教室など約 700ヶ所に設置する予定だ。

1 台の物理サーバに多数の仮想サーバの構築が可能。

本システムの構築は、NTT 西日本静岡支店とフィッ

◆可用性を強化するサポートサービス：システム障害発

ト・デザイン・システム（FDS）、伊藤忠テクノソリュ

生時に、ハードウェアとソフトウェアの区別なくワンス

ーションズ（CTC）が担当した。今回実現した様々な

トップでサポートを提供する「プラットフォームサポー

技術、運用はそのまま企業や自治体などの他の組織に適

ト」に対応。

用可能なことから、積極的な営業展開を行う予定だ。
伊藤忠テクノソリューションズ㈱
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日本オラクル

アイシロン・システムズ

ベネッセコーポレーションが
情報系基盤に「Exadate V2」を採用
日本オラクルは、同社の「Oracle Exadata Version 2」

SANBORN 社が地理空間情報サービス向けに
「Isilon IQ」を採用
アイシロン・システムズは、Sanborn 社が、写真測

がベネッセコーポレーションの顧客分析業務等に利用す

量マッピングおよび地理情報システム（GIS）サービス

る情報系基盤に採用されたことを発表した。

の核である画像処理ワークフローを強化するため、同社

「Sun Oracle Database Machine」は、ベネッセの会

のスケールアウト NAS を導入したと発表した。OneFS

員情報やサービスの利用履歴などのデータを活用した高

オペレーティングシステム搭載の Isilon IQ スケールア

度な集計・分析・レポート処理を実現し、業務の効率化

ウト NAS を使用し、Sanborn 社は複数の画像処理オペ

とさらなるサービスの向上を支援している。また、情報

レーションをパフォーマンスと拡張性に優れた単一の共

系基盤による顧客分析を強化し、IT の効率的な運用を

有ストレージプールに統合した。

実現するため、「Oracle Exadata Version 2」に加え、

Sanborn 社は、包括的なエンドツーエンドの地理空間

「Oracle Business Intelligence Enterprise Edition」と

情報ソリューションカンパニーである。カスタムアプリ

「Oracle Enterprise Manager」を採用した。

ケーションによって、システムインテグレーション、空

Sun Oracle Database Machine は Oracle Exadata

間分析およびモデリングなど、地理的なロケーションベ

Version 2 の中核をなす高速データベース・マシンであ

ースの情報を提供している。また Sanborn 社では、高

る。今回、情報系基盤への Oracle Exadata Version 2 を

解像度カメラを備えた複数の飛行機で、毎年数百〜数千

採用するにあたり、日本オラクルはベネッセコーポレー

枚の画像を撮影している。増加し続ける顧客の需要に対

ションと共同で事前の動作検証を実施し、既存システム

応するため、また、不要なストレージ管理を排除して従

の動作よりもパフォーマンスの大幅な改善を確認した。

来型 NAS システムにかかるコスト増加を抑制するため、

また、同時実行性と複数の処理が混在する疑似環境での

高パフォーマンスのストレージ システムを必要として

パフォーマンス検証（混在処理の検証）では、参照処理

いた。

を多重化した場合でも安定した処理性能を発揮し、全て

アイシロンのスケールアウト NAS を導入する前は、

のテストケースにおいて事前想定を超える性能であるこ

従来型 NAS システムを使用していたが、画像処理のパ

とが確認された。

フォーマンスとワークフローの生産性に限界があり、

Oracle Exadata Version 2 は、他社のデータウェアハ

Sanborn 社の画像処理ワークフローに対するパフォーマ

ウス製品との比較において、複雑化する分析要件を高速

ンスと拡張性のニーズに対応することができなかった。

かつ多重実行できる基盤として高く評価され、ベネッセ

しかし、Isilon IQ スケールアウト NAS を導入したこと

の情報系基盤に採用された。採用にあたっては、

で、2,000 枚以下であった Sanborn 社の 1 日当たりの画

Oracle Exadata Version 2 の多様な活用方法を見込ま

像処理数が 8,000 〜 10,000 枚に増加し、プロジェクトの

れ、データウェアハウス基盤としての用途に限定せず、

所要期間が短縮化された。Isilon IQ スケールアウト

セキュリティ機能が充実している堅牢なデータベース基

NAS 導入前と比べ、画像処理速度が 533% 向上し、より

盤としての有効活用も継続して検討している。

迅速に新しい案件に対応できるようになった。

日本オラクル

TEL ： 03-6834-4836
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アイシロン・システムズ

TEL ： 03-5358-7188
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