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ソリューションを扱う企業の買収が多

くなっていることを強調した。

●インメモリ技術、新Engineered 

Systems、BI Mobileソリューシ

ョン

続いて三澤氏は、OOW 2013でもメ

イントピックになったデータベースの

インメモリ・テクノロジーとOracle

E x a d a t aの最新情報、さらに B I

Mobileソリューションをテーマに最新

動向を紹介した。

オラクルはハードウェアの技術革新

に合わせてデータベースを強化し続け

てきた。インメモリ技術は、システム

を根底から変革するオラクルの技術革

新で、３つの革新要素（データベース、

ーションズ様での活用事例を畠山様か

らお話いただきます」と挨拶した。

日本オラクルの専務執行役員でテク

ノロジー製品事業統括本部の三澤智光

本部長の講演は、オラクルコーポレー

ションの企業規模と IT業界における

ポジション、イノベーションへの投資

額の紹介から始まった。三澤氏は、

2013年度のオラクルコーポレーション

の売上が$37.2Bに達し※、IT企業とし

てトップクラスに達していると切り出

し、また、$32.21Bの手元資金を持ち※、

R&D投資額として、$4.49Bと巨大な

研究開発規模を誇りこれは売上高の

12.1％に上ると語った。※

さらに、M&Aを経営戦略に上手く

取り入れており、最近ではクラウド事

業の強化を狙って、主にSaaS関連ベ

ンダーの買収に注力している。2011年

のクラウド C R M を手掛ける米

RightNow Technologies社に続いて昨年

は、ソーシャルマーケティングツール

のVitrue社、マーケティングオートメ

ーションツールの米Eloqua社、直近で

はマーケティングSaaSで著名な米国

Compendium社を買収しており、製品

ポートフォリオ的にはマーケティング

日本オラクルは10月22日・23日の2

日間、東京・恵比寿のウェスティンホ

テル東京において「Oracle Days Tokyo

2013」を開催した。Oracle Days Tokyo

2013は、「イノベーションを構想から実

践へ～Innovation in Practice～」をテ

ーマに、約1カ月前に米国サンフランシ

スコで開催された「OOW 2013」の内容

を国内向けに凝縮して紹介するマーケ

ィングイベントだ。NTTグループ企業

向 け 特 別 セ ミ ナ ー 「 O r a c l e

Communications Leaders Day 2013」は、

本イベントの一環で開催された。

冒頭、日本オラクルの常務執行役員

通信・公益・メディア営業統括本部長

の三露正樹氏は、「OOW 2013では今

年も数多くの新製品が発表されました

が、本日は“OOW 2013最新情報アッ

プデート”と題し、オラクルの最新技

術・製品情報のサマリー版を日本オラ

クルの製品責任者である三澤からご紹

介するほか、顧客接点での製品・サー

ビスに対するカスタマー・エクスペリ

エンスの向上を支援するソリューショ

ンについて、オラクルのラグ・プラサ

ードがご紹介します。また後半では、

日本オラクルの伊藤から、通信業界向

けの新製品・ソリューションについて

ご紹介し、最後に弊社製品を最大限ご

利用いただいているNTTコミュニケ

去る10月23日、今年で3回目となるNTTグループ企業向け特別セミナー「Oracle Communications Leaders Day 2013」が開
催された。本セミナーは、「Oracle OpenWorld San Francisco 2013」（以下、OOW 2013）で発表された最新技術や製品、通
信業界向けソリューション、NTTコミュニケーションズにおけるオラクル製品の活用事例をNTTグループ企業の方々に紹介す
るものだ。当日は、NTTグループ企業19社から多くの情報システムに関連する聴講者が訪れた。
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インメモリ・デュアルフォーマット、

Software on Silicon）があると説明。

インメモリ・デュアルフォーマット

は、ロー（行）型とカラム型の両方の

フォーマットを同時に処理可能なた

め、OLTPとDWHのどちらのクエリ

ーも高速化を実現。検索処理の100倍

高速化とリアルタイム分析を実現して

いる。メインはロー型フォーマットを

使うため、既存データをそのまま使え、

既存のアプリケーションを何も変更す

ることなく従来よりも高速に実行でき

る。また、Software on Siliconはソフト

ウェアの壁を超える技術革新で、デー

タベース機能をCPUで実装するもの

だ。こういう次世代のインメモリ・デ

ータベース・アーキテクチャを前提に、

どういう新しいアプリケーションがデ

ザインできるかをNTTグループの方々

と一緒に考えていきたいと述べた。

次にOracle Engineered Systemsの中

核製品であるOracle Exadataについて

は、世界中の多くの企業、日本でも年

商数億～数兆円規模の企業まで採用が

急速に進んでいる。ハイエンドサーバ

ー／ストレージではトップシェアとな

っていると紹介。Oracle Engineered

Systemsのラインナップに今後追加され

るバックアップ専用マシン「Oracle

Database Backup Logging Recovery

Appliance」については、ロギングと

いう名称が入っていることに大きな意

味がある。本製品は、増分バックアッ

プだけでなく、データベースのログを

キャプチャすることから、システムが

ダウンしても直前のデータのバックア

ップが可能で、複雑なバックアップ体

制をシンプルにできる。高可用性を担

保する「Oracle MAA（Maximum

Availability Architecture）」に基づい

て開発された製品と説明した。

最後に三澤氏は、BIの機能強化を実

現した新製品「Oracle BI Mobile App

Designer」を紹介。エンドユーザーの

要望に合わせた画面設計が可能になる

ほか、iOSやAndroid対応、HTML5サ

ポートデバイスなどのあらゆるデバイ

スへの対応が可能であり、セキュアに

デリバリできると特長を紹介した。

●オラクルのテレコム業界向けカス

タマー・エクスペリエンス・ソリ

ューション

最近、オラクルが注力しているのが、

日本語では「顧客体験」と表現される

「カスタマー・エクスペリエンス」（以

下、CX）だ。オラクルのラグ・プラサ

ード氏は、CXとは製品・サービスを購

買、利用する際の一連のプロセスにお

ける顧客の経験価値であり、製品やサ

ービスを選択する際の情報収集、Web

サイトや店舗での購買、保守サービス

の利用や問い合わせなどが、CXを向上

させる機会になる。CXの向上はビジネ

スを大きく左右することから、テレコ

ム業界でも標準化団体のTMF（テレマ

ネジメント・フ

ォーラム）が、

CEM（カスタマ

ー・エクスペリ

エンス・マネジ

メント）を注目

領域として挙げ

ていると説明。

さらに、テレコ

ム業界における

CXへの対応の課題として、優れたCX

の提供を阻害している主な要因に関す

るオラクル独自の調査結果として、①

既存インフラの柔軟性、②顧客情報の

追跡性とフィードバックの難しさ、③

組織上の問題の３つを紹介した。

オラクルは、CXをライフサイクルの

無限ループ（Need/Research→Select→

P u r c h a s e → R e c e i v e / U s e →

Maintain/Recommend）として捉え、こ

れらの各フェーズに対応した包括的な

ソリューションとして「 C r o s s -

Channel Customer Experience（C3E）

Solution」を用意している。本ソリュ

83ビジネスコミュニケーション 2013 Vol.50 No.12

オラクルコーポレーション
コミュニケーションズ＆メディアインダスト
リービジネスユニット　シニアディレクター

ラグ・プラサード（Raghu Prasad）氏

スライド1

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


表があったものを含めて紹介した。

●OCWSC/Oracle Policy Manage-

ment System

通信サービス向けのソリューション

としては、Webベースのリアルタイム

通信“WebRTC”と、ネットワークの

最適化とサービスプラン作成のための

“ポリシー制御”の２つのソリューシ

ョンを紹介。まず、ブラウザ上でのリ

アルタイムコミュニケーション（RTC）

を可能にするWebRTCに基づくアプ

リやサービス開発ソリューション

「Oracle Communications WebRTC

Session Controller（OCWSC）」につ

いては、キャリアグレードのWebセン

トリックプラットフォームで、オラク

ルのWeb＆アプリケーション技術と買

収したAcme Packet社のネットワー

ク＆メディア技術のベストな組み合わ

せで、信頼性、接続互換性、セキュリ

ティに優れていることを強調した。

また、ネットワークの最適化とサー

ビスプランについては、“10%のユーザ

ーから60%、10%のセルから80%のトラ

フィック”と言われるように、トラフ

ィックの集中が起こっているとしたう

えで、利用者が必要とするサービスを

提供することにより“Net Neutrality”

を実現したスペインのTelefonicaや、ピ

ーク時間帯のヘビーユーザーの帯域制

限により“Fair Usage”を実現した英

国Vodafone、ピーク時間帯やトラフィ

ックが集中するエリアを避けた利用者

にインセンティブを与えるゲーム会社

の例など海外事例を示しつつ、オラク

ルの対応ソリューションである

「Oracle Policy Management System」

について紹介した。

●NFV、ネットワーク領域のBig Data

ネットワークソリューションとして

ーションでは、ブランド価値、お客さ

まの支持率、セルフサービス率、成約

率といったビジネス指標を向上させて

いくことを目的にしたソリューション

だ。2012年前半に製品をリリースして

以降、グローバルで数多くの企業での

導入が加速している。テレコム業界に

おける導入事例として、英国の

Vodafoneとマレーシアの Celcom

Axiataにおける例を紹介。Vodafone

ではC3E Solutionの導入によりオン

ラインチャネルの英国での売上が200％

増加。またCelcom Axiataでは、クロス

チャネルからの新規加入者登録の70%

が、2分以内に完了したほか、オンライ

ンサイトでのチャットによるバーチャ

ルアシスタント機能も実現し、コール

センタの負荷軽減に貢献しているとし

て、講演を締め括った。

日本オラクルのインダストリー・ビジ

ネス・ユニット　グローバル・クライア

ント・アドバイザーの伊藤亮三ディレク

ターは、通信サービスとネットワークの

ソリューションに関し、OOW2013で発
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は、NFV（ネットワーク機能仮想化）

と IT仮想化技術、ネットワーク領域

におけるBig Dataについての関連ソ

リューションを紹介。まず、SDN（ネ

ットワーク仮想化技術）の普及や

NFVによるネットワークの技術革新

が進みつつあると説明。物理サーバー

やストレージ、ネットワーク、OS、

ミドルウェアを一体化し、Javaベー

スのアプリなどを集約し、クラウド環

境で超高速に実行できるように設計さ

れたアプライアンス「Oracle Exalogic

Elastic Cloud」を例に、サーバー仮想

化時の考慮点について述べた。そして、

NFV対応の基本的な方向性について、

オラクルのハードウェア、仮想化環境

の上で、アプリとネットワークのオー

ケストレーション機能を提供していく

と説明した。

また、ネット

ワ ー ク 領 域 の

Big Dataと し

て、 3つのコン

ポ ー ネ ン ト

（Fast Data Pro-

cessing、Busi-

ness Analytics、

Big Data Mana-

gement）からなるサービスプラットフ

ォームの概要を説明。特に、Fast Data

Processingは、リアルタイムにネットワ

ークを可視化し、輻輳・障害の予兆検

出やサイレント障害の検知に有効であ

ると述べた。

最後のセッションでは、NTTコミュ

ニケーションズの畠山博之カスタマサ

ービス部主査がOOW2013で公開した

「リアルタイムのネットワーク監視＆障

害検知」事例を紹介した。

クラウドプラットフォーム、データネ

ットワーク、音声通信、アプリケーショ

ン＆コンテンツの４つのサービスを提供

する同社では、利用者やマーケットの変

化に対応してオ

ペレーションの

高度化を実現す

るためには、リ

アルタイムモニ

タリングによる

障害検知とプロ

アクティブ・ア

クションが喫緊

の課題であった。

この課題解決に向け、L2ネットワー

ク／MVNO／国際ローミングのサー

ビス品質向上を目指し、「O r a c l e

Exalogic」、「Oracle Coherence」、

「Oracle Event Processing（OEP）」

を核にしたリアルタイム監視システム

を構築し、Fast Data（リアルタイム

モニタリング）による障害検知・セッ

ション管理・リアルタイム統計を実現

している。

畠山氏は、Oracle Exalogic上で最適

化されたオラクルのミドルウェア製品

群を利用することで、毎秒140万件のパ

ケット処理など非常に高い処理性能要

件に対応したリアルタイムモニタリン

グを実現することができたことを強調

した。なお、この取組みは、OOW2013

で “ Oracle Fusion Middleware

Innovation Awards”を受賞している。
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