
94 ビジネスコミュニケーション　2014  Vol.51  No.10

Hondaが実現したクラウド型ファイル高速転送基盤
の特長と導入効果は、以下のとおりだ。
◆ CAD などの大容量ファイルを快適に送受信する高速
ファイル転送システム：ファイル転送システムが稼働す
るクラウド基盤は、全て NTT Comの提供する高品質の
企業向けネットワークサービス「Arcstar Universal One」
に直結しており、地域を跨ぐ基盤間の転送はこのネット
ワークを経由することで高速転送を実現している。従来
のファイル転送システムと比較して、グローバルでの高
速データ共有が可能となり、世界 6極に存在する
Hondaグループが開発や部品調達にかかわる業務で利
用する個別システムをグローバルレベルで共通化すると
ともに、業務スピードの向上を実現した。
◆グローバルレベルで標準化されたセキュリティ機能：
地域ごとに個別仕様で構築されたファイル転送システム
をグローバルクラウド環境に移行するにあたり、
Camelliaによるファイル暗号化および SSLによる通信
経路の暗号化を一元的に適用することで、グローバルレ
ベルでのセキュリティポリシー標準化を実現した。
◆グローバルに展開するクラウド基盤上でのサービスで
あり、迅速かつ安価な利用が可能：高品質なグローバル
ネットワークで相互接続される、9ヵ国／地域・11拠
点で展開している NTT Comのクラウド基盤上で稼働す
るサービスのため、世界 6極どの地域からでも柔軟性
の高いグローバルクラウド環境を安価に、快適に利用で
きる。これにより、従来、日本国内やタイのHondaグルー
プ各社がシステム導入にかかっていた納期の 90％短縮
および年間コストの 30％削減が実現した。

NTTコミュニケーションズ（以下、NTT Com）は、
本田技研工業（以下、Honda）のグローバル戦略パート
ナーとして、世界 6極の Honda拠点や約 10,000社の
サプライヤーが利用する、製品や部品の CADデータな
ど大容量データを高速に共有・加工できる機能を、NTT 

Comが世界 9ヵ国／地域・11拠点に基盤を展開するク
ラウド「Bizホスティング Enterprise Cloud」上で提供
している。これにより、サプライヤーネットワーク・シ
ステムのグローバル共通化を進め、地域ごとの製品開発・
調達・生産をより安価・迅速に実現した。今後は、他地
域の基盤への拡大も検討している。

世界 6極／54ヵ国にグループ会社を展開して自動車
事業拡大を進める Hondaは、2011年より、地域ごとの
需要に即した商品を競争力のある価格で迅速に市場投入
するため、世界 6極に存在する Hondaグループが、相互
に連携しながらも、それぞれが同時に開発・調達・生産
を行うことができる体制の構築を推進している。一方で、
開発や部品調達にかかわる業務にて、世界の部品メーカー
各社との間でやりとりされる CAD等の大容量データは、
地域ごとに個別仕様で構築されたファイル転送システム
などで運用されており、セキュリティレベルのばらつき、
地域間のデータ転送時の遅延、業務やシステム導入にか
かる時間やコストの増加などにつながっていた。
同社はこれらの課題を解決するため、NTT Comのク
ラウドを採用した。NTT Comは、システム導入にかか
る時間やコストを削減できるクラウド基盤で、地域ごと
に仕様の異なるシステムを共通化できる「Bizホスティ
ング Enterprise Cloud」などを活用したトータルソ
リューションを提供した。 NTT コミュニケーションズ　経営企画部広報室

TEL：03-6700-4010

本田技研工業が NTT Com のクラウドを採用
大容量 CAD データの高速流通基盤をグローバルで実現
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あった従来システムを、業務現場での電話利用の実態を
リサーチしたうえで一新した。機能ボタンの配置などに
十分な配慮を施した IP多機能電話機や、社内電話帳シス
テムと連携し、電話帳などが表示されるブラウザから電
話番号をクリックするだけで発信が可能なクリック・
ツー・コール機能に対応したソフトフォン、通信キャリ
アのサービスと連動させた FMCに対応した電話端末を
導入するとともに、新たに不在時の伝言メッセージをど
こからでも確認可能なボイスメールシステムを導入した。
これらの業務スタイルに応じた最適な端末や機能を活用
することで、コミュニケーションの柔軟性が向上した。
◆人事異動時の電話システムの膨大なデータ更新を自動
化：従来、人事異動時の膨大なデータ更新作業は、各部
署の事務担当者が紙の申請書を管理部門へ提出し、管理
部門はこの内容をチェックしたうえで、人手によるデー
タ入力を行い電話システムに反映させていた。新たな
IPテレフォニーシステムでは、味の素が新規開発した
Webベースの「IP電話管理システム」に各部署の事務
担当者がパソコンからデータ変更申請を行い、このデー
タを NECの電話システム用の統合運用管理ツール
「UNIVERGE MA4000」に自動的に取り込むことで、高
速に電話システムへ反映することが可能になった。これ
らのシステム自動化により、膨大なデータ更新作業を約
9割削減し、データ更新作業工数やコストの大幅な削減
を実現した。なお NECは、これらの自動化実現のため、
「UNIVERGE MA4000」に電話システムの更新データ
（csvデータ）を自動的に取り込むための時間指定やフォ
ルダ監視機能を新たに開発し「UNIVERGE MA4000」
の製品機能として強化した。

NECは、味の素に、従業員の様々な業務スタイルに
対応できる音声コミュニケーションと、人事異動時の
データ更新作業のコスト削減を実現する最新の IPテレ
フォニーシステムを納入した。新たに導入した IPテレ
フォニーシステムは、電話帳などが表示されるブラウザ
から電話番号をクリックするだけで発信が可能なクリッ
ク・ツー・コール機能や、不在時の伝言メッセージをど
こからでも確認可能なボイスメール機能などで現場の電
話コミュニケーションの柔軟性を向上するとともに、人
事異動時などの膨大なデータ変更作業の約 9割を自動
化し、電話システムの運用管理の運用工数やコストの削
減を実現した。

味の素は、1909年、世界で初めてうま味調味料「味
の素」を発売して以来、培ってきたアミノ酸技術を基盤
に、「食」「バイオ・ファイン」「医薬・健康」の 3分野
で事業を展開し、各分野の相乗効果によって新たなビジ
ネス領域にも進出している。同社では、業務コミュニケー
ションを支える電話システムについて、2005年から IP

テレフォニー環境を導入してきたが、従業員の様々な業
務スタイルに対応する機能の不足や電話端末の操作性に
課題があると認識していた。また、定期人事異動ごとに
発生する人手による電話システムの膨大なデータ変更工
数が、運用管理上の大きな負担となっていた。
今回、新たに導入した NECの IPテレフォニーシステ
ムは、現場の電話コミュニケーションの柔軟性を向上す
るとともに、人事異動時の膨大なデータ変更を自動化す
ることで、運用工数やコストの削減を実現するものだ。
主な特長は次のとおり。
◆従業員の業務スタイルに応じた柔軟な音声コミュニ
ケーションを実現：機能や電話端末の操作性に課題の

NEC　UNIVERGE インフォメーションセンター
E-mail：univergeinfo@usc.jp.nec.com

味の素が最新のＩＰテレフォニーシステムを導入して
人事異動時のデータ更新業務の自動化を実現
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OKIは、フィリピン科学技術省向けに IP映像配信シス
テム「OKI MediaServer」をベースとした実験用の「災害
時用ブロードバンド・無線システム」を構築、納入した。
本システムは科学技術省より本年 7月 22日にアテネオ・
デ・マニラ大学（フィリピン ケソン市／以下、アテネオ
大学）に移管され、災害時用の強靭な情報通信システム
構築の実現に向けた各種実証実験に使用される。

フィリピンは、昨年だけでも、多くの被災者を出した
台風 30号や 10月のマグニチュード 7.2の地震など、
自然災害が発生し、大きな被害を受けている。そのため
フィリピン科学技術省とアテネオ大学は、自然災害発生
時の被害を最小限にとどめるためには災害地への的確・
迅速な伝達が重要であるとの認識から、その伝達手段に
ついて検討を重ねてきた。
災害時には通信ネットワークが分断された状況が発生
しがちで、その場合には災害に関する様々な情報（災害
内容、家屋や各種システム被害状況、避難情報など）を
的確に伝えることが困難になる。そこで、特定エリアに
独自の映像・音声やデータ放送を提供するサービスであ
るエリアワンセグ技術が着目された。固定網を用いる
IPTVに加え、エリアワンセグなど無線も併用した災害時
用通信システムをアテネオ大学のアテネオ・イノベーショ
ン・センターに設置し、「災害時用ブロードバンド・無線
システム：迅速な災害情報の展開のための強靭なネット
ワークと再構成可能な情報システム」の研究を実施する
ことが決定した。本研究は、様々な通信手段を用いて的
確に災害時の情報を伝達する技術やサービスの開発を目
的としている。この研究は、アジア・太平洋電気通信共
同体（以下、APT）の人材育成プロジェクトの一環として、
フィリピン科学技術省を中心とし、アテネオ大学、

PLDT、慶応義塾大学、OKI、三菱電機をメンバーとする
グループによって進められ、OKIは実験用の「災害時用
ブロードバンド・無線システム」の構築を担当した。

本システムは国際電気通信連合（以下、ITU）の国際
標準に準拠した OKIの IP映像配信システム「OKI 

MediaServer」を中心に構築したもので、災害情報を、
TV向けには IPTV STBを使い、タブレットなどを含む
携帯端末向けにはワンセグ用送信機を使って配信する。
災害発生現場の撮影映像や関連情報を IPネットワーク
経由で高品質な状態で伝達するとともに、災害でネット
ワークが分断された地域には、エリアワンセグ放送や
Wi-Fiを使って映像・音声・データを配信することが可
能だ。「OKI MediaServer」は、IPTV STB、Wi-Fi端末、
およびワンセグ用送信機に標準規格に則した安定した映
像配信を行える。IPTV STBは IPTV基本端末仕様（ITU-T 

H.721）、日本のデータ放送の規格をベースに作成され
た LIMEと呼ばれる軽量対話型マルチメディア環境
（ITU-T H.762）および誤り訂正符号（ITU-T H.701）に
準拠している。エリアワンセグは、フィリピンが採用を
決定した ISDB-Tに基づいており、今後フィリピンで受
信できる端末が普及していくことが予想される。なお、
Wi-Fi端末には HLSで配信をしている。
本システムは、本年 8月 25、26日にタイ・バンコク
市で開催された国際標準準拠・相互接続商品の試験およ
び展示イベント「APT/ITU C&Iイベント」のワーク
ショップと、8月 29日まで開催されたアジア・太平洋
電気通信標準化機関（ASTAP）で紹介された。

OKI　通信システム事業本部　キャリアシステム事業部
映像事業推進部　TEL：048-420-7012

フィリピン科学技術省に
「災害時用ブロードバンド・無線システム」を納入
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アルバネットワークス（以下、Aruba）は、岐阜県が
強固なセキュリティと簡素で容易な運用、管理無線状況
の可視化を実現する自治体行政ネットワークを構築する
ため、同社のワイヤレス LANソリューションを導入し
たことを発表した。同県では、冗長化された 400台規
模の AP（アクセスポイント）と管理・可視化ツールを、
県庁および総合庁舎を含む県関連施設およそ 50拠点に
展開している。

社会、産業構造やライフスタイルの変化に伴い、地方
自治体の担う行政サービスへのニーズもますます多様
化、高度化、緻密化しており、これらに限られた職員や
予算で応えていくには、業務の一層のスピードアップと
効率化が不可欠だ。ネットワークについても、県の施策
や住民ニーズに応じて頻繁に行われる組織やレイアウト
変更にも、柔軟で短時間かつ小さな負担で対応できるこ
とが求められていた。
広域の行政区分内の住民や産業と日常的に接触する地
方自治体は、各地に散在する庁舎や関連施設を擁し、通
信インフラの整備されていない地域も含め、緊密に連携
して業務を遂行しなければならない。加えて、行政には
継続性・不断性（一般企業における BCP）がとりわけ
強く求められ、ネットワークの障害は時には人命さえ左
右する。
電子行政が推進される中、地方自治体が取り扱うデー
タ量や種類は飛躍的に増加している。一方、住民や企業
の繊細で機密性の高い個人情報を扱うことの多い自治体
の通信ネットワークは、巧妙化するサイバー攻撃の格好
のターゲットにもなりやすく、セキュリティレベルの異
なる新旧 PCやモバイル機器が混在する環境下でも、情
報を強固に保護する厳しい責任が課されている。

岐阜県は、地方自治体の中でもきわめて早い段階から、
大規模な無線 LANの敷設を行うなど、ICT環境の整備
を継続的に実施してきた。今回のネットワークの刷新は、
これまでに蓄積された経験や高い知見をもとに、将来の
住民サービスや業務効率向上も見据え、自治体最先端の
新たな通信インフラ構築の礎として計画された。本計画
を請け負った、ネットワンシステムズの設計・構築・運
用管理のもと、厳しい要件をクリアし、徹底した比較評
価、テストを経て、本年 6月より本格稼働したのが、
Arubaワイヤレス LANソリューションだ。
現在、岐阜県では、約 150台のアルバ製 AP、IAP-

105が県庁に、240台の仮想コントローラ内臓の Aruba 

1AP105が総合庁舎を含む約 50ヵ所の県関連施設に配
備され、冗長化されている。これら約 400台の Aruba 

APで収集／送信された無線状況やデバイス・アプリケー
ションのパフォーマンス等のデータは、Aruba AirWave

により可視化され、電波強度の遠隔調整などを含め、一
元的に運用管理できるようになった。さらに、万一のス
イッチ障害の際にも APが仮想的に無線コントローラの
代わりとなって通信を維持させる、仮想コントローラ内
臓の Aruba APを配備したことで、安定性・冗長性を向
上しつつ最小構成で構築できるようになり、コスト面で
も大きく貢献している。
セキュリティ面では、従来の端末認証を継続して既存
投資を保護しながら、認証先の制御も含めてひとつの
APで複数の SSIDをもたせたり、新たに暗号化やステ
ルス機能を追加するなど、強固なセキュリティ対策が施
された。

アルバネットワークス　TEL：03-6809-1540

岐阜県が無線ＬＡＮソリューションを導入して、強固なセキュリティと
無線状況の可視化による新たな行政ネットワークを構築

アルバネットワークス
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OKIは、呉信用金庫（本店：広島県呉市）に映像監視
システム「Visual Cast」を納入した。全 43営業店と店
舗外 29拠点の計 72拠点で、デジタルビデオレコーダ
「VisualCast VBOX-16C」およびセンターで映像蓄積サー
バが稼働を開始した。これにより、呉信用金庫は、録画
映像の管理業務の効率化およびジャーナルデータ検索時
の映像データ確認処理の効率化を実現した。
呉信用金庫は、セキュリティ対策や犯罪抑止効果の向

上のために店舗に監視カメラを設置している。従来は、
録画映像をセンターに保管した後、記録媒体へのバック
アップを毎日行っていたが、OKIの「Visual Cast」を導
入すると、週に 1度のバックアップで済むため、管理
業務を効率化できた。また、映像蓄積サーバと ATMの
取引履歴などのデータを電子化した電子化ジャーナルの
サーバを連携することで、ジャーナルデータの検索時に
映像データも同時に確認でき、迅速な情報収集を行える
ようになった。
今回、呉信用金庫の各店舗に導入した「VisualCast 

VBOX-16C」は、アナログカメラとネットワークカメラ
の両方に対応している。現在、店舗に設置しているカメ
ラはアナログカメラだが、今後新しくネットワークカメ
ラを新設しても継続して利用することが可能だ。また同
装置は、記録メディアに故障の少ないメモリディスクを
採用し、長期間の安定稼働を実現している。

OKIは、今回の呉信用金庫へのシステム納入実績を踏
まえ、金融機関の IT活用による業務効率の向上に対応
できるよう、映像監視システムの販売活動をさらに進め
ていく方針だ。

NECは、IHI運搬機械（本社：東京都中央区／以下、
IUK）が運用する機械式立体駐車場向け遠隔監視保守シ
ステムの基盤として、クラウド基盤サービス「NEC 

Cloud IaaS」を提供した。なお、IUKは本年 10月より
本サービスの利用を開始する。

IUKは、機械式立体駐車場で国内トップシェアを有す
る企業だ。IUKでは、従来、全国のマンションやショッ
ピングモールなどに納入した機械式立体駐車場のうち、
約 1,100基への保守サービス提供にあたり、駐車場の
稼働情報や異常情報などを自動収集する遠隔監視保守シ
ステムを自社施設のサーバ上で運用していた。業務上、
遠隔監視保守システムは 24時間 365日の稼働が求めら
れるため、地震・停電・火災などの災害時に備えて
BCP対応の強化が課題となっていた。
今回、IUKは、次のような理由から「NEC Cloud 

IaaS」を採用した。
◆事業継続性の向上：遠隔監視保守システムの基盤とし
て、高性能・高信頼を特長とする「NEC Cloud IaaS」を
採用。基盤自体の信頼性に加え、専門の運用要員による
24時間 365日の監視で、不測の事態にも迅速に対応が
可能なこと。さらに、強固な地盤と堅牢な施設、高度な
セキュリティに支えられた「NEC神奈川データセン
ター」から提供されるため、事業継続性の向上に貢献す
ることが期待できる。
◆国内外での事業拡大に柔軟に対応可能：「NEC Cloud 

IaaS」は、管理対象の駐車場が増えた際も柔軟にシステ
ムの拡張が可能で、事業拡大に応じたコストの最適化を
実現できる。また、IUKが今後展開する東南アジアの機
械式立体駐車場についても、遠隔監視保守システムから
一元的に監視することで、システム運用の効率化が可能
だ。

OKI　統合営業本部　金融営業本部　
TEL：03-3454-2111

NEC　サービスデリバリ事業部　TEL：03-3798-6529

呉信用金庫に映像監視システム
「Visual Cast」を納入

IHI 運搬機械にクラウド基盤サービス
「NEC Cloud IaaS」を提供
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ファイア・アイは、佐賀県が同社の標的型攻撃対策製
品である「FireEye MPS（Malware Protection System）」
を導入したことを発表した。「FireEye MPS」は、ファ
イアウォール、IPS、アンチウイルス、ゲートウェイなど、
シグネチャを使ったセキュリティ製品では検出できない
未知のマルウェアを検出、防御する標的型攻撃対策アプ
ライアンスだ。
全国に先駆けて先進的な ICT利活用に取り組む佐賀
県では、県内すべての救急車と主な救急医療機関にタブ
レット端末を配備し、救急医療現場の情報を他の救急車
や医療機関で迅速に共有できるようにするなど、最先端
の仕組みを導入して県民の利便性や生活の質の向上を
図っている。また、県庁の全職員を対象にタブレット端
末や仮想デスクトップなどを活用し行政機関として率先
してテレワーク（在宅勤務・サテライト勤務・モバイル
ワーク）を推進することで、行政サービスの向上と業務
の効率化、さらにはワーク・ライフバランスの実現を図
ることを目指している。
一方で、様々な ICT技術を採用した施策を進めるう
えで、利用者が安心して使えるネットワーク環境の構築
にも取り組んでいる。佐賀県では、グローバル規模でか
つ日々高度化するサイバー攻撃に対し、従来型のネット
ワークセキュリティ製品で対応しきれない「未知の脅威」
に対し、ファイア・アイの標的型攻撃対策製品である
「FireEye MPS」を本年 3月（本格稼働は本年 4月）に
導入した。
佐賀県では、ファイア・アイの製品を採用した理由と
して、「複数の振る舞い検知型製品を検討したなかで、
未知の脅威（マルウェア）の検知の精度、性能が抜群に
よかった」、「海外のみならず、国内の大企業にもすでに
多くの導入実績がある」ことをあげている。

日本オラクルは、東京都あきる野市が市民向け情報
ポータルサイトに「Oracle Service Cloud」を採用し、
本年 9月 1日より稼働開始したことを発表した。
これまで、あきる野市のポータルサイトには、「よく
ある質問」として、市で想定した質問とその回答を掲載
していた。一方、電話での市民の問い合わせは、各課が
日々の業務と並行して対応し、異なる市民からの同じ質
問を何度も職員が受け回答する場合があった。市民が必
要な情報をポータルサイトで得られない場合は、各課で
の電話対応となるため、市民が必要としている情報を常
に見つかりやすくポータルサイトで提供することが求め
られていた。
同様に、市民のライフスタイルが多様化する中で、「台
風の日にごみの収集はされるのか」、「納税通知書が届い
たが、次にどんな行動をとればよいのか」など市民が日
常で直面している課題について、市役所の開庁時間に左
右されず、市民が利用しやすい形での情報提供が求めら
れていた。
今回のポータルサイト刷新では、市民の満足度を向上
させて、行政サービスを効果的に提供することを目的と
した。カスタマーサービス業務を支援するクラウドサー
ビス「Oracle Service Cloud」を導入することで、市民
は市役所の開庁時間に左右されることなく、誰でもいつ
でもどこでも必要な時に、必要な情報を好みのデバイス
を利用して入手することができるようになった。また、
新しいプラットフォームにより、市民が自ら必要な情報
にアクセスし、問い合わせに対する回答をWeb上で速
やかに得ることができるため、市職員の電話対応にかか
る時間を削減でき、市民の満足度を向上させながら、行
政サービスをより充実させるための活動に専念すること
ができるようになった。

ファイア・アイ　TEL：03-4577-4432日本オラクル　TEL：03-6834-4837

ICT 先進県の佐賀県が
標的型攻撃対策製品を採用

東京都あきる野市の市民向けポータルサイトを
クラウドサービスで刷新

ファイア・アイ日本オラクル
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