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NTTデータと、アイリッジは、小田急電鉄が 2014
年 12月 1日より提供を開始したスマートフォンアプリ
「odakyu Free Wi-Fi」を構築した。
本アプリは、小田急グループが国内外のお客様向けに

無料で提供するWi-Fiサービス「odakyu Free Wi-Fi」を
利用したインターネット接続を可能としたものだ。無料
Wi-Fiサービスは、箱根エリアの主要駅・港、箱根海賊
船内、ロマンスカー（VSE・EXE）車内、小田急線新宿
駅等で利用可能なほか、箱根エリアでは、無料Wi-Fiサー
ビスに接続した位置の情報に基づき、ユーザーに最適な
観光情報等を 6言語で閲覧することが可能だ。本アプ
リの概要は次のとおり。
◆無料 Wi-Fi 接続サービス：ソーシャルメディアアカウ
ントによる認証に基づき、無料Wi-Fiサービス「odakyu 

Free Wi-Fi」への接続機能を提供。
◆観光情報提供サービス：箱根の対象エリアでは、無料
Wi-Fiサービスにアクセスした際、接続先アクセスポイ
ントに基づき、その周辺エリアを対象とした各種観光情
報の閲覧機能を提供する。
◆多言語対応：無料Wi-Fi接続アプリは、6言語（日本語、
英語、簡体字、繁体字、韓国語、タイ語）に対応してお
り、ユーザーが持つスマートフォンの設定言語に基づき、
表示言語の切り替えが可能。

NTTデータとアイリッジは 2020年の東京オリンピッ
クイヤーに向けて、世界各国からの訪日観光客向けサー
ビスの提供を見据え、今後、全国規模で訪日外国人の周
遊を促進するため、他の観光地域においても同様なサー
ビスの拡大を図るとともに、ユーザーの利便性向上を目
的としてインタラクティブ映像配信技術を活用した仮想
旅行体験の提供や、ソーシャルメディアを情報源とした
地域情報の発信などの機能追加を検討していく。

NTTデータと九州カードは、2015年 1月より日本
国内の空港、百貨店、免税店をはじめとする加盟店にて、
決済時に SHINHAN CARD Co., Ltd.（本社：韓国ソウル
市／以下、シンハンカード）発行のハウスカードを利用
できる仕組みを提供する。
クレジットカード利用率が約 65%の韓国においては、
近年ハウスカードの利用率が増加している。しかし、こ
れまで韓国で発行されたハウスカードは、日本国内で利
用できなかったため、これが訪日韓国人観光客による消
費行動を制約する一因となっていたと考えられていた。
こうしたなか、今回新たな仕組みを提供することにより、
韓国国内で最も発行枚数が多いシンハンカード発行のハ
ウスカードが日本国内の加盟店で利用可能となる。これ
により、訪日韓国人観光客による来日時の消費行動をよ
り活性化する効果が期待できる。

NTTデータが CAFISを通じてシンハンカードと直接
接続することで、全国の CAFISに接続している加盟店
はすでに店舗に設置されている決済端末（POSレジや
CCT端末等）のまま、シンハンカードの取り扱いが可
能となる。NTTデータは、シンハンカードと 24時間
365日接続することで、CAFISを経由してリアルタイ
ムに加盟店からのオーソリゼーションを直接シンハン
カードへ送る。また、日本国内加盟店での利用金額をシ
ンハンカードから受領し、日本国内のアクワイアラカー
ド会社へ入金する。九州カードは、アクワイアラとして
日本国内の加盟店開拓および日本国内加盟店との精算を
実施する。
日本国内でも特に韓国からの訪日観光客の多い九州エ
リアを皮切りに加盟店展開を行い、順次全国加盟店へ拡
大していく。

NTT データ　第三法人事業本部
交通・流通事業部　TEL：050-5546-2976

NTT データ　第一金融事業本部
カード＆ペイメント事業部　TEL：050-5546-8861

小田急グループ提供の
無料 Wi-Fi サービス接続アプリを構築

国内初、韓国ハウスカードが
日本国内で利用可能に

ＮＴＴデータ／アイリッジＮＴＴデータ / 九州カード
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NECと NECの子会社であるネットクラッカー
（NetCracker Technology）は、シンガポールテレコムグ
ループでオーストラリアの大手通信事業者 Optus（オプ
タス）から、運用支援システム（OSS：Operation 

Support System）を受注した。
オプタスは、オーストラリア第 2位の通信事業者で、
個人ユーザーやビジネスユーザー向けに携帯電話、固定
電話、インターネット回線、ケーブルテレビジョンなど
幅広い通信サービス事業を展開している。
オプタスに提供する「NetCracker9.0」をベースとし
た OSSは、オプタスの個人・ビジネスユーザー向けワ
イヤレス、ブロードバンド通信サービス、ビジネスユー
ザー向けデータ通信・音声通信・ICTサービス・IPテ
レフォニーのサービス情報管理、サービスオーダー管理、
サービスインベントリー、サービスアクテイベーション
からネットワーク計画と設計などを含むサービス・フル
フィルメント・システムを更新する。本システムを導入
することで、オプタスは、同社が提供するサービスの効
率的な管理や新サービスの迅速な立ち上げ、保有する
ネットワークリソースの効率的な管理・活用を実現でき
るようになる。
ネットクラッカーは、これまで世界 58ヵ国・250以
上の顧客へ OSS、BSS（Business Support System）およ
び TOMS（Telecom Operations and Management 

Solutions）を提供し豊富な導入実績を持っている。NEC

とネットクラッカーは、今後も通信サービス事業者向け
事業の重点領域の一つとして、OSS、BSSを含めたサー
ビス＆マネジメント事業を、グローバルに展開していく。

NECは「社会ソリューション事業」に注力し、豊か
な社会を支える情報通信基盤の確立、高度化に貢献して
いく考えだ。

NTTコミュニケーションズ（以下、NTT Com）は、
キタムラの販売管理、会計管理、生産管理などに利用す
る基幹システムを、2014年 10月より、同社の企業向
けのクラウドサービス「Bizホスティング Enterprise 

Cloud」と当該クラウド基盤と同じデータセンターのコ
ロケーションサービスへ移行し、ハイブリッドクラウド
環境を構築することで、当該基幹システムの運用管理に
関わるコストの 20%削減を実現した。
キタムラは従来、各買収企業が個別に構築した基幹シ
ステムを含めて、約 150システムを 600台のサーバー
で自社運用していた。また、企業買収などによる事業拡
大や、店舗やラボ拠点の増加により、年々 ICT環境が
複雑化し運用コストが増大していた。
加えて、東日本大震災時、複数のデータセンター、ラ
ボ拠点に分散したシステムの稼働状況を把握することが
非常に困難であったことも課題となっていた。
キタムラは、運用コストの増大および災害対策が喫緊
の課題となっていた自社の ICT基盤を、地震などの天災
リスクが非常に少ない立地かつ冗長性の高いデータセン
ター内に基盤があり、柔軟な拡張性とバックアップ機能
を併せもつ「Bizホスティング Enterprise Cloud」のクラ
ウド基盤へ移行し、サーバー統廃合・運用体制の標準化
と集約化・ネットワーク構成の最適配置により、運用コ
ストの削減とともに、事業継続性を大幅に向上させた。
また、NTT Comが運用する一つのデータセンター施
設内で、クラウドとコロケーションサービス利用を併用
するハイブリッド環境を実現することにより、システム
間の低遅延・大容量のネットワーク環境や、ネットワー
クサービス費用の圧縮を実現した。

NEC　テレコムキャリア企画本部　TEL：03-3798-6141
NTT コミュニケーションズ　経営企画部　広報室
TEL：03-6700-4010

オーストラリア大手通信事業者オプタスから
運用支援システム（ＯＳＳ）を受注

キタムラの基幹システムをクラウドへ移行し
運用コストの 20% 削減を実現

ＮＥＣＮＴＴコミュニケーションズ
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アシストが取り扱う連想型高速インメモリ BIプラッ
トフォーム「QlikView」（開発元／販売元：クリックテッ
ク・ジャパン）が、ミズノの情報分析プラットフォーム
に採用された。
従来ミズノでは、POSデータなどの販売実績の分析に

BIツールを導入していたが、見たい情報をすぐに参照で
きないといった課題に加えて、詳細な商品カテゴリを対
象に分析を深めたり、販売形態に応じて多角的に売価や
原価を検証できる分析環境へのニーズが高まっていた。
また、在庫管理や販売の予実管理にはオフィスツールを
利用していたが、人手と工数の問題が顕在化していた。
そこで、これらの課題を解決する新しい分析プラット

フォームとして「QlikView」の導入を決定した。ミズノ
が QlikViewを採用した理由は次のとおり。
・過去の販売実績に加えて季節変動も反映しながら、よ
り高い精度の需要予測を立てられる

・販売実績と在庫推移の相関分析や需要予測から、欠品
が発生する前に在庫を店舗間で移動して品揃えを充実
させるなど、店舗現場に的確な対応策を指示できる

・ダイレクトメールの企画にあたり、複数の条件を重ね
合わせてターゲットを絞り込み抽出できるため、シ
ミュレーションを繰り返しながら、レスポンス率の高
い効果的なプロモーションを実施できる

・ECサイト分析で求められていた販売時点ごとの売上
金額や在庫数などを瞬時に表示できるほか、大量件数
の売上データもパフォーマンスよく分析できる

・分析環境の構築から開発、メンテナンスまで、自社で
実施できる
ミズノでは、東京と大阪の両本社で営業やマーケティ

ング部門の 50名が、量販店の営業分析や ECサイトの
購買分析などに QlikViewを利用している。

日本ヒューレット・パッカード（以下、日本 HP）は、
ジェイアール東日本情報システム（以下、JEIS）が新規
に開発する、障害情報を一元化、共有するナレッジベー
ス「障害情報システム」のプラットフォームに「HP 

Moonshot System」が採用されたことを発表した。
JEISは、JR東日本グループ約 70社を中心に業務シ
ステムの提案、開発、運用を手がけ、その数は主要なシ
ステムだけで 200を超える。JEISが開発、運用を担う
システムは鉄道、新幹線、Suica、生活サービスを軸に
拡大し、社会基盤を支えている。
こうしたシステムが提供するサービスの品質を継続的
に高めていく取り組みの一環として、JEISでは障害情
報の全社集約化を推進している。これは、システム障害
の解決までのプロセスを記録し、ナレッジベースとして
全社で活用や分析を可能にする「障害情報システム」を
構築し、同様な障害を未然に防いでいく取り組みだ。
今回、スペース、消費電力、ハイパーバイザーに係る
リソースを削減するため、超高密度、超低消費電力、非
仮想化を要件とする「障害情報システム」の基盤として、
超高密度かつ超低消費電力型プラットフォームの「HP 

Moonshot System」 を 採 用 し た。「HP Moonshot 

System」の4.3Uの1シャーシにカートリッジ型サーバー
を 45枚収容できる特長を活かし、1シャーシ内に
Web、アプリケーション、データベース、分散ファイル
システム、管理およびロードバランサーなど「障害情報
システム」の全機能を集約。分散データベースには
MySQL Cluster、サーバー監視は Zabbixベースで新た
に開発し、オープンソースソフトウェアを全面的に採用
している。HPでは同様の、Webインフラストラクチャ
を単一筐体に集約化するリファレンスアーキテクチャ
「Web Infrastructure in a Box」を提供している。

アシスト　TEL：03-5276-5850
日本ＨＰ　カスタマー・インフォメーションセンター
TEL：0120-436-555

ミズノが情報分析プラットフォームに
「QlikView」を採用

ジェイアール東日本情報システムが
業務システムの基盤に HP の超高密度サーバーを採用

アシスト／クリックテック・ジャパン日本ＨＰ

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


115ビジネスコミュニケーション　2015  Vol.52  No.1

アルプス システム インテグレーション（以下、ALSI）
は、同社の情報漏洩対策シリーズ「InterSafe ILP」が、
NTTソフトウェアが提供する「Crossway/データブリッ
ジ」と連携することを発表した。

ALSIでは、「InterSafe ILP」を企業や官公庁、学校な
どに向け提供している。「InterSafe ILP」は、クライア
ント PCからのファイル書き出しルートを遮断するデバ
イス制御ソフト「InterSafe DeviceControl」や、市販の
USBメモリを暗号化 USBメモリに変換するセキュリ
ティ USBメモリ作成ソフト「InterSafe SecureDevice」、
データの書き出しを管理する申請・承認ソフト「InterSafe 

WorkFlow」などにより、多層防御による情報漏洩対策
をオールインワンで実現できるシリーズ製品だ。今回、
NTTソフトウェアの「Crossway/データブリッジ」と
連携することにより、異なるネットワーク間における
PC間のデータ流通を安全に実現できるようになる。
「Crossway/データブリッジ」は、異なるネットワー
ク環境上の PCを専用ハードウェアを介して接続し、PC

から PCへのデータ流通を制御する製品だ。「Crossway/

データブリッジ」を利用することにより、セキュリティ
ポリシーの異なるネットワーク間のデータ流通をより安
全かつ簡単に実現することが可能になる。「InterSafe 

ILP」との連携により、送信側 PCからのデータ送信管
理を強化し、さらなる安全なデータ流通を実現する。
スマートフォンやタブレットなど各種デバイスの利用
管理を実現する「InterSafe DeviceControl」は、PCから
外部デバイスへのデータ書き出しを制御する製品だ。「誰
が」「いつ」「何を」持ち出したのか、証跡（ログ）も取
得できるので、内部からの情報漏洩対策をさらに強化す
ることができる。

ネットスイートは、青島文化教材社（本社：静岡県静
岡市）の財務会計システムにクラウド ERP「NetSuite」
が採用され、本稼働を開始したことを発表した。
「プラモデルのアオシマ」から「総合ホビーのアオシマ」
への変革を図る青島文化教材社は、ホビー感覚や遊び心
から生まれる多種多様な技術と情報とアイディアなどを
活用して、教材やギフト商品にホビー関連事業を拡大し
てきた。その企業理念からも、経営環境の変化に敏感に
適応して、常に経営の改善と改革に積極的に取り組んで
いる。2011年には、設立から 50周年を迎えた同社は、
さらなる事業の発展と成長のために、パッケージ製品に
よる業務システムを NetSuiteに刷新し、2014年 1月か
ら本番稼動を開始した。
2013年 9月から開始した導入プロジェクトは、4ヵ
月という短期間で完了した。NetSuiteの財務会計システ
ムの導入にあたっては、勘定科目のコードの見直しや伝
票画面の設計といった基本的な作業から、青島文化教材
社の企業風土や業界の特長など、業務に関わる広範囲な
情報について課題がリストアップされ、最適な NetSuite

の導入と運用のための構築プロジェクトが推進された。
本番稼動を開始した財務会計システムでは、これまで
手作業に頼り数日から数週間を要していた管理会計の数
字なども、リアルタイムで正確に集計できるようになり、
経営企画室で求める指標もタイムリーに得られるように
なった。これにより、ビジネスサイクルの掌握を図るこ
とが可能となり、市場動向に合わせた販路の拡大や、正
確な需要予測、取引先の進捗管理による受注生産効率の
向上に応える生産管理体制の構築を実現し、稼働から半
年の時点で余剰資材の発注を 15％削減、また、効率化
されたビジネスサイクルにより受注回転率を 20％上げ
ることに成功した。

アルプス システム インテグレーション　
TEL：03-5499-8043

ネットスイート　TEL：03-5545-7621

NTT ソフトウェアの「Crossway/ データブリッジ」
と「InterSafe ILP」が連携

青島文化教材社が経営環境を
ネットスイートのクラウド ERP に刷新

ALSIネットスイート
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