
87ビジネスコミュニケーション　2015  Vol.52  No.4

伊藤忠テクノソリューションズ（以
下、CTC）とサイエンティア（本社：
宮城県仙台市）は、2016年 1月か
ら始まる社会保障・税番号制度（以下、
マイナンバー制度）に合わせ、マイ
ナンバー管理システムを共同で開発
し、都道府県向けに提供していく。

マイナンバー制度の導入に伴い各
地方自治体では、税務署を含めた各
機関と連携する国の中間サーバと
データの受け渡しを行い、住民の個
人番号（マイナンバー）を登録・管
理するためのシステム構築を予定し
ている。データの受け渡しについて
詳細な仕様が今後決定されることも
あり、各自治体は、公表される仕様
に合わせて柔軟にシステムを構築
し、運用のテストを含めてマイナン
バー制度のサービスを準備する必要

がある。
今回、CTCとサイエンティアは、
都道府県での税務や福祉業務に関連
するマイナンバー制度の運用に特化
したパッケージを共同開発し、全国
の都道府県向けに CTCが提供する。
本パッケージは、各都道府県が個人
に割り当てる固有の番号と国が発行
する個人番号（マイナンバー）とを
紐付けする「団体内統合宛名機能」
を中心に、税務や福祉などの業務シ
ステムや中間サーバと連携するため
の「データ連携機能」を含め、付帯
情報や閲覧権限の安全な管理を実現
するものだ。

CTCは、大規模システムや自治
体向けシステムの構築・開発で蓄積
したノウハウを活かして、自治体向
けのソフトウェア開発やパッケージ
提供で実績のあるサイエンティアと

共同で本パッケージを開発する。地
域情報プラットフォームに準拠した
ソフトウェアを主軸に仕様の公開に
合わせて機能を開発するため、マイ
ナンバー制度の導入スケジュールに
合わせた迅速な構築と、仕様変更へ
の柔軟な対応が可能だ。各自治体で
のシステムの利用状況に応じて、仮
想サーバ上で稼働するアプリケー
ションと、インフラを含めたシステ
ム全体とで提供していく。

CTCとサイエンティアは、今後
も市町村向けや企業向けに年金管理
システムや健康管理システムと連携
したマイナンバー対応システムを開
発し、マイナンバー制度の施行に合
わせて、効率的な業務を可能にする
安全なシステムを提供していく。マ
イナンバー制度の施行に関連して地
方自治体全体で 100億の受注を目
指していく考えだ。
サイエンティアは、1981年 5月
に設立されたソリューションベン
ダーで、主に人事業務・制度の運用
改善や運用定着に関するコンサル
ティング、人事・人材に関するパッ
ケージシステムおよびサービスを提
供。自治体や独立行政法人向けの公
務員制度をベースにした人事給与統
合パッケージ「U-PDS」を提供して
いる。
●伊藤忠テクノソリューションズ
　TEL：03-6203-4100

サイエンティアと共同で都道府県向けマイナンバー対応システムを提供
〜 2016 年の開始に向けて、制度運用に必要な機能を備えた専用パッケージを開発〜
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都道府県向けマイナンバー管理システムの概要
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アプリケーションネットワーキン
グのテクノロジーリーダーである
A10ネットワークスは、同社のアプ
リケーションデリバリーコントロー
ラー (ADC)「Thunder ADC製品ライ
ン」向けに、「A10 Harmony」を含
む新機能を備えた独自 OS「ACOS 

（Advanced Core Operating System） 
4.0」を提供開始したことを発表した。

A10 Harmonyは、企業、クラウド、
サービスプロバイダーのネットワー
クに対してサービス統合プラット
フォームの基盤を迅速に築くことの
できるアーキテクチャだ。A10 

Harmonyにより、開発者は高性能
な Thunder ADC製品ラインを用い
て、より簡単にインテリジェントな
アプリケーションネットワーキング
サービスを統合できるようになる。
一方 ACOS 4.0には、セキュアイ
ンターコネクト IPsec VPN、SSLイ
ンサイト、AAM（アプリケーショ
ンアクセス管理）、WAF（Webアプ
リケーションファイアウォール）な
どのセキュリティ機能の拡張も含ま
れている。
アプリケーションインフラストラ
クチャは大きな変化を遂げ、顧客は
ビジネス目標を達成するためにアプ
リケーションおよびセキュリティ
サービスを迅速に統合することが求
められている。ACOS 4.0では、A10 

Harmonyのオープンかつ業界標準
に基づいたプログラマビリティを活
用しサービスの統合と管理を加速す
る。A10 Harmonyは一般的なオー
プンスタンダードを採用しており、
受賞歴をもつACOSプラットフォー
ムを活用している。新しい A10 

Harmonyのポリシーエンジンによ
り、次世代の問題を解決するために
必要なインテリジェンス、効率性、
拡張性を提供。また A10 Harmony

アーキテクチャ内の拡張 aXAPI 

SDKおよび RESTful APIにより、
効果的なプロビジョニングや詳細な
分析のためのテレメトリー機能、ア
プリケーションネットワーキングお
よびセキュリティ開発のための包括
的セキュリティを実現できる。豊富
なアプリケーションネットワーキン
グサービスを迅速に提供するため
に、高性能クラウドや仮想または物
理的な Thunder ADCアプライアン
スのプログラマビリティとサービス
統合が活用できる。

ACOS 4.0では、ハイパースケー
ルパフォーマンスの IPsec VPNを
使ったセキュアクラウドインターコ
ネクト機能が追加された他、大幅に
強化された SSLインサイト、WAF、
AAM機能などのエンタープライズ
向けセキュリティ機能が提供され
る。ACOS 4.0ポリシーエンジンに
より、A10ネットワークスは、高

度なテレメトリー機能をサポートし
た API、CLI、Web管理インタフェー
スを一貫して迅速に作成することを
可能にし、構築スピードを加速する。

A10ネットワークスのお客様や
パートナーは自社の高度なネット
ワーキング、セキュリティ、管理な
どの各サービスを統合するために
ACOS 4.0およびA10 Harmonyアー
キテクチャを活用できる。

ACOS 4.0の利点として、次のよ
うなことがあげられる。
● A10 Harmonyにより、企業はサー
ドパーティーによるサービスやプロ
トタイプ、新規アプリケーションの
テストやプロビジョニングを迅速か
つ一貫して連携させることができる。
●プライベートおよびパブリックク
ラウドプロバイダーは、マルチテナ
ント共有環境内でワークロードが移
動する場合でも一貫性のあるセキュ
リティおよびアプリケーションポリ
シー施行を確実に行うことができる。
●サービスプロバイダーは COTS

（市販の）ハードウェアによる効率
化を図るため、異なるベンダーの仮
想ネットワーク機能を選択できる。

● A10 ネットワークス
　ビジネス開発本部
　TEL：03-5777-1995

SDN/NFV に迅速に統合可能な次世代クラウドアーキテクチャを実現する
ACOS 4.0 および A10 Harmony アーキテクチャを発表

Ａ１０ネットワークス
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OKIは、IP対応コンタクトセン
ターの自動応答装置や音声会議シス
テムなど音声処理を汎用サーバ上で
実現する HMP（ホストメディアプ
ロセッシング）ソフトウェア「eお
と エンジン for Server」の会議機能
を強化した最新版「eおと エンジン
for Server R3.5」の販売を開始した。
近年、携帯電話・スマートフォン
の普及の影響もあり、緊急時に一斉
同報連絡したいというニーズや、多
数の関係者で速やかに会議を行い情
報共有・意思決定したいというニー

ズが高まっている。大規模音声会議
の実現には、高品質かつ投資対効果
の高い低コストでのシステム構築が
必要となる。一方、セキュリティ面
では、クレジットカード情報の漏洩
リスクといった問題もあり、カード
所有者の個人情報保護が求められて
いる。
今回の機能強化では、従来からあ
る会議機能（ミキシング、再生、録音、
発言権制御、AGC）に加え、新たに
独自のマルチコア負荷分散アーキテ
クチャにより 512者会議を実現した

ほか、DTMFクランプ、発話者検出
といった音声会議に有効な機能を追
加・充実させた。
また、発話者の音声のみをミキシ
ングするための会議用ノイズ抑圧機
能も追加し、大規模音声会議でも低
ノイズを実現している。さらに、暗
号化録音、DTMF検出結果ログ抑止
機能を追加することにより、セキュ
リティも強化され PCIDSS準拠に対
応している。
● OKI　通信システム事業本部
　TEL：048-431-3603

大規模音声会議に最適な音声処理ソフト
「ｅおと エンジン for Server R3.5」を販売開始

OKI

NECと NECエンジニアリング
は、無線通信モジュールのライン
アップを強化し、920MHz帯に対
応した独自プロトコル搭載の新製品
「TY92SS-E2730」を販売開始した。
現在、エネルギーマネジメントや

IoT/M2Mでは、センサや機器を中
心に配線工事の手間やコストを削減
するための無線化需要が高まってい
る。エネルギー業界における発電・
蓄電機器を含む xEMS、インフラ監
視業界での設備に対するセンサ情報
のモニタリング、ヘルスケア業界に

おける生体情報取得や見守りなど、
屋内外を問わず多様化する市場ニー
ズへの対応が求められている。
本製品は、NEC製の既発売製品

（H001-000013-001、H001-000013-

005）との互換性を保持しつつ、
500kbpsの高速通信に対応した。こ
れにより、通信時間を短縮しつつ消
費電力を低減するなど、これまで応
答速度や消費電力などの課題で無線
通信モジュールの導入が難しかった
分野へも適用範囲が広がった。また、
無線中継機能とアンテナダイバーシ

ティ機能により、障害物のある環境
や屋外をはじめする中長距離間での
安定した無線通信を実現した。
今回のラインアップ拡充は、近年
増加傾向にあるエネルギーマネジメ
ントや IoT/M2Mにおける無線化需
要の高まりなど、幅広いニーズに対
応するものだ。性能を向上しつつ低
価格化と複数の通信モードにより適
用領域を広げることで、未適用分野
での無線化実現に貢献している。
● NEC エンジニアリング
　TEL：044-435-9419

500kbps の高速通信に対応した 920MHz 帯
独自プロトコル無線通信モジュールを発売

NEC/NEC エンジニアリング

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


90 ビジネスコミュニケーション　2015  Vol.52  No.4

アシストは、同社の取扱製品であ
る、超高速 ETLツール「Syncsort 

DMExpress」の新バージョン 7.16
の提供を開始した。
「Syncsort DMExpress」は、独自
の高速アルゴリズムと並列処理によ
り、CPUやメモリなどのリソース
を最大限有効活用しながら大容量
データのソート、マッチング、集計
処理などを高速で実行する ETL

ツールだ。また、テンプレート方式
のシンプルな GUIにより、初心者
でも短期間に習得して複雑な ETL

処理も効率よく開発可能なツールと
して、通信、金融、公共業界をはじ
め、アシストでは2,800ライセンス、
380社以上の導入実績がある。
「Syncsort DMExpress」の新バー
ジョン 7.16では、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」および「Qlik 

Sense」から接続可能なデータソー
ス の 1 つ で あ る「QlikView Data 

Exchangeファイル（QVXファイル）」
の生成機能が追加された。「Syncsort 

DMExpress」で様々なデータソース

からデータを抽出し、分析に最適な
データ加工処理を実施したQVXファ
イルを生成することで、「QlikView」
と「Qlik Sense」に取り込む際のデー
タロードが高速化されることに加
え、ETL処理との親和性が高まるこ
とにより、これらQlik製品の特長で
あるインメモリ技術を生かしながら
大容量データであっても高速に動作
する分析環境を実現できる。

●アシスト
　TEL：03-5276-5850

超高速 ETL ツール「Syncsort DMExpress」の新バージョン 7.16 を提供開始
〜「QlikViwe」および「Qlik Sense」分析環境のさらなる高速化を実現〜

アシスト

SAPは、「SAP hybris Marketing」
ソリューションの強化機能のリリー
ス計画を発表した。これは、通信サー
ビスプロバイダ（CSP）向けに特別
設計されたもので、B2C・B2Bの
顧客エンゲージメントのシンプル化
と、より効果的なマーケティング業
務の実現を支援するものだ。
通信業界向け機能が SAP hybris 

Marketingソリューションに加わる
ことで、通信会社のマーケターにとっ
ては、新たな基準が確立すると同時
に、現行のマーケティングプログラ

ムを改善しつつ、関連性の高いコン
テクスチュアルマーケティングを展
開することができるようになる。

SAP hybris Marketingソリュー
ションは、リアルタイムのコンテク
スチュアルデータ（状況に即した
データ）を活用することで、特定の
お客様と見込み客の両方について、
全方位のプロファイルを更新し続け
ることができる。こうしたダイナ
ミックなプロファイルは、個々のお
客様の過去の行動履歴や、将来の行
動予測、その瞬間に最も関心のある

物事などを含んでいる。強力なター
ゲティングツールを利用すること
で、マーケターは、Webサイト、
電子メール、デジタルサイネージ広
告を通じて、パーソナライズされた
1対 1のキャンペーンで訴求した
り、営業電話やサービスコールをし
たり、モバイルアプリやモバイルデ
バイスにプッシュメッセージを送る
ことが可能となる。

● SAP ジャパン
　TEL：0120-786-727

組織の垣根を越えた予測分析を実現、
通信業界向けのコンテクスチュアル・マーケティング・プラットフォームを発表

SAP ジャパン
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デジタルとシュナイダーエレクト
リックは、シュナイダーエレクト
リックグループ間でのシナジー効果
を活かして、デジタルが監視制御ソ
フトウェアWonderware InTouchが
プリインストールされた産業用 PC 

PS4600シリーズを販売開始した。
Wonderware InTouchは、プロセ
スオートメーションで高い実績を誇
る監視制御システム用のソフトウェ
アで、Microsoft Windows上で動く
HMI（ヒューマンマシンインタ
フェース）を使った監視制御ソフト

ウェアとして、世界で 1/3のシェ
ア率（自社調べ）を占めている。従
来、プロセスオートメーション監視
制御システムソフトウェアを生産現
場に導入するには、産業用 PCの選
定や動作検証に時間や手間が必要
だった。今回、PS4600シリーズに
Wonderware InTouchをプリインス
トールすることで、製造現場やプラ
ントで導入に必要な時間や手間を削
減でき、信頼性のあるハードウェア
とソフトウェアを簡単に導入するこ
とができるようになった。コンパク

トで薄型の 12インチ、PCIスロッ
トやシリアルインタフェースの有無
で 15種類のラインアップを用意、
産業現場で求められる耐環境
IP65F、使用周囲温度 0 ～ 50℃、
各種海外規格に対応、各種通信ドラ
イバー（Wonderware DAサーバ、
汎用 OPCサーバ）で各種制御機器
（PLCなど）とプログラムレスで接
続可能、といった特長を持っている。
●デジタル　TEL：06-7176-3191
●シュナイダーエレクトリック
　TEL：03-6402-2241

プロセスオートメーション監視制御システムソフトウェア
Wonderware InTouch プリインストール産業用 PC PS4600 シリーズを販売開始

デジタル / シュナイダーエレクトリック

Red Hatは、2014年 6月にリリー
スされた Red Hat Enterprise Linux 

7初のマイナーリリースとなる Red 

Hat Enterprise Linux 7.1の提供を開
始したことを発表した。

Red Hat Enterprise Linux 7.1は、
Red Hat の次世代主力プラット
フォームに重要な機能強化を提供
し、エンタープライズオペレーティ
ングシステムを再定義するものだ。
開発ツールやデプロイメントツール
の強化、相互運用性と管理性の向上、
さらなるセキュリティやパフォーマ

ンス機能を提供している。Red Hat 

Enterprise Linuxの全てのリリース
と同様に、これらの強化は数々の受
賞歴がある Red Hatのグローバルサ
ポートに裏付けられた、安定した、
セキュアな、10年間のライフサイ
クルに基づいて提供される。

Red Hat Enterprise Linux 7.1で
は、異種混合のオペレーティングシ
ステム環境、特に Active Directory

を使用するインフラストラクチャに
向けた機能改善が提供されている。
C I F S（C o m m o n I n t e r n e t F i l e 

System）を SSSDと統合することで、
ユーザーは、winbindに依存するこ
となくMicrosoft Windowsファイル
やプリントサービスにネイティブア
クセスすることができる。LVM

（Logical Volume Management）に
は、現在、ボリュームグループやシ
ンプロビジョニングされたボリュー
ムを管理するための、OpenLMIを
ベースとする追加のフックが含まれ
ている。
●レッドハット
　TEL：03-5798-8550

Red Hat Enterprise Linux 7 最新版の提供開始により
プラットフォームのイノベーションを継続

レッドハット
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