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NECは、SDN（Software-Defined Networking）を活用
して、愛媛銀行（本店所在地 :愛媛県松山市）のネットワー
ク基盤を構築した。金融業界にて、SDNを活用したネッ
トワーク基盤の導入は今回が初めての事例になる。
これまで愛媛銀行では、顧客ニーズの変化に合わせた

サービス提供や店舗戦略に応じたシステムの追加・変更
を積極的に行ってきた。しかし、システムごとに専用の
ネットワーク機器を導入 ･運用していたため、新たなシ
ステム導入や設定変更に時間を要し、かつ設定変更作業
が複雑なためネットワーク構成のシンプル化と安全性向
上が課題になっていた。
今回、愛媛銀行は、顧客ニーズに応じたサービスを柔

軟 ･迅速に提供可能とするためのインフラとして、ネッ
トワークの統合管理・運用に適し、安全に柔軟な変更が
可能な SDNを活用したネットワーク基盤の導入を決定
した。SDNで構築されたネットワーク基盤は、これまで、
預金や融資などの業務を担う勘定系システムや情報系シ
ステムなど、システム単位で準備していた複数のネット
ワーク機器を統合し、SDNを活用した仮想ネットワー
クを構築したものだ。さらに、ネットワーク構成や通信
状態の可視化も実現したため、ネットワークの一元的な
管理 ･運用が可能となった。NECは、本ネットワーク
基盤の導入により、愛媛銀行のネットワーク運用に関わ
る業務を年間約 30%効率化することを見込んでいる。

NECは、国内外で SDNを活用したシステムを、これ
まで 200以上納入している。今後も、独自の技術 ･製
品 ･ サービスやパートナーの製品等を組み合わせた
「NEC SDN Solutions」を軸に、金融業界をはじめ、企業・
官公庁 ･通信事業者 ･データセンター事業者など幅広い
業界に向けてソリューション提案を行っていく考えだ。

NTTデータは、同社の金融機関向けスマートフォン
アプリ「アプリバンキング」が、西日本シティ銀行（本
店所在地：福岡市博多区）に採用され、本年 3月 30日
より提供を開始したことを発表した。
スマートフォンの普及により、消費者のインターネッ
トのアクセス手段は、パソコン（ブラウザ等）からスマー
トフォン（アプリ等）へシフトしており、企業等では顧
客の行動様式に合わせたサービス提供が求められてい
る。特に O2O（Online to Offline）やオムニチャネルに
代表されるリアルとバーチャルの連携、スマートフォン
をコミュニケーションツールとして活用した顧客接点拡
大のニーズが高まっている。これに伴い、金融機関にお
いても、これまでのインターネットバンキングに加え、
顧客のライフスタイルに合わせた商品やキャンペーンの
通知などを行うことができる新たな顧客接点ツールが求
められていた。

NTTデータは、金融機関と顧客を様々な利用シーン
でつなぐ生活密着型サービスとして「アプリバンキング」
を開発した。金融機関が本サービスを導入することで、
金融機関の顧客はスマートフォンからリアルタイムでの
入出金明細確認ができるほか、入出金等残高変動時の自
動通知を受けることが可能となる。また、金融機関は顧
客の位置情報を活用し、位置連動型プッシュ通知などを
行うことが可能となり、地域に密着した金融機関ならで
はのキャンペーンやお知らせなどを最適なタイミングで
配信することが可能となる。今回、そのサービスコンセ
プトが西日本シティ銀行の経営戦略の推進に資すると判
断され、採用・提供開始となった。
本サービスについては、横浜銀行、静岡銀行など、様々
な金融機関において導入が検討されている。

愛媛銀行の行内基幹ネットワークを
SDN で構築

金融機関向けスマホアプリを
西日本シティ銀行へ提供開始

NECNTT データ

NEC　第二ソリューション事業部　TEL：06-6945-3281NTT データ　第二金融事業本部　TEL：050-5546-8230
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日本オラクルは、リクルートコミュニケーションズが、
マーケティングの投資効果を最大化する「Oracle 

Marketing Cloud」のデータ・マネジメント・プラット
フォーム（以下、DMP）機能である「Oracle Data 

Management Platform」を導入開始したことを発表した。
リクルートコミュニケーションズは、リクルートグ
ループが手がける住宅、自動車、進学、派遣といった消
費者のライフイベントや趣味に関する情報・人材サービ
ス（スーモ、カーセンサー、リクナビ進学、リクルート
スタッフィングなど）において、顧客の集客ソリューショ
ンからWebマーケティング、メディアの制作・宣伝と
いったマーケティング・コミュニケーションを担ってい
る。今回、これらのマーケティング・コミュニケーショ
ンにおいて、今までの取り組み同様、広告配信の品質を
維持しつつ、さらなる広告の最適化を目指し「Oracle 

Data Management Platform」を導入した。これは、最適
な広告キャンペーンを行うためのクラウドで提供される
DMPで、ビックデータを活用した効果的なマーケティ
ングを支援するものだ。オンライン行動履歴、属性デー
タ、オフラインや CRMなどの情報をもとに潜在顧客を
絞りこむことで、広告配信やマーケティングの精度を高
めることが可能になり、ROAS（Return on Advertising 

Space：広告費用対効果）の最大化を支援することがで
きる。リクルートコミュニケーションズは、自社の
DSP（デマンド・サイド・プラットフォーム）を運用し
ながら、導入先メディアの「ファースト・パーティ・デー
タ」を活用した広告配信を行っていたが、今回の採用に
より、導入先メディアの「ファースト・パーティ・デー
タ」に加え、「サード・パーティ・データ」をシームレ
スに連携することができるようになった。

OKIは、三井住友トラスト・パナソニックファイナン
ス（以下、SMTPFC）へ、同社のマネージドクラウドで
ある「EXaaS プラットフォームサービス」の提供を開始
した。SMTPFCは、同社の代表的な業務システムを本
サービスに移行し、BCP対策を強化した。

SMTPFCは、法人や個人のお客様に対し、リース・
クレジット・カード・ファイナンスなど、多彩な金融商
品を提供している総合ファイナンス会社で、三井住友信
託銀行とパナソニックの共同出資会社だ。三井住友トラ
スト・グループのもつ資金調達力や高い信用力、専門性
に基づく提案力、メーカー系のもつ多様なチャネルや「モ
ノ」を基点とした様々な金融サービス、両者による大規
模で優良な顧客基盤、これらの強みを活かしたファイナ
ンスソリューションを展開している。SMTPFCは、こ
れまで業務システムの一部をクラウドで利用していた
が、BCP対策強化のためより堅牢なデータセンターへ
の移行を検討していた。

OKIの「EXaaS プラットフォームサービス」は、災
害対策を重視し Tier4相当のデータセンターを利用、金
融情報システムセンタが制定したFISC基準にも準拠し、
高セキュリティを実現している。SMTPFCは本サービ
スの利用により、地震・津波・水害・液状化によるシス
テム停止のリスクを大幅に低減した。移行対象のシステ
ムは稼働中のファイルサーバやドキュメント管理サーバ
などで、利用者への影響を最小化することが課題だった。
そのため、各サーバを再構築するのではなく、他社のデー
タセンターから、OKIのデータセンターに仮想サーバイ
メージを移行し、負担を軽減した。また、各サーバ環境
の事前調査に基づく綿密な移行設計およびリハーサルに
より、約 2ヶ月間という短期間で移行を完遂した。

リクルートコミュニケーションズが
より精度の高い広告配信を実現

三井住友トラスト・パナソニックファイナンスへ
「EXaaS プラットフォームサービス」を提供

日本オラクルOKI

日本オラクル　広報室　TEL：03-6834-4837OKI　統合営業本部　法人営業本部　TEL：03-5445-6726

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


98 ビジネスコミュニケーション　2015  Vol.52  No.5

静岡銀行が
社内コミュニケーション基盤を刷新

カブドットコム証券が
発注基盤システムを全面刷新

シスコシステムズ日本オラクル／アシスト

シスコシステムズは、静岡銀行が、創立 70周年記念
事業の一環として、新たに建設し、業務を開始した新本
部棟に、事業継続体制の更なる強化、社内コミュニケ－
ションの活性化や業務生産性向上を支える、社内 ICT

基盤として、同社のコラボレーションインフラと無線
LANソリューションを導入したことを発表した。
静岡銀行では、1964年竣工の本部建物の老朽化を踏

まえ、災害への対応力を高め、また地域や顧客へのサポー
ト機能を強化すべく、東海地震等に備えた免震構造と先
進的な技術を取り入れた新本部棟「しずぎん本部タワー」
を 2014年に竣工した。棟内に新たに設けられた「非常
事態対策室」では、27画面のマルチモニター上に様々
なデータを同時に表示し、情報を集中把握できる仕組み
になっている。また、緊急時には、同行の 177拠点と
本部を結ぶビデオ会議システムとしてリアルタイムに速
やかな状況把握と意思決定が可能だ。
さらに本年 1月からは、グループ企業 7社も新本部棟

へ集約し、業務連携の強化を推進している。新本部オフィ
スの全フロアには、フリーアドレス性を導入、ペーパー
レス化、会議スタイルの見直しなど、金融業として革新
的なワークスタイル改革への取り組みを進めている。
今回、静岡銀行の画期的な取り組みを支える ICT基盤

には、シスコのビデオ会議システム「Cisco TelePresence 

SX20」、「Cisco TelePresence EX60」、IPフォン「Cisco 

IP Phone 7800シリーズ」、「Cisco Unified IP Phone 9900 

シリーズ」と、無線 LANソリューション「Cisco 5508 

Series Wireless Controller」、「Cisco AP2600」などが採用
されている。今回の導入で期待されている効果は、「最
大 27画面同時表示で状況を素早く的確に把握」、「177
拠点をつなぐ行内コミュニケーション」、「オフィス内の
場所に捉われないワークスタイル」などだ。

日本オラクルとアシストは、カブドットコム証券が新
発注基盤システム「RAIDEN（ライデン）」のデータベー
ス（以下、DB）基盤として「Oracle Database」を導入し、
2014年 11月 4日より稼働したことを発表した。
三菱 UFJフィナンシャル・グループの中でリテールビ
ジネスのネット戦略中核会社であるカブドットコム証券
では、「顧客投資成績重視の経営」を経営理念に掲げ「完
全システム内製化（自社開発・運用）」を行っている。
2012年 12月よりアベノミクスの影響による株式市場の
急速な活性化により、新規口座開設数、約定件数などが
前年比の倍以上となって、従来の他社製 DBでは発注シ
ステムの処理性能に課題が生じてきたことや、2015年
には東京証券取引所で高速システム「アローヘッド 2」
が導入予定となっていることから、更なる高速性や安定
稼働を追求するため 2013年 5月より新発注基盤構築プ
ロジェクトを立ち上げ、システムの刷新に取り組んでき
た。システムの中核となる DBに関しては、フロントシ
ステム、発注システム、勘定システムの 3つのシステム
を連携させていたものを 1つに統合する方式をとること
にしたため、従来の DBでは困難となっていた、急速な
増加が予測されるデータ量にも十分対応でき、可用性を
大幅に高めることができる「Oracle Database」を採用した。
カブドットコム証券がプロジェクト発足から約 1年半
かけて構築した「RAIDEN」は、Oracle Real Application 

Clustersの採用と合わせて、プログラム・リプレースを
含めたシステム全体の最適化を図り、2014年 11月に本
格稼働を開始して以来トラブルもなく、処理性能が約
10倍向上（カブドットコム証券調べ）するなど大幅な
改善が確認されている。また、今回完了したのは基盤の
構築であるため、2015年以降は顧客がより直感的に操
作できるよう画面の刷新に着手していく予定だ。

シスコシステムズ　E-mail：press-jp@cisco.com
日本オラクル　TEL：03-6834-4837
アシスト　TEL：03-5276-5850

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


99ビジネスコミュニケーション　2015  Vol.52  No.5

消費者庁からの協力要請に対応して
「危険ドラッグ」通販サイトの閲覧制限を実施

寺岡精工がコミュニケーションインフラの
ネットワーク高速化を実現

ALSIA10 ネットワークス

アルプス システム インテグレーション（以下、ALSI）
は、消費者庁からの協力要請に対応し、特定商取引法上
の表示義務違反がある「危険ドラッグ」の通販サイトを
フィルタリングの URLデータベースに登録したことを
発表した。これにより、ALSIのWebフィルタリング製
品の利用者は、当該Webサイトの閲覧が「違法と思わ
れる薬物」として制限される。

ALSIは、日本のフィルタリングの草分け事業者とし
て 1996年よりフィルタリング事業を開始し、2000年
より自社開発のWebフィルタリングソフト「InterSafe 

WebFilter」を開発・販売している。発売以来、企業、
官公庁、学校、家庭、ISP、携帯電話など、約 1,500万
端末以上、全国の学校や教育委員会など、約 20,000校
以上の導入実績があり、「日本 PTA全国協議会推奨商品」
にも認定されている。フィルタリング製品の URLデー
タベースは、ALSIの子会社ネットスターが提供してお
り、登録件数が 33億 1,646万コンテンツ（2015年 3
月現在）に上り、国内全ての携帯電話事業者や PHS事
業者をはじめ、官公庁や企業などに採用されている。
また ALSIは、フィルタリング製品の開発・販売の傍
ら東京都や財団法人インターネット協会、NPO日本ネッ
トワークセキュリティ協会、全国読売防犯協力会、日本
薬物対策協会など、多くの団体と連携し、社会貢献活動
やフィルタリング普及啓発活動にも参画している。特に
最近は、スマートフォンやタブレットなどの利用者が急
増し、低年齢化が進んでいることから、子供たちや保護
者に対して、インターネット利用環境に潜む危険を回避
するための最新知識やフィルタリングの必要性、家庭で
のルール作りと相談しやすい環境作りなど、フィルタリ
ング普及啓発に向けた講演活動を積極的に行っている。

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（以下、A10）は、
寺岡精工の従業員3,300名が利用するコミュニケーショ
ンインフラのネットワーク高速化に同社の次世代アプリ
ケーションデリバリーコントローラー（以下、ADC）
「Thunder 1030S ADC」が採用されたことを発表した。
創業 80周年を迎えた寺岡精工は、POSレジやラベル
製品の製造・販売を手がけ、全国 40ヶ所以上の拠点よ
り流通小売業や製造業に密接したサービスを提供してい
る。近年では業界に特化したクラウドサービスを提供す
るなど革新的な取り組みを続け、日本国内だけではなく
世界 146ヶ国へとサービス展開を拡げている。
寺岡精工は全国の拠点やグループ企業との連携を強
め、先進的なサービスの開発を円滑化するためにコミュ
ニケーションインフラの見直しを進めていた。コミュニ
ケーションツール IBM Notes/Dominoのバージョンアッ
プとWebアプリケーション化と併せて、様々なアプリ
ケーションが混在する複雑なネットワークインフラのパ
フォーマンス向上と将来的なシステム増強にも耐えられ
るネットワークインフラ基盤の構築のため、これまで一
部の利用に留まっていた負荷分散機能を統合し、新たに
ADCを導入することを決定。複数のベンダーの中から、
以下のような理由を踏まえて「Thunder 1030S ADC」
の採用を決定した。
・急な仕様変更や追加の需要に応えられるパフォーマン
スと柔軟性の高さ

・多くの機能を備え、かつその全てをオールインワンで
使用できるライセンス体系

・ネットワークエンジニアも使い易い、業界標準のコマ
ンドラインインタフェース

アルプス システム インテグレーション
TEL：03-5499-8043

A10 ネットワークス　TEL：03-5777-1995

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

	Button2: 


