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日本オラクルは、同社の PaaS

（Platform as a Service） で あ る
「Oracle Cloud Platform」に、新た
に「Oracle Database Cloud - Exadata 

Service」、「Oracle Big Data Cloud 

Ser vice」、「Oracle Mobile Cloud 

Service」などの新サービスを追加
したことを発表した。

IT専門調査会社の IDC Japanは、
2013 年の国内 PaaS 市場規模は
254 億 3,800 万円、2018 年には
969億 6,400万円となり、2013年
～ 2018 年 の 年 間 平 均 成 長 率

（CAGR：Compound Annual Growth 

Rate）は 30.7％になると予測して
いる。このような市場環境に呼応し、
日 本 オ ラ ク ル は「POCO（The 

Power Of Cloud by Oracle）」をキー
ワードに、オラクルのクラウドをよ
り簡単に、分かりやすく、迅速に使
える仕組みを構築していく。今回の
発表はその一環だ。
「Oracle Cloud Platform」の利点
は、新規アプリケーションの構築や
既存アプリケーションの拡張を行え
る一方で、アプリケーションを変更

せずに既存のオンプレミスのワーク
ロードをシンプルにクラウドに移行
できること。また、ユーザー・エク
スペリエンスおよび生産性の向上、
データの管理と分析、アプリケー
ションの迅速な開発・テスト・導入、
オンプレミスとクラウド間の連携、
豊富なビジネス情報の活用とユー
ザー間のコラボレーションが可能に
なることだ。

●日本オラクル
　TEL：03-6834-4837

ビッグデータ、モバイル活用を支援する
最新クラウド・プラットフォームを発表

日本オラクル

NECは、高精度な画像認識やデー
タ関連性の分析を行う人工知能技術
の一つであるディープラーニング技
術を搭載したソフトウェア「NEC 

Advanced Analytics - RAPID機械学
習 V1.1」の発売を開始した。
多くの企業では、新たな価値の創
出に向けて、ビッグデータ活用に注
力している。特に膨大な画像・テキ
スト等のデータを人間のように認
識・理解し、専門家の判断や推論が
必要な画像認識やマッチングなどを
可能にするディープラーニング技術

を活用した機械学習システムのニー
ズが高まっている。その一方で、機
械学習システムの導入には大量の
データを学習するために、膨大なメ
モリや CPUが必要になる。
「NEC Advanced Analytics - RAPID

機械学習 V1.1」は、提供画像やテキ
ストなどの複雑なデータを省リソー
スで高速に学習する製品だ。本製品
は、事前に手本となるデータを読み
込むことで、自動で傾向を学習し、
カメラ画像からの不審者の自動検出
など高精度な画像認識を実現する

「画像解析版」と、求職者の適性に
あった求人企業の紹介など効果的な
マッチングを実現する「人材マッチ
ング版」の 2種類がある。NECでは、
「画像解析版」は、交通監視や店舗
内監視、工場の検品などの様々な画
像分析を活用する業務への適用を、
「人材マッチング版」は、人材仲介業、
企業内の人事業務（人材配置や組織
改正等）、大学の中退者予測などへ
の適用を想定している。
● NEC　クラウドプラットフォーム事業部
　E-mail：bd_contact@pfbu.jp.nec.com

自動でデータの傾向を学習する人工知能ソフトウェアを発売
〜高速処理を実現しサーバ１台から導入可能〜

NEC

http://www.bcm.co.jp/
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「ソーシャル・ビジネス ITソリュー
ション」を提供するブロードビジョ
ンの日本法人、日本ブロードビジョ
ンは、モバイルでの共同作業とリア
ルタイムのコミュニケーションを一
元化して業務改革と飛躍的な生産性
向上をもたらすエンタープライズ
ソーシャルソリューション「Vmoso」
の国内公式販売を開始する。

Vmosoは、Eメールをも同一フィー
ドに取り込み、セキュリティが確保
されたメッセージング（チャット等
の IM/SMS）を通じたリアルタイム

コミュニケーションとコンテンツ共
有により、企業内および外部との高
度なコラボレーションを実現、モバ
イルでスピーディーに共同作業を効
率的に実行していくことを可能にす
るソーシャルソリューションだ。
ブロードビジョンは、今日のグ
ローバルなビジネスには CC&E

（Communication, Collaboration & 

Engagement：会話、協働、繋がり）
が必須であると考え、新しいワーク
スタイルとして提唱している。
「Vmoso」は、バーチャル、モバイル、

ソーシャルを基盤とし、電子メール
を使用し続けるユーザーとの完全な
互換性を維持しながら、CC&Eのた
めの新しい統合されたプラット
フォームを提供するものだ。相互接
続された環境で、仮想企業間通信、
モバイル・ワークグループ間の協業、
およびソーシャルでのビジネス行動
を統合し、CC&Eの実現により業務
を効率化し、ワーカーの活力を飛躍
的に向上させることが可能だ。
●日本ブロードビジョン
　TEL：03-5777-7040

企業内、および外部とのコミュニケーションとコラボレーションを
モバイル上で一元化する「Vmoso」の販売を開始

日本ブロードビジョン

シーティーシー・エスピー（以下、
CTCSP）は、セゾン情報システム
ズのデータ連携ソフトウェア
「DataSpider」の提供を開始した。
「DataSpider」は、企業内外に分
散しているデータを相互に連携させ
る EAIソフトウェアだ。アプリケー
ション、データベース、ファイルな
どの様々なデータとアダプタ機能を
介して接続することで、システム間
でのデータの受け渡しを簡単に行う
ことができる。データの取り込み、
書き出しに加えて、データの加工や

編集を行う機能、データ連携を自動
で実行する機能もある。また GUI

を用いた開発・運用環境では、スク
リプトと呼ばれる処理フローをアイ
コンの配置によって作成できるた
め、高度なスキルや専門的な技術知
識は必要がない。

CTCSPは、2003年からマルチ
プラットフォーム環境におけるデー
タ転送ソフトウェア HULFTの取り
扱いを開始しており、製品の販売、
導入サービス、保守サポートを提供
している。HULFTが転送した形式

が 異 な る 様 々 な デ ー タ を
「DataSpider」を利用してデータ連
携を行い、データ形式を統合する。
統合されたデータは BIツールを活
用することでデータ分析・ビジュア
ル化を行う。このような機能を持つ
デ ー タ 連 携 ソ リ ュ ー シ ョ ン
「DataSpider」を活用することで、
企業が保有するデータの検索や集
計、分析が容易になる。

●シーティーシー・エスピー
　TEL：03-5712-8560

データ連携ソフトウェア「DataSpider」を提供開始
〜総合的なデータ連携ソリューションで企業のデータ利活用を支援〜

シーティーシー・エスピー

http://www.bcm.co.jp/
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楽天グループの通信サービス会社
であるフュージョン・コミュニケー
ションズは、大・中規模のコンタク
トセンター向けシステム「FUSION 

Multimedia Contact Center（以下、
FMCC）」の提供を開始した。

FMCCは、独自のコアアーキテ
クチャ「iMATRIX」をベースに、
IP-PBX、IVR、CTI、ACD、通話録
音のほか、オペレータの稼働状況を
リアルタイムに座席表に表示する
エージェントマップ、電話営業、ソー
シャルメディアやチャット等のマル

チメディア連携などの各機能をモ
ジュール化したコンタクトセンター
システムだ。モジュール化すること
で、機能単位でのサーバの増強が可
能。さらに、グレースフル・シャッ
トダウンの実装など、メンテナンス
時の影響を最小限に抑え、安定した
システム運用を実現できる。
また、マルチテナント、マルチア
カウントにも対応しており、クラウ
ド、オンプレミス、ハイブリッドの、
それぞれの環境に適した柔軟なシス
テム構成や、複数センターの統合管

理など、効率的なシステム運用が可
能だ。
フュージョンは、FMCCをベー
スに、他製品を組み合わせ、大・中
規模コンタクトセンターに向けて、
「FMCCプライベートクラウドサー
ビス」、「FMCCシステム提供と保
守・監視サービス」、「システムイン
テグレーションサービス」などの
サービスを実現していく考えだ。

●フュージョン・コミュニケーションズ
　TEL：050-5518-8355

大・中規模コンタクトセンター向けシステム
「FUSION Multimedia Contact Center」の提供を開始

フュージョン・コミュニケーションズ

SAPジャパンは、エンタープライ
ズレベルの性能を備え、アプリケー
ションへの埋め込みも可能な自己管
理型 RDBMS「SAP SQL Anywhere」
スイートの最新版であるバージョン
17のリリースを開始することを発
表した。本ソフトウェアは既にグ
ローバルでは 1,200万以上のイン
ストール実績を持っている。
モノのインターネット（IoT：

Internet of Things）システムやデー
タ集中型のモバイルアプリケーショ
ンは、SQL Anywhereと SAP HANA

プラットフォームによって可能とな
る新たなリモートデータ同期機能を
活用することで、中央のエンタープ
ライズシステムとネットワークの
エッジに位置するリモートの拠点間
でデータをセキュアに移動させるこ
とができる。

SAP のプラットフォーム・ソ
リューション・グループ、プラット
フォーム・テクノロジーのバイスプ
レジデントであるケン・ツァイ氏は、
「最新版では、大企業の小売店舗、
レストラン、サテライトオフィスな

どのリモートの現場で、エンタープ
ライズデータをセキュアにキャプ
チャし、それらにアクセスでき、さ
らに SAP HANAにフィードバック
することができます。お客様はまた、
低帯域または接続が断続的な遠く離
れたロケーションにおいて、たとえ
オフラインであっても、必要な IoT

のデータを収集・分析でき、重要な
タスクを実行することができます」
と語っている。
● SAP ジャパン
　TEL：0120-786-727

「SAP SQL Anywhere」スイートの最新版を発表
〜ミッションクリティカルなサービスが IoT やクラウドに拡張可能に〜

SAP ジャパン

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