
様な投資家が多様な商品を選択し、自分に最適

な投資を行う時代になりつつあるといえるだろう。

これに伴い証券会社に対する顧客の要求も多

様化・高度化している。幅広い商品ラインアップを

提供すると共に、迅速な情報提供や顧客対応が

求められるようになっているのである。

　このような要求に高いレベルで応えているの

が、日興コーディアル証券である。同社は2001年

に日興證券の証券業務を継承して発足。個人顧

客と法人顧客の両方を対象に、資産運用コンサ

ルティングから金融商品の売買、株式公開・情報

に関するコンサルティング、M&A等、幅広い業務

を手がける証券会社である。社名の“コーディア

ル”とは“誠心誠意”“真心をこめた”という意味

を持ち、“社会への責任と絆”“心を込めた対話

によるお客様との絆”という、同社の行動指針を

端的に示している。この行動指針に基づいて提

供されている同社のサービスは顧客や業界から

も高く評価されており、Eコマースサイトをユー

ザーの視点で評価・ランキングする「ゴメス

（Gomez）」の2003年夏期オンライン総合証券ラ

ンキングでも、最高得点を獲得しているのだ。

　その日興コーディアル証券が、いま新たなチャレ

ンジを開始しようとしている。トレーディングセン

ターのある新川オフィスに約1000台のIPフォンを

導入。これが2004年5月から本番稼働を開始す

るのだ。これと同時にCisco Unityによるユニファ

イドコミュニケーションも実現。さらに2005年末ま

でには営業店やコールセンターへの導入も進め、

最終的に全社で1万台のIPフォンが導入される

お客様中心のサービス提供によって、顧客や

業界から高い評価を受けている日興コーディ

アル証券。ここではさらなるサービスの高度

化と、社員のワークスタイル変革の基盤とし

て、IPコミュニケーションの導入が進められ

ている。注目したいのは当初から、ユニファ

イドコミュニケーションの実現が前提になっ

ている点。PBXの廃止によるコスト削減効

果よりも、電話とITの融合によって新たな付

加価値を実現することが重視されているの

だ。まず本社機能が集中する新川オフィスに

約1000台のIPフォンとCisco Unityが

導入され、2004年5月に本番稼働を開始。

2005年末までには全社展開を完了させ、合

計で1万台規模の環境を整備する計画に

なっている。この基盤の上で新たな

“Telephony（電話術）”を開拓すること

で、お客様中心のビジネスをさらに加速する

ことが目指されているのである。

2005年末までにIPフォンを1万台導入

電話とITの融合で新たな可能性を拓く

　2003年5月に7000円台という底値を付けてか

ら、一時的な下げはあるものの、着実に上昇を続

けている日本の株式市場。市場牽引の主役とし

て海外投資家の存在を重く見る向きもあるが、国

内の個人投資家の割合が以前に比べて増えて

いるという指摘もある。株式市場への参加者は、

かつてなかったほどに多様化しているのだ。その

一方で金融商品のバラエティも拡大している。多

［導入事例］

シスコソリューションでユニファイド
コミュニケーションを実現
電話とITの融合によって
顧客サービスのさらなる高度化を目指す
日興コーディアル証券株式会社

Case Study



計画なのである。

　「IPフォン導入の最大の目的は、電話のあり方

を変えることで、サービスの高度化やワークスタイ

ルの変革を実現すること」と説明するのは、日興

コーディアル証券でシステム統括部長を務める立

原氏。電話は現在でも重要なコミュニケーション

手段であると同時に、顧客チャネルとしても大きな

役割を果たしている。これをITを融合させること

で、電話に新たな付加価値を加えること。これが

同社におけるIPフォン導入の最大の狙いなのだ

という。

重視したのは付加価値と自由度

徹底した検討の結果シスコを採用

　日興コーディアル証券で“電話をIP化”するた

めの本格的な検討が始まったのは、2002年12月

だった。「技術面での研究は以前から行ってい

た」（立原氏）が、製品やサービスの品揃えが豊

富になったことで、導入が容易になったと判断さ

れた。また2002年12月に社内でシステム統括部

が発足したことも、きっかけのひとつになったとい

う。日興コーディアル証券ではそれまで、よりユー

ザーに近い場所にシステム関連部署が分散して

いたが、システム統括部が発足することでこれら

が統合され、会社全体を視野に入れたITのあり

方を議論しやすくなったのである。

　IP化の実現方法としては、IPセントレックスの

利用やIP-PBXの導入等、その時点で考えられ

るあらゆるものが検討の俎上に乗せられた。さら

にそれぞれの手法について、各社の製品やサー

ビスの比較も行われていったという。この徹底し

た比較・検討の結果、最終的に選択されたのが、

シスコのIPコミュニケーションだった。

　その理由を立原氏は「サービスの高度化や

ワークスタイルの変革のためには、アプリケーショ

ンでどのような付加価値を付けられるかが重要

だったから」だと説明する。同社にとってのIP化

の真の狙いは、PBX等の既存設備を廃止してコ

ストダウンを実現することではない。目指されたの

はあくまでも“新たな価値をもたらすこと”にあり、

これが達成できなければIP化してもまったく意味

がないというのだ。またサーバーを社外に置くIP

セントレックスでは利用できるアプリケーションが制

約される可能性もあるが、自社にサーバーを設置

するIPコミュニケーションなら自由度も確保しや

すい。さらにユニファイドコミュニケーションを可能

にするCisco Unityや、ノートPCをIPフォンとし

て利用できるSoftPhoneなど、IPフォンベースの

各種ソリューションが揃っており、シスコ製品の上

でアプリケーションを提供するAVVIDパートナー

が数多いことも重要なポイントになった。IPフォン

に関してこれほど多様なアプリケーションを揃えた

ソリューションをトータルな形で提供できるベン

ダーは、シスコ以外にはなかったという。

　「なかでも魅力的だったのはCisco Unityの存

在でした」というのは、日興コーディアル証券 シス

テム統括部でIT推進課長を務める長沼氏だ。

ユニファイドコミュニケーションを実現できれば、音

声と電子メールをシームレスに利用できる上、音

声データを情報として活用することも容易になる

からである。その一方で、長沼氏と同様にシステ

ム統括部でIT推進課課長を務める中井氏は、

日興コーディアル証券株式会社
システム統括部長

立原 康司 氏

日興コーディアル証券株式会社
システム統括部 IT推進課
IT推進課長

長沼 久司 氏

鶴見データセンターに設置されたにCisco CallManagerと
Catalyst6500。10,000台規模のIPフォンの導入に向け、
CallManagerも順次増設予定。

日興コーディアル証券株式会社
システム統括部 IT推進課
課長

中井 友佳子 氏



Cisco Unityの導入はイントラネットの利便性を高

める効果もあると指摘する。例えば同社がイントラ

ネット上に構築した電子電話帳には、PCのマウ

スやキーボードの動きをチェックして相手が在席

しているかどうかを確認できる機能や、不在時に

“伝言メモ”ボタンを押すことでOutlook（電子

メール）と携帯電話にメッセージを送る機能が実

現されている。実はこのような仕組みも近い将来

電話とITの融合を念頭において構築されたもの

であり、ユニファイドコミュニケーションの実現に

よって、より高い効果を発揮するはずだという。

視野に入っている多様な活用方法

支店のあり方が変わっていく可能性も

　実際に導入に着手したのは2003年10月。IP

フォンとしては主としてCisco IP Phone 7912G

を採用、一部でCisco IP Phone 7960G/7914も

使用している。またIPフォン導入に合わせてフロ

アスイッチ等のネットワーク機器も、Catalyst 4506

とCatalyst 3550の組み合わせへと移行した。さ

らにCisco CallManagerとCisco Unityが導入

された他、通話録音装置も導入されている。

　これと並行して、支店間ネットワークの再構築も

2003年10月から開始されている。日興コーディア

ル証券では2001年に支店間をIP-VPNで接続

し、主要拠点間（本社間）は6Mbps×2～4、そ

の他の支店では1.5Mbps×2の帯域を確保して

いた。これを今後は2系統の広域イーサネットへ

と移行し、主要拠点間は100Mbps×2、支店に対

しても10～20Mbpsの帯域を提供することに

なっている。

　IPコミュニケーションが最初に導入されるの

は、前述のとおり新川オフィスである。その理由は

「新川オフィスには本社商品部門が集まってお

り、全社に対する情報発信基地になっているか

ら」と立原氏は説明する。それでは具体的に、ど

のような活用方法が考えられているのか。長沼

氏は「具体的な活用イメージはユーザーとの間

でこれから固めていくことになる」と前置きしなが

らも、システム統括部としては次のような構想を

持っているという。

　まずユニファイドコミュニケーションで電話と電

システム構成図
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子メールが融合することで、これまでイントラネット

で実現されていた様 な々機能が、電話でも利用

できるようになる。例えばPCの動きで在席確認で

きる機能に“相手が通話中かどうか”をチェック

する機能も加えれば、電話をかけたのに話中

だったという無駄なアクションを減らすことができ

る。また伝言メモ機能も“音声で伝言を残せる”

ようにすれば、利便性はさらに高まるはずだ。これ

らの機能の実現については、すでに具体的な検

討が始まっているという。

　営業担当者に対しては、SoftPhoneを導入し

たノートPCを利用してもらうことも考えている。こ

のノートPCを持ち歩くことで、インターネットに接続

できる場所であればどこででも、会社の電話を利

用できるようになる。また日興コーディアル証券で

は毎朝“全店一斉放送”をオフィスに音声で流し

ているが、この放送を音声ファイル化して電子

メールで配布することで、よりお客様のタイムスケ

ジュールに即した働き方が可能になる。

　長期的には支店そのもののあり方が変わる可

能性も視野に入っている。社外でも社内と同様
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のコミュニケーションが行えるようになれば、支店

は営業担当者にとって顧客先に出向くための

“止まり木”的な位置付けとなり、さらに、今まで以

上に店舗スペースの効率化も進むので、支店の

スペースをよりお客様のために開放するなど、他

の目的に使うことも考えられる。また、注文の発注

の流れも、より効率的に大きく変わる可能性があ

る。同様に、本社部門の働き方やオフィススペー

スも、IP電話の導入によって効率化に向けて変

革が可能になると考えている。

ユーザーと共に活用方法を具現化し

お客様中心のビジネスをさらに加速

　コールセンターにもIPコミュニケーションが導入

されれば、顧客の声をデータとして扱うことも容易

になる。日興コーディアル証券ではすでに、コール

センターに集まった顧客情報をテキストマイニング

するという取り組みにも着手しているが、これに音

声データが加われば、よりきめ細かいマーケティン

グを行うことが可能になるはずだ。コールセンター

へのIPコミュニケーション導入は2005年末まで

日興コーディアル証券株式会社

2001年に日興證券の証券業務を継承して発足。

個人顧客と法人顧客の両方を対象に、資産運用コ

ンサルティングから金融商品の売買、株式公開・情

報に関するコンサルティング、M&A等、幅広い業

務を手がける証券会社。社会との絆や顧客との心

を込めた対話を重視しており、社名に含まれる

コーディアルという言葉も“誠心誠意”を意味す

る。その企業姿勢に基づく各種サービスは高く評

価されており、Eコマースサイトをユーザーの視点

で評価・ランキングする「ゴメス（Gomez）」の

2003年夏期オンライン総合証券ランキングで、

最高の得点を獲得している。資本金1000億円、

従業員数 6304名（2003年12月現在）、営業

収益 1249億8800万円（2003年3月期）。

http://www.nikko.co.jp/

Profile
に実現する計画になっているが、これと同時に

VoIPボイスレコーディングや分析ソリューションを

導入することも検討されている。

　このようにIPコミュニケーションの導入は、多岐

にわたるメリットをもたらすものとして、大きな期待

が寄せられている。そのメリットを最大限に引き出

すために、2003年10月には「IT/IP化検討委員

会（現在デジタル委員会に改組）」も設置され

た。これはIPコミュニケーションをはじめとするIT

活用を、今後どのように進めていくかを検討する

ためのもの。システム統括部だけではなく、ユー

ザー部門も参加する全社的な委員会なのだ。

　「ユーザーが実際にIPコミュニケーションを

使うことで、多様なアイディアが出てくるはず」と

立原氏。今後は社内の様 な々セクションを巻き

込みながら具体的な活用イメージを作り上げ、現

実の効果として示してゆきたいという。「IPフォン

は単なる“Telephone（電話）”ではなく、新しい

“Telephony（電話術）”。これを経営に活かす

ことで、お客様中心のビジネスはさらに加速する

はずです」


