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KDLの ”今” を季節毎にお届けします

10月号年 5

神戸経済新聞 ランキング発表

モノの成長性を80％の確率で予測する
「関係性技術」開発メンバー。
モノの成長性を80％の確率で予測する
「関係性技術」開発メンバー。
※詳しくは中面をご覧ください。※詳しくは中面をご覧ください。

祝！KDL創立19周年
「今」「これから」と にこだわる1年に
事業部長から19周年の決意表明
モノの成長性を予測する「関係性技術」



代表取締役社長  永吉 一郎
株式会社 神戸デジタル・ラボ

19周年を迎えて

ICT事業部では、基幹システム導入支援や
周辺業務システムの開発、WEBシステム開
発などお客様の情報システムに対して多様
な形で支援をさせて頂いております。最近
では、売上向上の為のWEB最適化支援や
企画コンサルティングをECサイト構築と
共にご依頼頂く事も多く、それらを含め非
常にたくさんのお客様からご相談を受ける
様になりました。その進め方も、請負型での
開発もあれば、常駐しながらお客様と共に
開発する場合など、柔軟に対応させて頂い
ております。お客様の中には、当社設立直
後からお取引頂いている企業様もあり、長
期に渡りお客様のシステム開発に携わらせ
て頂き、業界特有のノウハウも蓄積してお
ります。
ビッグデータ、オムニチャネル、スマートデ
バイス等のキーワードがネット業界で騒が
れる中、O2O（オーツーオー）の取り組みや
iPhone・iPadをはじめとするスマートデバ
イスアプリ関連の開発にも力を入れ、導入
事例も増えております。
これまでお客様と共に作り上げてきた技術
基盤とノウハウを軸に新しいテーマへも挑
戦し、お客様のICTの進化を支援するべく
日々ご提案と価値提供に励みます。

「ProactiveDefense」という名でWebサ
イトの脆弱性診断を始めて8年が経ちます
が、お蔭様でKDLを特徴づける事業として
立たせることが出来ました。昨年は事業部
発起初年度でしたので、主に体制作りと
サービス創出を中心に注力してまいりまし
た。セキュリティスペシャリストの補強、
セールスエンジニア増員により、脆弱性診
断のみならずネットワーク、スマホ、PCな
ど総合したサービスを提供出来るようにな
りました。新たに創出出来たサービスとし
て、「リスク分析サービス」「標的型攻撃
メール訓練」「iOSアプリ脆弱性診断」など
がありますが、多岐にわたる脅威のなかで
特に必要なサービスを提供出来たかと思い
ます。
19期は、これまで培ったノウハウとスピー
ド・技術力を武器に、各スペシャリストがコ
ンサルタントとしてより企業様に寄り添っ
たサポートを適正価格で提供します。
サイバー犯罪は日に日に組織化凶悪化して
おります。
米国人ホワイトハッカーが今後も最新の動
向をキャッチアップしながら、何を優先に
対策を行うべきなのかをお伝えし、効率的
な対策が出来る様ご支援してまいります。

当事業部では、消費者が自分のタイミングで
意思決定する欲求に最大限応えるべく、リアル
タイムビジネスを実現するサービスパッケージ
を開発し、新たなマーケットの創出を目指して
います。
観測史上最速のキャッチと共に出現した検索
エンジン：sui-sei。18期、当事業部の記念すべ
き1stサービスとして検索エンジンを選びまし
た。sui-seiは我々がこれまで開発してきた
okuyamaの特徴である高速・分散処理性能を
最大限生かして開発されました。検索エンジン
を選んだ理由は、KDLが得意としてきたWeb
システム開発において、ECサイトの消費者が
最もアクセスする機能だからです。観測史上最
速を目指したのは、消費者のリアルタイムな要
求に応えるためです。このように、我々はリアル
タイムビジネスの基盤に位置する技術の開発
を進めてまいりました。
19期では、検索エンジン：sui-seiに続くサービ
スとして、顧客の今を読み解く検索ログ解析
サービス、顧客の時間を創出するデータキュ
レーションサービスなどを提供していきます。
さらに、京都大学 新熊准教授との共同研究成
果である関係性技術を用いて、顧客にとっての
未来価値を予測するサービスの実用化をモバ
イルソーシャライズシステムフォーラムを通じ
て推進してまいります。

ICT事業部長
辻本 欣史

セキュリティソリューション事業部長
三木 剛

先端技術開発事業部長
山口 和泰

皆様、平素は大変お世話になりありがとうござ
います。さて、18期はKDLにとって象徴的な年
になりました。17年間培って来た商品・サービ
スを一旦見直し、市場の要求に応える形で再
構築する。そしてそれはうまく実を結びまし
た。先端技術開発事業部はこの一年で複数の
特許を取得すると同時にその技術をサービス
化してお客様に提供するという難題を見事ク
リアしました。セキュリティソリューション事業
部は関西圏に置けるネットセキュリティのオー
ソリティというポジションを得る事に成功し、
様々なニーズを汲み取って新たなサービス開
発に邁進しています。WEBソリューション部は
市場が飽和する中で「WEBの最適化」という

サービスを開発、最適なCMSの選択から構造
の最適化までカバーする事で結果を出してい
ます。ビジネスソリューション部はまたの名を
「お得意様事業部」と称し、手段を問わずお客
様の為に最適解を出し続けると言うポジショ
ンを得るに至りました。また東京支社も新たな
お客様を得るに至り、地に足の着いた事業を
展開しています。次なる19期は18期を更にブ
ラッシュアップして、お客様視点から見てより
無駄を廃し、今必要な事とこれから必要になる
かもしれない事、この二つにこだわって行きた
いと思っています。これからもKDLを何とぞよ
ろしくお願い申し上げます。

Webセキュリティサービス



株式会社コレット様は2008年に石川県金沢
市で誕生したアクセサリーの製造・販売を手
がける企業です。兵庫県神戸市にオフィスを持
ち、三宮駅近くの商業施設「神戸国際会館
SOL（ソル）」地下2階と、愛知県名古屋市の商
業施設「LACHIC（ラシック）」5階に直営店
「COLETTE GIFT（コレット ギフト）」を運営
されています。取り扱い店舗は全国各地に31
店舗、20代～30代を中心に幅広い層に支持
されています。

加賀友禅や金箔といった美しい手工芸から着

想を得て、ゴールドと天然石を組み合わせた
繊細なアクセサリーを製作。生誕の地である
金沢の手工芸品のように「永く大切にお使い
いただきたい」という思いを込めて桐箱に入れ
お客様へお渡しされるなど、随所に独自のこ
だわりを発揮されています。

KDLは、オンラインショップやコーポレートサ
イトの最適化を支援させていただいていま
す。代表の中橋様からは「PVが上がった。購入
数が増えた」とお喜びの声をいただいていま
す。今後ともどうぞよろしくお願い致します！

S
 

お得意様紹介　株式会社コレット様

株式会社コレット　http://colette-inc.co.jp/
コレットギフト　　https://colette-gift.jp/

モノの成長性を80％の確率で予測する「関係性技術」
あらゆるデータをソースに
新たな価値、事業性を生み出す「データ・マネタイゼーション」

KDLは、京都大学、電気通信大学とともに共
同で、「関係性技術」に関する研究を進めて
います。
関係性技術とは、物理情報やオンライン情
報などの目的や形態の異なる多種多様な
データから、人・場所・モノ・マシンなどの
人々の活動におけるあらゆる要素の潜在的
な関係性を定量化し、例えば今後注目され
る商品や人物など、モノゴトの未来の価値を
予測する技術です。

この技術では、移動ログ・利用ログ・Ｗｅｂ
データなどのログデータを元に、そこに含ま
れる各要素間の関わりや影響を「関係性グラ
フ」としてモデル化します。そして基点となる
要素から関係性の強い要素の集合だけを抽出
し、基点と各要素のつながりを評価して、基点
にとっての各要素の成長性（＝未来の価値）を
予測します。
目的の異なる多様なデータを組み合わせるこ
とができ、また「関係性」を軸として人間の先
入観のない分析を行えるため、これまで気づ
き得なかったモノゴトの潜在的なつながりを
発見できることが期待されています。産業応
用の例としては、マーケティングにおいて潜在

顧客やヒット商品を予測することで意思決定
を支援したり、病気や事故を予見して注意を
喚起したりなどの活用方法が挙げられます。
今年6月には、「モノの成長性」を約80％の確
率で予測できることを、モバイルソーシャライ
ズシステムフォーラム（※）で実施された実験
で実証しました。

今後KDLは、関係性技術の「モノの未来価値
を予測できる」という特徴を活かし、あらゆる
データをソースとして新たな価値、ひいては
事業性を生み出す行為を「データ・マネタイ
ゼーション」と定義して提唱してまいります。

2013年度中には複数のデータソースを対象
にした実験を行い、より柔軟でかつ精度の高
い予測能力の検証を進めていきます。また、
事業化の目標として個人とその状況に応じた
レコメンドサービスや個人の行動を先読みし
たコンテンツ配信サービスといった用途で、
2013年度中にフォーラム会員企業での実用
化を目指します。

※モバイルソーシャライズシステムフォーラ
ム（MSSF）・・・関係性技術の産業応用を目的
とした、産業化推進フォーラム。KDLが京都
大学とともに主宰している。2011 年 9 月 
30 日に設立し、現在参加団体は 29 団体に
およぶ。

K D L 最 近の活動

10月初旬、「モバイルソーシャライズシステム
フォーラム」のWEBサイトのリリースを予定して
います。

http://mssf.jp/

10月3日～4日、CEATEC JAPANのブースで、「関係性技術」をご紹介
します。
http://www.ceatec.com/ja/



神戸経済新聞四半期ランキング発表！ （2013.6～2013.8）

2009年に神戸市内や淡路島を中心に撮影が行われ2011年に製作された映画「メモリーズ・コー
ナー」。6月25日には「OSシネマズ神戸ハーバーランド」で「フランス映画祭2013」に合わせて特別
上映された。7月にDVDの販売が決まっている同作品の主演を務めるデボラ・フランソワさんと同
映画祭神戸特別上映事務局代表の高木マレイさんに話を聞いた。

フランス映画祭特別上映に「メモリーズ・コーナー」
-主演のデボラ・フランソワさんと
映画祭神戸特別上映事務局代表の高木マレイさんに聞く

株式会社神戸デジタル・ラボ
本　　社：〒650-0033　神戸市中央区江戸町93 栄光ビル2F・5F

東京支社：〒150-0022　東京都渋谷区恵比寿南1-5-5 JR恵比寿ビル11F

株式会社神戸デジタル・ラボ　WEBサイト http://www.kdl.co.jp/
メルマガ最新号・配信希望はこちら　http://www.kdl.co.jp/mailmagazine/
KDL NOW! PRESSバックナンバーはKDLサイトで公開中！

TEL：078-327-2280　FAX：078-327-2278

神戸経済新聞 特集記事 （2013.7）

モロゾフ（神戸市東灘区）は7月1日、同社定
番カスタードプリンの新商品「プライムカス
タードプリン」を発売した。（神戸経済新聞
に続く）

モロゾフがカスタードプリンの味と
容器一新－51年目で「プリン元年」に

2013.07.03

神戸・元町駅北側のトアウエストエリアにフ
レンチトースト専門店「CHOU CHOU
（シュシュ）」（神戸市中央区下山手通3、
TEL 078-333-7011）がオープンして約2
カ月がたった。（神戸経済新聞に続く）

神戸・トアウエストにフレンチトース
ト専門店－生クリーム使い「フワフ
ワ食感」に

2013.07.28

神戸・阪急三宮駅北側に6月7日、クラブと
エンターテインメントを融合した新空間
「LARUS KOBE（ラルス神戸）」（神戸市中
央区北長狭通1、TEL 078-391-2016）が
プレオープンする。グランドオープンは8日。
（神戸経済新聞に続く）

神戸・三宮にクラブ新店「ラルス神戸」
－早い時間から楽しめる店目指す

2013.06.06

　 映画「メモリーズ・コーナー」について

－どんな作品ですか？
高木さん：2011年に製作され、阪神・淡路大震災
と孤独死をテーマにした作品。オドレイ・フー
シェ監督の初作品で、キャストは、デボラ・フラン
ソワさん、西島秀俊さん、阿部寛さん、フランソ
ワ・パピニュさん、國村隼さん、塩見三省さん、倍
賞美津子さんなど。愛するものを失った、2人の男
と1人の女。フランス人女性記者が体験した愛と

希望の物語。

－日本の俳優と共演することについて
デボラさん：「メモリーズ・コーナー」は日本の俳
優やスタッフと関わる初めての経験だった。すご
く感動的で素晴らしい経験になった。遠い日本で
有名な方と共演できたことは素直にうれしかっ
た。日本でのロケで淡路島に行ったが、とても素
晴らしいところ。感動した。

－フランスと日本の文化について
デボラさん：違いはたくさんある。難しさを感じた
こととして、日本ではマネジャーがいる場合が多
いが、フランスにはない。集中したい時に、ずっと
そばに誰かがいる状況にストレスを感じてしまう
こともあった。また、フランスでは朝のあいさつに
キスをするが、それが原因でいつも5～10分程度
遅刻していた。フランスでは5～10分なんて遅刻
に入らないが、日本ではアウト。時間の意識の違
いに戸惑うことも多かった。
（神戸経済新聞に続く）

2013年10月でKDLは19周年、KDLNOW!PRESSは1周年を
迎えました。これまで頂いていた「どんな社員がいるの？」とい
うご質問にお応えするべく、今回から中面でご紹介するサービ
スに関係するKDLメンバーが表紙を飾ります。開発の裏側もご
紹介していきますのでお楽しみに！

表紙の写真で手が込んでいるのが人物の髪の毛を背景から綺
麗に切りぬく事です。　毛先は髪と写真の背景の色が入り組ん
でいますので、丁寧に仕上げないと合成後に不自然になりがち
です。そういった時には、人物と合成後の背景の境目を少しぼ
かしてあげる事で、自然な仕上がりになります。
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