KDLの ”今” を 季節毎 にお届けします
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エンタープライズキュレーションサービス始めます
セキュリティーサービスでお得なキャンペーン開始
神戸経済新聞 ランキング発表

「 WEBからの情報収集をより精度高く、高速に」
豊富なコンサルティング実績をもとに価値創造を支援する
エンタープライズキュレーションサービスの提供を開始します。
KDLではこの春、精度の高い情報を世界中から

日本能率協会グループが2013年6月にビジネ

2013年12月に「NTTコムリサーチ」登録モニ

瞬時に収集することで、人間にしかできない

スパーソン1000人を対象に行ったアンケート

ターを対象に行ったアンケートがあります。そ

「価値を創造するための時間」を創出するエン

「仕事の能率を上げるのに必要なことは？」
（3

れによると、約半数の企業が会社全体で「デー

タープライズキュレーションサービスの提供を

つまで選択可）では、1位は「事前の情報収集」

開始します。WEB上の情報収集にあたり、あた

（44.8％）、2位は「自分のスキルアップ」

かも宇宙探査機や海底探査機、地中探知機な

（37.3％）、3位は「緻密な計画」
（31.6％）とい

タの蓄積・共有」、
「情報検索・情報収集」に積極
的に取り組んでいることや、データの活用分野
で最も多いのは「経費削減・無駄の削減」

どの無人探索機のように、人間が探索できない

う結果が出ています。確かに仕事を進める上で

（27.4％）、
「営業戦略策定・マーケティング」

ところも飛び回り、欲しい情報を探索し収集し

必要な情報が手元にあれば能率は上がります

（22.3％）、
「新商品・新サービスの企画・開発」

ます。

し、自らのスキルアップや計画を立てるにも的

（19.2％）だという結果が出ています。この結

確な情報収集がキーになってくると言えます。

果から、すでに多くの企業がデータ収集に力を
入れ、データを活かすことが企業存続の重要な

さて、サービスを使用せずに「時間」を捻出する
には仕事の能率を上げる必要がありますが、皆

また、収集した情報をどのように活用している

様はどのようなことに取り組まれていますか？

かの状況についてはNTTデータ経営研究所が

要件だということが読み取れます。

2013年夏でインターネット上の流通情報量が
人間の消費情報量の倍を超えたのはご存知で
しょうか。皆様も「目を通すサイトの数と、見た
いけど見られなくなったサイトの数が同数程
度」
「スマホの登場でサイト閲覧時間は増えた
のに、通勤時などの隙間時間に全てに目を通せ
なくなってきた」というような経験はありません
か？WEBサイト数は7億6千万を超え、毎日約
40万サイトが増加（2013年現在）し、2025年
には現状の約200倍にまで膨れ上がるのでは
ないかという予想も出ている現在、増え続ける
情報量が相手では、人の作業量は簡単に限界
に達し、思うような成果が出ないのは必然かも
しれません。
（左図：インターネット上の情報推移予測 KDL調べ）

「それでも大切な情報収集だから！」と、マン

キュレーションサービスは、ITを発 信し続け

パワーをフル活用して現状を続けていくべき

たKDLが自信を持って提供する新サービスで

でしょうか？確かに情報収集は大切ですが、

す。今後、この概念を共有したさまざまなサー

KDLはその先にある「人間にしかできない価

ビスを発表していく予定です。第一弾は、営業

値創造」に時間を費やすべきだと考えます。実

活動やマーケティング活動を支援する「ター

は情報収集は「機械」が得意とする作業です。

ゲティング」に特化したサービスです。潜在顧

お得意さま紹介
その機能を最大限に活用できるサービスを開

客の可視化、特定の情報を定義することを得

発・提供することで、皆さまに「価値創造のた

意としています。2014年4月よりサービス詳

めの時間」をご提供したい、そんな思いからこ

細や概念などを記載したメールマガジンの発

のサービスは生まれました。これまでに「法律

行を予定していますので、ぜひお読み頂けま

サービスについてのお問い合わせは、

や条約の改訂発表」や「サービスに関する誹

すと幸いです。

神戸デジタル・ラボ

（写真左：山口耕平、右：山口潤）

先端技術開発事業部の

謗・中傷」に関する情報のみを収集するなどの

山口潤（東京）、山口耕平（神戸）まで

実績を持ち、お問い合わせもいただいていま

TEL
（神戸本社）
：078-327-2280

す。
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（東京支社）
：03-5488-6021
Mail：jun-yamaguchi@kdl.co.jp（潤）
Mail：ko-yamaguchi@kdl.co.jp（耕平）
http://www.amille.jp/

KDL最近の活動

KDLで「ハッキング勉強会」を開催しました
KDLでは情報セキュリティやWEBサイトの最適化など、さまざまなセミ
ナー・勉強会を開催していますが、今回はセキュリティに関する勉強会を
ご紹介します。
先日、GIAC資格者であり、ホワイトハッカーとしてKDLの情報セキュリ
ティサービス「Proactive Defense」を支えるマシス・ザッカリーが主宰
する「ハッキング勉強会」をKDL本社で開催しました。
今回のテーマは、ハッキングコンテスト「CODEGATE2014」のオンライ
ン予選に挑戦するというものです。KDL会場に参加された方以外にも
北海道や鳥取をオンラインでつなぎ、約20人のチームで挑みました。

「CODEGATE」は主催者側が用意したコンピュータシステムへの攻撃に
ついての速さや技術を競う「CTF（Capture the Flag）」と呼ばれる種類
のコンテストです。セキュリティ大国と呼ばれるアメリカやロシアなど世
界各国から数千人規模の参加者があるイベントで、この日開催されたオ
ンライン予選では制限時間30時間以内に問題をクリアし、獲得したポイ
ント順に4月に開催される本選への出場権を獲得するというものでした。
KDLでは、こういったコンテストへの参加はもちろん、今後もさまざまな
テーマで勉強会やセミナーを開催していきたいと思っています。
機会がありましたら、ぜひ参加ください。

KDLのFacebookアカウントができました
KDLのFacebookアカウントができました。
サービスに関する最新のリリース情報やセミナー情報、
メディア掲載情報などを不定期で配信しています。
Facebookアカウントをお持ちの方は、
ぜひ
「いいね！」
していただき、
KDLからのお知らせをご覧下さい。
https://www.facebook.com/kobedigitallabo

春のセキュリティキャンペーン開催中！

情報セキュリティサービス

現在導入されているセキュリティサービスに満

2014年4月〜5月に申し込みいただいた先着20

お問い合わせは神戸デジタル・ラボ

足されていますか？情報漏えいなどのセキュリ

社限定で、
格安の料金でサービスをご提供しま

セキュリティソリューション事業部

ティ事故が急増する昨今、
セキュリティサービス

す。定番の「WEBアプリケーション簡易診断」、

石野
（神戸）
・雲井
（東京）
まで

を提供する企業も増え、
価格・内容もさまざまで

興味深い「Androidアプリケーションツール診

TEL
（神戸本社）
：078-327-2280

す 。現在ご 利 用のサービスと「 P r o a c t i v e

断」
、
斬新な
「不正アクセス予兆調査」
について、
1

TEL
（東京支社）
：03-5488-6021

Defense」
の品質を比較いただきたい、
これから

サービスにつき98,000円
（税込）
でご提供しま

Mail：info@proactivedefense.jp

セキュリティサービスを導入される企業にトライ

す！お得なこの期間にぜひお申し込みください。

アル利用して欲しいという思いから
「Proactive
Defense春のセキュリティ強化キャンペーン」
を
を開催します。

神戸経済新聞四半期ランキング発表！（2013.12〜2014.2）
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神戸港の
「新港第−突堤用地」
に新施
設ー神戸の新しいランドマークのひ
とつに

バレンタインに「鶯ボール」入りチョ
コレートを−神戸大丸で限定販売

そごう神戸店にバレンタイン特設売
り場−西日本初登場キットカットも

神戸港の「新港第一突堤用地」
（神戸市中央
区 新 港 町）で2月3日、複合施 設「神戸新 港
第一突堤プロジェクト（仮称）」の建設が着
工した。
（神戸経済新聞に続く）

そごう神戸店（神戸市中央区小野柄通8）本
館9階催会場に1月29日、特設会場「バレン
タイン チョコレートパラダイス 2014」が開
設される。
（神戸経済新聞に続く）

大 丸 神 戸 店（神 戸 市 中 央 区 明 石 町、T E L
078-331-8121）催事 場で1月29日より、
和 菓 子と洋 菓 子 のコラボレーション商品
「Uguis Ball」が期間限定で販売される。
（神戸経済新聞に続く）

神戸経済新聞 特集記事（2014.1）
「オリンピックで金メダルを」
−男子フィギュアスケート代 表の高橋大輔選手に聞く
約1カ月後に迫ったソチオリンピック。
男子フィギュアスケート代表の高橋大輔選手がキャンペーンの
アンバサダーを務めるP＆Gジャパン神戸本社で「2014年ソチ冬季オリンピック激励会」に出席し
た。

全日本選手権を振り返って
今回は代表選考ギリギリ滑り込みという感じで、
きつい代表選考でしたがチャンスを頂いたという
ことで一生懸命頑張っていきたい。皆さん、応援
をよろしくお願い致します。

P＆Gジャパン奥山信司社長から激励
のメッセージ
奥山社長：高橋選手、ソチオリンピックの出場決
定本当におめでとうございます。テレビの前で出

場決定の瞬間は家族全員飛び上がって喜びまし
た。P＆Gと IOC国際オリンピック委員会は2010
年よりグローバルパートナーシップを締結してい
る。これは「スポーツを通じてより良い世界を構
築する」というオリンピックの精神と、
「 世界中の
人々の暮らしをより良くしていく」というP＆G企
業理念が合致して実現したものである。
2010年開催のロンドンオリンピックを皮切りに
2020年開催予定の東京オリンピックまでの10
年間、オリンピックそのものへの支援に加えて、
世界共通で「Thank You,Mom ママの公式ス
ポンサー」として選手とそのお母さんを応援する

試みを全世界で提案する。
高橋選手には羽生選手とともに同キャンペーンの
アンバサダーとして活躍していただいている。各
方面より大変好評を頂いている。コマーシャルで
は「お母さん、ありがとう」ととてもさわやかな
メッセージが印象的。メッセージの通り、高橋選
手はどれだけ勝利を積み重ねてもお母さまへの
感謝の気持ちを忘れることなく夢に向かって突き
進むふたりの姿がお客さまの心に響くように願っ
ている。
（神戸経済新聞に続く）

神戸経済新聞は神戸デジタル・ラボが運営する街ネタニュースサイトです。神戸市中央区の街ネタを日々配信しています。
プレスリリース・広告などのお問い合わせは

TEL：078-327-2280 または info@kobe.keizai.biz までお気軽に！

編集後記
デザイン担当

沖卓弥

取材校正担当

大野陽子

WEBソリューション部 クリエイティブチーム

広報室

正月休みが終わったと思えば、あっという間に3月の中旬。外で
は雪が降る中、上半期のやり残した仕事をあと半月でやりきろ
う！と気合を入れ直しながら、中面のサクラのイラストを描いて
います。弊社のサイトでは、本誌では紹介しきれないセミナー等
もご紹介していますので、是非ご覧くださいませ。

KDLNOW!PRESS 2014年1月号で行いましたお年玉企画に
はたくさんのご応募をいただきまして、ありがとうございまし
た！今回はKDLの新サービスや主催する勉強会にスポットを
当ててご紹介しました。新サービスについてはKDLサイトでも
ご紹介しますので、ぜひご覧ください。
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