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事業内容
金融サービス
インターネット・バンキング
会社名
Egg
ビジネスの課題
インターネットを通じて保護、パーソナル化された
金融サービスを提供すること
主なソリューションの要件
・セキュアな Web ポータル環境
・オープンなコンピューティング・プラットフォーム
・Web コンテンツの管理
・バックエンドシステムの統合
主なソリューションの構成要素
・getAccessTM、セキュリティ性を備えたポータルと
アプリケーションの基盤
・iPlanetTM の Web サーバーとアプリケーションサ
ーバー
・Sun®の Web アプリケーション、データベースサ
ーバーのハードウェア、Enterprise Web
・Solaris
・Microsoft Windows® NTServer
・Microsoft IIS
・Vignette® Story Server for Personalization
・Oracle® RDBMS
・BEATM TopEnd MIddleware
主な業績
・操業開始後の最初の 18 ヶ月間で 60 万を超える
顧客を獲得
・英国のインターネット金融サービスの主力ブラン
ドとして認識されるようになる
・世界的なインターネット金融サービス機関とし
て、1999 年度のトップ 10 に入る
Egg の戦略的技術に関する決定事項
セキュリティとトランザクション管理を可能にし、イ
ンターネットをベースとしたサービスのインフラを
提供するソフトウェア getAccess を選定

「当社のインターネット・バンキングソリューションのための
重要なセキュアポータルソフトウェアを提供してくれる企業
として、Entrust Technologies (ｅｎＣｏｍｍｅｒｃｅ)を選びまし
た。その理由は、同社の姿勢に好感が持てること、
getAccess 製品の質が良いこと、価格がリーズナブルなこ
と、英国で強固な基盤を持っていることなどです。私たち
は、Entrust(ｅｎＣｏｍｍｅｒｃｅ )社のスタッフが当社のプロジ
ェクトの成功に向けて全力を尽くしてくれるであろう、そして
共同で業務を遂行するにあたり働きやすい相手であろうと
判断しました。この判断は間違っていませんでした。
Entrust(ｅｎＣｏｍｍｅｒｃｅ)社と getAccess のセキュリティ性
を備えたポータルソリューションは、Egg の成功に大きく貢
献しています」
イアン・ハニーベル
システム設計部長

顧客：Egg
顧客：
Egg は英国のオンライン金融サービスの主力ブランドです。Egg は、
Prudential 社の 80％所有で、1998 年の 10 月に操業を開始しました。
これに先立ち、5,000 人を超える顧客に対し、金融商品やサービスに関
するニーズと嗜好について、12 ヶ月にわたって徹底的に調査しました。
この調査の結果、Egg は当初からターゲットを３つの主要な人口統計学
的グループのニーズに応えることに絞っていました。若年層の専門職、
退職後、または退職間近の富裕な老年層、ハイテクを楽しむ多忙な若
年労働者、の３つのグループです。Egg が設立された時点で、英国にお
けるこのターゲットの市場規模はおよそ 1,500 万人でした。
Egg は初期の段階から、電話（Derby コールセンターを通して）、郵便、
ATM 用カード、およびインターネットによってサービスを提供していまし
た。この新しいダイレクト・ベンチャー事業は当初、消費者向けとして、普
通預金、住宅抵当ローン、消費者金融という３つの商品ラインを提供し
ていました。その預金と信用商品の利率は、いずれも非常に魅力的で、
すぐに好評を博しました。６ヶ月間で、Egg は５年後の目標だった普通預
金額 50 億ポンドを達成し、その
顧客数は 50 万を超えました。
1999 年９月までに、これらの数字
は、預金額 67 億ポンド、顧客数
60 万となりました。このうち 30％
は、インターネットによるオンライ
ン・バンキングサービスの利用者
で、44％は、Egg のポータルを通
じたオンライン・ショッピングの利
用者です。
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図 1：
：操業開始時の Egg のサービス経路の概要
より広範なインターネットサービスに対する需要
の増大に応えるため、 E g g の経営陣は、Egg を
金融サービスだけでなく、その Web サイトを通じ
て広範囲のショッピングと情報サービスを提供す
るセキュリティ性を備えたインターネット・ポータル
として構築する決断を下しました。1999 年前半に
この拡大計画が決まってから、セキュリティ性の
あるシングル・サインオンのポータルアクセスを
可能にし、Web アプリケーション統合のインフラ
を提供するために、getAccessTM ソフトウェアが
選ばれました。こうして生まれた、パーソナル化さ
れた金融サービスを顧客に提供する Egg のシス
テムについて、このケーススタディ・レポートで重
点的に解説します。

初期の Egg ダイレクトサービスの
環境
Egg が操業を開始した当初、インターネットサー
ビスは、普通預金アプリケーションと、金融商品
やサービス情報の提供に限られていました。トラ
ンザクションのサービスは、主に電話で提供され
ていました。操業開始時のサービスの提供環境
を、図１に概略で示しました。
インターネット経由のサービスは非常に好評で、
まもなく、預金残高、トランザクションの情報、お
よびより広範な金融情報を提供できるように拡大
されました。1999 年の前半の時点で、Egg のス
タッフには、顧客、商品、Web アクセスの急増に
より、Egg のインターネット経路に、より強固でセ
キュリティ性を持ち、かつフレキシブルなフロント

Egg の技術スタッフは、インターネット・バンキン
グサービスのための新しいコンピューティング環
境の実現に必要となる主な要素は何かを明らか
にし、把握するために、1998 年 11 月より調査を
始めました。この調査によって、新しい環境のた
めの主なテクノロジーの目標がすぐに明らかにな
りました。その内容は、オープン・アーキテクチャ
ー、拡張性、信頼性、フレキシビリティ、セキュリ
ティなどです。
・ オープン・アーキテクチャー
新しい Egg のコンピューティング環境は、インタ
ーネット界のネットワークベース・コンピューティ
ングにおいて標準となっている、オープンスタン
ダードと Web 技術に完全に適応しなければな
りません。オープン・アーキテクチャーはまた、
パフォーマンス、セキュリティ、単一視点からの
トランザクションの監査を支える環境の実現に
も役立ちます。
・ 拡張性
Egg が、新しい商品やサービスを開発・配備し
続けるとともに、既存の商品やサービスの非常
に高い成長率を維持できるようにすることが、
たいへん重要でした。それぞれのハードウェア
やソフトウェアのコンポーネントは、基盤をなす
アーキテクチャーを変更することなく、予想され
る成長に合わせて拡張できなければなりませ
ん。Egg の設計部のトップであるイアン・ハニー
ベルは、「拡張性は明らかに、私たちの全評価
基準の中で最も厳しい要件でした。拡張性の高
いコンピューティング環境を実現しなければ、
Egg のビジネス目標の達成は不可能であるこ
とはわかっていました」と述べています。
・ 信頼性
それぞれのハードウェアやソフトウェアのコンポ
ーネントは、それ自体の品質が保証されている
だけでなく、他のソリューション・コンポーネント
と統合されたピーク負荷の条件下でも確実に
動作しなければなりません。インターネットのサ
ービスシステムに対する顧客の信頼は、顧客
がそれぞれの要望に対して迅速かつ確実に対
応されていると感じるかどうかにかかっていま
す。
・ フレキシビリティ
インターネットサービスにおける Egg のビジネ

ス戦略は、市場ニーズの予測できない変化や、
新技術の出現（例：ワイヤレス・コミュニケーショ
ン）、顧客の嗜好、規制環境、競争などの状況
の変化に、迅速かつ効率的に適応できなけれ
ばなりません。このような要求を満たすため、
新しい IT 環境の各コンポーネントは、高いレベ
ルのフレキシビリティと適応性を備えていなけ
ればなりません。
・ セキュリティ
新しい IT ソリューションには、ビジネスロジック
機能と別個に実行、管理、維持できる、堅牢な
エンドツーエンドのセキュリティ・メカニズムを備
えていることが、絶対に必要でした。様々なトラ
ンザクションやアプリケーションを支えるビジネ
スロジックから完全に独立した、プラグイン形式
の認証アーキテクチャーのように、セキュリティ
機能が簡単にカスタマイズできることが重要と
されていました。Egg の技術チームは、次にあ
げる３つのセキュリティゾーンを設定しました。
−
−

−

ゾーン１ 不特定ユーザー：安全性のない
Web コンテンツに認証は不要
ゾーン２ 登録利用者：顧客ではないが、特
定のコンテンツへのアクセスを希望し、今後
顧客になる可能性のある利用者
ゾーン３ 顧客：セキュリティ性を備えた環境
を提供、口座サービス機能へのアクセス（実
際のお金）

新しいソリューションの設計、取得、統合、配備を
任された Egg の技術チームは、新しい Egg のコ
ンピューティング環境のソリューションを４つのカ
テゴリーに分類しました。
・ セキュリティ性を備えたポータルソフトウェア
製品
ビジネスロジックコードに直接組み込まれずに
実行することができるセキュリティのインフラを
提供することが不可欠でした。このセキュリテ
ィ・インフラには、リモートユーザーのサインオン、
本人確認、認証に始まり、セキュリティログと監
査システムを維持しつつ各段階の情報とトラン
ザクション・アクセスを続けていくという、エンド
ツーエンドのソリューションが求められていまし
た。
Egg は、認証とアクセス管理を Web アプリケーシ
ョンから分離するという非常に慎重な決断をしま
した。その理由は次の通りです。
−

セキュリティの手順、プロセス、認証方式、ア
クセス管理を単一の場所から監査するた
め。

−

情報の特定のページへの認証されていない
アクセスを可能にしてしまうような、不慮また
は故意のアプリケーションエラーを防ぐため。

−

英国で屋内の電力の主環状線の意味で用
いられる用語にちなんで、『Ringmain』と名
付けられた、単一の基本サービスの実現の
ため。Ringmain は必要に応じてどんなサー
ビスでもプラグインすることができます。セキ
ュリティとすべてのアプリケーションへの一定
のアクセスを確保するための、シングル・サ
インオンが、主な目標でした。

もう一つ極めて重要だったのは、すべてのユーザ
ー・トラフィックの適切なルーティングを解釈・決
定できる多目的ポータルとしての可能性です。こ
れには、ｅコマースショッピング機能や、Egg の
Web サイトを通した他社の投資商品のアクセス
など、場合に応じて他の Web サイトへメッセージ
を転送することも含まれます。Egg のソリューショ
ンに必要な拡張性、フレキシビリティ、セキュリテ
ィの実現は、セキュリティ性が実証されたポータ
ルソフトウェア・ソリューションの発見に大きく依存
していました。
・ オープンなコンピューティング・プラットフォーム
技術チームは、オープンなコンピューティングプ
ラットフォームの拡張性と信頼性の基準を満た
す最良の選択肢として、UNIX のプラットフォー
ムを採用することを決定しました。Egg の操業
開始と普通預金アプリケーションには NT サー
バーで十分だということはわかっていましたが、
さらに広範なソリューションを展開していくため
には、より堅牢な環境が必要だと考えたからで
す。
・ Web コンテンツのパーソナル化
Egg の重要なビジネス目標は、個人にあわせ
てあつらえた商品やサービスを提供することで
あり、新しいコンピューティング環境にはコンテ
ンツのパーソナル化のために性能が実証済み
のソフトウェアを使用することが必要不可欠で
した。さらに、抽出したコンテンツの表示の仕方
によってコンテンツ管理をできるようにする技術
を選ぶことも重要でしたが、パーソナル化が最
も重要なポイントでした。
・ バックエンドシステムの統合
インターネットによるトランザクションが、最も簡
単でかつ信頼できる方法で、バックエンド・バン
キングシステムと即座に統合できるようにする
ことが必要でした。技術チームは、既存のバッ
クボーン・ミドルウェアを利用することによってこ
の要件を満たすよう努めますが、必要であれば
ミドルウェアを新たに入手します。

主な技術提供企業
Egg インターネットサービス

Entrust Technologies 社は、ｅビジネス・インフラストラクチ
ャー企業として世界でもトップクラスの信望を得ている会社
で、最も汎用的な Web、ワイヤレス、およびｅビジネスを安
全で便利にするエンタープライズ・ソリューションを提供して
います。Entrust ･ のソリューションによって、数百万のユー
ザーが、ｅビジネスの取引相手の本人確認を即座に行った
り、秘密情報をやりとりしたり、パーソナル化された情報に
アクセスしたり、拘束力のあるトランザクションにデジタル署
名したり、商品やサービスの代金を支払ったりしています。
Entrust のソリューションは、自社の製品でも外注のサービ
スでも配備できますし、Entrust の革新的な技術と自社のソ
リューションを統合した業界大手のパートナーが提供する、
100 を超える補完的な Entrust 対応製品と組み合わせて使
用することもできます。Entrust Technologies の顧客は、世
界 40 か国におよびます。より詳しい情報は、ホームページ
www.entrust.com でご覧になれます。
カ リ フ ォ ル ニ ア 州 、 パ ロ ア ル ト に 本 社 を 置 く Sun
Microsystems（www.sun.com）は、 インターネットを運用
し、世界中の企業のドットコム化を支援する業務用ハードウ
ェア、ソフトウェアを提供するトップクラスの企業です。1982
年に操業を開始してから、「ネットワークはコンピュータであ
る」というただ１つのビジョンのもとに、同社は市場における
現在の地位にまで登りつめました。その年間収益は 124 億
ドルで、170 ヶ国以上において事業を展開しています。

テキサス州、オースティンに本社を置く Vignette コーポレー
ション（www.vignette.com）は、オンラインビジネス実現の
ための e ビジネスアプリケーションを提供するトップクラスの
企業です。Vignette の StoryServer 製品は、パーソナル
化、コンテンツ管理、意思決定支援、エンタープライズ統合
サービスを独自に組み合わせて提供しています。

カリフォルニア州、サンノゼに本社を置く BEA Systems
（www.bea.com）は、エンタープタイズ・アプリケーションの
ミドルウェアを提供する大手サプライヤーとしてよく知られ
ており、この種の製品の 45％の市場シェアを有していま
す。BEA の構想は、ｅコマースのための信頼性、拡張性の
あるビジネス・アプリケーションを開発、配備するための包
括的なインフラを提供することを目指しています。

セキュリティ性を備えたポータル・
ソフトウェアとして getAccess を選定
Egg の技術スタッフは、1999 年前半にいくつか
のセキュリティ、ポータル、インフラストラクチャー
のソフトウェア製品の情報を集めて、非公式の評
価を行ない、新しいシステムに最適なソリューショ
ンとして getAccess を選びました。getAccess を
選んだ主な理由は次の通りです。
・英国において強固なサービス・サポート組織を
持っていることが、非常に大きな評価点となりま
した。
・評価の段階で、Egg の設定したビジネス目標お
よび技術目標の最適な組み合わせを
getAccess が提供できるということが明らかに
なりました。「私たちは、Entrust 社のスタッフが
当社のプロジェクトの成功に向けて全力を尽くし
てくれるだろう、そして共同で業務を遂行するに
あたり働きやすい相手だろうと判断しました」と、
イアン・ハニーベルは述べています。「この判断
は間違っていませんでした。Entrust はすぐれた
組織です。」
・さらにもう一つ、getAccess が有利だった点は、
評価が行われた時点で設計段階にあった主力
製品である Egg クレジットカードの導入とサポー
トのために、非常に重要となってくるであろうセ
キュリティと拡張性を確保することを、Egg の技
術チームが決定したことです。
・Entrust が Sun Microsystems との間に緊密な
業務提携を築いていたことも非常に高く評価さ
れました。Egg はすでに、その拡張計画に Sun
Solaris のコンピューティング・プラットフォームを
導 入 す る こ と を 決 定 し て い た か ら で す 。 Sun
Microsystems の顧問は、getAccess のソフトウ
ェアのセキュリティ面について特に肯定的で、セ
キュリティ製品の「ドリームチーム」と評していま
す。
Egg が主要なセキュリティとアプリケーションのイ
ンフラ・ソフトウェアとして getAccess を選んだそ
の他の理由は以下の通りです。

Egg の技術チームの結論は、セキュリティ性を備
えたポータルアクセスを提供し、かつ Web・コン
テンツのパーソナル化、管理、表示といった機能
の統合の枠組みとなるソフトウェアが、新しいコン
ピューティング環境にとって最も重要な要素であ
るということです。

・セキュリティ性を備えた getAccess のポータル
は、Web による e コマースアプリケーションの、
保護、パーソナル化されたコンテンツを、配備・
管理するための時間と費用を大幅に削減する、
セキュリティ性を持つインターネット規模の Web
アクセス管理ソリューションです。この製品によ
り、ユーザーは簡単でセキュリティ性のあるパー
ソナル化されたアクセスをすることが可能になり、
企業の情報セキュリティ方針の管理・強化を集

中管理することができ、一方で補助的な業務を
組織内の他の部門に委任することができます。
getAccess のソリューションは、シングル・サイ
ンオン、集中管理、きめの細かいアプリケーショ
ン・アクセス管理を実現するための、オールイン
ワン型のセキュリティ管理ソフトウェアです。
・インターネット上の Egg の顧客や、Egg の管理
者の目から見た getAccess の主要な長所は以
下の通りです。
−

業界標準の Web ブラウザーの他にクライア
ントソフトウェアは必要としません。

−

ユーザーは、本人の登録手続を通して自動
的に分類され、あらゆるレベルのアクセスを
することができます。すなわち、セキュリティ
性のないパブリック・ドメインの Web ページ
へのアクセス、登録者としての特定のタイプ
のコンテンツへの継続的なアクセス、顧客と
してのあらゆるタイプのｅバンキングやｅコマ
ースサービスへのセキュアなアクセスといっ
た分類です。

−

128Bit レベルのセキュリティでのエンドツー
エンドの SSL 暗号化技術で安全性を備えた
トランザクションが可能になります。

−

名前とパスワード、LDAP ディレクトリサービ
ス、X.509 デジタル証明書、様々なスマート
カードなどの、複数ユーザー確認、認証機構
のためのサポートが提供されます。

−

ユーザーの「ロールアンドルール」パラメータ
により、きめ細やかなアクセス管理がサポー
トされます。

−

集中管理は、モジュール方式によってエンタ
ープライズ・セキュリティ方針に基づいており、
ヘルプデスクや業務部門別管理者に、特定
の管理機能を委任することができます。

−

シングルクリック・アプリケーションの採用に
より、新規のまたは変更されたアプリケーシ
ョンや機能の統合が促進されます。

−

複数のオープン API が、サードパーティのア
プリケーション、およびバックエンド・システム
やデータベースとのカスタマイズや統合をサ
ポートします。

−

getAccess 製品は、様々なオペレーティン
グ・システム（NT、UNIX など）、Web サーバ
ー（IIS、iPlanetTMWeb サーバーなど）、Web
アプリケーション開発ツール、データベース
管理システムと相互運用することができま
す。

−

モジュール方式で分散型、高性能で信頼性
のあるアーキテクチャーである getAccess は、
数百万のユーザーに対応する拡張性を備え、
あらゆるサードパーティ・アプリケーションと
の連携が簡単にできます。

新しい Egg のインターネットソリューショ
ンのその他のコンポーネント
getAccess のセキュリティ性を備えたポータルソ
フトウェアの選定と並行して、Egg の技術チーム
はその他の３つの主要なソリューションのコンポ
ーネントを最終的に決定しました。
・Sun Microsystems Computing Platform
拡大されたインターネットサービスシステムのた
めのコンピューティング・プラットフォームを提供
するために、Solaris 2.6 オペレーティング環境
の他に、Sun のエンタ ープライズ・サーバ ー
（E450 モデルから E10000 モデルまで）が選ば
れました。
・Vignette StoryServer for Personalisation
顧客に提供されるコンテンツのパーソナル化の
ため、市場をリードするｅコマースソリューション
向けの商品である、Vignette の StoryServer が
選ばれました。ユーザー認証の過程で
getAccess に よ っ て 集 め ら れ た 情 報 は 、
StoryServer へ 送 ら れ 、 そ の 情 報 を も と に
StoryServer によって管理された顧客メニューオ
プションに従って、パーソナル化されたページの
表示が行われます。
・BEA TopEnd Middleware
バックエンド統合ミドルウェアの必要性は、すで
に他の Prudential Bank システムで稼動してい
る既存の BEA TopEnd Middleware のバックボ
ーンで十分満たされていました。新しいミドルウ
ェアは一切必要なく、メインフレームとオープン
なクライアント／サーバー・コンピューティング環
境のための製品として優秀かつサポートの充実
した TopEnd に、インターネット・アプリケーショ
ンを接続するだけで済みました。
1999 年の半ばまでに、新しい Egg インターネッ
ト・サービスシステムの全コンポーネントの選定と
発注が終わりました。この中には、先に述べた３
つの主要なコンポーネントに加えて、Oracle®の
RDBMS や、iPlanetTM の Web アプリケーション
サーバーや、その他各種の補完的な製品が含ま
れます。その後、ただちに導入と統合が行われま
した。

レガシーおよびデータベース層

銀行システム

顧客・商品のデータベース

外部システム接続

・ 消費者投資商品。ファンドを提供する主要な企
業 17 社の、220 以上の投資ファンドなど。投資
商品の管理費は非常に低料金です。

ビジネスロジック層

既存 BEA TopEndバックボーン・ミドルウェア

Sun E10000
生産

プレゼンテーション層

NT サ ー バ

•
•
•
•
•
•

Solaris 2.6
TM
getAccess
TM
iPlanet アプリケーション・サーバー
Eggのアプリケーション
Oracle® RDMBS
Vignette Story Server

• IIS
• Windows® NT
• Eggのパブリックドメイン・インフォ

• Solaris 2.6
• getAccess
• iPlanetWebサーバー
（Eggの全てのトランザクション・
サービス）

Sun E10000
テストと開発

Sun E4000

・ Egg クレジットカード。英国初のインターネットベ
ースのクレジットカードです。利率は市場を先導
しています。キャッシュバック、オンラインでの
購入に対する特別割引、225 以上の主力オン
ライン小売ブランドからなる Egg ショッピングゾ
ーン、オンライン詐欺に対する保証、24 時間オ
ンライン口座サービス、支払などです。
新しい Egg のコンピューティング環境は、完全に
統合・運用されており、トランザクション量は急速
に成長しています。インターネットによる金融サー
ビスのための Egg のコンピューティング環境につ
いての概観を、図２に示します。

インターネット

外部ファイアウォール

・ Egg ショッピングツール。商品と価格の検索エ
ンジンや、Egg の割引つきのｅコマースショッピ
ングサイト紹介サービスなど。

外部ファイアウォール

Eggの顧客およびEggWebサイトにアクセスする顧客予備軍

図２：現在の Egg のインターネットサービス提供システム

Egg の新しいインターネット・
コンピューテイング環境
拡大された Egg のインターネットサービス・ソリュ
ーションの統合と厳しいテストは、1999 年の第三
四半期に入っても引き続き行われ、1999 年９月
に、Egg クレジットカードの利用開始をサポートす
る体勢が整いました。
2000 年４月現在、Egg インターネットサービス・ソ
リューションは、以下のような商品とサービスをサ
ポートしています。
・ Egg 普通預金。現在はインターネットのみのア
プリケーションとなっています。
・ オンラインの「ｅフォーラム」。現在および将来の
インターネット関連商品・サービスについての
要望や嗜好を発言するよう顧客を促します。
・ オンライン消費者金融のアプリケーションと処
理。
・ オンライン住宅抵当ローンのアプリケーション。
・ オンライングローバル投資家ブックショップ。
（金融関連の現在のタイトル数は 1,400 以上）

現状と将来の展望
いかなる基準によっても、Egg のダイレクト金融
サービスの発足は大成功であると言えます。例
えば、Egg はインターネットによるｅコマースの専
用の機能を備えたクレジットカードを導入した初
の金融機関となりました。このカードの承認率は、
導入時における全てのクレジットカードの中で１
位となりました。
Egg とその最高経営責任者、マイク・ハリスは、
Egg のビジネスモデルが運用開始後の１年間で
異例の成功を達成したことで、表彰されました。
瞬く間に普及した Egg は、運用を開始した大手の
歴史ある銀行のインターネット部門や、他のダイ
レクト・バンキングを大きく引き離して、1999 年の
末には、英国のインターネット金融サービスの花
形ブランドになりました。世界全体で見ると、Egg
は、1999 年に実施された IBM のブランド間調査
で、インターネット金融サービス機関のトップ 10
に入りました。
Egg の成功は、積極的でかつ洞察に満ちた事業
計画と、しっかりした技術基盤とが組み合わさっ
たたまものです。拡張性、フレキシビリティ、信頼
性は、Egg のサクセスストーリーのキーポイント
であり、セキュリティ性を備えた getAccess ポータ
ルソフトウェアは、特に大きな役割を果たしました。
Egg のシステム設計部長、イアン・ハニーベルは
次のように述べています。

「 私たちは、その製品コンセプトモデルと同社の
スタッフで、getAccess に決めました。私たちは、
製品、フレキシビリティ、拡張性、そして特にその
スタッフに感銘を受けました」
まだまだこれで終りではありません。預金、ロー
ン、抵当、投資、インターネット専用クレジットカー
ドなどの商品の導入の成功に続いて、2000 年に
は新たなダイレクトデリバリーの提供が続々と登
場します。

対しパーソナル化されたレスポンスを表示する
インフラを提供します。
・Egg のサービスシステムの中で、インターネット
経由のサービスが最も急速に成長していますが、
顧客は必要に応じて、電話、従来のクレジットカ
ード、ATM、郵便といった手段でのサポートも受
けられます。Egg はさまざまな供給システムを
通じて統合とパーソナル化を行い、かつ一貫し
たサービスを提供します。

技術面では、より多くの顧客によるトラフィックの
増加を支えるため、コンピューティング・プラットフ
ォームの拡張が引き続き行われます。Egg の技
術スタッフは、最近、全ての普通預金サービス機
能を、NT サーバー環境から Sun Solaris のサー
バーへ移行を完了しました。これにより、全ての
アプリケーションが、getAccess のシングルサイ
ンオンの管理インフラに入りました。唯一 NT ベー
スのまま残された機能は、一般的な情報を求め
て Egg Web サイトにアクセスする未登録のビジ
ターの要求に対応する機能だけです。（『ブロー
シャウェア』）

・1998 年 10 月に操業を開始して以来、Egg は、
英国のインターネット金融サービスの業界で、
最も知名度の高い企業になりました。市場で最
も競争力のある商品を提供するというその戦略
によって、Egg は現在、満足度の高い大きな顧
客基盤を持っています。

技術面から見た今後の計画には、ワイアレス・ア
プリケーション・プロトコル（WAP）、インタラクティ
ブ・デジタル TV などの新技術などの台頭する技
術など、より多様なインターネットアクセス装置や、
コミュニケーション環境をサポートするための計
画が含まれています。チャネルを選ばないという
Entrust のソフトウェアの特性は、ワイアレス装置
のサポートに有利に働くでしょう。

・新しい Egg クレジットカードは、信頼性の高いグ
ローバルな Visa ネットワーク環境の中で、インタ
ーネットによるｅコマースが効率的に行なえるよ
う特別に設計されており、非常に普及していま
す。これによる事業拡大の可能性は極めて大き
く、他の全てのカード発行企業と Egg の差別化
を生んでいます。

getAccess ポータルソリューションが
Egg にもたらすビジネス上の利益

Egg の最高経営責任者、マイク・ハリスは、彼の
組織の置かれた地位について次のように述べて
います。「Egg は今やｅコマース市場におけるリー
ダーとしての確固たる地位を築きました。2004 年
までにインターネットサービスの顧客を 200 万人
にするという私たちの目標は、確かに野心的なも
のです。しかしｅコマースの世界では、物事は予
想よりも早く実現します。私たちはこの目標を達
成するつもりです

Egg の成功は、Egg の顧客に以下のような多大
な利益をもたらします。
・顧客は、預金や住宅抵当ローンを含む融資商
品のどちらについても、魅力的な利率を受けら
れると同時に、最低限の管理費で多様な投資フ
ァンド商品を利用することができます。Egg を通
じた預金・投資・借入によって、金融面で大きな
利益を得ることができます。
・Egg の顧客に提供されるセキュリティ環境によ
って、顧客は、プライバシー、詐欺、トランザクシ
ョンの損失、支払拒否などの不安を軽減するこ
とができます。
・getAccess のソフトウェアは、全てのインターネ
ットサービスに関する顧客の要求を即座に、安
全に、正確に実行するとともに、これらの要求に

・Egg は、英国において強固なビジネスと技術の
基盤を確立しており、新しい市場への拡大をサ
ポートできる体勢にあります。そのビジネスモデ
ルと技術プラットフォームは、修正なしに他地域
の市場や他のビジネスの市場に適用することが
できます。

インターネットによる個人金融が明らかに有利な
点は、コストが電話での取引の４分の１、表通り
に支店を構えた場合の 10 分の１で済むことです。
これらコスト面での利点により、 Egg は、その顧
客の全てに対し、長期間にわたって魅力的な利
率を提供し続けることができます。これ以外にも、
今後たくさんの利点が顧客に提供されます。」

最後に
これ程の短期間で、Egg ほどの成功を収めたダ
イレクト・バンク事業は、どの地域の主要マーケッ
トを探しても見あたりません。この成功は、非常
に意欲的な少人数の銀行幹部グループが、構想
力に富んだ計画を立て、それを果敢に実行したこ
とによるものが大きいですが、Egg の技術スタッ
フによる、IT 環境の構築、拡張、管理に関する選
択も、その成功に大きく貢献しました。
セキュリティ性を備えた getAccess のポータルソ
フトウェアを中心とした Egg の新しいアーキテク
チャーは、高品質の顧客サービスを維持しつつ、
今後の成長をサポートしうる、信頼性・拡張性・フ

レキシビリティを提供します。Egg の最高技術責
任者（CTO）、ピート・マースデンは次のように述
べています。
「getAccess は、各顧客が見る情報を一人一人
に合わせたものにすることで、顧客を個人として
扱う手助けをしてくれます。例えば、トラクザクショ
ンの記録からある顧客の信用度が高いことがわ
かれば、その顧客が初めて Egg の Web サイトに
ログオンした時に、その方にあわせた再抵当ロー
ンを紹介できるかもしれません。getAccess のパ
ワーと拡張性により、私たちは、インターネット上
の顧客のための新しい商品やサービスを企画、
開発、配備し続けることができる環境を手に入れ
られるのです」

当社のホームページのアドレスは
www.encommerce-jp.com
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