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Fiorano Software は、1995 年に米国カリフォルニア (シリコンバレー) で設立され、エンタープライズ規模のビジ

ネス プロセス インテグレーションおよびメッセージング インフラストラクチャの分野におけるリーディング プ

ロバイダとしてあらゆる産業の多くのユーザー企業から認められています。 

Fiorano 製品はインターオペラベリティ、パフォーマンス、スケーラビリティ、ROI などの面で新たなパラダイム

を世界中のお客様にもたらしています。さまざまな業 界の世界的な優良企業が Fiorano 社の製品によってバック

ボーン システムを構築しています。  

お客様が Fiorano を評価してくださった結果がここにあります。 

【アカデミック】 

 

米国 カリフォルニア大学バークレー校 

『IT がキャンパスの隅々まで浸透し、システムの複雑性や情報の変化の速度が増すにつれ、キャ

ンパス全体をカバーする技術標準とアーキテクチャ基準の重要性が増 してきます。FioranoMQ
®
 

は、この要求に最適なものでした。メインテナンスが容易で、TOC も低く抑えられ、高い ROI が期

待できます。』 

 

【エネルギー】 

 

米国 シュルンベルジェ 社 

『我々は、FioranoMQ
®
 にたいへん満足しています。今後も使用し続けることになると思います。

Fiorano のように先進的で革新的な製品が必要なのです。』 

 

【金融サービス】 

 

フランス Credit Agricole Titres 社 

『マーケットをリードしていくためには、市場動向をいち早くとらえることが重要です。FioranoMQ
®
 

は、既存システムよりもはるかに低い費用で、戦略的なビジネスを可能としてくれました。お客様

の望まれるサービスを低い価格で提供できるようになりまし た。』 

 

 

英国 LiquidityHub 社 

『LiquidityHub 社は、ディーラー向けに確定利付証券のマーケットを提供しています。

FioranoMQ
®
 を導入したことによって、マーケットに参加している銀行や証券会社の流動性情報を

瞬時に配信することが可能となりました。これによって、新たなビジネス展開の可能性が高まりま

した。弊社は、FioranoMQ
®
 の処理性能には大いに感謝しています。』 

 

 

米国 Thomas Weisel Partners社 

『FioranoMQ
®

 は、顧客の増加に合わせて簡単に規模を拡張できます。さらに、弊社のスループ

ットを秒あたり 12,000 JMS メッセージまで高めてくれました。FioranoMQ
®
 のように高いスケーラ

ビリティとメッセージ処理能力を兼ね備えた製品は他にありません。加えて、価格も充分に満足い

くものです。』 

 

大手ヘッジファンド 

『FioranoMQ
®
 は、メッセージ配信性能に優れているだけでなく、システムを自分達の手で短期間

に拡張できる柔軟なアーキテクチャを備えています。疑問点や質問があるときにはいつでも 

Fiorano 社のカスタマー サポート部門が助けてくれました。』 

Fiorano MQ                             (2013年 12月 1日 改定) 
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米国 Scottrade 社 

『弊社のお客様は、リアルタイムで資金を扱っています。そのため、高い信頼性を維持することが

我々には必要不可欠です。株価は急激に変動するものであり、 たとえわずかな遅れでも影響は

甚大なものになります。処理速度とスケーラビリティを損なうことがあってはならないのです。

Fiorano MQ
®
 は、比較するものがないほど優れた機能や性能を発揮してくれています。Fiorano 

社は、証券取引の業界において弊社が勝ち抜いていくことを助けてくれています。』 

 

英国 FinScope 社 

『当社の Sabre トレーディング ソフトウェアの中心的なコンポーネントとして ForanoMQ
®
 を使用し

ています。FioranoMQ
®
 が持つ卓越したセットアップ機能や管理機能によって、弊社の開発エンジ

ニアがアプリケーション ロジックをプラグラミングする際の生産性を飛躍的に向上させることができ

ました。FioranoMQ
®
 サーバーの高い可用性は、メッセージ損失などの障害を気に病む必要をも

なくしてくれています。トレーディング ソフトウェアのようなミッションクリティカルな製品にとって、メ

ッセージの信頼性、パフォーマンスは重要であり、商品の成功はこれにかかっているといっても過

言ではありません。この点において、FioranoMQ
®
 は単なるメッセージング バックボーンに留まら

ないことを示してくれました。他の JMS サーバー製品との比較評価を通じて、FioranoMQ
®
 が弊

社のビジネス上の目的にも技術的な目標にも合致しているだけでなく、我々のアプリケーションの

販売実績に寄与するような多くの機能も提供してくれて いることが理解できました。』 

 

 

シンガポール FairEx 社 

『弊社のトレーディング システムは、ヘテロなハードウェア環境に分散しているコンポーネントに異

なるタイプのメッセージを配信する必要があり、JMS を大規模に活用しなければなりません。この

メッセージングはクリティカルであり、その配信に高い性能のバックボーンを必要としています。こ

のような条件を 満たす JMS 製品を見つけ出すために多くの製品をテストしました。FioranoMQ
®
 

は、高い性能、信頼性、スケーラビリティを持っており、テクニカル サポート チームの優秀さと相ま

って、我々の選択基準に合格しました。』 

【政府官公庁、地方自治体】 

 

米国 ペンシルバニア州政府 Justice NETwork (JNET:司法ネットワーク) 

『我々は、Fiorano を採用しました。なぜなら、PKI 機能が製品に組み込まれていたからです。PKI 

機能を必要としていたのですが、PKI を実装した製品は Fiorano 以外にはほとんどありませんで

した。現在、JNET は、ペンシルバニア州の法執行機関が必要としている情報をセキュリティを確

保しながらリアルタイムに通知することが可能となっています。例えば、容疑者の逮捕時に必要な

情報を、他の機関が管轄する情報であっても、直ちに入手することができるようになりました。』 

【ヘルスケア】 

 

米国 McKesson Corporation 社 

『弊社の統合ソリューションである TSH (Transaction Solutions Hub) の構築を通じて、Fiorano 

社が顧客サービスを大切にしていることが判りました。役員、管理職からテクニカル サポートのス

タッフまで、全員が優れたサービスをタイムリィに提供してくれました。』 

【製造】 

 

ニュージーランド ＩS-Australia 社 TOYOTA プロジェクト 

『FioranoMQ
®
 は、信頼性が高く、様々な異なるネットワークや ISP を経由して接続してくるユー

ザーや B2B ネットワークからなる複雑なネットワーク環境でも問題なく稼動しています。』 

 

 

韓国 POSCO 社 

『POSCO 社は、経営データやビジネス プロセスをシームレスに統合できる高度なスケーラビリ

ティを持つソリューションを捜し求めてきました。Fiorano を採用するにあたり、パフォーマンス テ

スト、スケーラビリティの検証、信頼性テストを実施し、その上で決断しました。Fiorano のソリュ

ーションは、バックエンド システムを統合するだけでなく、顧客、サプライヤー、取引先などとのシ

ステムと統合可能なインフラストラクチャです。このソリューションは、優れた効率性と大幅な費用

削減を実現してくれます。Fiorano ESB が持つ拡張性、標準規格に基づくインターオペラビリティ

は、飛躍的な ROI の向上をもたらしてくれます。Fiorano 社のトップレベルのテクニカル サポート
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も、Fiorano ESB を採用する正当な理由の一つです。』 

【サービス】 

 

米国 Commission Junction社 

『Commission Junction の技術的なキー ポイントは、パブリッシュ-サブスクラブのメッセージン

グにおいて、メッセージの損失をゼロにするという点にありました。特に、サブスクライバーが頻

繁に 接続を切ったり、再度接続してきたりするような状況や多数のサブスクライバーが同時に

接続してくるような状況においても、メッセージは必ず配信されなければなりません。ビジネス

上の観点からも、信頼性はキーとなるものです。』 

【テクノロジー】 

 

米国 Atypon 社 

『FioranoMQ
®
 のライセンス形態は、ビジネスの拡張に合わせて設定できる柔軟性があり、弊

社にとってはベストなものです。Fiorano 社だけが、弊社の役員レベルの要求から現場の開発

者の事細かな要求まで対応していただいた唯一のベンダーでした。このビジネス上の観点と技

術的観点の両方 を兼ね備えた能力は、有望な将来性を約束するものだと思います。』 
 

 

米国 Connect First 社 

『高度な性能を有するコールセンター ソリューションを提供するためには、通信会社レベルの

品質が求められます。これは、障害の一極集中を防ぐアーキテクチャによってのみ達成できる

ものです。 FioranoMQ
®
 は、システム障害が発生している状況でもメッセージをロストしない信

頼性を備えています。製品について精密な検証を実施した結果、FioranoMQ
®
 のみが弊社が

必要とする信頼性、配信性能、スケーラビリティのすべてを達成する製品であるという結論に

達しました。』 
 

 

カナダ Wireless Matrix 社 

『Wireless Matrix は、様々な経路上でデータ送信が可能となるソリューションを探していまし

た。このデータ送信は、信頼性が高く、セキュアで、シーケンシャルにもパラレルにも送信でき

る必要があります。』 
 

 

米国 Xylo 社 

『FioranoMQ
®
 を弊社のメッセージング基盤に採用して以来、ハードウェア障害やソフトウェア

障害によるメッセージ損失に悩まされなくなりました。FioranoMQ
®
 の高可用性機能を使用す

ることで、システムの完全な２重化を行う必要もなくなりました。また、メッセージングのためにリ

レーショナル データベースを新たに組み込む必要もありませんでした。新たなデータベースの

導入は、障害の種を増やすことにつながりますし、システム管理作業をさらに複雑なものとしま

す。FioranoMQ
®
 のファイル システム ベースのメッセージ配信機能は、RDBMS を用いた他

のメッセージング ミドルウェアに比較して、格段に優れたシステムです。』 
 

 

米国 Payment Technologies 社 

『複数の Java Message Service (JMS) 製品に対して、私たちのパフォーマンス目標や、お客

様や取引先との間のトランザクション量に耐えられる製品であるかを検証いたしました。一連

のパフォーマ ンス テストを実施した結果、ファイル ベースのデータ格納という優れた技術によ

って FioranoMQ
®
 が他の JMS 製品に比して格段に高いパフォーマンスを発揮できることが判

りました。また、FioranoMQ
®
 は、私たちの求めている "現実に即したスケーラビリティ" という

要求をも満たすことも発見いたしました。』 

 

 

米国 Sun Microsystems 社 

『エンタープライズ メッセージングは、J2EE プラットフォーム上にアプリケーションを構築する上

で必須のツールです。FioranoMQ
®
 のような JMS 製品は、Java 技術に基づいたミドルウェア 

プラットフォームの利点をもたらし、大規模な分散アプリケーション開発に大いに寄与するもの

です。Sun Microsystems は、Fiorano 社が Sun の JMS 仕様に準拠したメッセージング ソリ

ューションを実現されたことをたいへん喜ばしく思っています。』 
 

 

英国 FlyText 社 

『Flytxt は、秒あたり数百にのぼるメッセージを処理できる、信頼がおけて、高性能なメッセー

ジング システムを必要としていました。我々がテストした製品の中で FioranoMQ
®
 が最も高い

性能を示しました。また、FioranoMQ
®
 をインストールして以来今日まで、本番環境でダウンす
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ることなく稼動し続けています。』 
 

 

米国 BeVocal 社 

『BeVocal は、FioranoMQ
®
 に依存しています。品質管理や警備システムといったクリティカル

なシステムも FioranoMQ
®
 の信頼のおけるメッセージ転送に依存しているのです。』 

 

 

米国 GeoTrac 社 

『Fiorano は私たちの希望を実現してくれました! 私たちの業務は、クライアントのリクエストを

信頼がおける形で迅速に満たすことで成り立っています。システム間でやりとりされるオーダー

を損失すること は、致命傷となります。そこで、我々自身でカスタム アプリケーションを開発す

ることを検討してみましたが、工数、費用、技術的なハードルが予想以上に高いものであること

が判明しました。 FioranoMQ
®
 は、我々の既存アーキテクチャに容易に適合できるソリューシ

ョンを、妥当な費用でもたらしてくれました。FioranoMQ
®
 を基盤とすることで、我々の課題を解

決するソリューションを迅速に開発できたのです。』 
 

 

米国 BTI Systems 社 

『FioranoMQ
®
 は、弊社のグローバルな複数サイトにまたがるアーキテクチャの中で 2 年の

間、クリティカルな役割を果たしてきました。JMS 標準規格の普及によって製品選択の幅が広

がったにもかかわらず、FioranoMQ
®
 のパフォーマンス、付加価値の高い機能、Fiorano 社の

サポート チームの優秀さによって、我々は FioranoMQ
®
 を使い続けています。』 

 

 

米国 Chordiant 社 

『その高いパフォーマンス、使い勝手の容易さ、管理機能の優秀さによって、我々は 

FioranoMQ
®
 を選択しました。テクニカル サポートの優秀さ、迅速な回答も選考理由の一つで

す。FioranoMQ
®
 は、成長過程にある企業の増加し続ける要求を満たす信頼性とスケーラビリ

ティを提供してくれます。その結果、他のベンダーと比してもトップの地位を維持し ています。』 

【テレコム】 

 

米国 Qwest 社 

『FinoranoMQ
®
 は、Qwest の課金システムに必要な柔軟性を高いレベルで備えています。導入

は非常に容易に行えました。問題が発生した場合には、迅速なテクニカル サポートで応えてくれ

ました。』 
 

 

韓国 KTF (韓国で２番目に大きな携帯電話会社) 

『CPU の障害が頻繁に発生した状況でも、FioranoMQ
®
 ではメッセージのロストは一度として起

こりませんでした。KTF は FioranoMQ
®
 にたいへん満足しています。FioranoMQ

®
 を、SMS (シ

ョート メッセージ サービス) と MMS (マルチ メール サービス) に利用しており、ビジネス成果が

あがっています。』 
 

 

シンガポール M1 社 

『我々は、FioranoMQ
®
 をその性能によって選びました。我々がテストした主要な JMS 製品のな

かでも際立っていたのです。FioranoMQ
®
 は、メッセージのラウンドトリップにおいて優れた成績

を示し、これは我々のクリティカルな基準を満たすものでした。』 
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■ お問合せ先 

フィオラノ ソフトウェア株式会社 

銀座オフィス 

東京都中央区築地 4-1-12-203 

TEL : 03-6228-4162 

E-Mail : info_jp@fiorano.com 

Web サイト : http://www.fiorano.jp/ 

 

 


