楽天証券株式会社
フルIP 化したカスタマーサービスセンターの音声品質や
IVR/CRMの性能をエンピレックスの負荷テストソリューションで向上
国内におけるインターネット証券取引の先駆者である楽天証券株式会社。カスタマーサービス
センターのシステム増強において、フルIP化を行うという先進的な挑戦を成功させた。フルIP 化
の際に課題となる音声品質、またIV R やCRMアプリケーションのパフォーマンスという課題を、
エンピレックスの負荷テストツール群とソリューションの活用によって解決。サービス品質の
さらなるレベルアップを果たしている。
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事業概要： 東証、大証、名証、ジャスダックを対象とす
るオンライン証券取引サービスの提供。米
国株式の現地リアルタイム取引、カバード
ワラントのリアルタイム取引、中国株取引、
外国為替保証金取引、先物オプション取引
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楽天証券株式会社

音声品質や IVR、CRMを対象に
負荷テストを実施
一般的に金融業界のシステムでは、可用性

クスのエンジニアがテスト作業を行っている。
一方、C R M アプリケーションの負荷テス
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■ マーケットコールサービス負荷試験のコールフロー
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