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株式会社オーシャンブリッジ
代 表 取 締 役 社 長

持 木 隆 介

旧年中は格別のご厚情を賜り、誠にありがとうございます。
昨年は、オーシャンブリッジにとって大きな飛躍を感じられた一年となりました。
おかげさまで多くのお客様に弊社製品、サービスをお届けすることができ、2015 年 9 月期
には売上、利益ともに創業以来最高の結果を得ることができました。これもひとえに弊社
製品をご活用、ご提案いただいております、お客様、パートナー様のおかげと心より感謝
申し上げます。
社内での新たな取り組みとしては、社員のスキルアップに力を注ぎました。特に 20 代の中途
入社社員に対しては 3 ヶ月間の教育メニューを整え、社員のスキルレベルの底上げを継続
して実施しました。また、7 月には約 5 年ぶりに社員合宿を行い、一体感を持ってサービスを
ご提供するための取り組みを行いました。
私の活動としては、海外の開発元である米国、スロベニア、英国の 3 社にそれぞれ訪問し、
パートナーシップをより深めてまいりました。また、新たな「つかえる IT」を探すために、
ドイツで開催された IT Expo への視察なども行いました。
ファイルビューア「Brava」については、
オーシャンブリッジ創業時からのパートナーであっ
た開発元の Informative Graphics 社が、OpenText 社に買収されるという大きな出来事があり
ましたが、OpenText 社との新しい協業関係も構築することができ、日本のお客様へ製品と
サポートを引き続きご提供することができました。
リモートコントロールツール「ISL Online」は、オンプレミスライセンスの提供に力を入れ、
売上は前年比 113% まで伸ばすことができました。さらにはこれまでのパブリッククラウド
ライセンスとオンプレミスライセンスに加えて、日本初の「プライベートクラウドライセ
ンス」の提供を開始いたしました。
ファイル軽量化ソリューション「NXPowerLite」は、独自開発のアプリケーションやファイル
管理システムなどに組み込み可能な「ソフトウェア開発キット (SDK)」をリリースし、新たな
分野への展開を図りました。
おかげさまで弊社は本年の 6 月で創業 15 周年を迎えます。
今後は主力の 3 製品をより広めるとともに、
「つかえる IT を、世界から。」の言葉のもと、
日本の皆さまに海外のユニークで便利なソフトウェアや IT サービスを新たにご案内できる
ように活動していきます。2014 年に発表した目標「東京オリンピックが開催される 2020 年
までに、売上高、社員数を倍増する」を目指し、社員と共に邁進してまいります。
成長を続けるオーシャンブリッジにどうぞご期待ください！
本年も、さらなるご指導、ご鞭撻の程宜しくお願い申し上げます。
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スタッフ紹介リレー
今回は、
マーケティング担当の佐藤をご紹介します。

MAKI SATO

佐藤 真紀
（さとう まき）

OceanBridge Topics

Q：仕事でのやりがい、楽しいことを教えてください。また苦しいことやつらいことはありますか？
A：オーシャンブリッジの情報発信者としてお客様、パートナー様の目に触れるものを作っていることがやりがい
でしょうか。マーケティングの業務で、メールマガジン、OceanBridge Magazine、セミナー、Web サイト、プレス
リリース等の原稿や絵を作成・発信しておりますが、世の中にダイレクトに出ていくという、今までにない貴重な
経験をしています。一方、文章や絵の作成時は、記載内容に誤解がないように細心の注意を払い、正しい情報を
発信しなければならないのでチェックが非常に大変で、終始無言状態が続くことがよくあります。プレッ
シャーが重々しくのしかかりますが、非常にやりがいがある仕事です。また、入社後にオーシャンブリッジの
Web サイトリニューアルに携わることができました（本ページ下部にご案内がございます）。入社前からずっと
やりたいと思っていたことに、さっそく携わることができました。

トピックス

営業部

Q：自己紹介をお願いします
A：営業部の佐藤と申します。今年 8 月にオーシャンブリッジに入社し、マーケティングを担当しております。前職は
オーシャンブリッジと同じ IT 業界ですが、システムエンジニア職でしたので、キャリアチェンジということで
今は勉強漬けでもあります。また、社内には若手が多く、向上心の高い若手社員が大勢いる環境の中、刺激のある
（楽しい）日々を送っております。
出身は福井県小浜市です。大学は長野県、社会人で上京しました。社会人になってから帰省は年に 1 度ですが、毎度
「こんな建物あったかな」と、懐かしさ以外にも記憶喪失に陥ることがあります。2015 年 7 月の舞鶴若狭自動車道
開通にあわせて周辺の商業施設が増えているそうなので、栄えていくことを願わんばかりです（先日の帰省時には
敦賀市に行かないと入手できなかった、ミスタードーナツが出店しているのを発見し、びっくりしました笑）。
普段はインドア派で、ドラマ・アニメを見たりカラオケに行ったりお菓子を作ったりと家で何かしていることが
多いのですが、写真を撮るのも好きなので、近場の山や公園、展示会にふらっと出掛けています。今は人や動いて
いるものを撮る練習をしています。初心者向けのカメラを使用していますが、仕上がりを確認すると思ったように
撮影できていないことが多いです。カメラの性能に頼りすぎのようなので、たくさん撮って、少しずつ腕を上げて
いきたいです。

Q：お客様、パートナーの皆様へ一言
A：いつも弊社製品をご利用・ご拡販いただきまして誠にありがとうございます。基本は社内勤務ですので、あまり
お客様とお会いすることができないかもしれませんが、本誌やメルマガ、Web サイトなどで間接的にお会いでき
る機会がたくさんあります。本誌をご覧になってお気づきの点やご意見がございましたら、遠慮なくお知らせ
下さい。今後も皆様に役立つ情報を発信していきますので、どうぞよろしくお願いいたします。

オーシャンブリッジ Web サイトをリニューアルしました。

オーシャンブリッジ Web サイトをリニューアルしました。
以前と雰囲気はガラリと変わりまして、明るいイメージの
Web サイトを公開しています。
「つかえる IT を、世界から」の
弊社のミッションを元に、こちらの Web サイトより最新の
製品ニュースやセミナー情報等を随時更新し、情報発信して
参りますので、ぜひご覧ください。

http://www.oceanbridge.jp/
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オーシャンブリッジの

活 動

こんにちは！経営管理部の鈴木です。
今日は私が、オーシャンブリッジの
『防災対策事情』
について紹介させていただきます！

経営管理部では、
「社員が気持よく働くことが出来る会社」
を常に意識し、
社内の環境改善に取り組んでいます。

トピックス

現在の道玄坂オフィスに移転してから約 1 年が経過し、やっと社内の
環境整備も落ち着いてきたところ…。
何かまだ改善できるところはないかしら…？と、そこで考えたことが
「防災対策」
です。
そういえば新しいオフィスには防災用品が無い！
棚も一部固定されていない…オーシャンブリッジ社内の防災設備も
一度見直してみよう！ということで、棚の固定器具の見直しや、
今まで
設備されていなかった防災用品を揃えるところから始めました。

OceanBridge Topics

そこで揃えた家具の転倒防止・固定器具から、防災用品まで、今回は
一挙にご紹介します！

1

固定器具編

社内の棚は主にこの
社内の棚は主に
「不動王」
大・小 2 種類で固定しています。
（左が大、
右が小）

2
3

食器棚などの大きな棚は不動王・大、
キャビネットなどの小さな棚は
不動王・小サイズで固定しています。
壁と棚をこのように固定しています。
大きい方だと 115kg、
小さい方は
150kg まで支えることが可能だそうです。

4

5

地震の際、
意外と揺れに弱い複合機も、
しっかり固定しています。

4

複合機の固定器具を剥がすためには、

本体部分と、
フィニッシャートレイ部分はそれぞれ固定。

専用のヘラが必要です。

フロアはカーペットなので、
特殊なマジックテープで固定されています。

簡単には剥がせません！
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防災グッズ編
「防災グッズ」は文字通り、災害を防ぐためのもの。どこまで揃えたら良いの？と
悩むところですが、
弊社ではこれだけ揃えました！
社員が 30 名、3 日間社内に滞在出来る量です。
（※写真は一部です。）
何が含まれているか、以下に一部ご紹介させていただきます！

1

2

3

写真右から、
ライター、
懐中電灯、
携帯ラ
ヂオ、
急速充電器、
缶切り

法や、国土交通省が提供する防災情報提供

トピックス

5 年保存水と、カンパン。お水のラベルには
側面に災害用伝言ダイヤル「171」の使用方

（写真右上から時計回りに）軍手、消毒用ア
ルコール、携帯トイレ、生理用品、トイレッ
トペーパー、ゴミ袋、ウェットティッシュ

センターの QR コードも記載があります。

5

6

こんな
大きさ
にまで
広がり
とって
ます！
も薄く
て軽い
！

こんなに小さいですが、ブランケットで

かさば
る収納
は、
クリア
ラベル
ケース
を貼っ
に入れ
て
、
見
やすく
いざと
スッキ
いうと
リ！
きすぐ
に使用
できる
に保管
よう
してい
ます。
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こちらはレスキュー 11、
という名前がつ

す。
暴風・防寒・防水の機能を兼ね備え

いたレスキューセット一式。

ています。こんなに小さくて大丈夫な

名前の通り 11 種類、
脱出・救出のため

の？と思うかもしれませんが、実は…。

の用品が入っています。
ノコギリ、ハン
マー、ロープにジャッキまで…。

情報共有編
地震災害対策マップ、というものを作成し、社内に掲示して
います！
渋谷区のなかでも、
揺れやすい場所はどこか、
一番近い避難
場所はどこか、などを普
段から社内で共有して
おくことも、災害対策の
一環です！

いかがでしたか？
まだまだ整備を始めたばかり
ですが、社員のみんなが気持
ちよく過ごせるオフィスを目
指して、日々奮闘しつづけて
いきます！！
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オーシャンブリッジの

活 動

このコーナーでは、
オーシャンブリッジの社内活動を掲載しています。
今回は、ハートスイッチ（※）メンバーが新しくなりましたので、各メンバー紹介と実施している活動を紹介します。
※ オーシャンブリッジのスタッフが行動する際に意識するべき

5 つの心構え「OB Hearts」
（やり抜く意志・主体性・向上心・好奇心・チー

ムワーク）を社内に浸透させるためのタスクフォース

新ハートスイッチメンバー紹介

トピックス

YOHEI
TAKAGI

私はオーシャンブリッジ在籍 10 年を

HASUNA
SUZUKI

うとしています。1 年目ではただ参加

の都合などで、気づけば一度もハート

するだけの活動でしたが、企画する側

スイッチに参加したことがなかった

になったからには 2 年目ならではの

ため、そろそろ年貢の納め時と思い参

フレッシュな企画を出していきたいと

加しました。ハートスイッチをラジオ

思います！またオーシャンブリッジで

局に見立てて活動しているので、より

は今後新しく入社される方も多いの

社内が明るく盛り上がるような発信

で、新旧社員同士の交流と会社全体の

OceanBridge Topics

者＝DJ を目指します。

団結力を高められるような活動を 1 年

高木 庸平

NAOKO
KAMIZEKI

私は入社してまもなく 2 年目を迎えよ

超える数少ない一人なのですが、業務

鈴木 芙菜

社員同士のコミュニケーションを活性

YAYOI
YAMASHITA

を通してやっていきたいと思います !

今回、ハートスイッチには 5 年ぶり 2

化させるという一面もあるこの取り

回目の参加です。社内のメンバーが自

組みですが、私自身も普段業務上では

然に OB Hearts を意識できるような仕

接点のあまりない社員と接すること

組みやイベントを、自分自身も楽しみ

ができる良い機会だと考え、楽しみな

ながら実施していきたいと思います。

がら取り組んでいきたいと考えてい

役割的に私はラジオ局の AD なので、

ます。

社内を走り回ります！

上関 奈央子

山下 弥生

今後予定している活動
今期のハートスイッチの基本コンセプトは「ラジオステーション」と
いうことで「Heart Switch Station〜みんなをつなげる〜」をスローガン
として掲げ、ハートスイッチをラジオ局に見立てて活動しています。
「リクエストフォーム」
と称した Web フォームを作成して、
「あの人へ
のありがとう！」
「見たぞ！あの人の OB Hearts」
「日々のつぶやき
（Good and New）
」の投稿を募集しています。
また、先日は特別ハガキ募
集と称して、社長の持木へのありがとうメッセージを集めたアルバム
を作成しました。今後も、社内メンバーみんなが楽しめる企画を続々
発表していく予定です。

社長 持木隆介

リクエストフォーム
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FOCUS 厳選の営業活動日記を紹介

オーシャンブリッジ Web サイトでは、営業部メンバー全員が普段の営業活動を日々ブログにて公開しています。
営業活動中のトピッ
クスや、出張先での発見、休日の過ごし方など、普段はなかなかお話できない幅広い内容を投稿しています。
その中から今回は 2015 年の

トピックス

振り返りとして、
今年のブログ投稿を編集部の独断でカテゴライズしました。
今回は
「発見！気になるテクノロジー編」
をご紹介します。
営業活動日記はこちら

発見

に
！気

なるテ

http://www.oceanbridge.jp/partner/

クノロジー編

ロー テク /
アナ ログ 編

ハイ テク 編

ハイテクと
アナログの間編
新感覚歯ブラシ

フェ、フェラーリ欲…
乗せてください。

アナ ログ の勝 利。ス
マホも PC も使えな
くな った とき は、や
はりこれでしょう。

古代 のお 作法〜お 食
事 マ ナ ー。さ て、何
を食べているので
しょうか。

ミステリ ー編

OceanBridge Topics

残っ てい てう れし い
です。ト トロ のお 洗
濯の シー ンを 思い 出
します。

超ハ イテ クア イマ スク で、き
っ
と仕事も捗ります。

大阪出張中にドクターイエローに
遭遇。試験車カッコイイで
す。

香川のぴっぴ
ミステリー

つる んつ るん、テ クノ ロジ
ー。
つるんつるん。

永遠のラジオ
少年（死語）

今年も「オ ーシャン
祭」開 催！※弊 社 と
の関係性は …つまり
ミステリー。

貸してくれ るそうで
す。そ し て、ミ ス テ
リー。

番外編
最近のはやり、
さわやか編

、動物 編
り、
やり
はや
のは
近の
最近
最

さわやかな週末。社
員が静岡まで通う？
ハンバーグ

にゃんそうこうだにゃん！

犬と散歩。もふもふです。

リ ア ル 猫 も で す が、
二次 元も 癒や しで す
ね。

ペンギンのいる BAR

最近 のは やり 、
ヘル シー 食品 編

グ
ゆるキャラ on the プロレスリン
＠高円寺

自家 製ジ ャー サラ ダ
で健康おつまみ

OceanBridge Magazine Vol.11

○○に 効く ヨー グル
ト。
〜ビール好きなん
です
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マルチフォーマットファイルビューア［ Brava ソリューション ］

導 入 の

側

■ 山九様
物流企業として知られている
物流企業として知られている山九株式会社様は、プラント建
設やメンテナンス業務に携わるエンジニアリング企業として
設やメンテナンス業務に携わ
の顔も持っています。製鉄や石油化学などの巨大なプラント
の点検や補修作業には、膨大な量の図面や仕様書などのド
キュメントが必要になります。山九様は既存システムの
Microsoft SharePoint の 運 用 を そ の ま ま 活 か し、Brava for
SharePoint の導入によって、日本国内外で快適でセキュアな
ドキュメント活用環境を構築されました。
お客様を担当し、事例取材にも伺った営業部 高木に製品の
導入に至った経緯を聞きました。

過去事例データの効率的な検索やセキュリティ環境の
構築が課題だったと聞いています。

Brava for SharePoint 以外になかったとのことです。
決できるのは、
Brava for SharePoint の導入後の効果について

はい、山九様の場合、ドキュメント管理ソリューションとして Share
Point を利用されており、データベースから過去の補修事例データ
を参照してプラントの補修作業計画を立てています。情報資産は
増える一方ですが、結果としてデータベースの巨大化により検索
効率の悪化を招いていました。
さらに一つ一つのデータが肥大化した
ため、中身を確認するためにはファイルを開かなければならないの
に、開くまでの時間が長くなっていました。そのため、目的の文書に
たどり着くまでに非常に時間がかかっていたようです。
また、社員が
すべてのドキュメントにフルアクセスできるようになっていました
が、やはり技術データなので不正に利用されたくないとお考えになっ
ていました。

教えてください。
検索と閲覧の速度が劇的に改善されたと伺っています。Share
Point で補修事例を検索すると、検索結果の文字列に加え、ファイル
の 1 ページ目がサムネイルとして表示されます。そのため、事例の
詳細内容の表示も、ダウンロードすることなくビューアですぐに
確認できます。おかげで、いちいちファイルをダウンロードして
確認する手間がなくなったそうです。とりわけ通信環境の悪い
国内や海外拠点でも軽快に動作するため、ストレスなく情報資産
を活用し、お客
様への提案業務
も効率的に遂行
できていると
伺っています。

繰り返される
無駄な時間

文書検索の問題点

①ダウンロード
↓
②開いてみたら違う
↓
③他のファイルを
再ダウンロード

検索結果から見たい文書を選択するとサムネイルが表示される

取材後の一言
Brava for SharePoint の導入を決定されたポイントを
教えてください。
「ファイルのダウンロードに時間がかからずに」「目的の事例を素
早く閲覧できること」がポイントだったようです。加えて山九様は
国内外に多数拠点がございますが、通信環境が整っていない回線の
細い環境の場合でも、ダウンロードや閲覧は迅速にできることが
重要でした。そして製鉄所や石油化学プラント業界は、ほかのプラ
ントと比較してよりセキュアな環境で運用することが求められて
いましたので、安全性も意識されていました。
また、運用管理の煩雑
さを避けるために、既存の SharePoint に蓄積されたデータの活用も
前提としてありました。これらの課題を単一のソリューションで解
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山九様は、国内・海外を含め多くの拠点からドキュメント共有して
いるため、迅速な閲覧とセキュリティを非常に重視されていまし
た。昨今は個人情報保護やセキュリティニーズの高まりもあり、
企業内セキュリティ保護の強化を目的に導入されるケースが増え
ています。Brava シリーズは、標準で
多彩なセキュリティ機能が搭載され
ています。必要な情報を閲覧しても、
クライアント側には元ファイルが渡ら
ず、情報漏えいリスクを抑えることが
できるのでオススメです。
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弊社営業部：高木

www.bravaviewer.jp

Blazon for FileServer 最新バージョンリリース
文書共有ソリューション「Blazon for FileServer 7.3」をリリースしました。Blazon for FileServer の概要や最新機能について
お知らせします。
Blazon for FileServer は、企業内のファイルサーバーに保存されている各種文書・図面・画像ファイルを、フォルダ構造をそのまま
Web ポータルへ変換する文書共有ソリューションです。Web ポータルを構築する際、指定フォルダ内のファイルをすべて事前変換する
ため、ポータル上でファイル名をクリックした際、非常に高速に表示できます。オリジナルファイルではなく、表示専用に変換された
データを閲覧するため、不要なコピーや印刷、またはダウンロードなどを防ぎ、情報漏えい抑止になります。
社内で情報共有ポータル
を構築・運用する場合に最適の製品です。

新

機

能

ファイル / フォルダ単位での制限
ファイル / フォルダ単位での印刷、
ダウンロード、
テキストコピー可否等を制御できるようになり
ました。

「ファイル内検索」機能に関する機能強化
変換後データ表示中に、ファイル内
検索を実行した際、ヒットした箇所
の一覧を表示できるようになりまし
た。前バージョンまでは、検索結果を
一つずつ確認する必要がありました
が、
対象ページへすぐにアクセスする
ことができるようになりました。

ファイル変換処理速度の向上
ファイル変換処理時に公開パスのバックアップ
を取得する仕様を変更したことで、ファイル変換
処理速度が向上しました

この度、日頃 Brava Desktop をご利用頂いているお客様より、
Brava Desktop に対するコメントを頂戴しました。
アンケートにご回答下さったユーザー様のコメントを一部紹介させていただきます。
アン

ている点
気に入っ

他ソフトに比
べ
Brava Desktop
は格段に
TIFF 表示が速
く、ストレスな
く
ファイル閲覧
できることに
満足していま
す。

t Pro の
Adobe Acroba
購入価格より
。
ことができた
費用を抑える

ご利用ユーザー様の声

大判図面ファイル（TIFF）の
高速な閲覧が可能で、
マークアップで検図
としての注記や図形指示が
できる。

文字の比較が
日本語以外の
に記載された
可能で、設計書
の違いを
※
ト
ウ
ラ
ム
ウ
れる。
く
て
け
見つ
※ドイツ語。アル

高額な AutoCA
D ソフト
なしにビュー
アとして
図面を見るこ
とができ、
PDF に変換で
きる。
パスワードを
かけて PDF が
作成できる。

ファベットと

記号の組立文

字

PDF や TIFF への変換が容易で
使いやすいです。2 つのファイル
を重ね合わせて比較ができ、変更
点の確認が簡単に出来るのが良
いです。

図面は人が作
っているので
入力ミスをな
くすことは実
際は
難しく、ファイ
ル内全て
チェックして
いたが、
図面の比較機
能で部分的に
チェックが行
えるようにな
り、
素早く正確な
図面作成がで
きる
ようになった
。
の
t Design Suite
Autodesk Plan
原因で
が
値
性
属
、
に
図面保存時
まう
箇所が出てし
意図せず変更
色付けされて
み
の
所
箇
更
際も、変
でチェックが
表示されるの
、
効率がアップ
務
容易になり、業
。
る
き
で
て
納品も安心し

この他に多くの貴重なコメントを頂戴しております。
頂いたご意見は、今後の Brava Desktop 製品の品質の向上に役立てます。
品の品質の向上に役立てます ご協力
いただきました企業様に感謝申し上げます。
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ワンタイム＋常駐接続で使えるリモートコントロールツール

pcAnywhere をご利用中のお客様へ、2016 年 4 月にサポートが終了します。
2016 年 4 月の pcAnywhere サポート終了に伴い、pcAnywhere
サポ ト終
伴
から ISL Online へ乗り換えられる企業様が増えています。
乗り換えられ 企業様が増え
ます 乗り換えの
乗り換え
理由は、Windows アップデート後に pcAnywhere が使用できなくなった、継続使用中に OS の最新版に非対応になってしまったなど、
いくつかの理由があります。
ここでは、
pcAnywhere ユーザー様が抱える課題と ISL Online に乗り換えるメリットをご紹介します。

pcAnywhere ユーザー様が抱える課題は、すべて ISL Online で解決できます。
pcAnywhere ユーザ様が抱える課題
課題 1 pcAnywhere は以前のバージョンと接続できない
旧バージョンから最終版の pcAnywhere 12.5 SP4 へバージョンアップ
した場合、旧バージョンとの互換性がないため、接続ができなくなり
ます。そのため、段階的なアップグレードを部門単位や小規模単位
から始めることができません。

課題 2 pcAnywhere は最新の OS に対応していない
最新版の pcAnywhere12.5 SP4 は、各 OS の Windows 8、Windows
Server 2012、MacOS 10.8 以降に非対応です。

課題 3 pcAnywhere は Windows アップデート後は不安に

課題 4 pcAnywhere は端末が多いほど買い替えコスト負担大

プログラムの開発が停止していることで、今後さらに Windows アップ
デート後に接続できなくなる可能性もあります。
「クライアントの Windows7 端末に pcAnywhere12.5.4 をインス
トールして利用していましたが、Windows アップデート後にブルー
スクリーンになり、接続できなくなりました。メーカーに問合わせ
ましたが、修正パッチはなかなか出てきませんでした（元 pcAnywhere
ユーザー様の声）」

端末数が多い企業では、端末台数課金のソフトウェアで切り替える
とコスト負担が大きくなります。
例）100 端末の切り替えが必要な企業の場合

端末台数課金のソフトウェア

×

解決 1

解決 2

解決 3

旧バージョンとも
接続できる

最新の OS に対応

常に最新版プログラムを
利用できる

pcAnywhere からの移行イメージ
ISL Online は pcAnywhere と同居可能なため、体
験版から本 番 運 用 へ 移 行 の 際 も、段 階 的 に
pcAnywhere を切り替えることが可能です。
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万円として

万円
＝ 100の負担

》

》

「ご安心ください」すべて ISL Online で解決できます

※ISL Light とは ISL Online のリモートコントロール
プログラムです
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で切り替えると
単価 1

解決 4

同時接続ライセンスなので
端末ライセンスは不要！

www.islonline.jp

ワンタイム＋常駐接続で使える
国内唯一のリモートコントロールエンジン
「お客様はどのような環境でリモートコントロールのご利用を希望されていますか」
オーシャンブリッジが提供する ISL Online は、1 つのライセンスでワンタイム接続と常駐接続をご提案できる国内唯一のリモート
コントロールツールです。
ISL Online は、
「ISL Online リモートコントロールエンジン」
をコアエンジンとしてサービスを実現してい
ます。実はこのエンジンの配置場所を変えることで、ご希望の利用シーンでリモートコントロールを実現できます。
「ISL Online リモートコントロールエンジン」
は、他社にはないカバー率で様々なライセンス体系をご用意しておりますので、様々な
企業様の自社ポリシーに合わせてご選択可能です。そして豊富な機能を備えておりますので、お客様のどのようなご利用シーン
にもマッチします。

ISL Online はカバー率 No.1

他社ライセンス
との比較

ISL Online

R社

O社

I社

N社

T社

オンプレミス

○

△

△

×

×

×

プライベートクラウド

○

×

×

×

×

×

パブリッククラウド

○

○

○

○

○

○

OEM

○

○

○

×

×

×

シーン別ライセンスのご提案

社内 LAN で利用したい

AWS
(Amazon web service) で
サーバー構築なしで
利用したい

ISL リモートコントロール
エンジンを
「社内 LAN」におくなら

オンプレミス
ライセンス
セキュリティを高め、自社インフラ
で利用
● 全アカウントの操作ログ取得が
可能
● カスタマイズが豊富
● ￥750,000 〜
●

ポイント：専用線・VPN などで接続された
LAN 内に限定した接続や専用サーバーで運用
管理を行いたい企業・自治体に適しています。

インターネットクラウドで
より安く利用したい

特定ビジネスに提供したい

ISL リモートコントロール
エンジンを
「AWS」におくなら

ISL リモートコントロール
エンジンを
「インターネット上」で
共用するなら

ISL リモートコントロール
エンジンを
「特定ビジネス」で
利用するなら

プライベートクラウド
ライセンス

パブリッククラウド
ライセンス

OEM
ライセンス

●

サーバー構築不要
シングルテナントで運用
● サーバーは冗長構成
● ￥3,000,000 〜

●

●

●

安価に利用したい方へ
インターネットに接続するだけ
で、どこでも利用可能
● ￥29,000 〜

ポイント：シングルテナントで契約企業様
だけにご利用いただく年間利用ライセンス

ポイント：年間契約でご利用いただくクラ
ウドライセンスです。サーバーを設置・構築

です。
オンプレミスのセキュリティ性とパブ
リッククラウドの冗長性を兼ね備えていま

する必要がなく、低コストかつ最短即日から
ご利用いただけます。

ここまでカバー
できるのは、
ISL Online
だけです。

す。

ISL Online は、お客様の希望状況に合わせたライセンス体系のご提案に加え、1 つのライセンスで豊富な機能や同時接続数に応じた
合理的な課金体系をご用意しております。ご相談・ご検討の際には、お気軽に弊社営業部までお問い合わせください。
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ファイルサーバーエディション
ファイル軽量化ソリューション

導 入 の

側

■ かんでんエンジニアリング様
かんでんエンジニアリング様は、各種設備・施設のメンテナンス業務の
中で、過去の工事や保全業務の写真、図面、地図といった画像データやあら
ゆるドキュメントを、各業務の担当者が保管・共有するためにファイル
サーバーを利用していました。また、事業継続計画（BCP）対策の一環とし
てファイルサーバーは各拠点に設置しているため、運用台数は約 100 台
にものぼり、ファイルサーバーの保守コストやリスク削減を課題として
抱えていました。この解決策として、NXPowerLite ファイルサーバーエ
ディションを採用されました。
お客様を担当し、事例取材にも伺わせていただいた営業部 秋本に製品の
導入に至った経緯を聞きました。

NXPowerLite の現在の利用状況を教えてください。
現在、各拠点で使用しているファイルサーバーのリプレースを
進められています。約 100 台のサーバーを統廃合して約 30 台に
集約し、新サーバー全てに NXPowerLite を導入する予定で、現
時点で約 20 台導入が完了し、稼働しています。サーバーには、過去
の工事や保全業務のデータで画像ファイル（写真、図面、地図）を
保管しており、容量の約半数を占めています。

ともできます。
また、万が一サーバーに障害が発生した際のデータ復
旧（リストア）の時間が短縮できることも導入決定のポイントとなり
ました。

導入ストレージ容量上限
（対策なし）

初期コストに
差が出る
導入ストレージ容量上限
（NXPowerLite 導入）

ファイルサーバーを各拠点に置かれている理由を
教えてください。
本社のサーバーでデータを集約すると、各支店からサイズの大きい
データを取りに来た際にネットワーク負荷が膨大にかかること
が予想されます。
また、常に現場に置かれているデータが最新であり、迅速に復旧
できる体制を整えておくことが非常に重視されています。阪神淡
路大震災の時のように、本社の機能が止まってしまい、現場（各支
店）のデータ復旧の遅れや、最新のデータを損失することがあると
業務が止まってしまうため、リスクを分散するために拠点配置し
ていると伺っています。
100 台のファイルサーバーを、
30 台のファイルサーバーに
NXPowerLite を各サーバーに導入することを
統廃合し、
決めたポイントを教えてください。

リプレイス直後

■

2 年後

対策なし

3 年後
■

4 年後

5 年後

NXPowerLite 導入

取材後の一言
かんでんエンジニアリング様に実施いただいたように、ファイル
サーバーエディションにはシミュレーション機能をご用意して
おりますので、現在のご利用環境に NXPowerLite を導入時の具体
的な効果をご確認いただけます。NXPowerLite 導入により、運用負
担も軽減できたお客様も多数いらっしゃいますので、課題や悩み
がございましたら弊社営業部までお問い合わせ下さい。ご相談に
駆けつけます。

サーバー運用コスト削減できる点と BCP 対策が強化できる
点 が ポ イ ン ト で し た。各 拠 点 の フ ァ イ ル サ ー バ ー で 5 年 間、
NXPowerLite を利用した場合と利用しなかった場合に、どのくらい
データ容量に差が出るのかシミュレーションを実施いただいた
結果、NXPowerLite を導入すればデータ容量が抑えられ、より小さな
容量のストレージで運用できることがわかりました。バックアップ
の際の回線負荷を軽減し、さらにはバックアップ時間を短縮するこ
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1 年後
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弊社営業部：秋本

www.nxpowerlite.jp

■ クボタ環境サービス様
9TB を
台合
全国に拠点をもつ建設業のクボタ環境サービス様は、2 台合計で
運用し、工事報告書の作成用の撮影写真をファイルサーバ
運用し、工事報告書の作成用の撮影写真をファイルサーバーに蓄積保管
していました。さらに方針変更により紙報告書を PDF に変換して保管す
ることとなったため、ファイルサーバーの容量の逼迫が加速し、サーバー
更新が 1 年前倒しになる状況でした。この解決策として、NXPowerLite
ファイルサーバーエディションを採用されました。
お客様を担当し、事例取材にも伺わせていただいた営業部 亀谷に製品の
導入に至った経緯を聞きました。

NXPowerLite の検討を始めた
どのようなきっかけで、
のでしょうか。
NXPowerLiteの軽量化は即効性があると判断されたからです。スト
レージ容量不足が目前に迫っていたため、ユーザーにファイルの
精査と削除を促す方法では、社内に浸透して効果が現れるまでに
時間がかかり過ぎてしまいますし、実際に削除してもよいと判断
できる写真は少なかったそうです。また、大容量の画像データが
メールで送信できないことが社内で頻発して問題になっており、対
応を迫られていたそうです。
NXPowerLite をご紹介した頃はそこまで効果を期待されていませ
んでした。画質劣化も不安だったそうですが、デスクトップエディ
ションの体験版で、軽量化する前のオリジナルの写真と見分けられ
ず、工事写真としてまったく問題のない画質と判断いただき、ファ
イルサーバー増設ではなく、NXPowerLite の導入を決定されました。
ストレージ容量不足を解決のために検討した手段
対応策

手間

コスト

不要なデータの削除を依頼する

★★★

★

★

ファイルサーバーにディスク増設

★★

★★★★

★★★

サーバー管理ツール導入

★★★★

★★★★

★★

データの圧縮・軽量化ツール導入

★

★

★★★★★

即効性

NXPowerLite の導入でファイルの軽量化以外に様々な
効果があったそうですが。
大阪支社では、6TB のデータを 1.6TB
（約 27%）
削減することができ
ました。
一度設定を行っておけば、あとは軽量化が終わるのを待つだ
けなので、
手間をかけずに空容量が確保できるようになっています。
他にも、写真をメールで添付送信した時のメールサーバーのトラ
フィックやメールデータへの負担の軽減や、BCP 対策の一環として
行っていたデータセンターへのバックアップも、全体の 30% におよぶ
画像データの軽量化によりコストが削減できているそうです。
ファ

イルサーバーの
更新時のデータ
移行時間も大幅
に短縮できそう
ともおっしゃっ
ていました。

ファイルサーバーリプレイス時のコスト比較
通常のリプレイス

NXPowerLite 利用
でのリプレイス

ストレージ

ストレージ

バックアップ

バックアップ

データ移行

データ
移行

NXPowerLite の導入によりストレージの運用面で
変化はあったのでしょうか。
今までの運用では、当初予測した容量のストレージを用意するだけ
で、余裕をもって対応できていたそうですが、昨今のデータ量の
急増に伴い、予測が難しくなっているそうです。予測次第でコス
トパフォーマンスが低下したり、今回のようなサーバー更新前に
容量不足に陥ったりしてしまいます。
NXPowerLite によりデータ量が小さくなれば、過剰な裕度が不要
ですし、目安となるデータ削減量・削減率の予測も可能になるため、
すぐに容量不足に陥るといったこともありませんのでサーバー
の増設が必要になった場合も、規模を抑えて運用が可能になると
伺っております。
取材後の一言
ファイルサイズの軽量化効果に連鎖し、バックアップ時やメール
送信時のネットワークの負担軽減、バックアップコスト軽減、スト
レージ運用・計画の負担の軽減など、様々な点でご評価をいただき
ました。クボタ環境サービス様のように画像ファイルを多く保存
されていて、すぐに効果を出したい企
業様には NXPowerLite は非常に効果
的です。すでに容量不足のためご検討
いただく場合が多いですが、最近では
容量が加速度的に増えている場合に
は、今後を見据えてご導入いただく
ケースも増えています。
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ソフトウェア開発キット
ファイル軽量化ソリューション

導 入 の
■ アクロス様
IBM Collaboration Solution（旧 Lotus）製品を得意分野とした
システムトータルサービスを提供している SIer のアクロス様は、
「NXPowerLite を使ってみたい」という Notes ユーザーである
お客様の声をきっかけに、Notes データベース軽量化ツール
『添
付 de こん』
を開発し、開発時に NXPowerLite ソフトウェア開発
キット
（SDK）
がアドインとして採用されました。
お客様を担当し、事例取材にも伺わせていただいた技術部 薬師寺
に製品の導入に至った経緯を聞きました。

NXPowerLite SDK の活用方法について教えてください。
ア ク ロ ス 様 は IBM Notes/Domino の Notes ク ラ イ ア ン ト に、
NXPowerLite SDK をコアエンジンとしたアドインソフトウェ
アをインストールし利用する『添付 de こん』を開発されまし
た。ユーザーは『添付 de こん』
を利用することにより、メールや
Notes データベースに添付するファイルを即時軽量化し貼り
付けることができ、Microsoft Oﬃce ファイル、画像ファイル
（JPEG）
、PDF ファイルの軽量化に対応しています。軽量化レベ
ルも4段階から選択することが可能なアドインソフトです。
『添付 de こん』のメール作成時の画面例

アドイン開発で NXPowerLite SDK を使う場合の
メリットは、
やはり工数短縮でしょうか。
開発工数の大幅な短縮が、
一番大きく、
分かりやすいメリットだと
思います。
『添付 de こん』
の開発で、もしファイル軽量化技術をイ
チから開発していたとしたらリリースにかなり時間がかかって
いただろうと伺っています。
専門分野外の技術、SDK を使用する
ことで、短期間でオリジナルのアプリケーションを開発すること
が可能になったとも伺っています。NXPowerLite SDK は、
「ファイ
ルの軽量化」という機能に特化したシンプルな SDK のため、余計
な開発検証がかからず、やりたいと思っていたことを時間をかけ
ずに実現できたそうです。
他にもメリットはあったそうです。

14

NXPowerLite SDK 導入により開発期間短縮を実現
基本設計

新機能開発

テスト

UI 設計

テスト

スクラッチ

基本設計

新機能
SDK

テスト

UI

テスト
開発期間短縮

SDK 利用

工数短縮以外のメリットとは何でしょうか。
アクロス様は「リリースのタイミング」もメリットの一つと
挙げられていました。世の中のファイル軽量化のニーズが高
まっているこのタイミングで、確実にリリースしたいとき
に、イチから開発を行っているとタイミングを逃してしま
い、お客さまの多様化するニーズに合う全ての技術を 1 社で
持ち合わせているということは、現実的ではないと伺いました。
本当に開発が必要な部分を厳選し、利用できる部分について
は、既存のライブラリやツールを利用していくことが、開発
期間の短期化を実現し、タイミングよく新しいアプリケー
ションをリリースするためには必要だと、取材中語っていた
だきました。
取材後の一言
アクロス様にはメールや Notes データベースに添付するファ
イル容量の軽量化を目的として NXPowerLite SDK を利用いた
だきました。お客様の中で「ファイ
ルの軽量化」を既存システムに組込
みたいとお考えの方や、Oﬃce 365
や文書管理システムなどのソ
リューションを提供している SIer
の方々に、ぜひ、NXPowerLite SDK
をご活用いただきたいです。
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www.nxpowerlite.jp

Neuxpower Solutions社 来日情報
Andy Dargon 氏が来日し、日本での NXPowerLite の販売状況や製品
技術面、また今後のロードマップやお客様からの要望についてなど
のディスカッションを行いました。

COO

ޑᅰȱȹ

イギリスから来日しました。今回は CEO の Mike Power 氏、COO の

CEO

昨年 11 月末に NXPowerLite 開発元の Neuxpower Solutions 社が

滞在中は弊社との会議が中心でしたが、Andy Dargon 氏は今回日本が

3

შ

初めてということで、少しの時間でしたが東京案内もスケジュール
に入れました。来日の様子をお伝えします。
Mike Power 氏

Andy Dargon 氏
An

会議

お土産

開発元と今後の戦略や
ロードマップを共有

たくさんのお土産を
いただきました！

昨年イングランドで開催された
ラグビーのミニボール

ロンドンの地下鉄が書いてる
コースター

イギリスの老舗百貨店
「FORTNUM & MASON」
のお菓子
重厚感のある
ロンドンのプレート

会長、社長にはサプライズプレゼントも

ランチ
＆ディナー

東京観光
浅草でうなぎを満喫

日本らしい居酒屋へ

PC パーツが見たい
ということで秋葉原へ

畳でしゃぶしゃぶを

観光名所の浅草寺

最終日は大勢で食事会

OceanBridge Magazine Vol.11
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編集後記
新年あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
今年は申年ですね（ポケモンが世に出てから 20 年、サルといえばエイパムが可愛くて好きでした）。2016 年を 12 で割ると余りは「0」。
そうです、申年は西暦を干支で割り切れる年です。ある意味、1 周した区切りのよい始まりの年として、引き締まる気持ちです。
日本のお正月といえば家でお餅を食べる習慣がありますが、皆様はどのようなお雑煮でお正月を迎えていますか？煮込み、焼き、
こんぶだし、味噌、味付けなどもそれぞれだと思います。日本各地のお雑煮マップを見ると、東西で丸餅か角餅かで分かれることから
始まり、更には味付けや合わせ具材が豪華なお雑煮もあるようで、あちこちに目移りしてしまいます。
東京のスーパーに売っているのは角餅がほとんどですが、私の地元は丸餅で、お味噌だけで煮ています。
丸餅には
「まーるく収まります
ように」
の願い、味噌は
「質素倹約」
と聞いています
（母親からの受け売りですが、本当でしょうか）
。
グルメな時代に生きているせいか、
やはり具材の沢山入っている豪華なお雑煮が少々羨ましいです。来年は「全国ご当地お雑煮の食べ比べセット」を試してみます。
本誌を読んでのご感想・ご意見も是非お聞かせ下さい。次号もどうぞ、お楽しみに。
（編集：マーケティンググループ）

Tea Break
営業部に新しい社員が増えましたので、ご紹介します。
2015 年 8 月に入社しました、江口と申します。
前職では家具販売店で接客業務を行っており、家具→IT という全く異なる業界からの転身でした。
初めは慣れない
ことで戸惑ってばかりでしたが、無事研修も終わり、現在はインサイドセールスグループにて ISL Online の保守
更新業務を担当しております。また、外勤営業のサポート業務も行っており、先日は展示会の応援部員として
北海道に行って参りました。本場のジンギスカン、ビールのお供に最高でした。
営業部

では、少し遡って経歴を紹介させていただきます。生まれは長崎県長崎市で、とても坂の多い街で育ちました。
出身高校は長崎北陽台高校という、最近注目され始めた「ラグビー」の強豪校です。高校卒業後、関西の大学へ

江口優子

進学し、在学中はオーストラリアの西海岸にあるパースという街に留学をしました。ビーチが美しい田舎町です。
南半球にあるオーストラリアはこれからが夏本番なので、毎年冬になるとオーストラリアに戻りたい願望が
尽きません。そして就職と同時に上京し、今年で社会人 3 年目になります。
社会人としても、オーシャンブリッジメンバーとしてもまだまだ未熟な私ですが、信頼されるメンバーにいち
日々精進してまいります。これからどうぞよろしくお願いいたします。
早くなれるよう、日々精進してま

営業活動日記
公開中 !

会 長 、社 長 ブ ロ グ も
更新していますので、合わせて
ご覧ください。

営業部のブログを更新中です。
普段から皆様とやりとりをさせていただいている
営業メンバーの素顔を見ることができますので、
是非御覧ください。

http://www.oceanbridge.jp/taka/

オーシャンブリッジ会長 高山のブログ

http://www.oceanbridge.jp/taka/
ww.oceanbridge.jp
g jp/taka/
http://www.oceanbridge.jp/mochi/

オーシャンブリッジ社長 持木のブログ

営業活動日記

http://www.oceanbridge.jp/partner/

http://www.oceanbridge.jp/mochi/
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