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を超え、人間は昔から生と死、何か見えざるものに対して

畏怖・畏敬の意を抱かずにはいられない存在なのかもしれ

ません。

ブルッときたらご用心。季節の変わり目に体調など崩すことが

ないよう、気をつけて過ごしましょう！

本誌は今後も製品の最新情報はもちろん、会社の取り組み

などのコンテンツを充実させながら、皆様のお手元へお届け

いたします。

本誌を読んでのご感想・ご意見も是非お聞かせください。

次号もどうぞ、お楽しみに。

(編集：マーケティング部)

11月に入り、秋色いよいよ濃く、朝夕は肌寒さを感じるように

なってまいりました。皆様元気にお過ごしでしょうか。

最近は国内でもすっかり普及しつつあるハロウィン。ハロ

ウィンの起源は古代ケルトの人々が行っていた秋の収穫祭と

されており、発祥はアイルランドやスコットランドであると

のこと。古代ケルトでは10月31日は死者の霊がこの世に

戻り悪さをするとも信じられ、魔よけのために仮面を被る

風習があり、これが現在の仮装につながるそうです。

日本でも時期は異なりますが、盆踊りの際には先祖に思いを

馳せ、地域によっては帰ってきた存在に顔を見られないよう

「お面」を付けて踊る風習があります。国や民族といった垣根
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https ://media .oceanbr idge. jp/
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OceanBridge Magazine や 製 品
Web サイトではお伝えしきれない弊社
製品に関する情報や、つかえる IT の
活用ノウハウ、最新の話題関連などを
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新製品
リリース

メールで送れなかった
ファイルが送れる・受け取れる 

送り手や受け手のメール容量制限で送れな

かった重たいファイルが、スムーズに送信

できるようになります。

※メールクライアントとの連携は、Windows 版でのみご利用
いただけます。

ファイル保存先の容量不足解消

ファイル保存先のサーバーやPC内の保存領域

を効率的に使用できます。ファイルのアップ

ロードやダウンロード時間も短くなります。

iPadでのダウンロード、
表示速度向上

iPad でファイルをダウンロードし、表示

するまでの時間が早くなります。

ファイル送付が遅れること
による営業機会損失の防止

重いファイルを分割して送付しなければなら

ない場合に、分割する工数を削減し新規の

営業機会を獲得することができます。

クラウド利用時のコスト削減

クラウドストレージやグループ会社のスト

レージを使用している場合、容量に応じた

課金を抑えることができます。

NXPowerLiteの導入メリット

ネットワーク負荷の軽減

全社でファイルを圧縮することにより、

ネットワーク負荷を軽減して他システムへ

の影響を防ぎます。

デスクトップエディション 

対応ファイル形式

※1 Office Open XML形式のみ

※2 バージョン11以前のAdobe Acrobat
で作成した、PDF の Ver.1.4 から 1.7 
Extension Level 8 の PDFファイル
（弊社で動作確認している PDF 作成環境
はAdobe Acrobat Pro DCです。）

Mac OS 対応版の主な特長
対応OS

Mac OS X 10.12 (Sierra)

Mac OS X 10.13 (High Sierra)

Mac OS X 10.14 (Mojave)

ファイルの拡張子を変更せずに圧縮

します。解凍ソフトは不要です。 そのまま

PowerPoint、Word等で開いて編集

できます。

画質や見た目もオリジナルファイルの状態

のまま、ファイル容量のみ圧縮されます。

ファイルをUIにドラッグ＆ドロップする

だけで、簡単にファイルを圧縮できます。

一度に複数のファイルを圧縮すること

もできます。

用途に合わせて最適な圧縮レベルを

設定できます。ファイル形式ごとに調整

可能です。

Mac標準搭載のFinderと連携してファ

イルを圧縮できます。

画質や拡張子は圧縮前と同じ ドラッグ&ドロップで簡単に圧縮

TIFFPNGJPG

PDFPPTDOCX

圧縮レベルの選択 Finder連携

NXPowerLite は、画像データを含む重いMicrosoft Office、
JPEG、PDFファイル等を、ファイル形式はそのままに、最大
50 分の1に圧縮するデータ圧縮ソフトです。

お待たせしました！

for Macfor Mac

長らく弊社製品をご愛顧頂いているお客様からも多数お問合せをいただいておりました、データ圧縮ソフト
「NXPowerLite デスクトップエディション」のMac OS対応版を、2018年11月20日に新たにリリースいたします！
今回リリースするMac OS 対応版では、最新バージョンである macOS Mojave に対応します。
既存のWindows 版製品と同様に、画面上にドラッグ＆ドロップして簡単かつ効果的に圧縮できるほか、用途に合わせて
ファイルの形式ごとに最適な圧縮レベルを設定できます。また、Mac 標準搭載の Finder と連携してファイルを圧縮
することも可能です！

Microsoft Word 97- 2016 ※1

Microsoft PowerPoint 97- 2016

JPEG画像

PNG画像

TIFFファイル（非圧縮のTIFF）

PDF文書 ※2

NXPowerLite新製品（Mac OS対応版）に関するご質問やご要望は、Webページからお気軽にお問い合わせください。

NXPowerLite 問い合わせ

NXPowerLiteは、
国内導入企業9,300社以上でご利用いただいております。

NXPowerLiteは、
国内導入企業9,300社以上でご利用いただいております。

NXPowerLiteとは？
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日本市場における豊富な実績と強固な事業基盤
これまで米国製、英国製、スロベニア製、オランダ製を中心に、サーバーソフトウェア、デスクトップソフトウェア、クラ
ウドサービスなどを数多く立ち上げてきました。
これらソフトウェアや IT サービスを、50 社を超える国内パートナー企業との販売・技術・マーケティング面でのアライアンス
を通じ、大手企業を中心とする数万社のエンドユーザー企業に対して販売し、サポートを提供しています。
こうした豊富な実績と強固な事業基盤を活かし、今後も続々と新しい ITツールを海外から発掘し、日本市場に提供していきます。

オーシャンブリッジのバリュー
海外のテクノロジーと日本の顧客ニーズを結び付ける最適なシナリオを構築できるのが、オーシャンブリッジのバリューです。
海外の IT ベンダーに対しては、テクノロジーと日本市場を最短距離で結び付ける、事業戦略・マーケティング戦略・販売戦略
などの事業展開シナリオと、広範なパートナー＆顧客ネットワークにより、スピーディな事業立ち上げ・収益拡大を実現
します。
国内のパートナー企業に対しては、システム連携によるソリューション構築や共同マーケティングなどを通じた、海外の最新
テクノロジーと自社ビジネスを結び付けるための協業シナリオにより、新たなビジネスチャンスをもたらします。
国内のエンドユーザー企業に対しては、海外発の最新ソリューションにより業務課題を解決し、投資対効果をあげるために、
ニーズに合わせた活用提案や、ケーススタディなどの様々な活用シナリオを提供します。

ビジネスモデル
海外製のソフトウェアや IT サービスを発掘・ローカライズ（日本語化）し、日本市場に合った形で国内パートナー企業との
アライアンスを通じて、幅広くエンドユーザーに販売しています。製品選定の基準は、私たち自身が1ユーザー、1ビジネス
パーソンの視点で「これは便利！」「ぜひ使いたい！」と心から思えるかどうか。
そうした本当に“つかえる” IT ツールを、幅広いパートナーネットワークと安心のサポート体制を通じて、日本市場に提供
しています。

海外には、日本でまだ知られていないソフトウェアや IT サービスが数多くあります。
オーシャンブリッジはその中からお客様に喜ばれる本当に便利でユニークな製品を見つけ出し、

日本のお客様に最適なかたちでお届けします。
海外のテクノロジーと日本市場をつなぐ「架け橋」として、日本の産業に貢献していきます。

海外

海外ITベンダー

海外ITベンダー

カナダ
アメリカ

マーケティングパートナー
約20社

販売パートナー
約30社

提供

協業

イギリス

スロベニア

エンドユーザー
15,000社
以上

国内

● パートナーネットワーク
● テクニカルサポート
● マーケティングノウハウ

● 事業開発
● ローカライズ（日本語化）

● 日本市場のニーズ理解
● 事業戦略立案
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オーシャンブリッジの
”つかえる”ソフトウェア＆サービス

主要海外 IT ベンダーと主な取り扱い製品
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オランダ

離れた場所の PC 同士で画面共有を行う「ワン
タイム接続」、遠隔地にあるサーバーや出先で
iPhone や iPad などから社内の PC に接続可能
な「常駐接続」、複数のユーザー間で画面共有や
チャットが可能な「Web 会議」を 1つのライセ
ンスで利用できるリモートコントロールツール
です。セキュリティポリシーに合わせてオンプ
レミス、プライベートクラウド、パブリッククラ
ウドの 3つのライセンスを選択できます。

容量の大きいMicrosoft Office、JPEG、PDF
ファイルなどをファイル形式はそのままに、
最大 50 分の 1 に圧縮するソフトウェアです。
用途に合わせてデスクトップエディション、
ファイルサーバーエディション、ソフトウェア
開発キット（SDK）で展開しています。

AO大判長尺の TIFF や HPGL など様々な形式
のファイルを高速表示し、スムーズな操作性と
業務効率化に特化した機能が備わっている
ビューアです。Brava Desktop、Brava サー
バー連携版のエディションで展開しています。
Blazon はあらゆるフォーマットを自動変換
するマルチフォーマットコンバータです。

簡単に安心してすぐにつながる Web 画面共有
ツールです。ソフトウェアのダウンロードや
インストールが一切不要で、ブラウザさえあれば
いつでも手軽に対象の Web ページのみを画面
共有できます。テキストチャットの他にビデオ
チャットも標準で搭載されており、双方向での
円滑なコミュニケーションが可能です。

ワンタイム＋常駐接続で使えるリモートコントロール

画面共有ツール

データ圧縮ソフト

高速・多機能ビューア
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海外

海外ITベンダー

海外ITベンダー

カナダ
アメリカ
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約20社

販売パートナー
約30社

提供

協業

イギリス

スロベニア

エンドユーザー
15,000社
以上

国内

● パートナーネットワーク
● テクニカルサポート
● マーケティングノウハウ

● 事業開発
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オーシャンブリッジの
”つかえる”ソフトウェア＆サービス

主要海外 IT ベンダーと主な取り扱い製品
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オランダ

離れた場所の PC 同士で画面共有を行う「ワン
タイム接続」、遠隔地にあるサーバーや出先で
iPhone や iPad などから社内の PC に接続可能
な「常駐接続」、複数のユーザー間で画面共有や
チャットが可能な「Web 会議」を 1つのライセ
ンスで利用できるリモートコントロールツール
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ウドの 3つのライセンスを選択できます。
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ファイルサーバーエディション、ソフトウェア
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AO大判長尺の TIFF や HPGL など様々な形式
のファイルを高速表示し、スムーズな操作性と
業務効率化に特化した機能が備わっている
ビューアです。Brava Desktop、Brava サー
バー連携版のエディションで展開しています。
Blazon はあらゆるフォーマットを自動変換
するマルチフォーマットコンバータです。

簡単に安心してすぐにつながる Web 画面共有
ツールです。ソフトウェアのダウンロードや
インストールが一切不要で、ブラウザさえあれば
いつでも手軽に対象の Web ページのみを画面
共有できます。テキストチャットの他にビデオ
チャットも標準で搭載されており、双方向での
円滑なコミュニケーションが可能です。

ワンタイム＋常駐接続で使えるリモートコントロール

画面共有ツール

データ圧縮ソフト

高速・多機能ビューア
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8 月にオーシャンブリッジのビジネスパートナーである

XLAB 社を訪問してきました。今回の訪問の目的は、日本の

ビジネス状況や市場に関する最新情報の共有と、今後の

リモートコントロール市場に対するオーシャンブリッジの

事業方針について改めて説明することでした。

XLAB 社の Jure 社長（写真右）からは、日本以外の EU圏、

北米のビジネス状況についての最新情報を提供して頂き、

更にアジア市場における協業のシナリオなどについても

積極的に推進する事で合意しました。エンジニアはもと

より、営業、マーケティング、バックオフィスのメンバー

も両国を訪問し、直接対話する事によって両社のチーム

ワークが高まり、事業成長に寄与することになるという

認識を共有できました。

オランダ（Surf ly社）
出張レポート

8月の終わりとは思えない蒸し暑さのある東京を後にして、
目指すのはオランダの玄関口・スキポール空港です。オランダの
航空会社「KLM」を利用しますが、KLMは成田空港に就航して
いるため、まずは成田空港へ向かいます。近年の羽田空港の
発展がめざましく、海外へ行くときは羽田空港から出発する
ことが多くなり、成田空港を利用するのは5年ぶりです。なん
だか懐かしい気持ちになりました。
オランダ - 東京間のフライトはおよそ12時間の長旅ですが、
出発前日、前々日の社内の親睦会や慌ただしい週末で疲れて
いたためか、食事の時間以外ずっと眠っていたため、あっという
間にオランダ・スキポール空港へ到着しました。ヨーロッパへ

のフライトは十数
時間かかり、毎回
苦痛を覚えるので
すが、今回はあっ
さりとオランダへ
到着しました。長
時間のフライトに
は疲弊した体で臨
むほうが良さそう
です。

スキポール空港へ Surfly社へ

暖かく歓迎してくれた彼らに日本からのお土産を渡します。
前回、Surflyを訪問し日本に帰国するとき、彼らがオランダの
お酒（ジンの原型になっ
たJenever：ジェネバ）
をお土産に持たせてく
れたので、今回はその
お礼に日本の焼酎や
泡盛、梅酒を贈りまし
た。また、これから日本
とビジネスしていく
意味を込めて、日本の
伝統文化、現代文化を
紹介する書籍も贈り
ました。

ランチタイムには、Surfly社恒例の社内ランチを楽しみます。
オランダご当地料理のハーリング（ニシンの塩漬け）を、たまねぎ
やピクルスと一緒にパンに挟んでいただきます。

中田社長の
スロベニア出張レポート

今回、Jure 社長のお取り計らいで、オーシャンブリッジの

主力製品であるリモートコントロールツール「ISL 

Online」の事業に関わる製品開発、マーケティング、営業、

バックオフィスのすべてメンバーに対し、改めて日本の

ビジネス状況と私自身についてプレゼンテーションする

機会を頂きました。大勢の外国の方の前でプレゼンする

ことはあまりないのでとても緊張しましたが、皆さん

真剣な眼差しで聞き入ってくれて、とても楽しく貴重な

経験になりました。

改めて、私達オーシャンブリッジと XLAB 社は One 
Team であるという事を強く感じる出張となりました。
ありがとう！ Jure 社長。そしてTeam, ISL Online ！

アムステルダム市内へ

Surfly社のオフィスは、アム
ステルダムの中心から少し
外れた繁華街にあります。
このエリアは有名な観光
スポットも多く、アムステル
ダム国立美術館やゴッホ
美術館など大小の美術館、博
物館が点在しています。また
美術館近くの大きな公園で
は、地元の人がひなたぼっこ
をしたり犬と遊んだりして、
地元の人々と訪れた観光客
でとても賑わっています。

素敵な街並みを楽しみつつ、自転車やトラムに気をつけて進んで
行くとSurfly社へ到着です。広々とした執務室は、木目と白を
基調とした作りになっていてとても上品です。

2018 年 7 月 13 日、オーシャンブリッジは Surfly 社と独占販売契約を締結し、新製品「Surfly（サーフリー）」の提供を
開始しました。Surfly は非対面チャネルでのセールスやサポートにお使いいただける WEB 画面共有ツールで、従来の
画面共有ツールとは違いソフトウェアのダウンロードやインストールが一切不要であることから、セキュリティポリ
シー上画面共有サービスを使えなかった企業様にも安心してご利用いただけます。
好スタートを切った Surfly の日本リリースに伴い、製品リリース後の報告と今後の協力体制や製品展開についてディス
カッションをするため、8 月の終わりに製品開発元である Surfly 社を訪問してきました。
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二日間みっちりビジネスとテクニカルのミーティングを行い、最終日の夜はこれからの成長と
発展を願って乾杯しました。

Surfly社では、お客様の利便性向上のためより良い製品づくりを目指して開発を進めています。
優れたテクノロジーを持つSurfly社の製品をより多くの企業様にお届けできるよう、オーシャン
ブリッジも一層の努力に励んでまいります。今後ともどうぞよろしくお願いします。

スキポール空港のバスターミナル

アムステルダム国立美術館

ダム宮殿
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オーシャンブリッジの活動
オーシャンブリッジではミッションと進むべきビジョンを実現するために、社員が行動する際に意識すべき心構えとして5つの

「OB Hearts」（やり抜く意思、主体性、向上心、好奇心、チームワーク）を掲げています。

このOB Heartsを社内に浸透させるため、毎年若手メンバーを中心に、社長直轄のタスクフォース「Heart Switch」が結成され

ます。今期の活動をご紹介します。
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オーシャンブリッジの活動

6月の卓球大会に続き、全社で楽しんでもらえるイベントを実施できてよかったです。賞品の
Tシャツも好評で、OBメンバーは思っていた以上に愛社心があるんだなと感じました。クイズの
準備は大変でしたが、お互いを良く知り、よりチームワークを高めることができたのではないか
と思います。第9期の任期はもうすぐ終了なので、次期メンバーの企画が楽しみです！

（第9期 Heart Switch一同）

終わってみて

??

カーリングの翌日以降は、普段
動かさない場所の筋肉痛を訴える社員が

続出する事態となりましたが、
それも過ぎてしまえば良い思い出です。
引き続きこういったアクティビティも

活用しながら、オーシャンブリッジのチーム
ワークを高めていきたいと思います。

カーリング

合宿

ウォーミングアップウォーミングアップ

練習練習

ミニゲーム大会ミニゲーム大会

お疲れ様でしたお疲れ様でした

表彰＆振り返り表彰＆振り返り

全社のチームビルディング研修として、軽井沢でカーリングを行いました。
今回訪れた長野県の「軽井沢アイスパーク」は、平昌オリンピックで大活躍
した日本男子カーリング「SC 軽井沢クラブ」の皆さんも練習で使用して
いる国内最大級のカーリング施設です。

まずはウォーミングアップ。施

設側で用意いただいた特殊な

シューズと膝の保護パッド、

ニット帽、手袋を装備し、怪我の

ないよう入念なストレッチで身

体をほぐします。ストレッチの

後は、安全な転び方や、チームで

手を取りあって氷上を滑る練習

を行い身体を暖めました。

ウォーミングアップが終

わったら、本格的なカーリ

ングの練習に入ります。

ブラシで氷を擦って滑り

を良くするスイーピング

の練習や、ストーンを投げるフォームの練習を行いました。

氷上での動きに慣れてくる頃ですが、ここで油断すると

危険！豪快に転倒するメンバーも・・・。

2人一組でストーンを投げ

る練習では、最初はお互い

照れていたペアもいつの間

にか真剣な表情で取り組ん

でいる姿が印象的でした。

いよいよお待ちかね！チームに分かれ

て総当たりのミニゲーム大会です。チー

ムごとにコーチからルール説明を受け、

じゃんけんで先攻後攻を決めて円陣と

握手でスタート。各チーム、ストーンを

投げる順番やどの位置を狙うかなどの

話し合いを重ねながら、練習の成果を

フルに活かして優勝を目指しました。
大会終了後は、各チームごとに試合の振り返りを行い、うまく

いった理由や改善点、今後の業務で活かせることなどを

チームごとに発表しました。発表の中ではコミュニケー

ション（声をかけあうこと）の大切さやPDCAを回していく

効果、個性を活かす戦略の重要性など多くの気づきが挙げら

れました。

最後はみんなでお疲れ様のハイ

タッチ＆記念撮影。心地よい疲労

と達成感と共に軽井沢を後にしま

した。

背の順クイズの答え合わせの
光景。微妙な差に正解者はゼロ
…。▶

▲最後は余ったオリジナルTシャツ争奪のじゃ
んけん大会で白熱。何事にも全力投球です。

◀早押しボタンも準備され、な
かなか本格的な佇まい。社歴
10年超えのベテランメンバー
達も真剣そのもの。

オーシャンブリッジの誰のメ

ガネでしょう？

問題例1

営業部、○○さんの出身地は

「広島県」ですが名前に「島」が

つく県は全部でいくつあるで

しょう？

問題例2

オーシャンブリッジの平成生まれ

女子9名を背の順で並べ替えて

ください。

問題例3

1
2

3

4

5
▲優勝チーム＆MVPには、この世に10着
しかないハートスイッチオリジナルの
「I♥OB」ロゴTシャツが贈られました。
Getできたメンバーはとっても嬉しそう。

8月に、オーシャンブリッジの会議室でチーム
対抗の全社クイズ大会を行いました。
クイズの問題はHeart Switchメンバーの手作り！
オーシャンブリッジにまつわる知識が試される
こだわりのクイズ問題に、参加者は大苦戦…？
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Tシャツも好評で、OBメンバーは思っていた以上に愛社心があるんだなと感じました。クイズの
準備は大変でしたが、お互いを良く知り、よりチームワークを高めることができたのではないか
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終わってみて

??
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活用しながら、オーシャンブリッジのチーム
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「I♥OB」ロゴTシャツが贈られました。
Getできたメンバーはとっても嬉しそう。

8月に、オーシャンブリッジの会議室でチーム
対抗の全社クイズ大会を行いました。
クイズの問題はHeart Switchメンバーの手作り！
オーシャンブリッジにまつわる知識が試される
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最新導入事例
清水建設株式会社様

導入の経緯や効果について、同社及び開発を担当した
日本コンピュータシステム株式会社の皆様にお話を伺い
ました。

ー 「検査業務支援システム」について教えてください。

建物を形成する部材や組立て方が適切かどうか、現場で
働いている人達の安全が確保されているかといった、それ
ぞれの建設現場での施工サイクルにおける品質や安全を
検査することは元請会社の重要な使命です。検査のやり
方はそれぞれの建設会社の定める品質基準ポリシーなど
によって異なりますが、当社は項目数が多く検査が厳密
だと言われています。
「検査業務支援システム」は、各作業所での検査記録や写真
を管理するためのシステムです。従来まで紙ベースで記入
したり個々人の所有するデジタルカメラで撮影したりし
ていたものをiPadに集約し、入力や参照、帳票出力などの
効率化を図りました。

ー「NXPowerLiteソフトウェア開発キット」の導入に
よって、得られた効果を教えてください。

NXPowerLiteの導入効果については、「帳票を出力する
場合」と「選択した写真をPCやiPadの画面に表示する場合」
で処理時間を計測しました。どちらも平均して約3割の
処理時間削減が実現できました。

写真の枚数が多くなるにつれて削減できる処理時間の
割合が増えていることから、より写真の多い作業所ほど
NXPowerLiteの恩恵を受けていると考えます。現場から
「システムの動作が遅くて困る」というようなクレームを
受けることも少なくなりました。

全国の作業所で使われている検査業務支援システムに、

NXPowerLite ソフトウェア開発キットが組み込まれています
オーシャンブリッジは、Surf  l y 社

（本社：オランダ アムステルダム）
と独占販売契約を締結し、2 0 18 年
7月 13 日に新製品としてWeb 画面
共有ツール「Surf  ly（サーフリー）」
の提供を開始しました。

Surflyは、簡単かつ安心してすぐにつながるWeb画面共有ツールです。
従来の画面共有ツールとは違い、ソフトウェアのダウンロードやインストールが一切不要の
ため、ブラウザさえあればすぐに利用を開始できます。Surflyは対象のWeb画面のみを
共有するため、デスクトップ画面やアプリの通知など「見せてはいけない」「見てはいけ
ない」画面のうっかり表示を防止し、セキュアなコミュニケーションを維持できます。
これまでプログラムのダウンロードやインストールが必要といった理由で、セキュリティ
ポリシー上画面共有サービスを使えなかった企業様にも安心してご利用いただけます。

■ Surf lyは既存のシステムと簡単に連携！顧客満足度の向上に貢献します
SurflyのAPIは、現在お使いのチャットツールや顧客管理システムに簡単に連携できます。
Webサイトに導入することで、自社サイト、自社サービスをお使いのお客様とシームレスに画面共有を開始できます。

Surflyは14日間の無料体験版をご用意しております。
製品の詳細はWebページをご覧ください。 Surfly

Web画面共有ツール

自社サイトに作成した画面共有待機
ページにお客様がアクセスすると、
お客様一人ひとりに待機番号が
発行されます。

待機ページにお客様がアクセスする
と、Surflyのダッシュボードに待機
中のお客様の一覧が表示されます。
オペレーターは電話やチャットで
お客様に発行した番号を確認して、
ボタンを押します。

お客様が自社サイトやサービスに
ログインした状態のまま、画面共有
を開始できます。

STEP2 STEP3STEP1

帳票出力の処理時間

選択した写真を表示するまでの時間

新 製 品新 製 品

Surf lyとは

ー「NXPowerLiteソフトウェア開発キット」を採用した
理由を教えてください。

膨大な写真データを撮影時のサイズのままでやりとりする
と、システムに大きな負荷がかかることは開発時点から
問題視していました。具体的には、過去に撮影した写真を
iPadで参照する時の読み出し時間や、写真の含まれた
帳票を出力する時の処理時間が長くなることです。いくつ
かの対策を検討する中で外部の開発キットの取り入れを
決め、候補を2つ選んで両者を比較し、圧縮処理の速さや
CPU負荷などで優れていたNXPowerLiteを採用する
ことにしました。

お客様 オペレーター

×

×

2230

××××

××××

×

セッション受付ページ
お客様番号

2230

接続開始

×

◯◯会社オンラインショップ Surf ly画面

パッとつながります！パッとつながります！
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最新導入事例
清水建設株式会社様

導入の経緯や効果について、同社及び開発を担当した
日本コンピュータシステム株式会社の皆様にお話を伺い
ました。

ー 「検査業務支援システム」について教えてください。

建物を形成する部材や組立て方が適切かどうか、現場で
働いている人達の安全が確保されているかといった、それ
ぞれの建設現場での施工サイクルにおける品質や安全を
検査することは元請会社の重要な使命です。検査のやり
方はそれぞれの建設会社の定める品質基準ポリシーなど
によって異なりますが、当社は項目数が多く検査が厳密
だと言われています。
「検査業務支援システム」は、各作業所での検査記録や写真
を管理するためのシステムです。従来まで紙ベースで記入
したり個々人の所有するデジタルカメラで撮影したりし
ていたものをiPadに集約し、入力や参照、帳票出力などの
効率化を図りました。

ー「NXPowerLiteソフトウェア開発キット」の導入に
よって、得られた効果を教えてください。

NXPowerLiteの導入効果については、「帳票を出力する
場合」と「選択した写真をPCやiPadの画面に表示する場合」
で処理時間を計測しました。どちらも平均して約3割の
処理時間削減が実現できました。

写真の枚数が多くなるにつれて削減できる処理時間の
割合が増えていることから、より写真の多い作業所ほど
NXPowerLiteの恩恵を受けていると考えます。現場から
「システムの動作が遅くて困る」というようなクレームを
受けることも少なくなりました。

全国の作業所で使われている検査業務支援システムに、

NXPowerLite ソフトウェア開発キットが組み込まれています
オーシャンブリッジは、Surf  l y 社

（本社：オランダ アムステルダム）
と独占販売契約を締結し、2 0 18 年
7月 13 日に新製品としてWeb 画面
共有ツール「Surf  ly（サーフリー）」
の提供を開始しました。

Surflyは、簡単かつ安心してすぐにつながるWeb画面共有ツールです。
従来の画面共有ツールとは違い、ソフトウェアのダウンロードやインストールが一切不要の
ため、ブラウザさえあればすぐに利用を開始できます。Surflyは対象のWeb画面のみを
共有するため、デスクトップ画面やアプリの通知など「見せてはいけない」「見てはいけ
ない」画面のうっかり表示を防止し、セキュアなコミュニケーションを維持できます。
これまでプログラムのダウンロードやインストールが必要といった理由で、セキュリティ
ポリシー上画面共有サービスを使えなかった企業様にも安心してご利用いただけます。

■ Surf lyは既存のシステムと簡単に連携！顧客満足度の向上に貢献します
SurflyのAPIは、現在お使いのチャットツールや顧客管理システムに簡単に連携できます。
Webサイトに導入することで、自社サイト、自社サービスをお使いのお客様とシームレスに画面共有を開始できます。

Surflyは14日間の無料体験版をご用意しております。
製品の詳細はWebページをご覧ください。 Surfly

Web画面共有ツール

自社サイトに作成した画面共有待機
ページにお客様がアクセスすると、
お客様一人ひとりに待機番号が
発行されます。

待機ページにお客様がアクセスする
と、Surflyのダッシュボードに待機
中のお客様の一覧が表示されます。
オペレーターは電話やチャットで
お客様に発行した番号を確認して、
ボタンを押します。

お客様が自社サイトやサービスに
ログインした状態のまま、画面共有
を開始できます。
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帳票出力の処理時間

選択した写真を表示するまでの時間

新 製 品新 製 品

Surf lyとは

ー「NXPowerLiteソフトウェア開発キット」を採用した
理由を教えてください。

膨大な写真データを撮影時のサイズのままでやりとりする
と、システムに大きな負荷がかかることは開発時点から
問題視していました。具体的には、過去に撮影した写真を
iPadで参照する時の読み出し時間や、写真の含まれた
帳票を出力する時の処理時間が長くなることです。いくつ
かの対策を検討する中で外部の開発キットの取り入れを
決め、候補を2つ選んで両者を比較し、圧縮処理の速さや
CPU負荷などで優れていたNXPowerLiteを採用する
ことにしました。
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×
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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

最新導入事例
三菱ケミカルシステム株式会社 様

ISL Onlineの活用方法について、三菱ケミカルシステム

株式会社 ICTインフラ事業部の皆様にお話を伺いました。

三菱ケミカルホールディングスグループ国内外 32,500人の従業員を対象とした

PCサポートにISL Onlineを使う理由は、グローバル企業に適した製品メリットの多さにあります

ISL Onlineは、各ライセンスによってご利用いただける機能が異なります。
オンプレミスライセンスの豊富なセキュリティについては、Webページをご参照ください。

ISL 豊富 セキュリティ

ISL Onlineは中継サーバーを経由して遠隔地のPC画面を「画像データ」として表示し、データ漏洩を防ぐセキュアな
リモートアクセスツールです。画面共有の内容、転送したファイルは中継サーバーに蓄積されません。

※…オンプレミスライセンスでは、信頼のおけるベンダーの IAASに中継サーバーを設置してよりセキュアなリモートメンテナンスサービスを提供できます。

ISL Online サーバー

信頼のおけるデータセンター

強固なSSL暗号通信

RSA1024bit /2048bit, AES256bit
DH共有鍵暗号方式

ファイアウォールで制限された通信ポート

コードサイニング証明書（SHA-2）

デジタル署名されたプログラム

ファイル転送禁止（情報漏えい対策）

ブラックスクリーン（のぞき見対策）
操作内容を録画（不正操作ロギング対策）

オペレーター

8桁のセッションコードを入手して
クライアントに連絡

クライアント

8桁のセッションコードを入力して
「接続」ボタンをクリック

●二段階認証
●フィルタリング
（IP/MAC アドレス
による利用制限）

操作される側で
共有開始を許可・確認

※

ー 現在ISL Onlineをどのように使われていますか。

三菱ケミカルホールディングスグループにおける、リモート

PCサポートの標準ツールとして使っています。対象は

日本国内およびアジア地域のグループ企業約100社、

32,500人の従業員です。ISL Onlineは同時接続数

無制限のコーポレートライセンスを導入していますので、

利用人数の制限はありません。現在、大きく分けると以下の

３種類の用途で使われています。

1. グループ内ヘルプデスクサービス

三菱ケミカルホールディングスグループの従業員向けに

ヘルプデスクサービスを提供しています。自分のPCの動作

不良、日常的に使っているメールソフトやOfficeなどの

設定や操作方法、ソフトウェアバージョンアップ対応など

が主な内容です。

まず電話等で問い合わせ内容を確認した上で、ヘルプデスク

のオペレーターがリモート接続を行うかどうかを判断し

ます。口頭だけでは現状把握が難しい、直接画面を見た方

が早いと判断したら「接続して画面を見ていいですか」と

確認を取り、ISL Onlineで接続します。接続する時に従業

員側が行うことは、こちらからメールで送ったワンタイム

接続のためのURLをクリックするだけです。何も難しく

ありません。

2. グループ会社の業務アプリケーションサポート

グループ内で唯一のシステムインテグレータとしてグ

ループ各社の基幹システムや、製造工程や生産管理業務を

支えるさまざまなシステムの構築・導入・運用を支援して

います。これらのような、上述のヘルプデスクサービスには

含まれない高度な業務アプリケーションの運用サポートを

する際にも、ISL Onlineを使っています。

リモートサポートを受ける側は、各グループ会社で業務

アプリケーションを操作している経理や生産管理などの

担当者、情報システム担当者などです。リモートサポート

をする側は、三菱ケミカルシステムに所属する、各アプリ

ケーション専門のエンジニアです。

3. グループ会社の情報システム担当者向けツール提供

グループ会社の中には、情報システム担当者がいる会社も

あります。その会社の従業員にとってはIT関連で困った事

があれば最初に相談をする身近な存在です。この担当者が

自社内の従業員のサポートやトラブルシューティングを

する際に、ISL Onlineを使える環境を用意しています。

自分の所在地とは異なる支店や事業所からの問い合わせ

対応など、必要な時に自由に使ってくださいとアナウンス

しています。

4つのライセンス体系
用途に応じて、4つのライセンスをご用意しております。

■ パブリッククラウドライセンス

■ プライベートクラウドライセンス

■ オンプレミスライセンス

■ OEMライセンス

詳細はWebページをご参照ください。

■ ISL Onlineのセキュリティ
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そのほか製品に関する詳細は、製品ページのWebサイトをご覧ください。 Brava デスクトップ

2018年9月20日、TIFF、CAD図面、PDF、Officeなどの
様々な形式のファイルを高速に表示・印刷・マークアップ・
墨消しできる多機能のファイルビューア「B r a v a  
Desktop」の最新版をリリースしました。
最新版（バージョン16.4）では、墨消し機能が強化されて
おり、これまで以上に快適にご利用いただけるようになり
ました。
追加された機能や改良点をご紹介いたします。

■ 墨消し領域の枠線描画の非表示
墨消しした領域の枠線を描画するか、しないかを選択でき
るようになりました。

■ Windows Server 2016に対応
ネットワークライセンスの使用時に必要なライセンス管理
プログラム（ライセンスマネージャ）の動作環境として、
Windows Server 2016をサポート対象に追加しました。

■「多角形の墨消し」機能の追加
墨消しツール内に「多角形の墨消し」機能が追加され、
マークアップの「多角形」メニューと同様に任意の領域を
選択して墨消しを挿入できるようになりました。

■ 複数ドキュメントの起動時の一画面
（タブ切り替え）表示
Brava Desktopに紐付いた複数のドキュメントを読み込む
際に、一画面（タブ切り替え）で表示できるようになりました。

Brava製品に関するご質問やご要望は、Webページから
お気軽にお問い合わせください。

設計業務や製造現場において、
このようなお悩みをお持ちではありませんか？

海外拠点と図面や指示書、
仕様書といったマニュアル
をセキュアに共有したい

インターネット経由で
様々な形式のファイルを
素早く閲覧したい

利用者側で特別なソフトを
インストールせずに簡単に
システムを展開したい

「Brava」は導入実績900社以上。
使い勝手を損なわずに情報漏えいを抑止し、海外拠点とセキュアにデータ資産を共有します。

ファイルを表示専用データに変換してからクライアントに渡すため、ファイルそのものはクライア

ントPCにダウンロードされず、専用のBravaビューアで表示されます。そのため高速・快適に表示

できるだけでなく、ファイルの持ち出しや印刷等を禁止してセキュリティを高めることができます。

原本ファイルをダウンロードせずに
閲覧できるため、海外拠点とも簡単に
セキュアにファイルが共有できます。

A1サイズの大判長尺TIFF図面、DWG、
DXF、HPGL、Officeファイルなど多彩
なフォーマットの閲覧が可能です。

クライアント側にWebブラウザが
あれば簡単に利用できます。

「Brava」が、その課題を解決します！「Brava」が、その課題を解決します！

×

印刷禁止 プリントスクリーン機能の禁止 テキストコピー禁止

ファイルのダウンロード禁止 透かし文字表示
CSFファイル変換

（256bit AES暗号方式）

表示専用
データに変換
表示専用

データに変換

印刷・持ち出しの禁止表示専用
データ

専用ビューアで表示

iPad からの
表示も可能Word

Excel

Bravaの
セキュリティ機能

設定画面のチェックボックスを有効にすると、
常に一画面で複数の文書を表示できます。

■CSV形式で定義した墨消し理由のサポート
墨消し理由をCSVファイルに定義して指定フォルダに
保存しておくと、画面上で作成した墨消しに対して簡単に
墨消し理由を挿入できるようになりました。

■ 画面上の墨消し操作の記録・適用
「スクリプトの記録 （開始/終了）」メニューで画面上の
墨消し操作をスクリプト（XRS形式）に保存すると、別
ドキュメントに対して「スクリプトを実行」メニューで
該当スクリプトを指定することで同条件で墨消しを適用
できるようになりました。

XRS

Brava 問い合わせ

メール添付
印刷

編集（改ざん）
テキストコピー
画面キャプチャ

×
×
×
×
×

設定画面で墨消し理由を選択すると、
墨消し使用中に定義済みの理由を選択できます。
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を超え、人間は昔から生と死、何か見えざるものに対して

畏怖・畏敬の意を抱かずにはいられない存在なのかもしれ

ません。

ブルッときたらご用心。季節の変わり目に体調など崩すことが

ないよう、気をつけて過ごしましょう！

本誌は今後も製品の最新情報はもちろん、会社の取り組み

などのコンテンツを充実させながら、皆様のお手元へお届け

いたします。

本誌を読んでのご感想・ご意見も是非お聞かせください。

次号もどうぞ、お楽しみに。

(編集：マーケティング部)

11月に入り、秋色いよいよ濃く、朝夕は肌寒さを感じるように

なってまいりました。皆様元気にお過ごしでしょうか。

最近は国内でもすっかり普及しつつあるハロウィン。ハロ

ウィンの起源は古代ケルトの人々が行っていた秋の収穫祭と

されており、発祥はアイルランドやスコットランドであると

のこと。古代ケルトでは10月31日は死者の霊がこの世に

戻り悪さをするとも信じられ、魔よけのために仮面を被る

風習があり、これが現在の仮装につながるそうです。

日本でも時期は異なりますが、盆踊りの際には先祖に思いを

馳せ、地域によっては帰ってきた存在に顔を見られないよう

「お面」を付けて踊る風習があります。国や民族といった垣根
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