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。

ついているのでしょう。
調べたところ、市松模様は古くは「石畳」、平安時代には「霰

2020 年は庚子（かのえね）
。 植物の成長が止まり新たな形

（あられ）
」とも呼ばれていたようですが、江戸時代に歌舞伎

へ変化しようとする「庚（かのえ）
」と、固く閉ざされた種

役者の佐野川「市松」が衣装の裾にこの模様を取り入れた

の中に新しい生命が萌し始める状態を表す「子（ね）
」という、

ことで、一躍人気を博して世間に広まったのだそうです。

どちらも未来に向けた新しいエネルギーや可能性を秘めた

また、日本の伝統的な柄には必ず意味や縁起が込められて

干支の組み合わせの年になっています。

いるものですが、市松文様は上下左右どこまでも切れ目なく

今年はオリンピック開催の予定もあり、大きな興味と感心を

続く柄であることから、事業拡大や子孫繁栄などの意味が

抱いて初めて日本を訪れる外国人の方も大勢いらっしゃる

あるそうです。欧米では、チェッカーフラッグは「勝者」を

ことでしょう。新しい活気にあふれた一年になりそうな

表す比喩でも使われますので、まさにオリンピックにふさ

予感です。

わしい模様と言えるでしょう。素晴らしいですね。

オリンピックといえば、今大会ではエンブレムに市松模様
が採用されましたが、先日外国人の方になぜ名前に「松」
がついているのかと聞かれ当惑しました。言われてみれば
市松模様はチェック柄で、細い松葉の形状をしているわけ
ではありません。昔から、身の回りの装飾品や工芸品など

O
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2020 Winter

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）

に使われている身近な模様ですが、どうして「松」の名が

M a g a z in e
c e a n B r id g e

Vol.

magazi n e

つかえる IT を、
世界から。
Useful IT from all over the world.

中！
O n li n e 公 開

新着情報を
いつでもどこでも

冊子や製品 Web サイトではお伝え

「サクッと」
「 サクッと」スマホで

しきれない弊社製品に関する情報、

閲覧できます。

つかえる ITの活用ノウハウ、最新の

OceanBridgeTopics

……p02ー 03

新年のご挨拶

話題などを発信しています。

https://media.oceanbridge.jp/

Surﬂy 製品情報

…………p13

株式会社トレタ様 事例紹介
Brava 製品情報

ご 感 想・ご 意 見 を お 待 ち し て お り ま す
本誌をご覧いただいたご感想・ご意見をお聞かせください。
ご感想やご意見はこちらの QR コードからご投稿ください。
※ 読み取れない場合はこちらから
https://media.oceanbridge.jp/form/OBMenquete

……p08 ー 09

海外・国内プラントエンジニアリング業界
事例紹介
ISL Online 製品情報

…………p10

お客様の要望に応じて課題解決までのコストを削減！
オプションサービスのご紹介
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株式会社 オーシャンブリッジ

幸多き新春をお迎えのこととお喜び申し上げます
本年もどうぞよろしくお願いします

井下 博道

トピックス

高速・多機能ビューア Brava

本年は各製品の新バージョンリリースに加え、
業種軸
での活用方法や海外導入事例の展開も予定していま
す。
まずは製造・プラントエンジニアリング、金融・保険
などを中心に進めていきたいと考えておりますので、

新年、
明けましておめでとうございます。
皆様におかれましては輝かしい新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。
旧年中はオーシャンブリッジの製品をご愛顧いただき誠に有難うございました。

新年、明けましておめでとうございます。

よろしくご期待ください。

旧年中は Brava / Blazon /Astack 製品をご愛顧い

今年もより一層、
皆さまにお役立ていただけるよう努め

ただき、感謝申し上げます。

てまいりますので、
何卒よろしくお願いいたします。

お客様、
パートナー様のご要望に少しでもお応えできましたこと大変光栄に存じます。

をご提供するため、お客様が満足してご利用いただいているか、皆様のお仕事の生産性の
向上に繋がっているかどうかなどを聞かせていただいております。道半ばではございます
が、まず意識することから始め、今後も皆様によりご満足いただける製品・サービスを提供
できるよう努めてまいります。
また、お客さまからいただいた製品に関する貴重なご意見やご指摘は、弊社がパートナー
シップを結んでいる海外の開発元パートナーに伝え、今後の製品開発や品質の向上、製品
ロードマップに反映させて参ります。
日本のお客様のご要望は、
時として開発元にとっては大変厳しいレベルに映ることがあります
が、日本からの要求が製品そのものの価値向上に繋がるという理解の上、日本の品質レベル
をクリアすることは世界のどこに行っても通用すると、
常に前向きな姿勢で共に力を合わせて
取り組んでくれます。

データ圧縮ソフト NXPowerLite

薬 師寺 啓史

ました。
本年はデスクトップエディション、ファイルサーバー

OceanBridge Topics

昨年は、
カスタマーサクセス部門を立ち上げました。
お客様に継続して良質な製品とサービス

エディションのメジャーバージョンアップを予定してお
ります。本年もイギリスのNeuxpower Solutions社

新年あけましておめでとうございます。

と綿密な連携を取りながら、
皆様のお役に立てる機能を

昨年は皆様から多数ご要望をいただいておりました

継続してリリースして参りますので、
引き続きどうぞ

NXPowerLite ビデオのリリースを行うことができ

よろしくお願いいたします。

令和という新しい時代を迎え、
世の中では人工知能
（AI）
や自動運転などの革新的な技術が実用
化されつつあり、様々な産業でめまぐるしい変化が連鎖的に起き始めています。日本のモノ
づくりの精神は、神社仏閣の宮大工の精神が受け継がれていると聞いたことがありますが、
我々は新時代に対応できる柔軟な視点と、
変わらずに受け継がれた日本的精神をバランスよく
持ち合わせた日本企業として、海外と日本の「懸け橋」となり、世の中に価値あるものを提供
し続けて参りたいと思います。
本年も気持ちを新たに、誠心誠意努力して取り組んでまいりますので、より一層のご支援を
賜りますようお願い申し上げます。
皆様のご健勝とご多幸を、
心からお祈り申し上げます。

株式会社オーシャンブリッジ 代表取締役社長
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オーシャンブリッジ

謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

202 0 年
製品主幹
ご挨 拶

OceanBridge Magazine Vol.27

中田 明

リモートコントロールツール ISL Online
画面共有ツール Surﬂy

井上 友之

「プライベートクラウド」
をリリースし、Surﬂyにおき
ましては大規模案件向け機能強化ならびWebサイト
の再整備を実施することができました。
本年は ISL Online およびSurf lyによるシナジーの

新年あけましておめでとうございます。

創出を実現し、お客様にとってより効果的かつ使い

旧年中はリモートコントロールツールISL Online なら

やすいソリューションとしてご活用いただけるよう、

びにWeb画面共有ツールSurﬂyへのご愛顧いただき

準備を進めてまいります。

誠にありがとうございました。

引き続きご支援をいただきますよう、何卒よろしく

ISL Online においてはMicrosoft Azureを利用した

お願いいたします。

OceanBridge Magazine Vol.27
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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

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。

ワンタイム＋常駐接続で使えるリモートコントロール

データ圧縮ソフト

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。

離れた場所の PC 同士で画面共有を行う「ワン

容量の大きい Microsoft Oﬃce、JPEG、PDF

タイム接続」、遠隔地にあるサーバーや出先で

フ ァ イ ル な ど を フ ァ イ ル 形 式 は そ の ま ま に、

iPhone や iPad などから社内の PC に接続可能

最大 50 分の 1 に圧縮するソフトウェアです。

な「常駐接続」、複数のユーザー間で画面共有や

用 途 に 合 わ せ て デ ス ク ト ッ プ エ デ ィ シ ョ ン、

チャットが可能な「Web 会議」を 1 つのライセ

ファイルサーバーエディション、ソフトウェア

ンスで利用できるリモートコントロールツール

開発キット（SDK）で展開しています。

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。

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。

高速・多機能ビューア

画面共有ツール

海外ITベンダー
イギリス
● 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

スロベニア

● 事業開発
● ローカライズ（日本語化）

協業

オランダ
提供

国内

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

海外

● 日本市場のニーズ理解
● 事業戦略立案

エンドユーザー

15,000社

海外ITベンダー

以上

カナダ
アメリカ
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AO 大判長尺の TIFF や HPGL など様々な形式

簡単に安心してすぐにつながる Web 画面共有

のファイルを高速表示し、スムーズな操作性と

ツ ー ル で す。ソ フ ト ウ ェ ア の ダ ウ ン ロ ー ド や

業務効率化に特化した機能が備わっている

インストールが一切不要で、ブラウザさえあれば

ビューアです。Brava Desktop、Brava サー

いつでも手軽に対象の Web ページのみを画面

バー連携版のエディションで展開しています。

共有できます。テキストチャットの他にビデオ

Blazon はあらゆるフォーマットを自動変換

チャットも標準で搭載されており、双方向での

するマルチフォーマットコンバータです。

円滑なコミュニケーションが可能です。

OceanBridge Magazine Vol.27
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「使える I T を世界から。」をモットーに、海外の

海外開発元パートナーからの

メッセージ
メッセージ

ユニークで便利な IT ツールを日本のお客様に
お届けしているオーシャンブリッジ。
海外開発元パートナー、代表からのメッセージ

ール）

エ
（ニコラス ピ
l
ië
P
s
la
o
Nich
営責任者）

（Surﬂy 最高経

をご紹介いたします。
"I'd like to give a big thank you to the team of OceanBridge,

オーシャンブリッジのチームの皆さんに多大なる感謝を申し上げます。

their relentless support and assistance has enabled us to

皆さんの決して妥協することのないサポートと支援のおかげで、
日本

make a better product, not just for the Japanese market but
for the global market in general! Thank you!
2019 has been a very good year for Surﬂy, we've seen a
the enormous focus on self-service and online journeys has

ポンペ）
ompe（ユーレ

Jure P

made one thing clear. No matter how good these online

取締役社長）
創業者 兼 代表
（ XLAB d.o.o.

journeys the questions that are left are increasingly diﬃcult
to answer and will require real human interaction to be
satisﬁable.This is something that we also see in the
Netherlands, at this moment we have the highest number of

"The past year was very successful for ISL Online. Beside

この1年はISL Onlineにとって大変実りあるものとなりました。全世界

providing standard cloud licenses and server licenses to our

のユーザーに標準のクラウド・サーバーライセンスを提供できただけで

called Managed Private Cloud. MPC is provided to large
ISL Online exclusively for a speciﬁc company in a public data
center (AWS or AZURE).Such hybrid cloud remote desktop
solution is very interesting for large companies which have
speciﬁc conﬁguration, security or privacy requirements.
In 2019, we established a new partnership with Microsoft
Japan and SB C&S to oﬀer secure remote desktop and
remote access services as a private cloud hosted on
Microsoft Azure instances. The easy-to-use and highly-secure
remote access system is aﬀordable and technologically
easy-to-deploy and can perform as an eﬃcient telework

ムを構築できました。プライベートクラウドは、
データセンター
（AWS
またはAzure）
内に設置された、
ISL Onlineが独占的にホスティングおよ
び管理する特定企業向けのハイブリッドのクラウドサービスのことで、
大手企業に提供されています。プライベートクラウドは、
特別な設定や

イベートクラウドを設置して、
セキュアなリモートデスクトップおよび
リモートアクセスのサービスの提供を開始しました。
この使い勝手の良
い、
高いセキュリティを誇るリモートアクセスのシステムは、手ごろ
ワークのソリューションとしてご利用いただけます。
XLAB はスロベニアに本社を置いています。スロベニアは住人わずか

domestic market is so small, we export 98% of ISL Online

200万ほどのヨーロッパの小さな国です。国内市場が小さいため ISL

I am looking forward to continue working with OceanBridge for
many years to come. I hope to see you at Olympic Games
Tokyo 2020!"

人間同士の交流が求められるようになるということです。
これは我々の
国でも起きていることで、実際にオランダでは、現在これまでに類を
見ない数のお客様サポート対応の求人が募集されています。
セルフサー
ビス型のオンラインサービスのサポート需要は増加しており、
まさに
このギャップを我々 Surﬂyが埋めようとしているのです。
エキサイティングな時代はもうすぐ目の前！ 日本のお客様、
今後も末
永くよろしくお願いいたします。

language!"

Onlineは全体の98%を海外に輸出しており、
日本はその主要部分を占め

）

ー
（マイク パワ
r
e
w
o
P
e
ik
M
表取締役社長）

代
（ neuxpower

"Thank you so much for using our software. It means a lot to

いつもNXPowerLiteをご利用いただき有難うございます。イギリス

us that together with the incredible team at Ocean Bridge,

からはるばる海を越え、
こうして弊社がオーシャンブリッジのチーム

we can help so many people and businesses all the way

ていますが、
これもオーシャンブリッジの協力がなければ実現できな

across the world in Japan, from here in the UK.

かったでしょう。まさに
「ONE TEAM」
として、
皆さんと毎日一緒に仕事を

We have been working hard this year on two major new

した甲斐がありました。
今後も末永くよろしくお願いいたします。2020 年、
東京オリンピック
でお会いできるのを楽しみにしています！

releases of NXPowerLite Server and Desktop, which we hope
to have with you very soon. These include a
strongly-requested feature for faster re-scanning of servers
and some improvements.

wishes for a healthy and happy 2020!"

"We would like to thank Oceanbridge for their everlasting
commitment to OpenText. Oceanbridge's attention to detail,
technical support, and participation in the continued

本取引先担当）
（opentext 日

する質問はどんどん回答が難しくなり、
最終的には満足のいく現実の

also be able to make use of our service in their own

would like to wish you all a very Happy New Year and best

Kak

サービスがどんなに素晴らしいものであっても、
サービスを通じて発生

you for making it possible for our customers in Japan to now

We hope that we can count on your continued support and

ーレイ）
Varley（カク バ

けると、
１つだけ明らかになることがあります。
それは、
オンラインの

シップを結び、
Microsoft Azure上のインスタンスにISL Onlineのプラ

European country with only 2 million inhabitants. Since our

on a daily basis as ONE TEAM.

セルフサービス型のオンラインのサービスについて徹底して注意を向

2019年はMicrosoft Japan、SB C&S株式会社と新しいパートナー

XLAB is headquartered in Slovenia, which is a very small

excellent cooperation with OceanBridge as we work together

Exciting times are ahead of us! OceanBridge, I'd like to thank

な成長を遂げることができました。
Webの世界は成長し続けていますが、

いています。

な価格で、また技術的にも展開が容易であることから、
効果的なテレ

part of all exports. This would not be possible without an

and this is exactly the gap that we ﬁll.

2019年は非常に良い年となり、
おかげさまでSurﬂyは全世界で驚異的

セキュリティ、
プライバシー要件を必要とする大企業の皆様の関心を引

solution.

licenses to foreign countries where Japan represents major

support along these online self-service journeys is increasing

有難うございました！

の皆さんと一緒に日本の多くのユーザーの皆さんの力になれることを
大変嬉しく思っています。
昨年は、サーバー・デスクトップの両エディションで新バージョンの
開発に注力しました。
近いうちに日本のユーザーの皆様にもお届けでき
ることでしょう。新バージョンでは、
皆様から強くご要望いただいて
おります、ファイルスキャンの高速化による処理速度の向上や、UI の
改良などを実装する予定です。
良い新年を迎えられると共に、2020 年が素晴らしい一年となるよう
皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。
本年もどうぞよろ
しくお願いいたします。

平素より、
オーシャンブリッジの皆様には弊社への格別のご配慮を賜り
大変感謝しております。
皆様の細部にわたる配慮、
技術サポート、
Brava

development of the products, makes Oceanbridge a highly

製品の継続的な開発への協力のおかげで、
今やオーシャンブリッジは

respected partner of OpenText.

opentext のパートナーの中でも一目置かれた存在となっています。

We look forward to the coming year with Oceanbridge and its

オーシャンブリッジのリーダー、
スタッフの皆様、
そして日本のお客様、

excellent leadership and staﬀ!"

本年もどうぞよろしくお願いします。
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OceanBridge Topics

companies as a hybrid cloud service hosted and managed by

なく、
プライベートクラウドと呼ばれるハイブリッドのクラウドシステ

job openings for contact center agents ever. The demand for

だけでなく世界の市場でも通用する良い製品を作ることができました。

トピックス

トピックス

tremendous growth across the globe. The web is growing up,

users worldwide, we also set up several hybrid cloud systems
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オーシャンブリッジ

オーシャンブリッジ

2020 年
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これからも皆様に末永く愛される
製品をお届けできるよう、国内外の
関連メンバー全員が一丸となって
取り組んでまいります。
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1

Chevron Corporation
（アメリカ）

アジアと国内各拠点のレビューチームが並行して

×

レビュー作業を進められるようになり、レビュー
サイクルの大幅な短縮に成功！

マルチフォーマットビューア

BRAVA

BRAVA

導入事例（プラントエンジニアリング関連）

世界最大のエネルギー企業の 1 つである Chevron Corporation では、アメリカとアジアの拠点間でマークアップと
マークアップやコメント履歴の共有、統合機能などを活用してレビューサイクルの加速化に成功しています。

2

× プラントエンジニアリング

Sanjel Energy Services
（カナダ）

既存の文書管理システムと連携し、知的財産の保

×

護を目的としたユーザー権限によるアクセス管理
を実施。
安全性が高く使いやすい環境を構築！

プラントエンジニアリング・製造業の業務効率化を実現！
製品 Web ページにて、
プラントエンジニアリングに関連した海外および国内の導入事例、
製品の特長などをまとめたページを
公開しました。今号ではその一部をご紹介いたします。

www.bravaviewer.jp

www.bravaviewer.jp

レビュー作業を共有しながら実行できるワークフローの構築を必要としていました。Brava 導入により、遠隔地間の

カナダ最大の民間油田サービス企業である Sanjel Energy Services では、ビジネスの心臓部とも言える知的財産の
情報流出に対するリスクを最小限に抑えながら、承認された担当者だけにアクセスさせる方法に苦心してきました。
Brava 導入により、権限を持つユーザーのみが簡単・安全にファイルにアクセスできる環境の構築に成功しています。
知的財産の安全性を担保するための閲覧・ダウンロード・印刷機能の制限

Brava システムイメージ

さまざまなファイル形式をサポート。複数のアプリケーションが不要に
デスク上からすぐに必要な文書にアクセス

Web ベ ー ス シ ス テ ム へ の 組 込 型 の 製 品 で あ る
「Brava Enterprise」は、原本ファイルを表示専用
データに変換し、Web ブラウザ上で高速かつ高精度
に表示します。
さまざまな形式のファイルを手軽に共有できるほか、

3

山九株式会社
（日本）

強力な検索機能とサムネイル表示により目的の書類

×

原本ファイルに触れさせない仕組みにより、セキュ

に高速アクセス。セキュリティ機能の向上により、
多数の国内・海外拠点とも安全にやりとりが可能に！

リティと快適な共有環境の両方を実現できます。

物流会社として知られている山九株式会社は、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などに携わる
エンジニアリング企業としても活躍されています。Brava 導入により、検索制度や閲覧速度の向上、脆弱な通信環境で
も快適に動作するといった業務の効率化に成功しています。
サムネイル表示による強力な検索機能と高速表示

既存システムと連携

機能バランスと使い勝手の良さ

Brava Enterprise は、プラントエンジニアリ

閲覧速度の劇的な改善

ング・製造業の各工程において既存システムと
簡単に連携できるため、図面や指示書、仕様書
を使う業務の効率化を実現します。

無料遠隔デモンストレーション実施中

ま た、公 開 対 象 フ ァ イ ル の み を CSF（暗 号 化
ファイル）に変換し、変換の際は透かし文字を

Brava 製品は現在、弊社リモートツールを使用してオンラインで無料の製品説明を行っています。

付加したり、ファイルの公開期間やパスワード

インターネットに繋がる PC と電話さえご用意いただければ、
どこからでも遠隔デモにご参加いただけます。
お気軽に

を設定することができるため、情報漏えいリス

ご相談ください。

クを最小限に抑えることが可能です。
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ISL Online

ISL Online

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。

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

●

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 は、導入前後のさまざまなお客様のニーズやご要望に合わせ、オプション（有償）でさまざまなサー
ビスをご用意しております。
お客様環境固有のシステム要件や画面のカスタマイズなど、
ご希望の内容を丁寧にヒアリングし、
お客様の抱える
課題を短期間で解消する最適なソリューションをご提案します。

サービス名

概要

1. 環境アセスメント

利用イメージのヒアリング、ハードウェア要件、導入スケジュール、設定可能な内容を説明
し、お客様のご希望に沿った設定・プログラムのカスタマイズを提案します。

2.POC 支援

検証スケジュールの策定、検証用サーバーソフトウェアのインストールなど、導入前の製品
検証を支援します。

3. 環境構築サービス

4. サイレントインストーラー、
バッチファイルの作成

5. ユーザーアカウント一括登録
6. オンラインページのカスタマイズ

現地にてサーバーソフトウェアの初期インストールおよび動作確認を行います。
環境アセスメントサービスで確認した内容をソフトウェア上に反映します。
常駐モジュールのサイレントインストーラーおよび設定値を変更するバッチファイルを
代行作成します。
ISL Online で使用するユーザーアカウントの一括アップロードを行います。
（最大 10,000 ユーザーまで）

更に高めるために、ISL Online に切り替えました

導入事例

＜ キヤノンマーケティングジャパン株式会社について ＞

キヤノンマーケティングジャパン
株式会社 様

キヤノン製品ならびに関連ソリューションの日本国内マーケ
ティングを担うキヤノングループの中核会社。1968 年設立、
連 結 売 上 高 681,234 百 万 円、連 結 従 業 員 数18,490 名
（い ず れ も 2012 年12 月 31日 時 点）
、グ ル ー プ 社 数 25 社

www.islonline.jp

www.islonline.jp

ご要望に応じて、課題解決までのコストを大幅に削減！
〜ISL Online オプションサービスのご紹介〜

お客様に有償で提供しているリモートサポートのサービス品質を

（2013 年 4 月1日時点）
。

ISL Online の導入理由などについて、お話を伺いました。
あらゆるカスタマイズ要求に応えてくれた

「効率化」
「差別化」
「育成」のための
リモートコントロールツール

ー カスタマイズされた箇所ついてお聞かせください

ー ISL Online を選んだ理由をお聞かせください。

色々ありますが、
例えば以下の点が挙げられます。

■ ISL Online を選んだ 7 つの理由

お客様向けの接続案内 Web ページの作成

1. ライセンス費用が半分以下に

グループ会社を含むライセンス管理を行うための
独自ドメイン作成
（ライセンスのグループ分け）

2. ライセンスは
「人」
でなく
「同時接続数」
に紐づけ
3. クライアント側の負担が少ない

接続時間の有効期限を設定

4. 操作の快適さ

画面操作の自動録画

5. 常駐モジュールが使える

録画データの管理方法の変更

オンラインページのカスタマイズを行います。

6. カスタマイズ範囲が広く、
柔軟

カスタマイズ以外にもさまざまなリクエストに応えていた

7. 外部認証連携

LDAP または RADIUS 連携の設定を行います。

7. 十分な検証環境を用意してくれた

だきました。一例として、
Mac 対応があげられます。私達は

8. トレーニング

管理者およびオペレーター向けにトレーニングを行います。

ISL Onlineは、保守サポート契約を結んだお客様へのリ

9. アドバイザリー

ISL Onlineの専門家によるヒアリング、
現状分析から製品利用までの運用コンサルティング
を行います。

コントロールツールの導入には「効率化」
「差別化」
「育成」

10. 環境調査

ISL Online のご利用環境・状況の改善を目的とした調査をオンサイトまたは遠隔で行います。

モートサポートサービスに使っています。そもそもリモート
の 3 つの狙いがありましたが、リモートサービスの品質を
更に高めるため、ツールの見直しを行うことを決定しま

かつてアップル製品の日本総発売元だった頃があり、
Macを
使われているお客様も多くいらっしゃいます。そこでオー
シャンブリッジに ISL Online の Mac 対応をお願いしたと
ころ、
開発元とかけあってくださり、
予想よりもずいぶん早く
Mac 対応を実現（2012 年12 月）
していただきました。

した。
オンプレミス化だけでなく機能面でもより優れたツール
を選ぼうと考え、機能比較や動作検証に半年ほどの時間を
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ISL Online製品の導入をご検討中または既ご利用中のお客様の中で、
製品のご利用や運用に関してお悩みやご要望などが

費やし、4 つの候補製品の中からオーシャンブリッジの

ございましたら、
まずはお気軽にご相談ください。

ISL Online オンプレミス版を選びました。

ISL 問い合わせ
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Surfly

お客様のご利用環境に合わせて、2 種類のライセンスをご
用意しております。
ファイルサーバーエディション ベーシック
ファイルサーバーエディション ミニ

ファイルサーバーエディション

ご利用条件など、詳細は Web ページをご参照ください。

データ圧縮ソフト

膨らみ続けるファイルサーバー！
「見える化」でサーバーの肥大化を防ごう

2014 年 3 月に公開された総務省の「ビッグ・
データ時代における情報量の計測にかかわる
調査研究報告書」によると、ファイルサーバー
などに格納される文書・画像・ログなどの非構

【構造化データと非構造化データの伸び（イメージ）】

www.surfly.jp

NXPowerLite

2 つのライセンス体系

www.nxpowerlite.jp

蓄積されているデジタル情報量︵エクサバイト︶

造化データは今後も飛躍的に増大する傾向に

「1 秒でも早くお客様の問題を解決したい」
Surﬂy を導入し、飲食店の予約管理担当者が抱える問題をストレスをかけずに解消

あります。
非構造化データ
（ウェブアプリケーション、
ログ、センサネットワーク、
M2M、ソーシャルネット
ワーク等）

加速的に増加しているデータを放置している
と、業務パフォーマンスの低下や急なシャット
ダウンによるデータの紛失、バックアップ時間

最新導入事例
株式会社トレタ 様

の長時間化など、運用や管理に大きな影響を
構造化データ
（業務データ、企業データ
ベース等）

メタル/ 電話の時代

I P / ブロードバンドの時代

及ぼすようになります。
サーバー容量の逼迫に対する対策はいくつか

Surﬂy を実際に使った上での評価をいただけますか？

える化」して、きちんとデータ量の状況を把握

ケースによって差はありますが、
Web ブラウザ上の操作が

2つあります。1つは
「お客様にストレスを与えずに画面共有

必要なサポート案件について、全体で対応時間がほぼ半減

ができること」
です。Web 画面共有が必要になった時、
まず

しました。半減できた要因には以下が挙げられます。

お客様に「当社のユーザーページの『共有ボタン』
を押して

NXPowerLite ファイルサーバーエディションは、
実際に圧縮を実行する前に、
クイックスキャンやシミュレーション機能を
活用して削減容量の概算値を算出し、
ファイル形式ごとの削減容量や圧縮対象外のファイルを簡単に確認できます。

ください」とお願いします。お客様がクリックすると接続
●

●

用の番号が表示されるので、その数字を口頭で教えていた

に早く理解して頂けるようになった

だき、
Surﬂyの管理画面で対象の番号をクリックするだけで

お客様に口頭説明を求めなくても、画面を見て状況
を直ちに把握できるようになった

に出力し、
目に見える形でサーバー内の状況を簡単に把握できます。
●

レポート

同じ画面を一緒に見ながら説明することで、お客様

画面共有が完了します。自然な流れで画面共有ができる

また、
ファイルの種類ごとの削減容量や、
1 ヶ月単位での削減結果などのサーバー内のファイルの解析結果を簡単にレポート

シミュレーション

ました。

Surﬂyの導入で、
業務にどのような変化が起きましたか？

NXPowerLite ファイルサーバーエディションは、
サーバー内のデータの状態を簡単に
「見える化」
し、
運用・管理コストの削減に寄与します！

クイックスキャン

皆さまに、Surﬂy の導入による効果や評価などを伺い

ありますが、まずはファイルサーバー内を「見
することが先決です。

出典：「ビッグデータ時代における情報量の計測に係る調査研究」資料より抜粋
総務省ウェブサイト http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/link03̲h26.html

飲食店向け予約 / 顧客台帳サービスを提供するトレタの

もう1つは「操作権限を自由に後退できること」です。共有

お客様の代わりに、こちら側から遠隔で作業を代行
できるようになった

ので、お客様に不審に思われることもありません。

した Web 画面上でカーソルを動かしたり何かを入力した
りする権限を、
お客様だけでなくサポート側でも持つこと
ができます。操作権限は共有した Web 画面のみに限定さ
れるので、
お客様のセキュリティも守られています。
また、よくあるのがお客様にログインだけしてもらい、
実際の作業はバトンタッチしてこちら側で行うという
ケースです。お客様がログイン情報を入力中は、お客様の
ID やパスワードはこちら側には表示されません。操作権限
を切り替えた途端、勝手にスルスルとカーソルが動き、
文字が入力されていくという様子を見て「これはすごい
ね！」
と驚かれるお客様もいらっしゃいます。

Surf lyとは
NXPowerLite ファイルサーバーエディションに関する
詳細は、
Web ページをご覧ください。

簡単に安心してすぐにつながるWeb画面共有ツールです。

NXPowerLite ファイルサーバー

2 週間の無料体験版もございます。
ぜひお試しください。
「トレタ」
の画面例
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日欧産業協力センター（EU-Japan Centre for Industrial Cooperation）様とは？
日欧産業協力センター様主催の対日ミッションで来日された、
ヨーロッパの最前線でご活躍中のユニークで魅力的な製品を取り扱う企業様８社をご紹介いたします。
オーシャンブリッジはこれまでに蓄積したノウハウや経験をいかし、日欧産業協力センター様と協力しながら日欧の発展に貢献してまいります。
ヨーロッパの市場に興味がある方、共同開発や業務提携などの観点からパートナー先をお探しの方、ぜひお気軽にお問合せください。

ABIX GmbH

AceProx Identiﬁkationssysteme GmbH

組込みシステムおよび IoT 市場向けのソフトウェアツールソ
リューションを提供する技術、サービスおよびコンサルティング

日欧の産業協力を担う機関として、1987 年に経済産業省と欧州委員会
により共同設立された非営利団体です。

本件に関するお問合せ先

研修事業や対日ミッションなどを実地し、日本と欧州の経済関係の緊密

日欧産業協力センター EENジャパン (担当 : グラルキ、
小澤 )

化と産業協力の推進に尽力されています。海外のテクノロジーと日本

メールアドレス : info-jp@een-japan.eu

市場をつなぐ「架け橋」という、オーシャンブリッジと同じ志を有する

電話番号 : 03 - 6408 - 0281

頼もしい存在です。

IOTEROP

LeanXcale

主にシステムインテグレータや機器メーカー向けの非接触型の

IoT 対応のための相互運用性、セキュリティ、FUOTA（Firmware

突出したスケーラビリティを持つHTAPデータベースです。運用

個体識別機器の部品（読込装置およびトランスポンダー）を製造・

Update Over-the-Air）
、デバイス管理のソフトウェアソリュー

データに対する分析系のクエリー実行が可能であり、
また特許取得

企業です。組込みソフトウェア業界で 20 年の経験をもち、日本を

販売している企業です。製品ポートフォリオには、数センチから

ションを提供しています。OMA SpecWorks のメンバーでもあり、

済のアルゴリズムであるlguazuを使用した独自の技術により処理

含めた多国にわたるクライアントに

100センチまでの通信距離に対応する

IoT 関連規格の制定に積極的に参加

性能を落とさずにACID特性を担保し

対しサービスを提供してきた組込み

125kHz 帯 お よ び 13.56MHz 帯 の

しています。現在では、OMA Light

つつ1ノードから数百ノードまでのス

システム関連の多様な部門において

両周波数帯の製品が含まれ、あらゆる

Ware M2M 規格で世界の先端を行く

ケールアウトに対応。ほとんどの一般的

比類ない豊富な知見のあるチームが

種 類 の RFID 関 連 機 器 を 扱 う 総 合

企業です。

なBIツールと簡単に統合可能であるこ

2013 年に設立しました。

ショップとして広く知られています。

とから、
LeanXcaleはリアルタイム分
析に理想的なデータベースといえます。

www.a-bix.com

www.aceprox.de
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企業固有の要件・環境に合わせ、オーダーメイド型のソフトウェア開発

RFID（IC カードやタグに記憶された情報を無線で読み書きできる自動

IoT デバイスの開発と運用で難しいとされる問題の一つとして、デバ

「あらゆるスケール、あらゆるリードを、1 つのデータベースで」をコン

ツールを総合的に提案されています。日本国内でも既に大手企業様と

認識システム）を活用したハードウェアに定評があります。アプリケー

イスのファームウェアの継続的な更新があげられます。既存デバイス

セプトに、処理速度や性能をしっかり担保しつつ、同時にリソースの

取引実績があるので安心してご相談いただけます！

ションごとに形状や寸法が変更可能なトランスポンダー
（無線中継機）
が

への統合、
セキュリティやデバイス管理などについても包括的にご相談

最適な利用を実現する画期的なデータベースの環境を提供されてい

とても印象的です！

いただけます！

ます！

Adant S.r.l

Extra Red

Memsource a.s.

Video Systems Srl

可変アンテナパターンを備えた革新的スマートアンテナ技術の

IT および OT 分野を手がける企業で、インダストリー 4.0、ハイブ

翻訳作業を行うユーザーに対し 400 超の言語、50 超のファイ

人工視覚および AI の最先端技術を設計・実装し、
あらゆる工業部門

開発により、無線通信機器の性能と信頼性を高めることで、適応

リッドクラウド、
IoT、
スマートデータ分析、
AIを専門としています。

ルタイプ、30 超の機械翻訳エンジンに対応したプラットフォー

に対して革新的で高性能な品質管理・工程管理システムを提案。

無線通信の分野を開拓してきました。開発したスマートアン

コアコンピタンスは以下の通り▼

ムを提供、国際企業が行う翻訳業務の効率化のサポートをいたし

1933 年よりスタートした経験の蓄積、
そして継続的な技術開発は

テナシステムは、2015 年に 市 場 に

●

IoT 向けの統合サービス

ます。また当該企業は、従来の翻訳

鉄鋼、中空ガラス、自動車、食品・飲料

投入されて以来、現在も様々な製品

●

データ収集のためのクラウドベース
プラグイン

技術に特許取得済の最先端 AI 技術

そしてロボティクスと多岐にわたり

を組み合わせることで、翻訳作業に

ます。当該企業は組み込み AI ソリュー

主要IoTサービスのクラウド化
（FaaS）

かかるコストを低減する独自のアプ

ションをマルチサイトのクラウドに

ITおよびOTのインフラ間のミドル
ウェア統合

ローチを開発しました。

対応した形で提供しています。

が登場しており、いかなる性能試験
においても競合製品に勝る性能を

●

示しています。

●

●
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エッジデバイスの遠隔監視

https://www.extrasy
s.it/en/red/industry4-0

www.adant.com
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http://leanxcale.com

www.ioterop.com

www.videosystems.
it/en/

www.memsource.com
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各アンテナのビームが動的に適応することで、
強力な受信能力はもちろん

ハイブリッドクラウドや IoT などに特化して、IT（情報）と OT（運用）の

2012 年 以 降、世 界 中 で 既 に 20 万 人 以 上 の ユ ー ザ ー を 獲 得。CAT

人工視覚 /知能、
ロボティクスの技術が世界中でもうこんなに活用されて

サイバーセキュリティ、干渉の低減などを実現されています。スマート

両分野で事業展開されています。エッジデバイスのリモート監視や AI・

（コンピュータ支援翻訳）と TMS（翻訳管理システム）が一体化した

いるとは驚きでした。革新的な自律システムと汎用プラットフォームに

アンテナの技術が世界でここまで進んでいるとは驚きです！

機械学習による予知保全などの新技術にも精通されています！

翻訳プラットフォームを提供されています。今なら30 日の無料トライ

より、
複雑な形状や業務でも人間と同じような品質管理を行うソリュー

アル版もあるそうです！

ションを提供されています！
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