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——— それは、 日本だ！

「日本だ」は現代でいう素敵、立派、素晴らしいという意味で、
江戸時代の中期に大流行したそうです。1783年刊の「日本
多右衞門」では、この流行語が口癖になった放蕩息子が登場
しています。国内が安定し、町人を中心に多彩な芸術文化が
花開いた元禄文化らしい粋な表現です。自国を素敵の意味で
使うなんて、ちょっとした自慢と冗談を感じさせるユニーク
な流行語ですね。なんだか羨ましい気持ちになります。

願わくば、2021年は明るい言葉で溢れますように。世界中
で平穏無事な日々が早く戻ることを祈りつつ、今年も前を
向いて頑張りたいと思います。

最後まで読んでいただき、有難うございました。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）

新型コロナウイルス（COVID -19）の感染拡大の長期化が
懸念される中、日々最前線で患者さんの治療に尽力されて
いる医療従事者の皆様に心から敬意を表するとともに、罹患
されたすべての皆様の１日も早いご回復をお祈り申し上げ
ます。

2020年の流行語が発表されました。最近はインターネット
の普及により、新しい言葉や使い方が生まれてはすぐに消え
ていく印象ですが、その年の流行語のリストにまるで聞いた
こともない言葉を見つけると、自分の情報アンテナの感度の
鈍化を感じて焦りを覚えます。

その時代に起きた出来事や世相が見える流行語ですが、昔は
人間の口を介して徐々に少しずつ広がったそうです。古い
流行語は当時の文献にも数多く残っており、江戸時代には
「日本（にっぽん）だ！」という言葉が流行ったそうですが、
どんな意味かご存じでしょうか。

編 集 後 記

ご感想・ご意見をお待ちしております
本誌やOceanBridgeMgazne Online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
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この度、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に影響を受けられた皆様、罹患された方々
には謹んでお見舞い申し上げます。一日も早いご快復を心よりお祈り申し上げます。

新型コロナウイルス感染症の拡大をきっかけに、私達の生活様式や働き方が見直され、世界は
今、大きく変わろうとしています。来たるニューノーマル時代を見据え、これまでの「当たり
前」や「常識」を勇気をもって破壊し、新たな課題の解決に向けて挑戦し続ける姿勢が今企業に
強く求められています。

ニューノーマル時代の新たな課題として、「リモートワークの促進」「お客様とのバーチャルな
接点構築」「事業の継続性強化」「サイバーセキュリティー対応」などが挙げられますが、私たち
の主要なお客様であるIT部門に携わる皆様に於かれましては、昨年は特にこれら課題に
俊敏に対応を迫られた一年となり、ISL Onlineをはじめとする弊社ITツールがリモート
ワークの社会普及に大きく貢献することができたことを大変嬉しく思っております。
中でも、画面共有ツールを使った「非対面」でのお客様対応は、金融業界をはじめ、今後あらゆる
業界での展開が予想されており、新たな仕組みづくりの改革の一端を担う企業として、弊社も
微力ながら社会に貢献したいと切に願っております。

2021年は、オーシャンブリッジの創業20周年という節目の年。創業者の高山様から4年前に
経営を引き継ぎ、無事20周年を迎えられることを嬉しく思います。現代はVUCA、先が見通せ
ない不確実な時代と言われていますが、オーシャンブリッジは「つかえるITを、世界から。」を
ミッションに、今後もそれらの変化に順応するために必要な、皆様にとって本当に役立つ新たな
ソフトウェアを世界から見つけ出してお届けできるよう努めてまいります。

本年は今まで以上によりよい製品づくりに向けた開発・改善に貢献するとともに、会社と自身
の成長が等しくなるよう「思う存分働ける環境づくり」と「プロ意識を持った人材の育成」に
注力することを経営のこだわりとしながら、組織体制を強化し、これまで以上に安心頂ける
高品質なサポート・サービスの提供を実践してまいります。
10年後の姿を見据え、明るい未来に向かって邁進するその先で、開発元、販売パートナー様、
そしてお客様と共に喜びを分かち合えることを心より楽しみにしております。

一日も早い新型コロナウイルスの世界的流行の終息をお祈りすると共に、この時代の変革を
チャンスと捉え、本年もお客様のデジタルトランスフォーメーションの推進を積極的にお手伝い
させていただきます。

本年もどうぞよろしくお願い致します。

株式会社オーシャンブリッジ 代表取締役社長　中田 明

ゼロトラスト時代のサイバーセキュリティ製品の取り扱いをついに開始します！
新しいセキュリティ製品は不安、という方もご安心ください。開発元のIS Decisions 社
は世界で数多くの販売実績があり、国内でも一部のお客様が既に利用されています。
リリース前のトライアルはもちろん、オンラインでの製品説明（無料）も行っており
ますので気になる方はぜひお気軽にお問い合わせください。

オーシャンブリッジはIS Decisions 社(本社：フランス ビダール) と正式にパートナー契約を締結し、2021年
4月（予定）から新製品の ITガバナンスツール「UserLock」、ファイルサーバーログ管理ツール「FileAudit」
2製品の提供を開始いたします。

既存のActive Directoryはそのままに、多要素認証
やアクセス制御、ログインの可視化、アラートなどの
機能を拡張し、セキュリティ対策や労務管理などを
包括的にカバーします。テレワークで外部からの社内
アクセス機会が増える中、認証レベルと社内アクセス
統制を一層強化します！

ファイルサーバーの監査にありがちな複雑な操作や
運用の手間を省き、数クリックでレポート作成、データ
抽出、リアルタイム警告が可能です。クラウドスト
レージのログをオンプレミス環境と一本化できるなど、
手軽で拡張性の高いサーバーの運用・監査を実現
します！

開発元 IS Decisions 社(アイエス ディシジョン) ご紹介

https://www.isdecisions.com/
所在地     ： ビダール（フランス）
設立 　　 ： 2000年7月21日
資本金 　 ： 230,000ユーロ
顧客数 　 ： 3500社、世界136カ国に提供中

IT ガバナンスを支援する
アクセスセキュリティ強化ツール

クラウド対応
ファイルサーバーログ管理ツール

　新製品 取り扱い開始のお知らせ速報!

ビスケー湾

フランス

スペイン

パリパリ

ビダールビダール

オーシャンブリッジ
営業担当者

オーシャンブリッジ
営業担当者
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ITガバナンスを支援する
アクセスセキュリティ
強化ツール

■ 狙われる脆弱なテレワーク環境
近年、企業のテレワーク環境の構築が喫緊の課題となっている一方で、業務遂行を最優先にした場当たり的な対応はセキュリティの
リスクを高めています。隙を狙ったサイバー犯罪者は社内ネットワークに入り込むためのログイン認証情報を盗み、システムから
システムへ横移動しながら価値あるデータを探します。ある海外セキュリティ機関の報告によると、実際に不正アクセスを受けて
からその侵入に気付くまで平均「191日」も経過しており、外部からの攻撃にはなかなか気付きにくいのが実情です。

■ Active Directoryは セキュリティツールではない
Windows Serverで長く利用されているログイン基盤のActive Directoryだけでは、テレワークのセキュリティは万全とは
言えません。近年もフィッシングメールでログイン情報を盗もうとする事件が多発しています。
多くの企業のActive Directoryのログインは、IDとパスワードだけでしか守られていない状態です。テレワーク環境と社内
ネットワークを守るためには外部からのアクセスに多要素認証を追加する、不審なログインが起きていないかをチェックする、
といったアプローチが非常に重要です。

対外セキュリティ 対内セキュリティ

● ネットワーク侵入防止
● サイバー攻撃阻止
● セキュアリモートアクセス

● 内部不正利用対策
● 特権 ID、アクセス保護
● セッション監視
● ログオン / ログオフ

マネージメント

● アクセスポリシー管理
● パスワード共有防止
● 労働時間の管理
● 共有端末の最適化

製品に関するお問い合わせは、userlock@oceanbridge.jpまでお気軽にお問合せください。

リモートコントロール VPN

社内ネットワーク アラート ログ

認証

予防

確認

社内ID盗用 特権ID 不正利用

不正ログイン 流出ID

Active Directory

UserLock Server

User Lockは認証・予防・確認の観点から、
包括的なITガバナンスを実現します！

User Lockは認証・予防・確認の観点から、
包括的なITガバナンスを実現します！

U
serLock

重複ログイン

時間外アクセス

クラウドに対応した
ファイルサーバーログ
管理ツール

FileAudit（ファイルオーディット）は、ITに詳しくない方でも使いこなせるように設計された、ファイルサーバー、クラウドストレージの
両方の監査に対応した簡単で便利なログ管理ツールです。
サーバーの管理・運用に伴う管理者の作業負荷を軽減し、近年の高度で不意をつくサイバー攻撃にも柔軟に対応できます。

■ FileAudit 7つの特徴

クラウドストレージ対応 アラート＆自動対応機能

クラウドストレージの監査も可能です。
※ 対応クラウドストレージ：Windows Server / 
OneDrive / SharePoint Online / Google Drive / 
Dropbox / Box

ユーザー、端末名、IPアドレスによる
アクセス拒否、特定ユーザーによる大量
のファイルコピー / 削除などのさまざま
なイベントに対しアラートを発信して
自動対応できます。

アクセス権限の可視化

フォルダに対するアクセス権限を可視化
して、アクセス権限のつけ忘れや放置
などの状態をすぐに発見できます。

製品に関するお問い合わせは、fileaudit@oceanbridge.jp までお気軽にお問合せください。

リアルタイムのモニタリング

アクセスログはリアルタイムで確認。不信なアクセスにも
迅速・柔軟に対応できます。

エージェントレスで簡単に導入

監視するファイルサーバーにインストールは不要。ドメイン
内の任意の場所に導入できます。

アクセスログの容易な抽出

「誰の」「どのフォルダ/アクション」といった条件で、1クリック
で簡単にアクセスログのレポートを表示します。

使いやすいパネルUI

使いやすいパネル式UI で、必要な操作をすぐに行えます。

※ 画面は開発中のものです

1 2

3 4

6 7

INSTALL・・・

不要！不要！

ユーザーロック ファイルオーディット

5
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社内ネットワーク アラート ログ

認証
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確認

社内ID盗用 特権ID 不正利用

不正ログイン 流出ID

Active Directory
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U
serLock

重複ログイン

時間外アクセス
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ファイルサーバーログ
管理ツール
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1 2
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6 7
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世界でただひとつ、国名に「LOVE」の文字を含む愛の国スロヴェニア。
スロヴェニア語は英語のような「単数形」「複数形」以外に、2人の人物や物事を
表す世界でも珍しい「双数形」が存在します。名詞の種類（男性・女性・中性）の
組み合わせで動詞の活用も変わるため、「デートで出かけたんだな」という
ことがすぐに分かるのだそうです。面白いですね。

スロヴェニア語はロマンチック？ご存じですか？ 1

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、両国の協業ビジネスの成功と発展に微力ながら貢献
していきたいと考えております。スロヴェニアでのビジネスに興味を持たれている方、ぜひお気軽にご相談ください。

日本スロヴェニアビジネス協会（JSBC）は、日本とスロヴェニア共和国の企業・団体等間の交流を通じ、両国の
ビジネス・文化等の情報提供や交流の場を作り、広く皆様にスロヴェニアをより身近に知って頂くことを目的とした
非営利の団体です。近年、日本とスロヴェニアの絆は経済協力の面でも強まりつつあり、今後ますます交流が活発化
するであろう両国の相互繁栄を応援して下さっています。

日本スロヴェニアビジネス
協会名誉理事 石榑様

弊社 代表取締役社長
中田 明

2018年の対スロヴェニアFDI（海外直接投資）の残高は前年比 8.5%増加の
151億ユーロ。海外からスロヴェニアへの投資は年々増加傾向にあります。日本政府
も「Society 5.0」の実現に向け、NEDO（新エネルギー・産業技術総合開発機構）と 
ELES（スロヴェニアの国営送電事業者）が共同で推進するスマートコミュニティの実証
実験に資金提供を行うなど、両国の経済的な連携がさまざまな形で進展しています。

ご存じですか？ 2 世界でスロヴェニアへの投資が増加中

対スロヴェニア FDI 残高の推移（百万ユーロ )
出典 : Bank of Slovenia (2019)
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経営者としては1～2年での
結果は求めず、長期的な視点
で協業を許容する必要が
ありますね。

共同事業として両国企業の
ビジネスが成立するまでに
は、それなりの時間がかかる
印象があります。

スロヴェニアでは、グローバル
ビジネスを行っている企業が
多い日本とのビジネスを積極
的に推奨してきました。

当時はEPAが締結される
前で、輸出入税を二重で支払
わなければならない大変な
時期でした。

×

日本スロヴェニアビジネス
協会加入に伴い、オンライン
ミーティングを実施しました。
三代前の在スロヴェニア日本
全権大使を務められていた
石榑（いしぐれ）様は、弊社の
創業者である高山とも面識
があり、当時の貴重なエピ
ソードの数々を聞かせていた
だくことができました。

グローバル化が急速に進む現代においてもまだまだ言葉の壁は非常に大きく、日本企業の「なんでも日本語に
してほしい」という要望は、海外企業にとって参入障壁が高い要因となっていること、また自動翻訳などの
テクノロジーでカバーされることが期待される一方で、やはり人間同士の相互理解と信頼関係の構築が協業
には何より必要という認識を改めて共有しました。

2020年7月、株式会社オーシャンブリッジは日本スロヴェニアビジネス協会（JSBC）へ正式加入いたしました。
弊社はスロヴェニアの国家研究機関からのスピンアウトとして設立された XLAB d.o.o.社と、2007年の業務提携以来長きに
渡りビジネスパートナーとして交流を深めてまいりましたが、それはひとえにお互いの国の文化や習慣に対する深い理解、尊敬
や信頼の中で育まれた成果であり、現場の努力の賜物といえます。オーシャンブリッジはこれまでの経験をいかし、今後は
日本スロヴェニアビジネス協会の一員として、両国の発展に大きく寄与できるよう一層努力いたします。

日本とスロヴェニア両国の
ビジネス・友好関係の発展をめざして

JSBC × OceanBridge
オンラインミーティング体験レポート
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主要海外 IT ベンダーと主な取り扱い製品

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）を展開しています。

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などを展開してい
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

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。

　　　　　海外開発元パートナーからのメッセージをお届けします2021年 2021年 

Jure Pompe（ユーレ ポンペ）

（XLAB d.o.o. 創業者 兼 代表取締役社長）

2020年はウイルス拡大という未曾有の危機に直面し、世界中が在宅
の必要に迫られました。我々 XLAB社はリモートアクセスのソフト
ウェア提供会社として、これまで数多くの政府や組織、企業の皆様の
在宅ワークを支援してきましたが、日本ではオーシャンブリッジの
協力のおかげで世界クラスのリモートワークソリューションの提供を
実現できています。
新型コロナウイルスがもたらす危機の一日も早い収束を心から祈り
つつ、今後はますますテレワークが普及し、多くの企業が世界的な感染
流行に備えるであろう中で弊社製品がお役に立てば幸いです。皆様の
ご健康とご多幸をお祈り申し上げます。

In 2020 people throughout the world were asked to stay at home 
to mitigate risks of spreading the virus. Being the provider of 
remote access software, we have helped a vast amount of 
companies, governments and other organizations to organize 
work from home for their employees. In Japan, we are able to 
provide world-class remote work solutions due to an excellent 
cooperation with OceanBridge.
Let's hope that COVID-19 crisis will soon be over. However, work 
from home will probably become more common and companies 
will need to be ready for such pandemic situations in the future. 
Stay healthy and productive!

Nicholas Piël（ニコラス ピエール）

（Surfly 最高経営責任者）

時が経つのは速いもので、昨年は試練の年となりました。世界中で
オフィスが閉鎖し、街ではロックダウンにより多くの人が在宅勤務を
余儀なくされました。オーシャンブリッジの皆様には多大なご支援を
いただき厚く御礼申し上げます。
厳しい時代の到来が予想される中、止まらない新しい価値創造の
トレンドと共に今後リモートコラボレーションにますます注目が
集まることでしょう。本年度もどうぞよろしくお願いします！

The year has flown by and what a special one it was! Offices 
closed around the world, cities locked down and people working 
from home. I want to share my deepest appreciation for all the 
hard work OceanBridge has put in our partnership this year. 
It might not have been the most easy times, but there is a 
unstoppable trend of innovation and remote collaboration that 
comes along with it. I'm looking forward to be riding this wave 
together with OceanBridge in 2021!

Mike Power（マイク パワー）

（Neuxpower Solutions Ltd 代表取締役社長）

旧年中はご厚誼を賜りありがとうございました。この未曾有の状況下、
誠実で真摯なオーシャンブリッジはNeuxpowerにとって変わらぬ
頼もしいパートナーでした。引き続き日本市場にソフトウェアをお届け
できるよう、皆と協力して喜んで開発に尽力して参ります。本年も
どうぞよろしくお願いします。

I'd like to send my thanks once again to OceanBridge - they have 
remained a steadfast partner to Neuxpower during this extremely 
eventful year. Their consistency and commitment makes them 
such an incredible company to work with. It's our great pleasure 
to continue to develop software to bring to the Japanese market 
in partnership with OceanBridge.

Kak Varley（カク バーレイ）

（Open Text Corporation 日本取引先担当）

We would like to thank Oceanbridge for another committed year 
with OpenText. It’ s been a hard year for everyone, so it’ s been 
very nice to have Oceanbridge’ s continued dedication to the 
Brava product line.

OpenText社への変わらぬご支援、誠にありがとうございます。皆に
とって大変困難な年が続いていますが、オーシャンブリッジの皆様の
Brava製品への変わらぬご尽力に心から感謝しております。本年度も
どうぞよろしくお願いします。
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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

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。

　　　　　海外開発元パートナーからのメッセージをお届けします2021年 2021年 

Jure Pompe（ユーレ ポンペ）

（XLAB d.o.o. 創業者 兼 代表取締役社長）

2020年はウイルス拡大という未曾有の危機に直面し、世界中が在宅
の必要に迫られました。我々 XLAB社はリモートアクセスのソフト
ウェア提供会社として、これまで数多くの政府や組織、企業の皆様の
在宅ワークを支援してきましたが、日本ではオーシャンブリッジの
協力のおかげで世界クラスのリモートワークソリューションの提供を
実現できています。
新型コロナウイルスがもたらす危機の一日も早い収束を心から祈り
つつ、今後はますますテレワークが普及し、多くの企業が世界的な感染
流行に備えるであろう中で弊社製品がお役に立てば幸いです。皆様の
ご健康とご多幸をお祈り申し上げます。

In 2020 people throughout the world were asked to stay at home 
to mitigate risks of spreading the virus. Being the provider of 
remote access software, we have helped a vast amount of 
companies, governments and other organizations to organize 
work from home for their employees. In Japan, we are able to 
provide world-class remote work solutions due to an excellent 
cooperation with OceanBridge.
Let's hope that COVID-19 crisis will soon be over. However, work 
from home will probably become more common and companies 
will need to be ready for such pandemic situations in the future. 
Stay healthy and productive!

Nicholas Piël（ニコラス ピエール）

（Surfly 最高経営責任者）

時が経つのは速いもので、昨年は試練の年となりました。世界中で
オフィスが閉鎖し、街ではロックダウンにより多くの人が在宅勤務を
余儀なくされました。オーシャンブリッジの皆様には多大なご支援を
いただき厚く御礼申し上げます。
厳しい時代の到来が予想される中、止まらない新しい価値創造の
トレンドと共に今後リモートコラボレーションにますます注目が
集まることでしょう。本年度もどうぞよろしくお願いします！

The year has flown by and what a special one it was! Offices 
closed around the world, cities locked down and people working 
from home. I want to share my deepest appreciation for all the 
hard work OceanBridge has put in our partnership this year. 
It might not have been the most easy times, but there is a 
unstoppable trend of innovation and remote collaboration that 
comes along with it. I'm looking forward to be riding this wave 
together with OceanBridge in 2021!

Mike Power（マイク パワー）

（Neuxpower Solutions Ltd 代表取締役社長）

旧年中はご厚誼を賜りありがとうございました。この未曾有の状況下、
誠実で真摯なオーシャンブリッジはNeuxpowerにとって変わらぬ
頼もしいパートナーでした。引き続き日本市場にソフトウェアをお届け
できるよう、皆と協力して喜んで開発に尽力して参ります。本年も
どうぞよろしくお願いします。

I'd like to send my thanks once again to OceanBridge - they have 
remained a steadfast partner to Neuxpower during this extremely 
eventful year. Their consistency and commitment makes them 
such an incredible company to work with. It's our great pleasure 
to continue to develop software to bring to the Japanese market 
in partnership with OceanBridge.

Kak Varley（カク バーレイ）

（Open Text Corporation 日本取引先担当）

We would like to thank Oceanbridge for another committed year 
with OpenText. It’ s been a hard year for everyone, so it’ s been 
very nice to have Oceanbridge’ s continued dedication to the 
Brava product line.

OpenText社への変わらぬご支援、誠にありがとうございます。皆に
とって大変困難な年が続いていますが、オーシャンブリッジの皆様の
Brava製品への変わらぬご尽力に心から感謝しております。本年度も
どうぞよろしくお願いします。
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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
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新型コロナウイルス感染症の影響により、
企業のテレワーク導入が急速に進んでいます。

は、
簡単・セキュアに次世代の授業を実現します！

サーバーに保存した文書や図面をフォルダ構造を
変えずにWebポータルに変換し、表示専用のデータで
テキストコピーや印刷、ダウンロードなどを禁止します。

サーバーに保存した文書や図面をフォルダ構造を
変えずにWebポータルに変換し、表示専用のデータで
テキストコピーや印刷、ダウンロードなどを禁止します。

ISL Classroom（アイエスエル・クラスルーム）は、 画面共有やリモートコント
ロールなどの必要な機能を包括的に備えた、画期的な授業支援ツールです。
LAN やPC・タブレットなどにも柔軟に対応しています。

簡単でシンプルな操作 教室の円滑なコミュニケーション 安心・安全な高いセキュリティ

■ ISL Classroomの機能（一部ご紹介）

すべての生徒の画面を一覧で表示し、授業状況を簡単に把握できます。

先生や特定の生徒の画面・操作を、全体で共有できます。
資料データもドラッグ＆ドロップで簡単に配布・回収できます。

  次世代の学校・教育現場    ICTの活用、具体的にイメージできていますか？

製品にご興味のある方は、お気軽に弊社までご相談ください。

生徒1 生徒2 生徒3

生徒4

× × ×

× × ×

別のことをしている生徒に
メッセージを送信・PCの
画面ロック

困っている生徒を見つけて
遠隔操作でサポート

紙の配布は不要！
データで簡単送信

× ×

×

ファイルサーバーをWebポータル化する
文書共有ソリューション

Brava for FileServerは在宅ワークの強い味方です！

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。

Brava ファイルサーバー

さまざまなファイル形式に対応 全文検索機能

検索エンジンを標準で搭載。大量の文書の中から指定した文字
列を含む文書を簡単に検索し、ビューアで高速に表示します。

高速表示

ファイルやフォルダの印刷・ダウンロード・
テキスト＆範囲指定コピーの許可/禁止、
透かし文字の挿入などが可能です。

マルチデバイス対応

ブラウザが表示可能なタブレット/モバ
イル端末にも対応。表示形式は自動的に
端末に合わせて最適化されます。

セキュアなファイル共有

最適化された表示専用のデータをブラ
ウザ上で表示します。大判長尺図面や大量
のマニュアルも高速で表示・閲覧できます。

NEW オンラインマークアップ NEW 図面の差分比較

NEW テキストの差分比較

比較するファイルを並べ、テキストの追加・削除・修正が
ある行を色付けして変更箇所をハイライトで表示するため、
即時に特定が可能です。
※テキスト比較機能については
ActiveX版のみの実装となり
ます。

※ オンラインマークアップ、図面の差分比較、テキストの差分比較の機能は、次回の製品
バージョンアップにて実装予定です。

変更前後の図面を重ね合わせ
て差分を簡単に比較できます。
変更箇所は瞬時に色分けして
表示されるため、修正を把握
する時間を大幅に短縮し、確認
漏れや変更点の見落としを防ぎ
ます。

チーム・部門間など複数人の
レビューコメントを別ファ
イルで保存し、元ファイルと
重ねて表示します。図面や文
書のスムーズなオンライン
レビューを実現します。

コメント履歴

マークアップツール

国内の導入実績2,000社以上！
安心・簡単・低価格の
リモートコントロールツール

国内の導入実績2,000社以上！
安心・簡単・低価格の
リモートコントロールツール

らくらく画面共有・
プリント配布

かんたん
モニタリング
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2週間の無料体験版をご用意しております。ぜひお試しください。

テレワークが普及し、離れた場所で協同作業を行う機会が増えてきま
した。手軽に相手にデータを送信できる「メール添付」ですが、ビジネス
マナー上注意しておくべき点があることをご存じでしょうか。

製品に関する詳細は、Webページをご覧ください。 NXP デスクトップ

JPG（ジェイペグ）

◆メール添付の注意点◆

NXPowerLiteは、画像ファイルの種類や用途に合わせてファイルごとに最適な軽量化（圧縮）を自動で判断して実行します。
Microsoft OutlookやLotus Notesメールと連携し、メール送信時に自動で圧縮することも可能です。

新型コロナウイルスの感染拡大は、わたしたちの社会に大きな変化をもたらしました。
テレワークや遠隔授業などのデジタル化が急速に進み、人と話すことそのものの価値が高まる中、今多くの企業が「顧客と付加
価値の高い交流をどのように作るべきか」を真剣に問われています。

●アンチエイリアス処理※1が行われる

ため、はっきりとした画像に不向き。
●不可逆圧縮※2が行われるため、上書き

保存のたびに画質が劣化する。
●色を指定して画像を透過できない

Surfly

Web画面共有ツール
データ圧縮ソフト

デスクトップエディションデスクトップエディション

※1…境界線を目立たなくする処理のこと　
※2…一度画像を圧縮すると元に戻せないこと

PNG（ピング） GIF（ジフ） TIFF（ティフ）

◆主な画像ファイルの種類と特徴◆

● フルカラー（1,677万色）表現
●圧縮率に優れ、GIFのような色数制限

がなく、写真など多くの場合にPNG

よりもサイズが小さくなる

短所

スマホなどで撮影され
た、写真に多く使われ
ている拡張子

● 写真などの色数の多いデータは、他の

拡張子より容量が大きくなる
●アニメーション表現はできない

●扱える色数などによりPNG-8、PNG-

24など複数の種類がある
●画像を劣化させずに圧縮できる
●色を指定して画像を透過できる

長所

短所

グラフや図案などの
色数の少ない画像や、
画質重視の際に適した
拡張子

● 最大8ビット（256色）までしか表

　現できない
●写真画像やグラデーションの表現に

向かない

●画像を劣化させずに圧縮できる
●色を指定して画像を透過できる
●アニメーション（動画）表現が可能

長所

短所

Webのイラストやロゴ
に良く使われる、単色
で平坦な画像に適した
拡張子

● 色を指定して画像を透過できない
●アニメーション表現ができない
●詳細な画像情報をもつため、再現性に

優れているが、ファイルサイズは大き

くなりがち

●フルカラー（1,677万色）表現
●画像を劣化させずに圧縮できる
●ソフトウェア間で互換性が高い
● JPGよりきれいに印刷できる

長所

短所

異なるOS間などの互
換性に優れ、印刷業界
などで多く使われて
いる拡張子

企業のメールサーバーの容量には限界があり、受信可能な
１通あたりのサイズ（容量）は送付先の環境で異なります。
一般的にはメール1通あたり2MB以内が標準とされており、
相手に送付しても失礼には当たらないと言われています。

送付先の環境（PC容量や機種など）や画像の使用用途に配慮
することが大切です。画像ファイルの特徴を理解して拡張子
を使い分けることで、トラブルを回避し相手先とスムーズに
やり取りができます。

送信できるサイズ（容量）か？ 使用用途・相手の環境に配慮しているか？

長所

JPG PNG GIF TIFF

NXPowerLiteなら、簡単に解決できます！

ちょっと待って！
そのメール添付、大丈夫？

Withコロナ時代にこそ求められるコミュニケーション！
非対面サービスで築き上げる、顧客との信頼関係とは

物質的な価値・サービスに加え、交流や対話を通して顧客に「体験」を与える非対面型のコミュニケーションは、Withコロナ時代
にこそ欠かすことができない重要な要素です。顧客の行動や思考を適切な把握し、サービスの最適化と改善を繰り返すことで、
顧客との信頼関係を継続的に築きます。

お客様オペレーター

×

BUY

3

×

BUY

3

×

BUY

3

アクセス アクセス

● プログラムのインストール不要！すぐに開始できます

● ブラウザ画面のみ共有。他アプリ操作の心配なし

● 同じデータを見ているため、画質の劣化なし

● 訪問時間を削減し、商談件数を増やします

● 同じデータを見て、お客様との認識のずれを回避

● デモンストレーションに適した豊富な機能

お客様オペレーター
デモンストレーション

同じブラウザ画面を見ながら
お客様をサポート

いつでもどこでも
画面を見せてデモンストレーション

×

×
×

アクセス アクセス

×

BUY

3

ソフトウェアのダウンロードやインストールは
一切不要！ブラウザさえあればいつでも手軽に
利用可能な簡単・安全な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は
一切不要！ブラウザさえあればいつでも手軽に
利用可能な簡単・安全な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は
一切不要！ブラウザさえあればいつでも手軽に
利用可能な簡単・安全なWeb画面共有ツールです。

画像が含まれたファイルを形式はそのまま、画質を
落とさず効果的に圧縮し、メールを利用した重たい
ファイルの送受信など様々な問題を解消します。

画像が含まれたファイルを形式はそのまま、画質を
落とさず効果的に圧縮し、メールを利用した重たい
ファイルの送受信など様々な問題を解消します。

画像が含まれたファイルを形式はそのまま、画質を
落とさず効果的に圧縮し、メールを利用した重たい
ファイルの送受信など様々な問題を解消します。
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I oTの活用と共に世界のボーダレス化が
加速しています。 国境を越えたオンライン
でのミーティングやチャットも、今では決して
珍しいものではありません。

エンタープライズヨーロッパネットワーク（EEN）が主催するオンラインビジネスマッチングイベントは、多岐にわたるセクター・業界を
対象に数多く開催され、欧州で活躍中の企業や研究機関との1on1のマッチング機会はもちろん、イベント内容に即したウェビナーなどを
ご用意しているものもございます。
イベント登録から他の参加者閲覧、ミーティングリクエストの送受信、当日のオンラインミーティングまで一連の流れがオンライン
プラットフォーム内で完結する点が大きな特色の一つとなっており、プラウザさえあればいつでも・どこでも簡単にご利用いただけます。

ヨーロッパに溢れるビジネスチャンス、逃していませんか？

日欧産業協力センター様とは？

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。
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
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
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
頼もしい存在です。

希望イベントの
オンラインプラットフォームへ 参加登録32EEN Japan Webサイトに

アクセス1

EEN主催 オンラインビジネスマッチングイベント 登録の手順

Register Now Verify Email

クリッククリック

EENジャパンWebサイトに掲載中の各
イベントを閲覧し、希望イベントの登録サイト
(オンラインプラットフォーム)へ移動します。

イベントのオンラインプラットフォーム上
にある「Register」ボタンを押し、Email
や氏名などの基本情報を入力します。

「Register」 (登録)後、イベントオンライン
プラットフォームより確認メールが登録済
メールアカウントに届きます。

 EEN主催 オンラインビジネスマッチングイベントで実現できます！

自社製品に活用可能な技術、

ありませんか？

欧州の同業他社と

話をしてみたい!

海外の規制や技術移転

など、相談できたらなあ

EEN主催 オンラインビジネスマッチングイベントの特徴

便利！ 安心！かんたん！
1 豊富な情報

600超のEEN参加機関のネットワーク
を通じて集まった参加者とのマッチン
グ機会やウェビナー、ピッチセッション
などのユニークなイベントに参加でき
ます。（オンラインビジネスマッチング
イベントは一部を除き無料でご参加
いただけます）

2 かんたん操作

登録からミーティングリクエストの送
受信、スケジュール管理、当日の参加
まで、全フローがオンラインで完結し
ます。複雑なツールは必要なく、EEN
主催のオンラインイベントだから実現
可能な新しいビジネス創出の場を提供
します。

3 国内企業向けサポート

EEN主催のオンラインビジネスマッチン
グイベントは、日欧産業協力センターが
サポートオフィスとして国内参加者の
皆様を支援いたします。オンラインプ
ラットフォームの利用方法はもちろん
システムの構成やミーティングまでの
流れをご説明いたします。

日本企業と情報交換

できたらなあ…

一緒に開発・協業できる

パートナーが欲しい

日本企業はどんなことに

関心があるの？
最近の日本市場のトレンド、

知りたいなあ

トピック・パートナー検索

イベントスケジュールの
確認

参加者の
プロフィール閲覧

バーチャルミーティング

ウェビナー、ピッチセッション
などの特設イベントへの参加

ミーティングの
リクエスト送受信

登録完了後、イベント主催者の承認を経て
オンラインプラットフォーム上で、さまざまな機能がご利用いただけます！

本件に関するお問合せ先

日欧産業協力センター EENジャパン
(担当:グラルキ、小澤)
メールアドレス: info-jp@een-japan.eu
電話番号 : 03-6408-0281

EEN JapanのWebサイトEEN JapanのWebサイト　　　　　　　https://www.een-japan.eu/ja/content/event

何かお探しのトピック、その他ご質問などがございましたら、各イベントページの「お問い合わせはこちら」を
クリックして日欧産業協力センターまでお問合せください。
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——— それは、 日本だ！

「日本だ」は現代でいう素敵、立派、素晴らしいという意味で、
江戸時代の中期に大流行したそうです。1783年刊の「日本
多右衞門」では、この流行語が口癖になった放蕩息子が登場
しています。国内が安定し、町人を中心に多彩な芸術文化が
花開いた元禄文化らしい粋な表現です。自国を素敵の意味で
使うなんて、ちょっとした自慢と冗談を感じさせるユニーク
な流行語ですね。なんだか羨ましい気持ちになります。

願わくば、2021年は明るい言葉で溢れますように。世界中
で平穏無事な日々が早く戻ることを祈りつつ、今年も前を
向いて頑張りたいと思います。

最後まで読んでいただき、有難うございました。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）

新型コロナウイルス（COVID -19）の感染拡大の長期化が
懸念される中、日々最前線で患者さんの治療に尽力されて
いる医療従事者の皆様に心から敬意を表するとともに、罹患
されたすべての皆様の１日も早いご回復をお祈り申し上げ
ます。

2020年の流行語が発表されました。最近はインターネット
の普及により、新しい言葉や使い方が生まれてはすぐに消え
ていく印象ですが、その年の流行語のリストにまるで聞いた
こともない言葉を見つけると、自分の情報アンテナの感度の
鈍化を感じて焦りを覚えます。

その時代に起きた出来事や世相が見える流行語ですが、昔は
人間の口を介して徐々に少しずつ広がったそうです。古い
流行語は当時の文献にも数多く残っており、江戸時代には
「日本（にっぽん）だ！」という言葉が流行ったそうですが、
どんな意味かご存じでしょうか。

編 集 後 記

ご感想・ご意見をお待ちしております
本誌やOceanBridgeMgazne Online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

h t t p s : / /m e d i a . o c e a n b r i d g e . j p /

冊子や製品Web サイトではお伝え
しきれない弊社製品に関する情報、
つかえるITの活用ノウハウ、最新の
話題などを発信しています。

OceanBridge Ma
gazine Online 公

開中！

新着情報を

いつでもどこでも

「サクッと」スマホで

閲覧できます。

新着情報を

いつでもどこでも

「サクッと」スマホで

閲覧できます。

m a g a z i n e

つかえる IT を、世界から。
Useful IT from all over the world.
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新製品リリース
ニューノーマル時代の新しいセキュリティツール
「User Lock」「FileAudit」

日欧をつなぐ双方向のサービス
ENN主催 オンラインビジネスマッチングイベント

さらに便利に・快適に
在宅ワークの強い味方「Brava for FileServer」

次世代の学校・教育現場
ICTの活用、具体的にイメージできていますか？
新製品「ISL Classroom」
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