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最適なソリューションが

見つかります!
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エンターテイメント

さらに大きな感動と驚き、笑顔を発信。

Microsoft Azure がエンターテイメントの世界を変えます。
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 株式会社東京サマーランド

 株式会社バンダイナムコスタジオ

 楽天ショウタイム株式会社

 株式会社カラー

 アルビレックス新潟・都市緑花センターグループ



エンターテイメント

網羅性をもった来場者属性、満足度の把握へ向けて、Azure 

Cognitive Services を組み込んだ映像解析ソリューション「アロバ

ビューコーロ」を導入。Windows と組み合わせた、高度な解析精度

と高いコスト メリットにより、精度の高いマーケティング活動を実践

監視カメラの映像を、防犯だけでなく "顧客属性の把握" といった目的でも利用するソ

リューションが、レジャー業界や小売業界を中心に現在注目を集めています。

従来、この領域のソリューションは、コストの高さに加え、システム構築の面でも大

規模な工事が必要になるなど、導入までにいくつもの困難が伴っていました。株式会

社アロバの提供する「アロバビューコーロ」は、Microsoft Azure を基盤とし、Azure 

Cognitive Services といった機械学習の API を積極的に活用することで、「高度な解

析精度」でかつ「高いコスト メリット」を顧客へ提供。先の困難を解消したソリュー

ション展開を行っています。

この優位性を評価し、株式会社東京サマー

ランドはいち早くアロバビューコーロを

導入。感覚的な判断に拠るのではなく、

データに根拠立てされた来場者の属性と

満足度を把握することで、精度の高い

マーケティング活動を実践しています。

ソリューション概要

● プロファイル
「常に新しい『水遊び』と『冒険』を提案す

る」という方針のもと、全天候型での総合レ

ジャー施設を運営する株式会社東京サマーラン

ド。日本初の最強アトラクション「DEKASLA 

(デカスラ) 」を 2014 年夏にローンチするなど、

旧態依然ではなく常に新たな施設拡張やイベン

ト展開を実践する同社では、今後、映像解析を

活用した正確な来場者データをもって、顧客の

笑顔を生む取り組みを続けていきます。

● 導入製品とサービス
・ Microsoft Azure

・ Power BI

・ Windows Embedded Standard 7

●パートナー企業

株式会社アロバ

● 導入メリット
・Microsoft Azure を基盤に採用したアロバ

ビューコーロの導入により、未知の領域である

映像解析についてスモール スタートができた

・Azure Cognitive Services が備える高い解析

精度により、「来場者の属性と満足度の網羅的

な把握」に大きく近づくことができた

・来場者の実態を把握することで、今後のマー

ケティング活動の精度と効果の向上が見込める

●ユーザー コメント
「係員からの報告といった『感覚的な視点』か

ら、これまで当施設の顧客層は女性がグループ

で来場するケースが多いと考えていました。し

かし、アロバビューコーロを利用した 11 月の

属性分布では、男性顧客の方が多いことが分

かったのです。こうした『感覚と実態の差異』

を把握することは、正確なマーケティング活動

を展開するうえで欠かすことができません。ア

ロバビューコーロの情報を活用することで、今

後取り組んでいくキャンペーンやイベント、広

告宣伝の効果も高められると期待しています」

株式会社東京サマーランド

開発営業部

企画宣伝課

次長

荒川 浩治 氏
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株式会社東京サマーランド

導入の背景とねらい

来場者の属性、満足度が十分に把握できず、マーケティング活動

のボトルネックとなっていた

東京都あきる野市にて昭和 42 年より運営を開始した総合レジャー施設「東京サマーラ

ンド」。全天候型のアドべンチャードームを中心に、国内最大級の流れるプールや巨大

ウォーターアトラクションなどを構える同施設は、年間で約 100 万人もの来場者が訪

れる人気スポットです。

これを運営する株式会社東京サマーランド (以下、東京サマーランド) では、毎年多く

訪れる人々をリピート化し、新規顧客も経常的に獲得すべく、これまでさまざまなマー

ケティング活動に取り組んできました。

株式会社東京サマーランド 開発営業部 企画宣伝課 次長 荒川 浩治 氏は、同社における

マーケティング活動の重要性について、次のように説明します。

「ピーク シーズンの 8 月には 1 日平均 10,000 人もの方が来場します。今後も多く

の方へ当施設の利用を継続いただくには、こうした既存顧客のリピート化と新規顧客の

獲得が欠かせません。そのためには、東京サマーランドにある 40 の施設について、お

客様が各施設に対してどのような評価をし、何を求めているのかを見定める必要があり

ます。特にファミリー層はリピーターとなる可能性が高く、その層に最適なイベントや

施設拡張を実施し、高い満足度を獲得するマーケティング活動が、長期的なビジネス戦

略においては重要となるのです」 (荒川 氏)。

株式会社東京サマーランド



エンターテイメント

施設内のキャンペーン展開から施設外で

の広告宣伝活動に至るまで、同社 企画

宣伝課が実施するマーケティング活動は

多岐にわたります。しかし、こうした

活動の根幹となる「来場者の属性、満足

度の把握」においては、これまでその

網羅性に課題があったといいます。

荒川氏はそのために、「マーケティング

戦略を立案するうえで、どうしても感覚

的な要素が含まれていました」と語り

ます。

東京サマーランドの入園チケットは、施設入り口にある窓口販売

だけでなく、Web の予約サービスやコンビニエンスストアの店頭

でも販売。このほか株主優待券でも配布しており、来場者がチ

ケットを手にする経路は多様化しています。これは、顧客層の把

握を難しくする大きな要因でした。

「窓口でのチケット購入であれば、POS への入力時に顧客属性の

入力が可能です。しかしそれは来場者全体の半分ほどに過ぎず、

もう半分は別の経路からチケットを入手します。また、POS に入

力される属性情報はどうしても係員の感覚値によってしまうため、

来場者層の正確な把握には、網羅性と精度の面で課題があったの

です。さらに、園内でお願いしている来場者アンケートの収集率

は高くても 2% ほどで、属性だけでなく満足度の把握においても

対策が必要でした。さまざまな方法でこれらの解消を試みたもの

の有力な手段が見つからず、結果として時間だけが経っていたの

が実情です」 (荒川 氏)。

たとえば東京サマーランドの Web サイト上に電子チケット販売

のしくみを敷くことで、購入者属性の正確な把握は可能になりま

す。しかしその購入方法が全顧客へ浸透するかというと、入手経

路の多様化が進む昨今、現実性に乏しいといえるでしょう。また、

同じく Web サイトを訪れるオーディエンス データの分析とその

活用も方法として考えられますが、そこには来場者との紐付けを

行うしくみが必要です。こうしたさまざまな手法を同社は検討し

ましたが、いずれもその現実性を背景に、具体的な実装には至ら

なかったのです。

Azure Cognitive Services を組み込む顔認

識ソリューションが、属性と満足度双方の見える

化を支援

来場者属性と満足度の把握へ向けトライ アンド エラーを重ねてき

た東京サマーランド。この活動は、2016 年に参加した販促関連

の展示会で転機を迎えます。防犯カメラ、監視カメラ録画システ

ムを提供する株式会社アロバ (以下、アロバ) のクラウド型マーケ

株式会社東京サマーランド

開発営業部

企画宣伝課 次長

荒川 浩治 氏
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株式会社東京サマーランド

システム概要と導入の経緯、構築

ティング ソリューション「アロバビューコーロ」に、課題解決へ

の可能性を感じたのです。

アロバビューコーロは、ネットワーク カメラの映像を解析し来場

者の数と属性、感情を分析するサービス。Azure を基盤として提

供する同サービスでは、機械学習の API を提供する Azure 

Cognitive Services や、BI サービスである Power BI が利用さ

れています。

株式会社アロバ 営業部 田子 未来 氏は、アロバビューコーロの特

徴として、「高度な解析精度」と「高いコスト メリット」の双方

を両立している点を挙げます。

「近年、"データ活用" という観点で、

カメラ映像の活用ニーズが広がりを

みせています。これを受け各ベンダー

から、カメラ映像をマーケティングに

活かすソリューションが続々と提供

されています。しかしその多くは、

映像解析エンジンの構築にかなりの

開発コストを要する背景から、導入に

多額の投資を必要とします。お客様に

とってこのソリューションは未知の

領域であり、そこへ多額の資金を投入

するのはハードルが高いのではないか、と当社では考えておりま

す。アロバビューコーロはこのエンジンに Azure Cognitive 

Services を採用し、開発費を最小限に押さえたことで、高度な解

析精度と高いコスト メリットを両立していることが特徴です」

(田子 氏)。

Azure Cognitive Services は、画像や言語、音声などさまざまな

領域において 20 種の API を提供 (2016 年 12 月現在) する、機

械学習の API および SDK 群です。アロバビューコーロでは、画

像内の顔情報から属性解析を行う「Face API」と、感情解析を行

う「Emotion API」を採用。これにより、最先端の解析処理アル

ゴリズムが廉価に利用でき、月額 10,000 円という低コストでア

ロバビューコーロを提供しています。Power BI もパッケージ化

して提供することで、レポーティングを含む PDCA のサイクルを

マイクロソフト プラットフォーム上でまわすことができ、運用も

迅速化できます。

こうした、アロバビューコーロが持つ「高度な解析精度」「高い

コスト メリット」「PDCA サイクルの迅速性」を評価し、東京サ

マーランドではサービスの案内後すぐその導入を決定したと、荒

川 氏は語ります。

株式会社アロバ

営業部

田子 未来 氏



エンターテイメント

「顧客属性と満足度の把握は、当社にとって最優先課題のひとつ

であり、アロバビューコーロを知ったときすぐにでも検証したい

と思いました。通常であれば、有用性がわからない製品への巨額

の投資はできません。事実これまでも、さまざまなソリューショ

ンが候補に浮かんでは実装に至らない、という状況が続いていま

した。アロバビューコーロは月額 10,000 円から利用できるため、

このハードルが低く、またクラウド サービスのため契約後すぐに

利用開始できます。検討時は解析精度の高さや効果の有無までは

不明瞭でしたが、導入後に PDCA サイクルをもってこれらを高め

ていくことも知り、投資価値としては充分にあるだろうと判断し

ました。製品の案内を受けたのは 2016 年 7 月でしたが、当月中

には導入を決定しました」 (荒川 氏)。

「解析エンジンに Azure Cognitive Services を利用したことで、

収集映像は非常に高い解析精度で活用できます。しかし監視カメ

ラの設置位置やその角度、距離や明るさ、シャッター スピードな

どによって、人物の顔を撮影することが難しいケースがあります。

したがって、この領域の製品は基本的に、導入後の数か月は解析

精度の向上に向けたチューニングが不可欠となります。逆に言え

ば、そうした調整を前提とした、コスト面と柔軟性面のソリュー

ション設計があるからこそ、当社サービスはお客様より高い評価

をいただけるのだと考えています」 (田子 氏)。

Power BI で見える化されるデータ例。ダッシュボード上では、ビジュア

ライズ化した情報として属性や満足度がアウトプットされる
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株式会社東京サマーランド

導入の効果

導入から数か月を経た現在、荒川 氏は「既に来場者の解析精度を

高いレベルにまで向上できている」と、笑顔で語ります。

「PDCA 前提というアロバのコメントどおり、運用を開始した 8 

月当初はまだ実際の来場者数と映像解析で判別できた人数との間

に乖離がありました。しかしその後、アロバと共同で PDCA を続

けたことで、11 月の段階では 1 日あたりの乖離を誤差の範囲に

まで圧縮できています。11 月はオフ シーズンのため、この精度

を 8 月のピーク シーズンに担保できるかが重要ではあるものの、

信頼できる水準には現時点でほぼ到達できています。収集した属

性や満足度 (感情) の活用も今後期待できるでしょう。

導入決定からわずかな期間で、大きなコストもかけずここまで到

達できたことは、大いに評価すべきです」 (荒川 氏)。

荒川 氏が語るとおり、東京サマーランドにおける来場者の属性、

満足度の網羅的な把握は、間もなく実現されようとしています。

Power BI を介して見える化されるこうした情報が、既にマーケ

ティング活動へ新たな視点を生み出していると、荒川 氏は続けま

す。

「感覚と実態の差異」の把握が、マーケティング

施策の効果を高める

アロバビューコーロの採用を正式決定した後、東京サマーランド

は同月中に、ネットワーク カメラと処理用システムの構築を実施。

通常、園内に設置する処理システムにはスティック型 PC が利用

されますが、1 日 10,000 人規模の来場者を安定して処理すべく、

同社では Windows Embedded Standard 7 を搭載したアイ・

オー・データ機器製「アプライアンス BOX」をこの部分に採用。

来場者数がピークを迎える同年 8 月より、監視カメラを利用した

映像解析を開始しました。

アロバビューコーロのシステム構

成。映像データは無線ネットワー

クを介しリアルタイムで Azure へ

送信され、Azure Cognitive 

Services 上で映像の解析処理が行

われる。登録した顔のデータは画

像としては保存されず、ID 化され

た状態で保存され、再訪顧客かど

うかの判断をおこなう。通常の監

視カメラのような画像を保存する

方式とは異なり、個人がそこで特

定されることはない



エンターテイメント
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株式会社東京サマーランド

今後の展望

荒川 氏が語る構想へ向け、田子 氏も今後、アロバビューコーロを

介したさらなる支援を続けていきたいと意気込みます。

「東京サマーランド様の期待に応えられるよう、当社としても解

析精度のさらなる向上を目指してまいります。また、まだ構想段

階ですが、将来的には音声からユーザーの意図を理解する『Bing 

Speech API』や、物体画像から意思決定に役立つ情報を抽出する

『Computer Vision API』などを現行のサービスに組み込むこと

も構想しています。アロバビューコーロで行える解析の幅と深さ

をもって、支援を継続していきたいと考えています」 (田子 氏)。

Azure を基盤に採用することで、アロバビューコーロは「高度な

解析精度」と「高いコスト メリット」の双方を顧客へ提供します。

同ソリューションを利用する東京サマーランドのマーケティング

活動は、今後さらに発展し、ひいてはそれが、これまで以上に多

くの人々の笑顔を生むことになるでしょう。

40 ある各施設へもネットワーク カメラを設置し、

施設単位での満足度向上も行っていく

毎年 12 月から 2 月までの 3 か月間、東京サマーランドは休園と

なります。この期間を利用し、東京サマーランドでは 3 月の開園

に向けた、アロバビューコーロのさらなる解析精度向上に取り組

んでいく予定です。ピーク シーズンにおいても高精度の映像解析

が実現できた後は、本格的なデータ活用のフェーズになると、荒

川 氏は期待を寄せます。

「現在はすべての来場者が通過する入場ゲートにネットワーク カ

メラを 1 台設置し、その映像をもってアロバビューコーロを運用

しています。そこでは全来場者の属性やその数、満足度の把握が

可能です。しかし、本質的に考えるのであれば、園全体だけでな

く各施設にまで踏み込んで、これらを見える化する必要があるで

しょう。今後は、40 ある施設のすべてで満足度の向上を図るべく、

それぞれにネットワーク カメラを設置し、施設ごとで属性や満足

度のデータを取得していくことができればと考えています。こう

した取り組みをもって、既存顧客のリピート化と、注力すべき

ファミリー層の獲得の双方を実現していきたいと考えています」

(荒川 氏)。

「係員からの報告といった『感覚的な視点』から、これまで当施

設の顧客層は女性がグループで来場するケースが多いと考えてい

ました。しかし、アロバビューコーロを利用した 11 月の属性分

布では、男性顧客の方が多いことがわかったのです。こうした

『感覚と実態の差異』を把握することは、正確なマーケティング

活動を展開するうえで欠かすことができません。アロバビュー

コーロの情報を活用することで、今後取り組んでいくキャンペー

ンやイベント、広告宣伝の効果も高められると期待しています」

(荒川 氏)。



ゲーム/コンテンツの開発から運用、管理まで、

Microsoft Azure が多様な課題を解決。

株式会社バンダイナムコスタジオ

導入背景

課題

100 か国を超えるエリア間でのリアルタイム通信対戦を実現すべく、リアルタイム

対応のネットワーク エンジン『Photon Server』を提供基盤に組み込むことを検討

しました。しかし、当該サービスは、ブラック ボックス化された領域が多く、カス

タマイズや万が一のトラブルに柔軟に対応できないという点がネックでした。

導入理由

世界各国にデータセンターを有している点や高信頼性、構築と運用の容易性といった

特徴が決め手となり、Azure 上に『Photon Server』を構築しました。容易にスケー

ル アウトができる Azure の拡張性と、OSS ベースのシステムで優れた構築力を発

揮する柔軟性により、開発をスムーズに進めることができました。

導入効果

世界規模のリアルタイム通信対戦機能を実装したゲーム タイトルを短期間で完成さ

せることができました。スケール アウトの自動化は、運用負荷の軽減とサービス提

供の安定化に結びついています。さらに、Azure の採用により、ランニング コスト

の大幅な圧縮を実現しました。

楽天ショウタイム株式会社

1 つの動画を配信する場合、デバイスごとに最適な配信形式や、ビットレートごとに

異なったファイルを用意する必要があります。そのため、仮に動画のファイル容量が

1 つあたり 1 GB であっても、実際にはその何十倍もの保存容量が必要になります。

さらに、各ファイルを準備し管理する作業量も多大なものでした。

当社のビジョンと合致しているうえ、技術のロードマップも具体的だったことから、

Azure が提供するメディア サービスを導入。1 つは配信するデバイスやビットレート

に合わせて動画ファイルを自動的にトランスコードする『Dynamic Packaging』。も

う 1 つは、配信時に事前設定した方式で暗号化がされる『Dynamic Encryption』です。

ストレージ側で用意する動画ファイルは 1 つでよく、DRM に関する作業も必要なく

なりました。また、1 つの動画ファイルから複数の配信形式、DRM 方式を自動的に

トランスコードのうえで配信できるようになり、保存容量を従来の約 4 分の 1 に圧

縮。トータル コストでみると、5 分の 3 にまで圧縮できました。

事例詳細
https://www.microsoft.
com/ja-
jp/casestudies/bandain
amcostudios.aspx

事例詳細
https://www.microsoft.co
m/ja-
jp/casestudies/rakuten-
st.aspx

導入背景

課題

導入理由

導入効果
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エンターテイメント



ゲーム/コンテンツの開発から運用、管理まで、

Microsoft Azure が多様な課題を解決。

アルビレックス新潟・都市緑花センターグループ

多数のスポーツ施設や会議室などを持つ新潟県スポーツ公園では、J 1 チーム アルビ

レックス新潟の活躍もあり、施設利用のニーズが増えていました。その一方でキャン

セル連絡を受けた、受けないといったトラブルなども発生していたため、何らかのシ

ステムを導入する必要を感じていました。

個人情報などを手元のサーバーなどに置いてしまうと、自社でその管理を行っていく必

要があります。そこで管理面はもちろん、費用面でも信頼性でも安心できるクラウド

サービスを検討しました。中でも高い信頼性とセキュリティを持つ Azure を選択し、

スポーツ施設や会議室の予約サービスを構築しました。

電話でコミュニケーションを取りながら予約していく過程を、すべてシステムに収め

ることができました。これまでは、決まった時間の電話のみの予約でしたが、24 時

間予約可能となりました。スマートフォンからでもアクセスでき、いつでも予約状況

を確認できることから、前日や当日の予約が非常に増えています。

株式会社カラー

地上波テレビで『新世紀エヴァンゲリオン劇場版』が初放映され、ファンがウェブ

サイトに殺到。コーポレート サイトは業務サーバーと同一であったため、バック オ

フィス システムが全停止しました。ウェブ サイトの可用性、信頼性を高めて、アニ

メの制作業務やバック オフィスの運営に集中することが緊急の課題でした。

突発的なアクセスに対応できるだけでなく、従来のサーバー運用の作業がゼロになる

ことが Azure 導入の決め手でした。また、Web Apps はさまざまなオープン ソース

系開発言語に対応しているだけでなく、WordPress や MySQL などの環境もひとと

おり揃っていることも選択した理由の 1 つです。

Azure 導入後、制作サイドのデータのやり取りや情報共有が、飛躍的に速くなり、

簡単になりました。さらに、トラブルが無くなっただけでなく、システム コストも

大幅に下げることができました。これからは、いままで効率化できていなかった業務

を徐々に Azure で改善していく計画です。

事例詳細
https://www.microsoft.co
m/ja-
jp/casestudies/niigata-
sportspark.aspx

事例詳細
https://www.microsoft.co
m/ja-
jp/casestudies/khara.aspx

導入背景

課題

導入効果

導入背景

課題

導入効果
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導入理由

導入理由

エンターテイメント



製造業

機械制御の自動化、設備機器の予防保全、業務の効率化など、

Microsoft Azure と新技術の連携により、製造現場に革新を起こします。
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製造業

空調設備における熱負荷予測を、Azure Machine Learning を利用

して検証。予測にかかる所用期間と工数を従来比で 10 分の 1 にまで

圧縮し、実用化への大きな前進をもたらす

空調設備を中心に 90 年にわたって培ってきた技術力を生かし、総合的なシステム エ

ンジニアリングを提供する高砂熱学工業株式会社。「環境ソリューション プロフェッ

ショナル」を目指す同社では、機械学習を活用した「設備運用最適化システム」の開

発がすすめられています。最適運用を行ううえで空調の「熱負荷予測」は重要な要素

であり、その予測機能との連携を推進することが必要となります。

機械学習やクラウドにおけるテクノロジーの進化は、これまで空調設備における熱負

荷予測の実用化を難航させていた課題を解消する手法として期待されています。「最

適化されたコストと工数のもとで行える高度な分析」が決め手となって採用された

Microsoft Azure Machine Learning は、分析における所用期間と工数を従来比で 10 

分の 1 にまで圧縮し、同社が目指す空調設備における熱負荷予測の実用化を大きく推

し進めました。近い将来にて実運用のフェーズへ移行することが計画されている空調

設備の熱負荷予測にくわえ、空調設備のリアルタイム運転支援、機器保全サービスの

実用化においても、Microsoft Azure Machine Learning による熱負荷予測機能との連

携が検討されています。

ソリューション概要

● プロファイル
1923 年 (大正 12 年) の創業後、高い技術力を

生かした総合的なシステム エンジニアリングを

提供し続ける、高砂熱学工業株式会社。同社は、

空間作りのパイオニアとして、最高の品質提供

と創意工夫による技術開発、そしてそれを可能

とする人材育成に取り組むことで、今後もお客

様へ提供するサービス価値を常に高めていきま

す。

● 導入製品とサービス
・Microsoft Azure Machine earning

●パートナー企業
ソフトバンク・テクノロジー株式会社

● 導入メリット
・クラウド サービ スである Azure Machine 

Learning の採用により、分析における所用期間

と工数を従来比で 10 分の 1 にまで圧縮でき、

空調設備における熱負荷予測の実用化へ向けて

大きく前進することができた

・専門知識を有さなくとも、アルゴリズムや特

徴量の追加、変更といった高度な分析を行うこ

とができるようになった

・基盤構築や作業の工数が大幅に削減され、低

コストに分析を行える環境を構築することがで

きた

●ユーザー コメント
「これまでさまざまなツールを用いてきました

が、データの流し込みから結果の出力までの分

析過程がブラックボックス化されているツール

が、実は世の中に多くあるのです。ブラック

ボックス化されている場合、精度向上に向けて

何をどう調整すればよいのかが判断できません。

空調設備における熱負荷予測のように、常に変

動するデータを用い、PDCA サイクルをまわし

た分析を行う必要がある場合、Azure Machine 

Learning のように分析過程がオープンであるこ

とは必要不可欠だといえます」

高砂熱学工業株式会社

執行役員

倉田 昌典 氏
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高砂熱学工業株式会社

導入の背景とねらい

新たなサービス価値を創出し得る空調設備の「熱負荷予測」につ

いて、機械学習とクラウド技術を採用した検証を検討

企画設計から施工、メンテナンスにいたるまで、空調設備を中心とした総合的なシステ

ム エンジニアリングを提供する、高砂熱学工業株式会社 (以下、高砂熱学工業)。

1923 年、空調設備工事を行う事業社として創業された同社は、これまで、世界貿易セ

ンターや新国立劇場、東京ドーム、羽田空港国際線旅客ターミナルなど、著名な物件の

数々を手がけ、業界を牽引してきました。

「いいものがなければ自分で作る」という創業者の精神を、「積極的な技術開発」を

もって実践する高砂熱学工業。同社では、より付加価値の高い AI、ICT 技術やサービ

スの開発、実用化を加速させるため、2015 年度発足した「グリーンエアサービスプロ

ジェクト」にて実証を推進しています。

このプロジェクトのリーダー 高砂熱学工業株式会社 執行役員 倉田 昌典 氏は、高砂

熱学工業の AI、ICT 関連の技術開発について、次のように語ります。

「現状に留まるのではなく、技術開発をつづけることで、お客様へ提供するサービス価

値を常に高めていくことが当社の使命であり、サービスに不可欠な AI、ICT 関連技術

については特に開発、実用化にスピードが求められ、当社ではエンジニアリング部門、

研究部門、情報システム部門のメンバーを中心とした

「グリーンエアサービスプロジェクト」を発足させ開発、

実証を推進しています。たとえば、ビルや工場の空調設備

では相当量のエネルギーが消費されていますが、それは

ランニング コストの高騰に直結します。製品提供とその

安定運用だけでなく、運用コストにまで踏み込んで最適化

できるソリューションが提供できれば、当社のサービス

価値はもっと高めることができます。 高砂熱学工業株式会社



製造業

こういったことの実現へ向けて空調設備の

『熱負荷予測』をキーワードのひとつと

据えています」(倉田 氏)。

空調設備では、それを効率よく稼働させる

ために、蓄熱システムやエネルギー供給シ

ステムの制御がおこなわれています。稼動

時に予想される熱負荷を正確に予測するこ

とができれば、エネルギーは無駄なく利用

され、稼動コストの最適化が期待できます。

倉田 氏がキーワードに挙げたこの空調設備の「熱負荷予測」につ

いて、高砂熱学工業では 1980 年代から、エキスパート システム

やニューラル ネットワークをもって研究開発に取り組んできまし

た。しかし、これまでは、特性が建物毎に異なるため、実用化、

汎用化の水準にまでは至れなかったといいます。

高砂熱学工業株式会社 電気計装部 計装課長 片山 健一郎 氏は、

これまでの実用化における課題について、次のように説明します。

「空調設備の熱負荷予測には、稼働環境をモニタリングするため

のセンサー設置と、そこからのデータ収集が欠かせません。大規

模な施設ですと、温度や電力など 1 万を越えるさまざまな項目に

ついて、膨大な量のデータを蓄積することになります。建物の空

調システムは千差万別で、これら大量のデータから熱負荷予測を

行なうために必要なデータを抽出・加工し、建物の特徴に合った

熱負荷予測のソフトウェアを開発する必要があります。そのため

に、ソフトウェア開発に関しては建物ごとの一品物となり、開発

工数に伴うコストの観点から導入へのハードルがありました。」

(片山 氏)。さらに、データの分析を担当する高砂熱学工業株式会

社 新技術開発部 部長 清水 昭浩 氏は、従来アプローチでの熱負荷

予測システムにおいて、その精度や作業工数、コストの面でも課

題があったとつづけます。

「建物から得られるデータは、その立地や気象、建築物としての

構造などにより、それぞれ固有の特徴を持ちます。それらの特徴

を踏まえてデータがどんな傾向を持っているのかを、特徴量と呼

ばれる変数で設定するのですが、従来の分析手法は『人による判

断』に頼る部分が多く、特徴量や分析アルゴリズムの調整にかか

る工数の問題から、精度の向上がなかなか伴いませんでした。」

(清水 氏)。

高砂熱学工業株式会社

執行役員

倉田 昌典 氏
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高砂熱学工業株式会社

システム概要と導入の経緯、構築

実用化に多くの課題を有していた熱負荷予測技術ですが、それを

キーワードに据えた背景には、機械学習やディープ ラーニング、

クラウドといったテクノロジーの進化がありました。

「実用化には、『分析の多くを占める属人的要素』と『ハードル

の高いインフラ整備』という 2 つの課題がありましたが、機械学

習やディープ ラーニングのテクノロジーを活用すれば、前者の多

くは自動化でき、効率と精度の向上が期待できます。さらにクラ

ウドを活用すれば、分析環境の構築やデータ収集における負荷と

コストを下げることも可能です。現在のテクノロジーがあれば、

熱負荷予測を実用化までもっていけると考え、プロジェクトにお

けるテーマのひとつとして設定しました」(倉田 氏)。

新たなサービス価値を創出するべく、高砂熱学工業では 2015 年

4 月より、機械学習とディープ ラーニング、クラウドを活用した

空調設備の「熱負荷予測」へのアプローチを開始しました。

Microsoft Azure Machine Learning であ

れば、最適化されたコストと工数のもとで高度な

分析を行うことができ、より高い精度の予測の実

現が見込めた

IT ベンダーが提供する、機械学習やディープ ラーニングのソ

リューションをもった検証へ向けて検討を開始した高砂熱学工業

ですが、マイクロソフトが提供する Microsoft Azure Machine 

Learning には、検討当初から大きな期待を持っていたといいます。

「2015 年 6 月に、日 本 マイクロソフトさんか ら Azure 

Machine Learning の紹介を受けたのですが、概要を聞いた段階

で『これは使える』と感じました。Azure Machine Learning 上

で提供されるアルゴリズムや分析モデルには、同社が 1980 年代

から培ってきた知見が凝縮されています。それを、高度な知識を

有さなくても Excel や Word のように利用しやすいツール上で扱

うことができますので、これまで問題となっていた属人的な要素

の多くを自動化できると思ったのです」(倉田 氏)。

「Azure Machine Learning は、特徴量や分析アルゴリズムの変

更が容易に行えます。これまで経験や勘に頼らざるをえなかった

部分についても、ディープ ラーニングのテクノロジーによって

(特徴量などを) 自動的に設計できるのです。また、クラウド サー

ビスですので、必要な分析だけを行うことができ、コストと工数

の圧縮も行えます。物件ごとに最適化した形で熱負荷予測が実現

できるのではないかと期待しました」(片山 氏)。

高砂熱学工業株式会社

電気計装部 計装課長

片山 健一郎 氏

高砂熱学工業株式会社

新技術開発部 部長

清水 昭浩 氏



製造業

同年 8 月からは、データ分析のプロフェッショナルであるソフト

バンク・テクノロジー株式会社 (以下、ソフトバンク・テク

ノロジー) を交えて協議がすすめられ、10 月より正式に、Azure

Machine Learning 上での検証プロジェクトが開始されました。

「プロジェクトの目 的 は、Azure Machine Learning を用いる

ことで精度や効率がどのくらい向上できるのかを検証する点にあ

りました。日本マイクロソフトさんより紹介いただいたソフトバ

ンク・テクノロジーさんに、これまで当社で行ってきた空調設備

における負荷予測の結果をデータとともに提供し、同水準の結果

が導き出せるかと、そこまでの所要期間について評価をすること

にしたのです」(倉田 氏)。

「プロジェクト開始後は、週次のミーティングを重ねて要件を詰

めていきました。はじめに 5 枚ほどの簡単な仕様書をお渡しした

だけで、あとはディスカッションで内容を決めていきましたが、

ソフトバンク・テクノロジーさんは当社事業の専門領域に関する

理解が早く、とてもスムーズにプロジェクトをすすめることがで

きました。また、『どのデータを使って相関を見つけるべきか』

といった提案も多くいただけましたので、当社としては新たな知

見が獲得でき、非常に助かりました」(清水 氏)。

データ サイエンティストとして参画した、ソフトバンク・テクノ

ロジー株式会社 技術統括 データソリューション本部 データサイ

エンス部 エキスパートデータアナリスト 白石 卓也 氏は、つぎの

ように当時を振り返ります。

「空調設備についてはそれほど知見をもって

いなかったのですが、仕様書における説明が

明瞭だったこともあり、そこのハードルは

それほど高くありませんでした。高砂熱学

工業さんがこれまでに論文としてまとめられ

た知見の検証と、それらのチューニングに

よる精度向上を行うべく、1 時間単位で取得

した 2 年分のデータ 13 項目について、

Azure Machine Learning 上で分析をすすめ

ました」(白石 氏)。

11 月にて環境構築と初期設定が行われ開始

された Azure Machine Learning 上での

検証は、その後 2 週間という短期間で、

熱負荷予測の結果が導き出され、2016 年1 月にはソフトバン

ク・テクノロジーより、最終報告が提出されています。
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高砂熱学工業株式会社

導入の効果

ソフトバンク・テク

ノロジー株式会社

技術統括 データソ

リューション本部

データサイエンス部

エキスパートデータ

アナリスト

白石 卓也 氏

分析における所用期間と工数は従来比で 10 分の

1 にまで圧縮され、熱負荷予測の実用化へ向けて

大きく前進

2016 年 1 月に提出された最終報告では、過去に高砂熱学工業で

行ってきたものと近い評価が導き出され、くわえて「熱負荷の平

均値を特徴量にすることで、精度は高められる」「2 週間分の熱

負荷平均を特徴量にする場合と比較し、前日の熱負荷を特徴量と

して用いるほうが、より高い精度を導き出せる」といった、精度

向上へ向けたあらたな知見を得ることにも成功しています。

Azure Machine Learning 上での検証について、清水 氏はまず、

短期間で精度の高い分析が実現できた点を評価します。

「今回はじめて Azure Machine Learning を利用したのですが、

非常に良好な結果が得られたと感じています。精度向上へ向けた

改良のヒントを導き出せた点も高く評価できますが、なにより驚

いたのは、これらの最終報告までに要した期間です。システム構

築を含めても約 1.5 か月と、きわめて短期間であり、従来と比較

するとおよそ 10 分の 1 ほど、期間や工数を圧縮できています。

これは、当社が目指す空調設備の『熱負荷予測の実用化』に大き

く貢献し得るという実感を持つのに十分な結果でした」 (清水 氏)。

くわえて、倉田氏は Azure Machine Learning の利点について、

分析過程がオープンになっていることを挙げます。

「これまでさまざまなツールを用いてきましたが、データの流し

込みから結果の出力までの分析過程がブラックボックス化されて

いるツールが、実は世の中に多くあるのです。ブラックボックス

化されている場合、精度向上に向けて何をどう調整すればよいの

かが判断できません。空調設備における熱負荷予測のように、常

に変動するデータを用い、PDCA サイクルをまわした分析を行う

必要がある場合、Azure Machine Learning のように分析過程が

オープンであることは必要不可欠だといえます」 (倉田 氏)。

分析作業を主担当した白石 氏も、分析過程がオープンになってい

る点の有用性について、つぎのようにつづけます。

「当社のお客様でも Azure Machine Learning の実績が増えてい

ますが、その理由は、『さまざまなモデルやアルゴリズムをすぐ

に試せること』にあると思います。ここがブラックボックス化さ

れていると、高砂熱学工業さんが仰るとおり、何をどう調整すれ

ばいいのかがわかりにくくなります。分析者には、根拠をもって

『このアルゴリズムが最適である』と提示することが求められま

すので、調整の結果をみて PDCA をまわせる Azure Machine 

Learning は、当社のような事業者にとっても適したツールだとい

えます」(白石 氏)。
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高砂熱学工業株式会社

今後の展望

「今後はリアルタイム性をもったサービスを予定しているため、

適切なタイミングで、API などを用いたリアルタイム化を進める

必要があるでしょう。Azure は IoT の機能を有していることもあ

り、リアルタイム分析にも対応が可能です。空調設備における熱

負荷予測の検証でその精度には信頼をもっていますので、リアル

タイム サービス化での Azure Machine Learning の採用につい

ても、検討を進めていく予定です」(清水 氏)。

「グリーンエアサービスプロジェクト」では、クラウド活用や分

析基盤の整備を見据えた結果、従来の技術開発で主体となってき

たエンジニアリング部門にくわえ情報システム部門も参画する体

制が整えられています。ICT とエンジニアリングの融合がもたら

す効果を、空調設備における熱負荷予測の検証で体感した高砂熱

学工業。同社の AI、ICT 開発が今後どのようなサービス価値を生

み出すのか、期待が高まります。

2016 年度では実際の物件での検証を計画。リア

ルタイム性をもった別プロジェクトでの採用も検

討

Azure Machine Learning 上での検証は、熱負荷予測の実用化に

向けた確かな手応えをもたらしました。高砂熱学工業では今回の

検証プロジェクトにくわえ、同様の社内検証を、2016 年前半に

計画しています。2016 年度内では実際の物件を扱った検証も計

画されており、その後には実用化フェーズへの移行が控えていま

す。

「当社ではエネルギー アウトソーシング事業として、熱源受託施

設を運営しています。これは、当社が導入している省エネルギー

設備をもって、お客様の建物に必要なエネルギーをお客様に代

わって提供するソリューションであり、空調設備における熱負荷

予測の恩恵が非常に大きい領域となります。Azure Machine 

Learning を使った熱負荷予測は、まずこの施設での実運用によっ

て検証を重ねることで、他の物件への適用やサービス化の検討を

すすめていきたいと考えています」 (倉田 氏)。

「実用化に向けては、物件ごとに最適な改善提案が導き出せるこ

とは然ることながら、その分析作業をいかに効率化するかも重要

になりますので、クラウド サービスである Azure の利点を積極

的に活用し、精度と効率を実用レベルまで引き上げられるよう検

証をすすめていきます」(片山 氏)。

さらに高砂熱学工業では、同社の BEMS (Building Energy 

Management System) ソリューションとクラウド、人工知能の

テクノロジーを組み合わせた、「GDoc」と呼ばれる独自のサービ

スの開発もすすめられています。これは、リアルタイムに設備の

運転支援と機器保全を行うものになり、Azure Machine 

Learning との連携が検討されています。

Azure Machine Learning では、専門の知識を有していなくても、GUI 

ベースでモデルやアルゴリズムを調整することで、高度な分析を行うこと

ができる



市場対応から業務効率の改善まで、モノづくり現場の課題解決に

貢献するソリューションを用意。

株式会社シーイーシー

導入背景

課題

車に搭載された ETC 車両識別機能と専用システムを活用することで、車両の入退場

に関する多様な管理を無人で実現するサービスを開発しました。新規事業のため大き

な投資はリスクがあるため、設備の拡張は段階的に行う必要がありました。また、セ

キュリティの確保も課題でした。

導入理由

要件はスケーラビリティに優れ、ビジネスの発展に応じて拡張が可能であること。さ

らに、高いセキュリティとシステム運用の可用性も必須。これらの条件を高度なレベ

ルで満たしていたのが Microsoft Azure。でした。Azure 上で各種分析が行えるのも

選択理由の 1 つです。

導入効果

従来のオンプレミスから Azure 上で DB/アプリ管理を行うことにより、提供サービ

スが拡大。ユーザーのニーズに応じた提供が可能で、利便性の向上や管理コストの低

減などが図れ、大規模商談も受注できました。クラウドによるサービス提供のため、

小規模な事業者でも導入が容易な点も大きなメリットです。

オイレス工業株式会社

世界 10 か所以上の拠点における業務とワークフローを標準化する SPA ERP は、き

わめてミッション クリティカル性の高いシステム。膨大な運用負荷を理由に安定性、

拡張性が物理リソースに制限される背景でアジリティが課題化。そこで SAP ERP の

安定稼動を維持すべく、クラウドへの移行を検討しました。

SLA 数値が 99.95% と非常に高く、国内 2 か所のデータセンターで冗長化されるため、

抜群の信頼性を持つ Azure を採用。ハイブリッド クラウド ストレージ『StorSimple』

や、自社内でクラウド基盤を構築できる『Azure Stack』など、機能、製品が豊富に提

供されている点も魅力でした。

5 年間で約 40% ものコスト削減に成功しました。Azure は Web 上に各種ドキュメ

ントが充実しており、ハードウェアの運用負荷が削減されたこともあって、管理の手

間やコストも大幅に圧縮できました。Azure が備える運用面の利点によって、"攻め

の ICT 活用" が目指せるようになりました。

事例詳細
https://www.microsoft.co
m/ja-
jp/casestudies/oiles.aspx

導入背景

課題

導入理由

導入効果
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情報サービス

開発/テスト環境への Microsoft Azure の導入で、

すばやい環境構築と運用コストの大幅な削減を実現します。
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 株式会社エッサム

 株式会社シーイーシー
(財務・税務システムのクラウド サービス化)

 株式会社ビービーシステム
(SI 業務の検証基盤をプライベート クラウド化)

 株式会社ビービーシステム
(Office 365 対応クラウド サービスの提供基盤)

 株式会社ビービーシステム
(DevTestLabs への拡張)

 株式会社ビービーシステム
(OMS 活用事例)

 株式会社セゾン情報システムズ

 株式会社ミロク情報サービス

 株式会社 Phone Appli

 株式会社 Agoop

 株式会社トライトゥルー



情報サービス

Microsoft Azure を採用することで、オンプレミスと同等の操作性を

もったクラウド サービスの提供を実現。高い信頼性を備えたプラット

フォームにより、事業のクラウド化を推進していく

会計事務所向けに、オリジナル事務用品や経営、税務セミナー、Web サービスといっ

たソリューションを提供し、会計事務所をトータルで支援する、株式会社エッサム。会

計事務所専用業務システムの開発と提供も行う同社は、顧客ニーズの多様化を見据え、

2016 年 8 月より同社初のクラウド サービス「e-PAP クラウド」を提供開始しました。

.NET を利用し開発されたオンプレミスの財務、税務システム「e-PAP」は、優れた操

作性を評価され、同社の主力製品となっています。その e-PAP のクラウド化において

は、「いかにしてオンプレミスと同等の操作性を実現するか」がまず求められます。

株式会社エッサムでは、提供基盤に .NET との親和性が高い Microsoft Azure を採用

することで、クラウド化におけるこの課題をクリアしました。さらに、Azure の持つ

高い信頼性は、同社顧客への安心感にもつながっており、提供してまだ間もない中で

すが、e-PAP クラウドの採用企業は着々と広がっています。

ソリューション概要

● プロファイル
1963 年の創業以来、一貫して、会計事務所へ

向けたソリューションの提供を続ける、株式会

社エッサム。オリジナル事務用品の販売や専門

システムの提供などをもって会計事務所をトー

タルで支援する同社のソリューションは、全国

にある会計事務所の約 7 割で利用されています。

株式会社エッサムでは、2016 年 8 月から提供

を開始した「e-PAP クラウド」など、多様化す

る顧客ニーズに対応したサービスを随時開発す

ることで、今後も会計事務所の支援を継続して

いきます。

● 導入製品とサービス
・Microsoft Azure

・Microsoft SQL Server

・Microsoft Operations 

Management Suite

●パートナー企業
株式会社シーイーシー

● 導入メリット
・. NET との親和性が高く、柔軟なシステムを

構成できる Azure を開発基盤に採用したことで、

高レスポンスなクラウド サービスが提供できた

・Azure が備えるプラットフォームとしての信

頼性が、顧客への安心感と信頼につながり、

サービス価値を向上することができた

●ユーザー コメント
「お客様のすべてが IT に精通しているわけで

はありません。クラウドについて『よくわから

ない海外ベンダーのサービス』というネガティ

ブな印象を持つ方も、残念ながらまだ多くおら

れます。そういった場合でも、Office や

Windows といった、世の中で確実に認知され

る製品を持つマイクロソフトのブランドがある

ことで、お客様に安心感を抱いていただけます。

『日本マイクロソフトが提供するサービスを基

盤に利用している』ということが、当社のお客

様への信頼につながるケースが多いのです」

株式会社エッサム

NET・コンピュータ事業部

事業部長

千川原 浩二 氏
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株式会社エッサム

導入の背景とねらい

多様化する税理士の要望に応えるために、オンプレミス型シス

テムのクラウド化を検討

会計事務所に向けたソリューションの提供を行う、株式会社エッサム (以下、エッサ

ム)。自社製造のオリジナル事務用品の販売を始め、経営、税務セミナー、Web 情報

サービス、記帳代行、貸会議室の提供といったエッサムのソリューションは、全国に

ある会計事務所の約 7 割で利用されており、同社の顧客数は 3 万 5,000 社を数えま

す。さらに同社では、1972 年からサービスを開始しているコンピュータ関連事業に

おいて、財務、税務に特化した PC ソフトウェアの提供も行っており、会計事務所を

トータルでサポートしています。

このコンピュータ関連事業では、多様化する顧客ニーズへ対応するべく、絶えずサー

ビスのアップデートが行われてきたといいます。2016 年 8 月からは、主力製品であ

る税理士向け財務、税務システム「e-PAP」をクラウド化し、同社初のクラウド サー

ビスとして提供を開始しています。

株式会社エッサム NET・コンピュータ事業部 事業部長 千川原 浩二 氏は、e-PAP の

概要とアップデートが行われてきた背景について、次のように説明します。

「2006 年より提供を開始している e-PAP は、もともと

クライアント サーバー型のソフトウェアとして開発され

ました。PC にインストールする必要があるため、基本的

には事務所の外から利用することができません。しかし、

近年、クラウドやモバイルの利用が進んできたことで、

事務所外からシステムにアクセスしたいといった要望が

増加しています。こうしたお客様からの要望に応えるべく、2006

年の提供開始後も、それらへの対応を進めてきました」

(千川原 氏)。

たとえば 2011 年に提供を開始した「e-PAP RS (リモート

ステーション)」は、これまでクライアント PC ごとに運用
株式会社エッサム



情報サービス

されていた e-PAP のシステムを、仮想化されたオンプレミス

サーバーに集約することで、リモートでのアクセスを実現してい

ます。株式会社エッサム NET・コンピュータ事業部 技術開発部

部長 武藤 和樹 氏は、e-PAP RS の特徴を次のように説明します。

「従来のシステムでは、クライアント PC とサーバーそれぞれでシ

ステムを管理する必要があったため、システムのパフォーマンスが

クライアント PC の性能に依存していました。また、バージョン

アップなどの際に、本来の業務とは関係ない作業が発生してしまい

ます。e-PAP RS ではそうした制限や負荷を軽減できるほか、従来

のシステムとは異なり、インターネットを介して、社外のスマート

フォンやタブレットからアクセスすることも簡単にできるようにな

り、お客様からは高い評価を頂けました」 (武藤 氏)。

e-PAP RS は運用管理の負担を軽減しつつ、いつどこからでも利用

できるシステムとして人気を博します。しかし、テクノロジの進化

に伴い顧客ニーズが高まる中、そこへ対応するにはオンプレミスで

の提供では限界があったと、株式会社エッサム NET・コンピュー

タ事業部 マーケティング企画室 室長 重松 浩治 氏は語ります。

「当社のお客様は、顧問先企業を複数抱えておられます。たとえ

ば『複数の顧問先企業をまとめて管理したい』という要望があっ

た場合、オンプレミスでの提供では (それぞれで異なるシステム

を利用している背景で) 運用負荷がどうしても増えてしまいます。

そうした負荷のかかる運用は、一部のお客様にとってはハードル

が高く、リモート アクセスではなくブラウザーなどからインター

ネットを介して簡単にソフトウェアを使いたいという要望も
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システム概要と導入の経緯、構築

高まっておりました。技術の進化に伴い、こういったお客様の

ニーズは高まり続けており、そこへ応えるには、クラウド化した

サービスの提供が不可欠だと考えました」 (重松 氏)。

さらに、e-PAP の開発を支援する、株式会社シーイーシー システ

ムインテグレーション BG マイクロソフトクラウド事業部 第二

サービス部 部長樋口 昌広 氏は、ソフトウェア業界におけるクラ

ウド シフトの動きが加速しており、e-PAP についても、そこへの

対応が必須だったと続けます。

「シーイーシーでは多くのユーザー企業のシステム構築を支援し

ていますが、昨今のシステムの検討において、『クラウド』とい

う選択肢は、ほとんどのお客様が候補に挙げます。このような状

況下でエッサム様のソフトウェア ビジネスを継続させていくため

には、オンプレミスと並行してクラウド化したサービスの提供も

行うべきだと考え、2014 年に当社からも、e-PAP のクラウド化

について提案をさせていただきました」 (樋口 氏)。

株式会社シーイーシー

システムインテグレーショ

ン BG マイクロソフトクラ

ウド事業部第二サービス部

部長

樋口 昌広 氏

株式会社エッサム

NET・コンピュータ事業部

マーケティング企画室

室長

重松 浩治 氏

株式会社エッサム

NET・コンピュータ事業部

技術開発部

部長

武藤 和樹 氏

株式会社エッサム

NET・コンピュータ事業部

事業部長

千川原 浩二 氏

e-PAP のクラウド化において検討された方式

・リモート アクセス環境だけをクラウド上に構築する方式

・仮想化したサーバーをクラウド上に構築する方式

・ClickOnce 技術を用い、クラウド上に設置した

クライアント アプリケーションをダウンロード利用する方式

.NET アプリケーションとの高い親和性を評価し、

Azure の採用を決定

エッサムとシーイーシーでは、2014 年 6 月より、クラウド版 e-

PAP の開発プロジェクトを開始しました。しかし、クラウド版と

いっても、そこにはさまざまな提供の方式があります。

さまざまな提供方式について検討を重ねた結果、同プロジェクト

では最終的に、クラウド上の仮想マシンを利用してサーバーを集

約し、クライアント デバイスから Web アプリケーション化され

た e-PAP へアクセスするという方式を採用しました。その理由に

ついて、武藤 氏は次のように説明します。

「既存のお客様でも納得いただける品質を、クラウド版 e-PAP で

は提供する必要がありました。e-PAP は会計事務所でお使いいた

だく業務システムですので、クラウド化に際しては、インストー

ル型のアプリケーションで行っていた操作性をいかに実現するか

が重要になります。また、出力される帳票類の質の低下も許され

ません。しかし、最新の HTML 技術を使ったとしても、インス

トール型アプリケーションと同等の操作性を実現することは容易

ではありません。



情報サービス

ここをクリアするには、性能が高く柔軟にシステム構成を拡張で

きる基盤のもと、従来のアプリケーションを構築することが最適

と考え、今の形を採用しました」 (武藤 氏)。

以上の背景から、プラットフォームの検討においてはまず、性能

と拡張性を重要視し、選定が進められたといいます。その後、同

プロジェクトでは Microsoft Azure と AWS の 2 種で比較検討を

行い、最終的には Azure の採用を決定しました。樋口 氏と武藤

氏は、Azure を採用した理由について、まず、.NET 環境との高

い親和性を挙げます。

「e-PAP は開発基盤に .NET を利用しています。Azure であれば、

ほぼそのままの形で仮想マシン上に構築することができます。また、

オンプレミスで利用している SQL Server のデータベースも

Azure であればそのまま移行できる点も、大きな利点でした。さ

らに、これらはすべて日本マイクロソフトのサービスですので、開

発や運用において万が一トラブルが発生した場合でも、一気通貫し

た形でサポートを受けることができます。開発の容易性と統一化し

たサポートは、他サービスにはない大きな利点でした」 (樋口 氏)。

「当プロジェクトでは、ソース コードをオンプレミス版とクラウ

ド版で共通化することを前提に取り組みを進めていました。それ

ぞれ異なるソース コードで開発した場合、開発と運用にかかる工

数は、最大で 2 倍になってしまいます。シングル ソースにして共

通化できれば、工数とコストの最適化だけでなく、圧縮されたリ

ソースを機能改善などに費やすこともできます。

Azure 上では、3 インスタンスの仮想マシンとストレージをもって、e-PAP クラウドの運用が行われている
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.NET との親和性が高い Azure を採用することは、結果としてク

ラウド化した e-PAP のサービス品質向上につながると考えたので

す」 (武藤 氏)。

また、開発面だけでなく、Azure に備わる高い信頼性も、Azure を

プラットフォームに採用した大きな理由だと、千川原 氏は続けます。

「クラウド版 e-PAP では、財務や税務といったお客様の重要情報

について、インターネットを経由してやりとりすることになります。

そのため、提供基盤には、『強固なセキュリティ体制』と『シス

テムの継続性』のそれぞれが担保されていることを絶対の条件と

していました。Azure の場合、国内 2 拠点のデータセンターを

もって可用性が担保されており、セキュリティも、CS ゴールド

マークといった多くの第三者認定を取得しています。当社の求め

る信頼性の要件は、十分にクリアしていました」 (千川原 氏)。

「.NET との親和性」と「高い信頼性」を評価し、エッサムとシー

イーシーは 2014 年 12 月、クラウド版 e-PAP の提供プラット

フォームとして Azure の採用を決定。同月からは開発がスタート

し、2016 年 8 月より、「e-PAP クラウド」という名称のもとで

正式にサービスを開始しました。
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今後の展望

『日本マイクロソフトが提供するサービスを基盤に利用してい

る』ということが、当社のお客様への信頼につながるケースが多

いのです」 (千川原 氏)。

信頼性の高い Azure を基盤とし、今後さまざま

なサービスの展開を構想

提供開始からまだ間もない e-PAP クラウドですが、採用企業は

着々と広がっています。千川原 氏は今後、顧客から寄せられる

要望を随時反映していくことで、e-PAP のサービス品質をさらに

向上していくと意気込みます。

「クラウドという選択肢を整備したことで、既存のお客様だけで

なく新規のお客様へ当社ソリューションを利用いただく機会も増

やすことができました。今後、クラウドならではの要望をお客様

より収集し機能対応を進めていくことで、さらに利便性の高いシ

ステムに発展させていきます。また、パフォーマンス面について

も、監視ツールである Azure Log Analytics なども活用して負荷

状況や稼働状況を随時モニタリングすることで、改善を進めてい

きます」(千川原 氏)。

また、エッサムでは今後、e-PAP だけでなく、クラウドを活用し

たさまざまなサービスの展開が構想されています。たとえば、会

計事務所が保有する会計、税務、給与等のデータを統合的に分析、

活用して、企業成長の支援を行うことができるサービスの開発や、

現在同社が力を入れている企業向けのビジネス ツール提供サイト、

「集い」で提供しているソリューションの SaaS 化などを計画し

ています。

「e-PAP のプロジェクトでは開発面を主に評価しましたが、

Azure の魅力は、CS マーク取得に代表されるセキュリティと、

東西 2 つの国内データセンターによる高い可用性にあると思いま

す。これらは、当社が構想するクラウド サービスの提供において、

大きな強みになるでしょう。今後も Azure を活用し、よりよい

サービスの提供に取り組んでいきたいと思います」 (千川原 氏)。

Azure が備える信頼性が、e-PAP クラウドの

サービス価値を高める

e-PAP クラウドは、オンプレミスと同水準のレスポンスを実現す

るべく、開発が進められました。株式会社シーイーシー システム

インテグレーション BG マイクロソフトクラウド事業部 第二サー

ビス部 主査 久木田 剛寛 氏は、Azure の持つ「開発基盤としての

高い柔軟性」が、高レスポンスの実現に大きく寄与したと語ります。

「開発では、パフォーマンスのチューニングを徹底して行う必要が

ありました。Azure は仮想マシンの作成や起動が早いため、オン

プレミス環境と比べてレスポンスが悪くなった場合、即座に新しい

検証環境を立ち上げてテストを行うことができます。また、性能の

ボトルネックがストレージ側にあることが判明した際も、ストレー

ジをストライプ構成にする形で解決できました。このように即時に、

かつサーバー サイドだけでなくシステム全体を柔軟に構成できる

ことは、Azure の大きな魅力だと思います」 (久木田 氏)。

さらに、日本マイクロソフトからの全面

的なサポートが受けられることも、開発

側としては大きなメリットだったと、久

木田 氏は続けます。

「会計事務所によっては、1 か月に何千

枚もの仕訳伝票を処理するケースがあり

ます。また、決算期には、数千社のデー

タ処理がクラウド環境で行われることが

推測されます。システムのチューニング

ではそういった状況も仮定したうえで、

何千もの項目について起動時間を計測し

ました。期待したレスポンスが出せない

場合には、ロジックやデータベース、フ

レームワークの見直しなどを行うのです

が、当社だけでは解決が難しい場合に相談できる窓口があったこ

とは、非常に心強かったです。日本マイクロソフトからは、マ

ニュアルに記載されていないことでも相談に応じていただけまし

たので、問題が生じたときにもスムーズに解決することができ、

大きな助けになりました」 (久木田 氏)。

また、信頼性の高い Azure を基盤に採用したことが、e-PAP クラ

ウドのサービス価値の向上にもつながったと、千川原 氏は語ります。

「お客様のすべてが IT に精通しているわけではありません。ク

ラウドについて『よくわからない海外ベンダーのサービス』とい

うネガティブな印象を持つ方も、残念ながらまだ多くおられます。

そういった場合でも、Office や Windows といった、世の中で確

実に認知される製品を持つマイクロソフトのブランドがあること

で、お客様に安心感を抱いていただけます。

株式会社シーイーシー

システムインテグレーショ

ン BG マイクロソフトクラ

ウド事業部 第二サービス部

主査

久木田 剛寛 氏

導入の効果



サービス提供基盤、開発検証基盤、データ分析基盤など、

Microsoft Azure が最新テクノロジーでクラウド化を支援。

株式会社シーイーシー (財務・税務システムのクラウド サービス化)

導入背景

課題

同社の主力ソリューションである現行の e-PAP シリーズは、会計事務所内の PC や

サーバーにインストールして使うオンプレミス型の構成になっています。しかし、競

合他社がクラウド版の財務会計アプリを続々と販売していることもあり、現行製品の

クラウド サービス化は避けられない状況にありました。

導入理由

移植先クラウドとして Azure を選んだのは、.NET ベースのリッチなアプリケーショ

ンになっている現行オンプレミス版との共通性を重視した結果です。また、CS ゴー

ルド マークを取得している数少ないクラウド サービスであること、東西 2 か所に

データセンターが置かれ、高いセキュリティを担保している点も決め手になりました。

導入効果

今後のビジネス展開を考えたうえで、パブリック クラウド関連におけるビジネス進

出の糸口をつかむことができました。また、開発/運用プラットフォームに Azure を

使うことで、初期コストを大幅に引き下げられることから、既存顧客だけではなく、

新規客の取り込みも期待できます。
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株式会社ビービーシステム (SI 業務の検証基盤をプライベート クラウド化)

コア ビジネスであるシステム インテグレーションを発展させるためには、常に新技

術を社内のインフラに適用し、ノウハウを積み重ねて自社のエンジニアに展開してい

くことが不可欠。そのためには、検証環境の整備と品質向上、効率化は急務でしたが、

部門ごとに検証環境を構築/管理しており、推進の妨げになっていました。

全社的にマイクロソフト テクノロジーを手掛ける同社にとって、Azure パックの採用

は自然の流れでした。また、Azure でクラウド化した基幹業務基盤と同じ操作性で管理

しやすい点。Azure とシームレスに連携できる点に注目し、ハイブリッド化に備えたプ

ライベート クラウド基盤の構築が可能である点も評価されました。

導入後 1 か月で、これまでの 33.6 人日から 20 人日へ約 40% も管理工数を削減で

きました。今後、運用に熟練していくと 3 分の 1 までの削減が期待できます。また、

管理と利用を明確に分けられたことで、品質のばらつきやノウハウの一般化ができる

など、管理の効率化を図ることにも成功しました。

事例詳細
https://www.microsoft.co
m/ja-
jp/casestudies/bbsystem3
.aspx

導入背景

課題

導入理由

導入効果

株式会社ビービーシステム (Office 365 対応クラウド サービスの提供基盤)

導入背景

課題

Office 365 対応のクラウド サービスや製品を開発している同社では、サービス提供

基盤にいくつかの課題を抱えていました。管理が非常に非効率的なうえ、構成変更に

よるトラブルもしばしば発生。そのたびに対応に追われ、開発の進捗に支障をきたす

恐れもあり、業務品質面の改善が急務になっていました。

導入理由

マイクロソフト テクノロジーに特化した独立系ソフトウェア ベンダーである同社に

とって、Azure の導入は自然の流れでした。Azure リリースの早い時点から検証をす

すめ、2011 年 4 月リリースの Microsoft Exchange Online と連携するサービス「階

層型アドレス帳 AddressLook」では、全面採用しています。

導入効果

負荷に応じたスケール変更が容易に行える構成になったため、今後さまざまな新しい

事業にチャレンジする同社にとって最適な環境です。Office 365 で認証連携する際

に利用する ADFS と、Windows Azure AppFabric ACS を併用し、マルチテナント

でありながら顧客ごとに適切な認証が行えるようになりました。



サービス提供基盤、開発検証基盤、データ分析基盤など、

Microsoft Azure が最新テクノロジーでクラウド化を支援。

株式会社ビービーシステム (DevTestLabs への拡張)

開発検証基盤がオンプレミス環境の場合、利用者はリソースが限られる以上、急な

ニーズや要望に対応することが困難になりがちです。また、それらの要望に対応完了

までの工数や、時間がかかっていました。さらに、管理者側も利用者の統制と利用状

況の把握が難しく、コストとガバナンスに課題がありました。

オンプレミス環境と Azure 間で連携する構築を済ませており、Azure 上のリソース管

理/統制機能を提供する Azure DevTest Labs が登場したことで迷わず採用。管理者側

でポリシーを定義できることや、利用者は定められたポリシー内でしか利用できない、

といったガバナンス面で高く評価されました。

Azure DevTest Labs により、オンプレミスとクラウドを利用できる、ハイブリッド

な開発検証基盤が完成。オンプレミスのみでは対応不可な要望にも、パブリック クラ

ウドを利用した場合にも俊敏性を確保。同時にリソースの最適配置を実現することが

でき、生産性の向上につなげることができました。

事例詳細
https://www.microsoft.co
m/ja-
jp/casestudies/bbsystem4
.aspx

導入背景

課題

導入理由

導入効果
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株式会社ビービーシステム (OMS 活用事例)

パブリック クラウドの活用が進むにつれ、環境が多岐におよびセキュリティやネッ

トワークの運用管理コストが増加し、管理の妥当性にも不安を抱えていました。現状

のままでは "運用のための運用" となり、故障や情報漏えいリスクの高まりが予測さ

れ、環境の統合管理と可視化は待ったなしの状況でした。

多種多様な環境を管理するための一元的なコンソールと機能が提供されることから、マ

イクロソフトのクラウド サービス Microsoft Operations Management (OMS) を採用。

環境を問わず、ログ収集から分析、可視化までの基盤を整備することができました。サ

イバー クライム センターのナレッジを利用できることもポイントでした。

セキュリティやネットワーク アセスメントの可視化から、運用リスクを低減させて不

安を解消。ログ分析、可視化がほぼ自動的に実施されることにより、インフラ運用管

理業務の効率も向上。プライベート クラウド基盤のキャパシティー プランニングの

データは、今後のデータセンター拡張の参考情報としても有益です。

導入背景

課題

導入理由

導入効果



サービス提供基盤、開発検証基盤、データ分析基盤など、

Microsoft Azure が最新テクノロジーでクラウド化を支援。

株式会社セゾン情報システムズ

ギフト業務向けクラウド サービスを提供している同社では、需要が時期によって大

きく増減するため、投資効果の最適化を目的に、料金体系を従量課金制へ変更するこ

とを検討。これと同時に、パートやアルバイトでも簡単に操作できる UI への改良や、

セキュリティ面のさらなる強化を実行することになりました。

Azure を選択した理由は、高いセキュリティのほか、初期費用が不要かつ従量課金制を

敷いており、日本円での決済や請求書ベースでの支払にも対応している点。また、

Azure の備える豊富な PaaS を活用することで、大幅な運用工数の削減が期待できるこ

とも大きなポイントでした。

提供基盤の移行と、それと並行した全面的なサービス リニューアルは、わずか 3 か

月という短期間で完了。リニューアルにおける重要事項であった料金体系と操作性、

セキュリティはすべて改良されました。運用工数は約 50% 削減できており、これは

サービスの安定稼動という面でも大きく貢献しています。

事例詳細
https://www.microsoft.co
m/ja-
jp/casestudies/saison.aspx

導入背景

課題

導入理由

導入効果
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株式会社ミロク情報サービス

『業務とコストの最適化』への企業ニーズは急増しています。この流れを受けて、同

社では企業経営を支援するクラウド プラットフォーム「bizsky」と、そこで利用で

きるクラウド サービス「楽たす振込」を開発。そこで検討されたのは、プライベー

ト クラウドとパブリック クラウドのどちらで構築すべきか、という問題でした。

社内の調査検証および外部の高い評価から Azure を採用しました。開発や運用の効率

を高めるための PaaS を提供基盤に採用すれば、インフラ管理は Azure 側にまかせる

ことができます。Azure の導入により、開発スピードだけでなくサービスの安定性や信

頼性、管理面でも期待できます。

既存の開発環境を最大限に生かせたことはもちろん、PaaS を活用したことで、工数

を大幅に削減することができました。また、クラウド サービス開発に向けた開発環境

が確立できた点もひとつのメリット。セキュリティ面や運用の管理工数の削減も、期

待どおりの効果が出ています。

事例詳細
https://www.microsoft.co
m/ja-
jp/casestudies/mjs02.aspx

導入背景

課題

導入理由

導入効果

株式会社 Phone Appli

導入背景

課題

サーバーの利用状況に応じた課金体系を持つ AWS を基盤に採用し、Web 電話帳

「PACD」の提供を開始。しかし、昨今では大手企業で連携機能を強化したいという

ニーズが増加。信頼性や可用性の向上、個別要件への対応といった面を強化すべく、

提供基盤 AWS を刷新する必要がありました。

導入理由

Azure を選択した理由は、Office 365 と IaaS ベースで動作するクラウド版

「PACD」と、ネットワークの連携を最適化できる機能 (Azure Active Directory) を

有している点。クラウド PBX との連携や制御をクラウド上で行う場合にも、Azure 

であれば、高速かつ安全にプライベートな接続を構築できます。

導入効果

Azure が持つ使い勝手のよい UI や豊富な OSS サポート、マイクロソフトの支援に

より、わずか 1 か月という短期間でシステム構築を実現。当初は構想していなかっ

た運用リソースの最適化という面でも、確かな効果を得ることができました。従来環

境と比べて運用がシンプルになったことも大きなメリットでした。

事例詳細
https://www.microsoft.
com/ja-
jp/casestudies/phoneap
pli.aspx



サービス提供基盤、開発検証基盤、データ分析基盤など、

Microsoft Azure が最新テクノロジーでクラウド化を支援。

株式会社 Agoop

位置情報サービスを提供する同社の主力ソリューションである「流動人口データ」は、

月に数 10 億件という規模で生成されます。この膨大なデータを安定的に処理し続け

るためには、現状のオンプレミス環境では限界があることから、パフォーマンスが高

く、スケーラビリティに優れた処理基盤を必要としていました。

さまざまな基盤を用いて試行錯誤を繰り返し、たどり着いたのが SQL Data 

Warehouse。機能の強化や新機能の提供が早く、信頼性が高いという点を評価。スト

レージ容量だけ、もしくは処理パフォーマンスだけに特化したスケール アップとス

ケール ダウンが可能な点が最大の決め手となりました。

管理するデータベース数を劇的に軽減し、冗長化やバックアップ管理の工数も削減で

きました。過去のバージョンでは、常にストレージ容量や処理パフォーマンスを意識

したシステム構想と運用が必要でしたが、SQL Data Warehouse では、それらの時

間を大幅に減らすことができました。

事例詳細
https://www.microsoft.co
m/ja-
jp/casestudies/agoop.aspx

導入背景

課題

導入理由

導入効果
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情報サービス

株式会社トライトゥルー

空間検索エンジン「Pathee」を開発した同社では、膨大なウェブ情報の収集と解析

をするためのインフラ構築資金が絶対的に不足していました。検索エンジン サービ

スは、多くのデータを集めて処理する必要があるので、"小さく始めてスケールさせ

る戦略" がとれず、初めから大規模なシステムが必要になるためです。

Azure を選択したのは、年間最大約 1,200 万円のクラウド使用料が無償になる

BizSpark Plus プログラムに採用されたから。その結果、検索エンジンに必須となる大

規模インフラを構築できました。また、Azure は自前のデータ センターとの連携ビ

ジョンが明確であり、同社の将来の計画と合致していた点も挙げられます。

インフラ構築に費用がかからなかった分、検索システムを開発できる優秀な開発者を

1 人雇うことができました。現在では、月に約 1 億ページの情報を集めて分析してい

ます。もし増員できていなかったら開発が遅れ、現在の 10 分の 1 以下の解析しかで

きていませんでした。

事例詳細
https://www.microsoft.co
m/ja-
jp/casestudies/tritrue.aspx

導入背景

課題

導入理由

導入効果



小売/物流

Microsoft Azure の AI 機能と最新テクノロジーを活用、

新しい顧客体験を生み出し、売上向上をサポートします
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 有限会社大福精肉店

 株式会社ゲオホールディングス

 マガシーク株式会社

 マルイチ株式会社



小売/物流

売上げ増大に直結する、タブレット & クラウド活用。適正コストで、

年末のギフト需要への対応力を強化

有限会社大福精肉店は、兵庫県加古川市に店を構える人気店です。「美味しければ売

れる」という信念の下、味と鮮度にこだわり抜いた商品で、地域はもとより、全国各

地のスーパーからも商談が寄せられるほど盛況を誇っています。特に「ギフト」や

「自宅用のおせち」などの需要が重なる年末は多忙を極め、人手が不足がちになりま

す。そのため、毎年ギフト発送の受付を 12 月 20 日までで締め切っているのですが、

「より多くのお客様に喜んでいただき、売上げも向上させたい」という想いから、シ

ステム活用を検討。Windows® タブレットと Microsoft Azure を活用したギフトの

送り状管理システムを構築、活用しています。

ソリューション概要

● プロファイル
有限会社大福精肉店は、兵庫県加古川市志方町

横大路 383 で開業する、小さな精肉店です。

「美味しければ売れる」という信念の下、営業

活動は一切行っていませんが、保存料無添加で

毎日 400 本を焼く「手作り焼豚」のほか、ロー

ストビーフ、黒毛和牛など、こだわりの肉のほ

か、コロッケやメンチカツ、ビーフカツなどの

「味」が、口コミを呼び、毎月お得な価格で購

入できる「FAX 会員」 (店頭受取のみ) は、現

在約 7,200 名。年末には、店頭に長蛇の列が生

まれるほどの人気店となっています。

● 導入製品とサービス
・Microsoft Azure

・Microsoft Access

●パートナー企業

株式会社三光システム

● 導入メリット
・SLA (サービス品質保証) 99.9% 以上の安定

稼働で、年末の繁忙期にも安心して対応

・世界最高レベルのセキュリティで、お客様情

報も安全に保存

・サーバー故障およびデータ喪失の心配もなく、

手頃な月額で長期利用可能

・タブレットへの手書き入力で、PC に不慣れ

な人でも容易に活用

●ユーザー コメント
「三光システムさんのようなパートナーがいる

と、私が思い付きで相談したことも、こうして

実現してくれます。構築にかかる初期費用も、

100 万円ぐらいで済みました。ありがたいです

ね。依頼してすぐにシステムのテスト画面を

持って来てくれて、従業員の反応を見ながら、

何度も何度も修正して、使いやすく仕上げてく

れました。マイクロソフトのデータセンターを

使っているというのも、心強いですね」。

有限会社大福精肉店

代表取締役

大浦 義平 氏
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有限会社大福精肉店

導入の背景とねらい

より多くのご要望にお応えするために、店頭でお客様が手書き

していた「送り状」の作成と管理をシステム化

有限会社大福精肉店 (以下、大福精肉店) の周囲は農地に囲まれており、人通りもあり

ません。しかし、ここにしかない "味" を求めるお客様が、途切れることなく車で訪れ

ます。

特に人気があるのが、手作りの「焼豚」です。"店頭での受け渡しのみ" という条件つ

きながら、お得な価格で注文できる「FAX 会員」は約 7,200 人を数え、年末の売出

し時には店前に長蛇の列が生まれ、1 日の売上が 1,000 万円に達します。

この人気はすべて「口コミの成果」だと、大福精肉店 代表取締役 大浦 義平 氏は言います。

「創業当初は精肉の卸専門でしたが、価格競争が厳しくなっていきましたので 1995 

年頃に、小売りを始めました。焼豚やコロッケなどの加工品ならば、"店独自の美味し

さ" という価値で価格を守れますからね。もちろん、"味" には自信があります。保存

料なども使いません。最初はたいして売れませんでしたが、営業活動は一切しません

でした。すべて、口コミです。当店に来ていただいたお客様には、1 度でいいから、

うちの焼豚を食べていただきたくて、売れ残ってしまいそうな時などは、惜しげなく

プレゼントしていましたよ」。

大福精肉店の焼豚は、その美味しさゆえに日本各地の GMS (総合スーパー) などから

「販売させて欲しい」と声がかかりますが、大浦 氏は「生産も追い付かないし、先に

お付き合いしている小売店に不義理もできない」と、ほとんどの商談を断っています。

しかし、従業員のためにも会社を継続的に成長させていくことが必要だと前置きし、

「これ以上、どうやって売上げを伸ばすか」頭を悩ませていたと話します。

「毎月の特売日も忙しいですが、年末はさらに忙しい。従業員からも『人を増やして

ください』と頼まれます。しかし、普段の営業日はそこまで忙しくありません。ピー

ク時に合わせて雇用していたら、人手が余ります。それに、売上げが伸びた分は従業

員に還元したいのに、人が増えれば分配も減ります。今の人員だけで売上げを伸ばす

方法を考える必要がありました」。

そして思い至ったのが「ギフト発送の請負量を増やす」ことだったと、大浦 氏は言い

ます。「従業員は、お客様が店内に置いた机で送り状を手書きされる間も側にいて接

客しています。しかし、店頭には次々にお客様がいらっしゃいますので、販売の手が

回らなくなってしまうのです。そのため、毎年 12 月 20 日にはギフト発送の申し込

みを締め切っていました。しかし、送り状の作成と管理が省力化できれば、受付期間

を後ろに延ばして、より多くの注文に応えられるのではないかと思いました」。



小売/物流

誰でも簡単に操作できるよう、使いやすさにこだ

わった "手書き入力" のシステムで「発送漏れ」

も防ぎ、業務を劇的に効率化

三光システムが大福精肉店のために構築したシステムは、

Windows 搭載タブレットを使った手書き入力で宅配便の送り状

を作成し、発送日やお客様の情報を確実に管理するものです。

三光システム 開発部 主任 営業マネージャー 三鍋 俊介 氏は、こ

のシステムは「送り状作成の省力化ではなく、"店頭業務の回転を

確実に早めるため" に設計した」と強調します。

「当初は、デジタル化によってお客様の誤字や脱字、記入漏れを

防ぐようなツールを想定していました。しかし、詳しくお話を伺

うと、お客様によっては 1 人で 40 件もの宅配を依頼されている

ことがわかりました。しかも、毎日、何人もの方が宅配を依頼し

に来られます。タブレットをお客様に操作していただく方法では、

解決策にならなかったのです。そこで、お客様の手をわずらわす

のではなく、従業員の方がタブレットを操作し、より少ない手数

で送り状を作成できるように工夫しました」。三光システムは、

普段 PC を使い慣れていない従業員でもスムーズに操作できるよ

うに、開発部 大川 翔基 氏が中心となって Microsoft Access をカ

スタマイズ。手書き入力に適したレイアウトと、分かりやすい画

面構成に、ピクセル単位でこだわって作り込んでいます。

一度入力されたデータは Microsoft Azure 上に保存。次回以降の

送り状作成時に、「電話番号」などキーとなる情報を入力するだ

けで過去の注文内容を呼び出して、作業を簡略化します。

さらに、その場で出力される「注文確認書」をお客様と相互に確

認することで、受注時にミスが起きる可能性を排除。ボタン 1 つ

で印刷できる「製造指示書」を作業場に渡すだけで、「いつ・何

を・いくつ作り・いつ発送するか」を、確実に指示できるように

もなっています。
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有限会社大福精肉店

故障の心配もなく、高度なセキュリティで守られ

た環境を安価に利用

大福精肉店の送り状作成・お客様管理システムを Azure 上に構築

したことには下記の 3 つの目的があると、三鍋 氏は言います。

1. SLA (サービス品質保証) 99.9% 以上の安定稼働で、年末の繁

忙期にも安心して対応

2. 世界最高レベルのセキュリティで、お客様情報も安全に保存

3. サーバー故障およびデータ喪失の心配もなく、手頃な月額で長

期利用可能

「サーバーを事務所に設置した場合、メンテナンスの手間と故障

の心配が避けられません。万一、年末のピーク時にトラブルが起

きてしまえば、大きな損失につながります。また、マイクロソフ

トのデータセンターと同レベルのセキュリティを自前で確保する

のは不可能です。それに国内 2 か所のデータセンターでバック

アップされていますので、データ喪失の心配もほとんどありませ

ん。これだけの安心を、弊社の管理費用込で月額約 1 万円で提供

できる方法は、ほかにありません」 (三鍋 氏)。加えて、運用管理

の手間も少ないと大川 氏は言います。

「お客様先まで足を運ばなくても、ネットワーク経由で Azure の

管理画面を確認するだけで運用管理できます。こうした利便性も、

安価にサービス提供できる理由になります」。

ヤマト運輸の「B2」に対応

こうして実現した大福精肉店のシステムは、大浦 氏のたっての希

望で、ヤマト運輸の送り状発行ソフト「B2」に対応しています。

「これまでずっと、ヤマト運輸さんに宅配をお願いしてきました。

配送において事故が起きたこともありませんので、非常に信頼し

ています。ですから、今回システムを作る際にも、クロネコヤマ

トの伝票に対応することを、強くお願いしました。おかげで、安

心して宅配を受け付けられます」と大浦 氏。笑顔で、次のように

締めくくります。

「三光システムさんのようなパートナーがいると、私が思い付き

で相談したことも、こうして実現してくれます。構築にかかる初

期費用も、100 万円ぐらいで済みました。ありがたいですね。依

頼してすぐにシステムのテスト画面を持って来てくれて、従業員

の反応を見ながら、何度も何度も修正して、使いやすく仕上げて

くれました。マイクロソフトのデータセンターを使っているとい

うのも、心強いですね」。

株式会社三光システム

開発部

大川 翔基 氏

システム概要と Azure 活用のメリット

有限会社大福精肉店

代表取締役

大浦 義平 氏

株式会社三光システム

開発部

主任 営業マネージャー

三鍋 俊介 氏

そこで大浦 氏が、長年の付き合いがある株式会社 三光システム

に相談したところ、提案されたのが "タブレットとクラウド サー

ビスを活用した、安価で、使いやすく、効率的に取扱件数を増や

すことができる" 送り状作成・お客様管理システムでした。

こうした工夫によって、仕分け作業にかかる時間を、約 50% 削

減。システム上の出荷予定数と、手元にある送り状の枚数を照合

することで、発送漏れも完全になくなりました。



ライフスタイルの多様化や人手不足などに対応する、

AI やビッグ データを活用したソリューション。

株式会社ゲオホールディングス

導入背景

課題

企業としての競争力を高めるために、レンタル会員などから収集したデータの、『蓄

積』から『全社活用』への移行を推進。さらにデータ活用を広げるために、スマート

フォン アプリやネット サービスのデータを投入することにしました。これにより、デー

タ量が大幅に増加するため、データベース環境をすばやく拡張する必要がありました。

導入理由

マルチバイト文字対応のリクエストについて、マイクロソフトの対応が迅速だったこ
とが決め手となり、Azure SQL Data Warehouse を導入。ストレージの仕様が
SSD を採用する Premier Storage へ変更されたことで、Azure SQL DW の性能は
Amazon Redshift と遜色のない水準に引き上げられました。

導入効果

年間で約 2,000 万円ものコストが削減できる見通しです。SQL Server は Excel に

近い UI で利用でき、専門的な知識を必要とする範囲も少ないため、現場における利

便性を高めることができました。また、オンプレミスからクラウドの PaaS へ移行し

たことは、運用負荷の削減にもつながっています

マガシーク株式会社

ネット ビジネス事業者として蓄積したデータをより有効に活用するべく、新たな

データ分析基盤「MAGARepo」を構築。ここから提供される商品データ、購買デー

タ、在庫データ、会員データ、顧客行動ログといったさまざまなデータを、横断的か

つ迅速に活用するためには、統合化した分析基盤が不可欠でした。

最初に OLAP 機能や ETL ツール、BI ツール、Web レポーティング機能など、必要と

する機能がワン パッケージで提供される Microsoft SQL Server を選択。これと親和性

が高く、スモール スタートも可能という理由から Azure を採用しました。また、イン

フラ構築がしやすいという Azure のメリットも決め手でした。

レポートと自由分析の利用率は、以前と比較して 20 倍以上になっており、データを

活用するという風土が全社的に定着。アクセス速度はもちろん、バックアップやデー

タ同期などの処理性能も大きく向上し、約 14 時間かかっていたバッチ処理の時間は

約 70% も圧縮できました。

事例詳細
https://www.microsoft.
com/ja-
jp/casestudies/geo.aspx

事例詳細
https://www.microsoft.co
m/ja-
jp/casestudies/magaseek.
aspx

導入背景

課題

導入理由

導入効果
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小売/物流

マルイチ株式会社

24 台のトラックを使って、1 日に 80 ～ 90 件、多い時には 150 件近く、現場へ資

材の搬入・回収を行っています。この複雑な業務を、以前は "手書き伝票" を起点と

して管理していたために、誤字や読み違え、PC への入力ミスなど、ヒューマン エ

ラーが発生していました。

Azure を選択した理由は、社内にサーバーを置く必要がなく、運用保守の苦労がない点。

また、SLA 99.95% を保証されており、システムが停止する不安もほとんどありませ

ん。データも、Azure のデータセンター内で 2 重 3 重にバックアップされています。

これだけの安心が揃うのは、Azure しかしありません。

Azure 上にすべての要件を満たした配車管理システムを開発した結果、全員の残業時

間が平均で約 1 時間半減らすことができました。営業の業務効率が上がったことで、

お客様へリーチする機会が増えることにつながっています。さらに、残業が自然と減

少したことで、労務費も削減することができました。

事例詳細
https://www.microsoft.co
m/ja-
jp/casestudies/maruichi.as
px

導入背景

課題

導入理由

導入効果



医療/サービス業

日々増える業務や顧客のデータ管理を効率化するために、

次世代の情報共有基盤として Microsoft Azure の導入が進んでいます。
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 東京大学医科学研究所

 東京ガスiネット株式会社

 株式会社 カジタク



医療/サービス業

「あらゆる研究者がいつ、どこからでもゲノム解析が行える」世界を

実現すべく、クラウド上でのゲノム解析を検証。Microsoft 

Azure の採用により、現実的な速度、コストでの解析を実現

ヒトゲノム解析に関する世界的なレベルでの先端研究を実践する、東京大学医科学研

究所 ヒトゲノム解析センター。医学、生物学研究にとって欠くべからざるプロジェク

トを推進する同センターでは、情報科学とスーパーコンピューターを利用した高度な

解析が日々行われています。とりわけ、近年スーパーコンピューターによるゲノム解

析によって飛躍的に加速している研究分野が、がん研究です。

この研究分野の発展をさらに加速するためには、さまざまな研究現場で大規模シーク

エンスによるゲノム解析研究が盛んに実施される必要があります。しかし、ゲノム解

析には、大容量のメモリを搭載し、高速ディスクによってアレイ化されたスパコン環

境が不可欠であり、多くの研究現場にとってはこういった環境の調達自体が困難です。

また、世界規模でのシークエンス データの膨大化に伴い、各研究機関のスーパーコン

ピューターにシークエンス データをダウンロードして個別に解析を行う従来の研究モ

デルに限界が生じつつあります。そのために、米国においては、シークエンス データ

を備えたクラウドの整備が進むなど、ゲノム解析においてクラウドの利活用が必須の

ものになりつつあります。

同センターは、Microsoft Azure 上でゲノム解析環境の構築に成功、さらにその有効

性と実現性を検証し、良好な結果を得ることができました。同取り組みの発展により、

「あらゆる研究者がいつ、どこからでもクラウド上でゲノム解析を行える」という世

界の実現、ひいてはそれによる、がん研究のさらなる加速が期待されます。

日本のヒトゲノム研究のさらなる発展を目指し、クラウド上での

ゲノム解析に関する検証を実施

DNA が含む遺伝情報であるゲノム情報。このゲノム情報を解析する「ゲノム解析」は、

昨今、疾患関連遺伝子解析研究において重要度を増しており、臨床現場における難治性疾

患の治療へ向けた貢献が期待されています。数万種類もの遺伝子について一度にその発現

情報を得ることができるマイクロアレイシステム、ゲノム DNA そのものを読み取ること

ができるシークエンサーなどを利用し、そこから得られる膨大な情報をスーパーコン

ピューター (スパコン) により解析することで難治性疾患の先端研究を推し進めるのが、

東京大学医科学研究所 ヒトゲノム解析センター (以下、ヒトゲノム解析センター) です。

世界的なレベルでの先端研究と並行し、同センターでは

ゲノム情報と解析プラットフォームの一般提供も展開。

ゲノム研究者へ向けた支援を推し進めています。

2016 年 5 月には、がんゲノム解析のためのプラット

フォーム「Genomon 2」の一般公開を開始しました。

東京大学医科学研究所 ヒトゲノム解析センター センター

長 教授 宮野 悟 氏は、これまでのがんゲノム解析の研究

変遷と Genomon の概要について、次のように説明します。

「2010 年に、システム的統合理解に基づいてがんの先進的

な診断や治療、予防法の開発に活かすという『システムがん』

が新たな学術領域研究として文部科学省に採択されました。

ソリューション概要

● プロファイル
東京大学医科学研究所 ヒトゲノム解析センター

は、疾病の診断、予防、治療法の開発などを通

じて人間社会に貢献することを目的に、生物学

の発展に貢献している研究室です。1991 年度

に医学、生物学研究の将来を見据えたプロジェ

クトとして設置され、ゲノム データベース分野

を皮切りに、多くの整備が行われてきました。

先端研究と並行し、ゲノム研究を目指す研究者

の受け入れや指導を行うとともに、日本のデー

タベースおよび知識ベースの構築、マッピン

グ・シークエンス作業の国際的対応グループと

しても機能しています。

● 導入製品とサービス

・Microsoft Azure

● 導入メリット
・充実したテンプレートを備え、利便性にも優

れる Azure を検証基盤としたことにより、わず

か 2 か月で、ゲノムシークエンス解析プラット

フォームの構築が完了できた

・Azure が有する高い性能により、センター内

にあるスパコンと比べても遜色ない速度でゲノ

ム解析を行うことができた

●ユーザー コメント
「国内にもバイオサイエンスデータベースセン

ター (NBDC) という施設が存在します。しかし、

データベースに対してどこからでもアクセスで

き、同時に解析が行えなければ、それは大きな

意味を持ちません。データを収集するだけでは

意味がないのです。今回の Azure 上での検証で

得られた有効性と海外での実績をもって国内の

理解を求めることで、クラウドを利用したデー

タ解析システムをより現実のものとしたいと考

えています」

東京大学医科学研究所

ヒトゲノム解析センター

センター長

教授

宮野 悟 氏
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導入の背景とねらい

がんゲノム 解 析プラット

フォーム「Genomon」の

イメージ キャラクター

(辻田 幸広 氏によるデザ

イン)
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これは『スパコンと数学を融合し、そ

れをがん研究に活かす』というコンセ

プトのもとスタートしたものです。

2011年には大規模シークエンスによる

がんゲノム解析へのアプローチにより、

これまで不明だった骨髄異形成症候群

(MDS) の原因を解明することに成功し、同年の

科学雑誌『Nature』にも掲載されまし

た。このようにスパコンを駆使したがん

の研究は大きな成果を生み出しています

が、研究を高スピードで推し進め、かつ

その成果を臨床現場に還元していくため

には、さまざまな研究現場で大規シーク

エンスによる解析が行われる必要があり

ます。そこへ向けて当センターで提供するのが、がんゲノムの

シークエンス解析プラットフォーム『Genomon』です。

Genomon は 2012 年に一般公開を開始しましたが、一部機能に

制限があること、利用前の設定ファイルの準備が大変で迅速な利

用が困難であることなどの問題点がありました。そこで 2016 年

からは、次期バージョンである『Genomon2』を提供することで、

多くの研究者にがんゲノムシークエンス解析を実施頂ける取り組

みを進めています」 (宮野 氏)。

ヒトのゲノム情報は、約 30 億文字の情報から構成されています。

ヒトゲノム解析センターでは、患者の検体データをもとにこのヒ

トゲノムの解析を行っていますが、システムのジョブ実行数は東

京大学の情報基盤センターが実行する数のおよそ 100 倍にものぼ

り、加えて 1 つのジョブでは 50,000 ものファイルが生成、アク

セスされます。当然その解析には、大容量のメモリを搭載し、高

速ディスクによってアレイ化されたスパコン環境が不可欠となり

ますが、多くの研究現場にとっては、こういった環境の調達自体

が難しいことです。
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システム概要と導入の経緯、構築

Genomon 2 とともに Shirokane の環境も提供することでこれを

支援する同センターですが、宮野 氏は近年、クラウドを活用した

解析環境の提供にも注目していると語ります。

「ゲノム解析の実行が大規模なスパコンを持つ研究所に限定され

る場合、スピード感をもった研究の発展は見込めません。当セン

ターでは Shirokane の環境を提供していますが、どうしても物理

的な場所を制限するため、研究スピードを最大化するまでには至

りません。また、解析に必要な検体データも、研究機関がその都

度調達し取り扱わねばならず、これもスピード感を損なう原因と

なっています。この状況を打破する鍵は『クラウド』にあるとい

えるでしょう。あらゆる研究者がいつ、どこからでもクラウド上

で検体データの入手とその解析が行えるならば、我が国の研究の

大きな発展が期待できます。それを目指すべく、2016 年 6 月よ

り、クラウドにおける Genomon 2 の稼働について検証を開始し

ました」 (宮野 氏)。

一般公開を目指す場合、性能、信頼性などの観点

で Azure が適していた

海外では既に、クラウド上でのゲノム解析や検体データの共有が

プロジェクトとして動いている例もあります。同取り組みは、日

本の医療、生物学研究をこれまで以上に発展させる起爆剤となり

得るのです。

しかし現在、日本では倫理的な背景から、個人情報である患者の

臨床シークエンス データ (ゲノム情報) をクラウド上で解析する

ことが難しい状況です。そこで、宮野 氏が語った検証においては

「細胞株」と呼ばれるサンプルを利用。クラウド上で Shirokane 

と同水準の処理を実行することを目標に、その実現性と有効性に

ついて検証が進められました。これは倫理的側面の課題がいずれ

解消された際、即座にユーザーへ向けてクラウド環境を提供すべ

く、そのための環境整備を目指したものでした。

東京大学医科学研究所 ヒトゲノム解析センター DNA 情報解析分

野 助教 博士 (統計科学) 白石 友一 氏は、検証の概要について次

のように説明します。

「がんにおいては DNA とともに、その転写物である RNA の全体

像も大きく変化しています。今回の検証では、749 検体分の

RNA-seq データを、どのくらいの時間で処理できるか、そしてそ

こでの所要コストはどのくらいか、という観点で進めることを考

えました。749 検体という数字ではピンとこないかもしれません

が、これは TCGA など一部の巨大プロジェクトを除くと、世界水

準でも最大規模のプロジェクトから算出されるデータ量となりま

す。この処理を行うクラウド基盤については、当時案内を受けて

いた Azure の利用を構想しました」 (白石 氏)。

東京大学医科学研究所ヒト

ゲノム解析センター

センター長

教授

宮野 悟 氏

Genomon 2 での解析結果はビジュアル化した形式で出力することも可能。

多くの研究者が同環境を利用できるよう、ヒトゲノム解析センターでは同

研究室内にあるスパコン Shirokane の環境も外部へ提供している
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続けて東京大学医科学研究所 ヒトゲノ

ム解析センター シークエンスデータ情

報処理分野 准教授 渋谷 哲朗 氏は、癖

のない操作性を備える Azure を採用す

ることで、検証開始までのリード タイ

ムが短縮化できる点に期待したと語り

ます。

「ゲノム解析は、単に高度な処理が行え

る環境を用意すればよいというわけでは

ありません。Genomon 2 では、解析精

度を高めるべく並列処理を前提とした特

殊なプログラムを組んでおり、その動作

には高い移植性が求められます。クラウ

ド上の環境についてはプログラムの動作へ向けたチューニングが

不可欠であり、その作業を行ううえで、クラウドの操作性は重要

な要素だったのです。Azure は癖のない操作性を備えているため、

このチューニングを滞らせるボトルネックがなかったことも、選

定のポイントだといえるでしょう」 (渋谷 氏)。

センター内にあるスパコンと比較しても遜色のな

い性能により、高速での解析を実現

ヒトゲノム解析センターは、Genomon 2 を一般公開した翌月と

なる 2016 年 6 月、検証基盤に Azure を採用することを決定。

その後約 2 か月という短期間で、Azure 上での Genomon 2 の

構築とチューニング作業を完了しました。

渋谷 氏は、2 か月という短期間で検証の実行まで到達できた理由

について、次のように説明します。

「Shirokane にはさまざまなライブラリ、

パッケージがインストールされているため、

各種ソフトウェアの設定は、ライブラリ、

パッケージの依存関係に注意する必要があ

ります。Azure の場合、仮想マシン(VM) を

まっさらな状態から立ち上げることができ、

Shirokane のように他のパッケージなどを気

にする必要がありません。チューニング作

業やコンポーネントの導入などはむしろ

Shirokane よりも容易だと感じました。また、

システムの構築と検証は複数人で進めまし

たが、Azure では他のユーザーとプログラム

の共有が可能です。テンプレートも充実しているため、共通化できる箇所

をテンプレート化し、構成を他のユーザーと共有しながら進めた結果、2 

か月という短期間で構築を完了することができました」(渋谷氏)。
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今後の展望

また、本旨である有効性の検証においても、期待したとおりの結

果を得ることができたと白石 氏は続けます。

「先のとおり 749 検体分の RNA-seq データは非常に規模の大き

なものとなり、この規模の解析が無事に完了できれば、高い有効

性を持つといえるのです。結果として、Azure 上での計算はわず

か 1 日半で完了しました。これは Shirokane と比較しても遜色

ない速度です。また 1 検体あたりの解析コストは 230 円ほどで

あり、現実的なコストに近づいてきています。プログラムの最適

化を進めることで、このコストはさらに削減できる可能性もあり

ます」 (白石 氏)。

今回の Azure をもった検証により、「あらゆる研究者がいつ、ど

こからでもクラウド上で解析と検体データの入手が行える」とい

う世界の実現において、少なくともプラットフォーム側は既にそ

の有効性を持つことが明確となりました。宮野 氏はこの検証結果

を受けて、ヒトゲノム解析センターが提供するシステムのクラウ

ドへの移行を真剣に検討すると語ります。

「かつて、クラスタマシンが世の中に出始めたころにも同様の検

証を行いましたが、1 回の解析が完了するまでに一部の機器が故

障するといったトラブルが多発し、有効性の側面で疑問を抱いた

ことを覚えています。今回の検証ではそういった不安要素がなく、

クラウド上でゲノム解析を行う世界の到来はもはや目前なのだと

実感しました」 (宮野 氏)。

今回の検証結果や先の海外実績をもって、クラウ

ドを利用したデータ解析システムの実現を目指す

Azure をもったゲノム解析の有効性については明確化されたもの

の、国内では先に触れた倫理的側面を背景に、依然としてヒトゲ

ノムのクラウド上での解析に関する理解は得られていません。実

現性という意味ではまだまだ課題が残っているといえるでしょう。

その点において、Azure は厚生労働省の「医療情報システムの安

全管理に関するガイドライン」を含む「3 省 4 ガイドライン」へ

対応した信頼性を備え、かつ日本の裁判所の管轄とされるなど、

患者情報の安全管理にかかわる面でさまざまな取り組みが進めら

れています。先の理解の獲得には、セキュリティをはじめとした

プラットフォーム側に向けられる懸念の解消が必要ですが、その

ための土壌は整備されつつあります。

また、米国 Broad Institute of MIT and Harvard の調査発表で

は、2014 年のシークエンス データ量が 300 ペタバイトにまで

到達したことを伝えており、もはやゲノム解析をローカル環境だ

けで行うことには限界があるといえます。実際、すでに米国では

このような状況を見据え、大規模なゲノム データに対してアクセ

ス、普及、共有、およびマイニングを行う適切なリソースと方法

を研究者に対して提供するための取り組みである「NCI Cancer 

Genomic Cloud Pilots」が開始されています。

東京大学医科学研究所

ヒトゲノム解析センター

シークエンスデータ情報処

理分野

准教授

渋谷 哲朗 氏

東京大学医科学研究所

ヒトゲノム解析センター

DNA 情報解析分野

助教

博士 (統計科学)

白石 友一 氏

導入の効果
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医療データベースなど他のシステムの最適化にもつながることで

しょう。同センターの活動が今後も期待されます。

宮野 氏は今後、今回の検証結果や先の海外実績をもって、国内の

理解を高めていきたいと意気込みます。

「国内にもバイオサイエンスデータベースセンター (NBDC) とい

う施設が存在します。しかし、データベースに対してどこからで

もアクセスでき、同時に解析が行えなければ、それは大きな意味

を持ちません。データを収集するだけでは意味がないのです。今

回の Azure 上での検証で得られた有効性と海外での実績をもって

国内の理解を求めることで、クラウドを利用したデータ解析シス

テムをより現実のものとしたいと考えています」 (宮野 氏)。

限られた研究者だけでなく、医療機関や製薬、ヘルスケア系の研

究者など、幅広いユーザーがゲノム解析を行える環境づくりを進

めるヒトゲノム解析センター。この活動は学術研究を主としたも

のですが、データベースと解析に対する根本的な考え方の変革は、



安心、安全で人に優しく快適な社会をつくるため、

先進のクラウド技術を駆使したソリューションを提供。

東京ガスiネット株式会社

導入背景

課題

高レベルのセキュリティと信頼性を求められる開発検証環境は、これまでは仮想サー

バーで構築したオンプレミスの基盤上で同環境を運用してきました。しかし、これま

での環境ではプロジェクト開始までにリードタイムが発生したり、急遽必要となった

リソースが準備できなかったり、といったアジリティ面の課題がありました。

導入理由

Azure は、グローバル レベルの技術力を有するマイクロソフトのもとで提供されるため、

セキュリティと信頼性の面では不安がありませんでした。また、外資ベンダーではある

ものの、日本の商習慣に合わせた契約体系を敷くほか、国内ベンダーと同水準もしくは

それ以上の安心感を持って、クラウドを利用できるという手応えにつながりました。

導入効果

プロジェクト全体の開始スピードが、飛躍的に向上しました。これまで 1 人月を要

していたリード タイムを、わずか数分にするという劇的な効果を生み出しました。

アジリティの向上だけでなく、こうしたリソース、コストの最適化が図れて効率的な

統制が可能になったことも Azure 導入の大きなメリットでした。

株式会社 カジタク

スタッフ個人の経験や勘による作業では、汚れがうまく落ちないだけではなく、ク

リーニング対象に傷をつけてしまう危険性もあります。経験の浅いスタッフでも熟練

者と同様のパフォーマンスを発揮し、顧客満足を高めるためには、最先端の IT の活

用、IT を活用した業務のシステム化が不可欠でした。

Azure は料金が安価で、オープンなイメージがあったことが採用につながりました。ま

た、設計がオープンであるため、他のクラウド サービスとの連携が容易なことも、

Azure を選択した理由の 1 つ。国産のクラウド ベンダーのような商品体系の複雑さや、

専用線での接続が必要といった制約がなかったこともポイントでした。

Azure 上で基幹システムを構築し、IT を積極的に活用することで、科学的かつシス

テマティックなアプローチを実現。従業員のスキルや顧客ロイヤリティも向上に役立

てています。また、スケーラビリティの確保が容易になり、たとえば、衣類の宅配ク

リーニングは、毎年 200% 近い成長を遂げていますが、問題なく対応できています。

事例詳細
https://www.microsoft.
com/ja-
jp/casestudies/tg-
inet.aspx

事例詳細
https://www.microsoft.co
m/ja-
jp/casestudies/kajitaku.as
px

導入背景

課題

導入理由

導入効果
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売買から設計施工、建物管理、リスク対策に至るまで

Microsoft Azure が建設業界や不動産ビジネスを支えます。
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 株式会社大林組



建設/不動産

建設業の宿命である、「自然災害発生時、真っ先に動き出さねばな

らない事業」の継続性を向上すべく、社内システムの整備を実施。

可用性の高い Microsoft Azure へ全面移行することで、"止まら

ない" IT 基盤を獲得

創業から 70 年の歴史を持つ小柳建設株式会社。同社は、常に新しいことへ挑み続け

る「チャレンジ精神」を武器に、土木、建築事業および世界に誇れる浚渫事業を主軸

として、大きな成長を遂げています。

同社はそのチャレンジ精神をもって、これまでオンプレミスで運用していた IT 基盤の

クラウド移行を計画。パートナーである株式会社ティーケーネットサービスとの連携

のもと、Microsoft Azure をプラットフォームとした「IT 基盤整備」プロジェクトを

実施しました。これにより、従来環境での運用と同等コストながら、セキュアかつ自

然災害発生時にも止まることのない堅牢なシステム基盤を獲得しました。小柳建設株

式会社では今後、拡張性の高い Azure 上のプラットフォームを活用することで、在宅

勤務ができるビジネス環境の構築や、建設現場におけるモバイル ワークの実装といっ

た取り組みを、高いスピード感をもって推し進めていきます。

サーバーの保守切れを機に、ハードウェアに依存したオンプレミ

ス環境からの脱却を計画

1945 年 11 月に創業し、2015 年で 70 周年を迎えた小柳建設株式会社 (以下、小柳

建設)。同社は総合建設業として、地域に根付いた事業活動を展開。そして 1986 年よ

り開始した浚渫事業で、フィールドを日本全国に拡大する中で、飛躍的な成長を遂げ

てきた企業です。

小柳建設の強みは、常に新しいことへチャレンジし続ける精神にあります。小柳建設

株式会社 代表取締役社長 小柳 卓蔵 氏は、同社の精神について次のように語ります。

「一般的に、安定した環境からの変化を恐れる企業は多いものです。特に日本において

は、検討時間が長すぎてビジネス チャンスを逃してしまう傾向が往々にして見られます。

しかし、『失敗は成功のもと』ということわざが表すように、成功を目指すにはまず前

に向かって歩きだすことが重要だと当社は考えています。失敗を恐れて成長が止まるよ

りも、失敗を糧に大きく成長し、成功への道を着実に歩む。これが小柳流の『チャレン

ジ精神』を支える源であり、当社の社風にも深く根付いています。小柳建設の人材が持

つ能力や挑戦意識の高さも含め、こうした基盤はまさに当社の宝といえます」 (小柳 氏)。

また、先進的な取り組みにより獲得した最新技術を広く世の中へ普及しようという考

え方も、同社ならではの特徴といえます。たとえば 1986 年に新開発した浚渫技術

(水底のヘドロを取り除く技術) についても、同社だけでその技術を占有するのではな

く、パートナー企業を募った全世界への普及に努めています。

「浚渫事業が目指すのは、『世界の水を綺麗にし

よう』という点にあります。この壮大な目標は、

当社だけで成し得るものではありません。長年か

けて浚渫技術と機械の能力を高めてきた結果、よ

うやく今、普及活動が行えるフェーズまでたどり

着いています」 (小柳 氏)。

ソリューション概要

● プロファイル
1945 年の創業以降、建設事業を通じて、新潟県

における地域社会の成長発展に貢献してきた小柳

建設株式会社。その時代の最先端技術を取り入れ

るべく常に挑戦し続ける同社は、土木や建築事業

に加え、自社開発の技術を用いた浚渫事業をもっ

て、これからも地域社会への貢献と、グローバル

規模でのビジネス展開を行っていきます。

● 導入製品とサービス

・Microsoft Azure

・Microsoft Office 365

・Microsoft Operations Management Suite 

(OMS) Azure Backup、Azure Site Recovery、

Azure Log Analytics

・Power BI

●パートナー企業
株式会社ティーケーネットサービス

● 導入メリット
・Azure Site Recovery をはじめとした Azure 

の機能を活用することで、わずか 2 か月でシス

テム構築とデータ移行を完了できた

・三重化された信頼性の高い IT 基盤をこれま

でとほぼ同等の運用コストで構築でき、事業継

続性を高めることができた

・Log Analytics や Power BI を活用すること

で、システム管理の精度向上と、簡単かつ効率

的な運用が実現できた

・在宅勤務やモバイルワークなどを実現するために

必要な、高い拡張性をもった IT 基盤が獲得できた

●ユーザー コメント
「IT 基盤に Azure を採用したことで、当社の事

業継続レベルは大幅に高まったと感じています。

今後、理想的な職場環境が築けるような IT 基盤

整備を Azure 上で進めていく予定です。実際に、

現在リモート アクセスの在宅勤務への活用を試

験的にスタートしています。社員はそれぞれに個

別の事情を抱えていますから、時として在宅勤務

の方が効率的に業務をこなせる場合もあるでしょ

う。IT 基盤の整備と就業規則の見直しを進め、

来年には本格運用したいと考えています」

小柳建設株式会社

代表取締役社長 小柳 卓蔵 氏
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導入の背景とねらい
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こうした同社のチャレンジ精神は、コア ビジネス分野だけでなく、

IT 活用の側面にも現れています。その最たる例が、社内の IT 基

盤を刷新する中長期的プロジェクト「IT 基盤整備」です。

小柳建設株式会社 総務部 部長 穂苅 洋介 氏は、2016 年に控えた

基幹システムが稼働するオンプレミス サーバーの保守切れを機に、

同プロジェクトの前身となる取り組みが開始したと語ります。

「かねてからハードウェアに依存したオンプレミス環境から脱却し

たいという思いがありました。ハードウェアの調達や保守にかかる

コスト、そこに要する運用工数、物理スペースの切迫といった点も

もちろん課題でしたが、なにより懸念されたのが事業継続性です。

自然災害の発生時、私たち建設会社は真っ先に動き出さねばなりま

せん。これまで、社内では 7 つのサーバーで、コミュニケーショ

ン基盤や基幹システムといった社内システムのすべてを運用してい

ました。保守切れの対象はその一部サーバーでしたが、これを機に

現環境を一新できないかと考えたのです」 (穂苅 氏)。

自然災害の発生時には、住民の安全を確保すべく、まず倒壊物や

土砂を撤去する必要があります。穂苅 氏が語るとおり、小柳建設

は事業の特性上、そういった事態発生の際に真っ先に始動せねば

ならない企業だといえます。小柳建設が社屋を構える新潟県三条

市は、水害リスクがないとは言い切れない地域であり、サーバー

水没などによる「肝心な時に事業が継続できない」という事態だ

けは避ける必要がありました。

これらの背景から、小柳建設では 2015 年夏より、データセン

ターやパブリック クラウドの利用を前提とした社内 IT 基盤の移

行を検討開始しました。

高い信頼性と、中長期的な IT 基盤の拡張を見据

えたコスト メリットを決め手とし、Azure の採

用を決定

IT 基盤を移行するうえで小柳建設が重視したのは、プラット

フォームの信頼性と、そこに要するコストの 2 点でした。当初、

小柳建設は IT 基盤の移行のみを要件とし、複数ベンダーへの相談
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を重ねていきました。その過程で 2015 年

11 月、株式会社ティーケーネットサービス

(以下、ティーケーネットサービス) から受け

た提案を機に、IT 基盤の移行に加えて、既存

システムのその他の課題を改善する中長期的

な計画を構想したといいます。

ティーケーネットサービスの提案には、移行

先の基盤に Azure を採用。さらにそこへ、

Office 365 によるコミュニケーション基盤

の構築、建設現場を含む各システムの統合管

理、リモート アクセス環境の整備といった、

小柳建設にとって「今後取り組みが必要と

なる IT 課題」についても、中長期的なロードマップとして盛り

込まれていました。

小柳建設株式会社 総務部 IT システム課 課長 和田 博司 氏は、同

提案により、当初の IT 基盤の移行計画から、「IT 基盤整備」と

いうプロジェクトへ変更したと説明します。

「セキュリティおよびメンテナンスの観点から、建設、浚渫の現

場に設置する PC やサーバーの台数はできるだけ最小化する必要

があります。Office 365 でデータ共有が行えれば、現在現場に設

置しているシステムの台数を最小限に抑えられます。また、モバ

イル デバイスから業務システムへリモート アクセスできる点も大

きなメリットでした。ティーケーネットサービスの提案は、こう

した当社が抱える課題や要望の改善と並行した IT 基盤のクラウ

ド移行が、現在のオンプレミス運用とほぼ同額のコストで行える

内容でした。これに挑戦しないという選択はないと考え、『IT 基

盤整備』と称し、プロジェクト化することにしたのです」 (和田

氏)。

データセンター サービスやパブリック クラウド サービスは世の

中に数多くあります。その中で Azure を採用した提案を行った意

図について、株式会社ティーケーネットサービス 代表取締役社長

武田 勇人 氏と、同社 リソースセンター IT コーディネータ シニ

アコンサルタント 石垣 比呂志 氏は、次のように説明します。

「まずデータセンターを利用する場合、同じ新潟県内では、広域

災害が発生した場合に安全性が担保できません。県外のデータセ

ンターを使う選択肢もありますが、小柳建設様はチャレンジ精神

が強く、意思決定がとにかく早いため、そのスピードに IT が対

応するにはクラウドがベストだと考えました。その中でも Azure 

は、東西に分かれた国内データセンターで冗長化されており、

BCP 対策とセキュリティの両面で、安心してご提案できると考え

ました」 (武田 氏)。

「Azure が持つ豊富な PaaS と機能も有効でした。たとえば

OMS (Operations Management Suite) が備える Azure Site 

Recovery を利用することで、オンプレミスに残す必要があるシ

ステムであっても DR (ディザスター リカバリー) が行えます。ま

た、Log Analytics による統合管理性の高さも強みでした。また、

Azure の場合、Microsoft Enterprise Agreement と呼ばれるボ

リューム ライセンス契約と紐づけることで、低コストでの導入が

小柳建設株式会社

総務部

部長

穂苅 洋介 氏

小柳建設株式会社

代表取締役社長

小柳 卓蔵 氏

システム概要と導入の経緯、構築

小柳建設株式会社

総務部

IT システム課

課長

和田 博司 氏
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可能です。単なる社内システムの置き場という視点でなく、中長

期的な IT 基盤の整備も含めた視点での、コストの最適化が期待

できたのです」 (石垣 氏)。

こうして小柳建設では、Azure への IT 基盤の移行および、Office 

365 の導入を決定。「IT 基盤整備 2016」として、2016 年度よ

りプロジェクトを開始しました。

従来環境と同コストながら、高い信頼性と拡張性

を持ったプラットフォームを獲得

小柳建設とティーケーネットサービスは、プロジェクトの第 1 

フェーズとして、2016 年 4 月下旬より Azure 上でのシステム構

築を開始。この作業は、わずか 2 か月で完了したといいます。

IT 基盤整備 2016 以前の小柳建設のシステム構成 (左) と、第 1 フェーズ終了段階でのシステム構成 (右)。国内東西に分かれた Azure のデータセ

ンターで冗長化することで、高い信頼性を実現している。また、Azure OMS を用いたバックアップにより、各種データの整合性とアプリケーション

の可用性も確保している
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構築とデータ移行作業を担当した、株式会

社ティーケーネットサービスアドバンスド

ソリューション部 主任 柳 卓也 氏は、

Azure が持つ高い利便性と各種機能が、

短期構築に大きく貢献したと説明します。

「Azure はスクラップ アンド ビルドに有

効な機能を多く備えています。たとえば、

VHD ファイルのアップロードとダウンロー

ドに対応していることで、オンプレミスの

サーバー環境をスムーズに Azure 上で構築

することができます。また、DR 機能 であ

る Azure Site Recovery を活用することで、差分レプリケーショ

ンを高速化することができ、データ移行の短縮化も実現できま

す」(柳 氏)。

小柳建設は、2016 年 7 月には IT 基盤の Azure への移行を完了

し、その後、8 月末までの並行稼働期間を経て、9 月から本格運

用をスタートしました。穂苅 氏は、同プロジェクトにおける

Azure 採用のメリットについて、まず、業務への影響を及ぼさず

に移行が完了できた点を挙げます。

「Azure へ移行するデータは膨大な量がありました。そのため、

データ移行の作業では、最低でも数時間から丸 1 日は業務がス

トップすると覚悟していました。ところが、Azure Site 

Recovery を活用した差分レプリケーションにより、わずか 1 時

間ほどの停止時間でデータ移行が完了したのです。業務への影響

は非常に軽微であり、大きく評価すべき点でしょう。Azure の優

位性と、ティーケーネットサービスが持つ高いエンジニアリング

力を実感しました」 (穂苅 氏)。

導入の効果

株式会社ティーケー

ネッ

トサービス

リソースセンター

IT コーディネータ

シニアコンサルタント

石垣 比呂志 氏

株式会社ティーケーネッ

トサービス

代表取締役社長

武田 勇人 氏

株式会社ティーケーネッ

トサービス

アドバンスドソリュー

ション部主任

柳 卓也 氏
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今後の展望

時として在宅勤務の方が効率的に業務をこなせる場合もあるで

しょう。IT 基盤の整備と就業規則の見直しを進め、来年には本格

運用したいと考えています」 (小柳 氏)。

さらに、次年度の「IT 基盤整備 2017」では、建設、浚渫現場に

おけるモビリティとセキュリティの向上、基幹データの見える化

などをテーマとした取り組みも予定しています。そこでは、ス

マートフォンやタブレットなど各種モバイル デバイスの導入や、

モバイルとクラウドの包括的な運用を実現する Enterprise 

Mobility + Security (EMS) の導入、Power BI のさらなる活用が

視野に入れられています。

今後もスピード感をもって IT 基盤の整備を進めていく小柳建設。

ロードマップに基づき進められる IT 活用や、同社のチャレンジ

精神をもって、小柳建設のコア ビジネスは今後、よりいっそうの

飛躍を遂げていくことでしょう。

本格運用を開始した新たな IT 基盤は、多くのメリットを小柳建

設にもたらしています。通常、オンプレミス環境で現在と同じ三

重化構成を実現する場合、そこには相当な費用が必要となります。

小柳建設では、従来のオンプレミス環境とほぼ同等のコストで、

この "止まらないシステム" を実現しました。

さらに、システムの運用管理においても、従来環境と比べ大幅な

効率化が図れたと、和田 氏は笑顔で語ります。

「これまでの環境では、各サーバーの一括管理ができませんでし

た。Azure であれば Log Analytics により、全サーバーの常時監

視が可能です。また、事前に閾値を設定しておくことで、ログの

収集結果からアラート メールを自動送付することもできます。こ

れらは緊急時の迅速な対応につながり、自然災害以外でのシステ

ム トラブルのリスク減少にも貢献しています。加えて、Power 

BI を併用することで、データのリアルタイムな可視化が可能です。

従来と比較し高レベルなシステム管理が、簡単かつ効率的に行え

るようになりました」 (和田 氏)。

そしてもうひとつ、小柳建設が今後、同プロジェクトを第 2 

フェーズ以降へ進めていくうえで必要十分なプラットフォームが

整備できた点も、大きなメリットといえるでしょう。

同プロジェクトの支援を引き続き担当する武田 氏は、第 2 フェー

ズ以降を進めていくうえでのマイクロソフト製品の有効性につい

て、次のように語ります。

「マイクロソフトの製品や技術は、企業の IT 活用においてきわ

めて有用であると同時に、パートナーへの密な支援にも定評があ

ります。こうしたパートナー支援の密接さは、お客様へより細か

く説明ができたり、疑問や問題点を迅速に解決できたりと、当社

とお客様の関係を築くうえでも非常に重要です。今後もマイクロ

ソフトの優れた製品や技術、そして当社が持つ知見をフル活用し

て、小柳建設様の理想実現へ向けた支援を続けていきたいと思い

ます」 (武田 氏)。

Azure をプラットフォームに、在宅勤務やモバ

イル ワーク環境の構築を構想

IT 基盤整備 2016 にて、中長期的な IT 基盤の拡張を支えるプ

ラットフォームを獲得した小柳建設。同社は現在、次期フェーズ

として、在宅勤務の環境整備へ取り組んでいます。

「IT 基盤に Azure を採用したことで、当社の事業継続レベルは

大幅に高まったと感じています。今後、理想的な職場環境が築け

るような IT 基盤整備を Azure 上で進めていく予定です。実際に、

現在リモート アクセスの在宅勤務への活用を試験的にスタートし

ています。社員はそれぞれに個別の事情を抱えていますから、

小柳建設のオフィス風景。Azure 上の業務システムで日常業務を行える

ようになったことで、BCP 対策に加え、ワーク スタイル変革といった、

中長期的なシステム拡張へ向けた基盤を獲得できた



経営情報の可視化からガバナンスの強化、業務プロセスの改善まで、

多彩なソリューションを提供。

株式会社いい生活

導入背景

課題

2009 年に調達したハードウェアが保守期限を迎えるのを契機に、ハードウェアの維

持管理、寿命による更新およびその人員確保を含めたコスト ゼロを目指して、すべ

ての社内システムをクラウド化することを決断しました。また、事業の拡大に備えて、

積極的なクラウド化を推進していることも導入背景の 1 つです。

導入理由

具体的な候補として Azure と Amazon Web Services の 2 つに絞られました。そして、

東西にデータセンターがあって DR (災害復旧) システムを容易に構築できることと、マ

イクロソフトの最新テクノロジを利用できることから、総合的に判断して Azure を選択

することに決定しました。

導入効果

パフォーマンスとコストの観点で想定以上の効果が得られました。一度購入したら簡

単には変更ができないオンプレミスにはもちろん、最初にインスタンスをある程度決

め打ちしなければならないタイプのクラウド サービスにはないメリットも。また、

遠隔地バックアップが月に 1 回から 10 分に 1 回になり安全性が向上しました。

株式会社大林組

大林組の施工品質を支えてきた検査システム「GLYPHSHOT」のクラウド化。年々増

え続けるデータ量への対応について、オンプレミスの運用では限界が見え始めていま

した。また、個々の状況に応じてシステムの稼働状況を変えることができれば、リス

ク回避と併せて、システム利用のコスト適正化を図ることができます。

既存の Windows 環境との親和性と、サービスとしての信頼性、サポート体制。データ

を 6 重にも保存している点や SLA 99.95% といった数値が決め手となりました。しか

し、それ以上にこれまでの日本マイクロソフトとの取引実績から抱いていた信頼が最も

大きな導入理由と言えます。

時間帯や時期、現場の規模に応じて、柔軟にシステムを拡縮できるようになりました。

また、データの保護やセキュリティについても、すべてのデータをクラウドで管理し、

利用者ごとに適切なアクセス権限を付与した環境で利用することで、オンプレミスよ

りも安全な環境を担保できるようになったのも大きなメリットです。

事例詳細
https://www.microsoft.
com/ja-
jp/casestudies/e-
seikatsu.aspx

事例詳細
https://www.microsoft.co
m/ja-
jp/casestudies/obayashi2.
aspx

導入背景

課題

導入理由

導入効果
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導入についてのお問い合わせ

本ケース スタディは、インターネット上でも参照できます。http://www.microsoft.com/ja-jp/casestudies/

本ケース スタディに記載された情報は制作当時のものであり、閲覧される時点では、変更されている可能性があることをご了承ください。

本ケース スタディは情報提供のみを目的としています。Microsoft は、明示的または暗示的を問わず、本書にいかなる保証も与えるものではありません。

製品に関するお問い合わせは次のインフォメーションをご利用ください。

■インターネット ホームページ http://www.microsoft.com/ja-jp/

■マイクロソフト カスタマー インフォメーションセンター

0120-41-6755 (9:00 ～ 17:30 土日祝日、弊社指定休業日を除く )

電話番号のおかけ間違いにご注意ください。

＊その他記載されている、会社名、製品名、ロゴ等は、各社の登録商標または商標です。

＊製品の仕様は、予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

〒 108-0075  東京都港区港南 2-16-3  品川グランドセントラルタワー
1918-WI1


