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特別企画
特別企画

事業分野のサービスと組み合わせた
OKI の OKI の新しいクラウドサービス「EXaaS」
事業分野のサービスと組み合わせた

クラウドコンピューティングの利点を最大限に活かし、
お客様が求める時に求める形でサービスを提供する
OKI のクラウドサービス「EXaaS」
エ ク サ ー ス

OKI のエンタープライズ向けクラウドサービス「EXaaS」は、ネットワークに通じたアプリケーションの提供とともに、業務
で使用する各種端末を含めたシステムの LCM（Life Cycle Management）まで含めたトータルサービスを提供している。その
他にも、サービス利用による経営強化や、ISO や ITIL に準拠した運用体制と実績に裏付けられた品質確保へのこだわり、デー
タ移行を含めたトータルサポートなど、お客様が求める時に求める形でサービスを提供するお客様視点のクラウドサービスだ。

応が可能。

クラウドサービスが提供されている

②共同利用型クラウド：提携企業な

が、その多くはパブリッククラウド

ど複数の企業が共同でリソースを共

に代表される標準化された汎用的な

有する形態で、プライベートクラウ

ものである。そのため

ネットワークや特定のコンピュータ

ドと比較して自由度が損なわれるが、

必要なだけ

を意識することなく、必要な時に必

１社あたりの費用負担が少ない。

の効果が十分に発揮されているとは

要なだけサーバやアプリケーション

③パブリッククラウド：インターネ

言えない状況にある。

を使用することができるサービスと

ットを経由して不特定多数でリソー

して利用が拡大しているクラウドサ

スを共有する形態で、多くの利用者

ービス。一般的なクラウドサービス

に対応するため、汎用的な機能を提

は、サービスの階層や提供形態によ

供し、個別のカスタマイズ要求に対

って、それぞれ次の３つに分類する

応しにくい。

高度な機能を最適なコストで
利用できるクラウドサービス
サービスを利用するお客様が通信

ことができる。

必要な時に

といったクラウド利用

システムの LCM まで含めた
サービスを提供する「EXaaS」
OKIが提供している「EXaaS（エ
クサース）
」は、クラウドコンピュー
ティングの利点を最大限に活かし、

現在は、様々な事業者から多くの

【サービス階層による分類】
① SaaS（Software as a Service）：
アプリケーションをサービスとして

〜なんでも as a Service〜
◇従来のクラウドサービスを超えた、
システムLCMまで含めたトータルサービス
◇お客様が求める時に求める形でサービスを提供

提供。
② PaaS（Platform as a Service）：
アプリケーションを稼働させるため
の基盤サービスとして提供。
③ IaaS（ Infrastructure as a
Service）：サーバ、CPU、ストレ
ージなどのインフラをサービスとし
て提供。
【提供形態による分類】
①プライベートクラウド：企業や企

お客様が求めるサービス

特長

ライフサイクルコストの
最適化

ATMなど端末まで含めた
トータルサービスで
コスト最適化

●LCMサービスの実績に基づくノウハウ

単独ではコストが
合わない
高度なサービスの利用

高機能アプリーケーションを
共同利用型で提供

●実績のある業務アプリケーション

最新技術への適応の
アウトソース
高いセキュリティと信頼性

各業界セキュリティ
基準・ガイドラインに対応

既存システム連携、
移行カスタマイズの
容易性

ノウハウと実績をベースに
移行サービスを提供

●最新OSへのバージョンアップやセキュリティパッチの更新
●実績に基づく高いセキュリティ技術の活用
●金融セキュリティガイドラインに基づく不正、情報漏洩対策

●カスタマイズやデータ移行も含めてOKIが責任を持って提供

業グループ内でリソースを共有する
形態で、個別の要求仕様に柔軟な対
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OKI が得意とする事業分野のサービ

BPOサービス

スを組み合わせた新しいクラウドサ

管理代行サービス
調達、キッティング、台帳管理

業務代行サービス
受電代行、エントリ代行

ービスだ。図１は、EXaaSのコンセ

分析・計画サービス
資金装填計画

クラウドサービス

プトと特長をまとめたものである。

共同利用型サービス

アプリケーションの提供だけでなく、

業種共通SaaS

業種別業務アプリケーション

業種共通アプリケーション

金融、官公庁、旅客交通、製造、流通等

業務で使用する汎用端末やATM、発

EXaaSプラットフォームサービス（PaaS）
仮想化基盤（VM、ストレージ、ネットワーク）

券機など業務端末の開発から運用・

ITアウトソーシング（監視、運用、保守、ヘルプデスク）

セキュアネットワーク

仮想専用線／インターネット

破棄までの工程全般にわたる業務マ

トータル
ライフサイクル
コスト
最適化

端末LCMサービス

ネ ジ メ ン ト （ LCM ： Life Cycle
Management）をサポートし、お客

ATM

様に安全と安心を提供することを可

窓口端末

発券機

チェックイン機 スマートフォン

複合機
プリンタ

内線電話 シンクライアント
コールセンター

全国保守網250箇所、サービススタッフ2,500名による24時間365日のサポート体制

能に。また、これまで高機能業務ア

図 2 EXaaS のサービスイメージ

プリケーション導入を見合わせてき

リモートオフィス／ OfficeIT

たお客様にも低コストで提供するこ

最適なサービスを
迅速かつ手軽に利用可能

とで経営力強化を支援し、ISO や
ITILに準拠した運用体制と実績を活

EXaaS のサービスメニューでは、

かして、お客様に安心と安全を提供。

Assistant（IT運用支援）／CTstage
SaaS／クラウドPBXなど。
◆業務共通 PaaS/IaaS ： EXaaS プ

そして、データの移行や既存システ

お客様の課題を解決する豊富なメニ

ラットフォームサービス／ハウジン

ム連携などのカスタマイズについて

ューを用意し、順次追加されている。

グ・ホスティングサービスなど。

も、経験を活かしサポートするトー

LCM サービスでは、ATM、PC、

また OKI では、スマートフォン、

プリンタ、ネットワークをサポート。

PC、電話（PBX）、複合機・プリン

図２は、EXaaS のサービスイメ

お客様の社内にクラウド基盤を設置

タなどのオフィス IT 機器の導入、

ージである。「クラウドサービスを

するプライベートクラウド SI サー

利用、維持、管理にかかるトータル

利用したいが、基幹業務の情報をパ

ビスでは、コンサルティングを含め

コストを削減するオフィス IT 機器

ブリッククラウドに預けるにはまだ

た導入支援サービスと、システム移

向けクラウドと LCM サービス群を

まだ不安がある」、「投資対効果が見

行サービス、業種向個別対応サービ

「EXaaS SmartWorkspace（エクサ

合わず高機能なシステム導入ができ

スを用意。OKI の得意分野である

ース スマートワークスペース）」と

なかった」といった多くのお客様の

カスタマイズや安全性要件が高い事

名付け、事業展開している。以下で

ニーズに応えるために、クラウドサ

務集中サービスや人事／給与関係情

は、EXaaS SmartWorkspace の主

ービスと共に、BPO サービスや端

報サービスについては、共同利用型

要サービスである「Mobile Desk サ

末 LCM サービスにも注力している

SaaS として、金融機関、官公庁、

ービス」と「音声クラウドサービス」

ところが特長だ。これにより、クラ

旅客交通・製造・流通市場に対して

の概要について紹介する。

ウドサービスから端末システムや

各種関連サービスを提供している。

BPO サービスまで、サービス範囲

そして、あらゆる業種をターゲッ

が拡大した。加えて、全体を LCM

トとした業種共通サービスとして、

サービスとして提供されるので、ト

次のようなサービスを提供している。

ータル・ライフサイクルコストの最

◆業種共通 SaaS ： Mobile Desk

タルなクラウドサービスである。

適化を可能にした。

ビジネスコミュニケーション

（スマートフォン・タブレット）／
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事業分野のサービスと組み合わせた OKI の新しいクラウドサービス「EXaaS」

EXaaS Mobile Deskサービス

サービス紹介①

社内情報をスマートフォンから安全・簡単に閲覧可能
スマートフォンの業務利用を実現する
「EXaaS Mobile Desk サービス」
OKI は、スマートフォン、タブレット、PC、電話（PBX）、複合機・プリンタなどのオフィス IT 機器の導入、利用、維持、管
理にかかるトータルコストを削減する、オフィス IT 機器向けクラウドおよび LCM（Life Cycle Management）サービス群を
「EXaaS SmartWorkspace（エクサース スマートワークスペース）」と名付けて事業展開している。その一環として、社内の情
報やシステムをスマートフォンやタブレットから安全かつ簡単に利用できるようにする「EXaaS Mobile Desk（エクサース モ
バイルデスク）サービス」の販売を開始した。

OKI は、スマートフォンやタブレ

スマートフォンやタブレットの
業務利用を安全・快適に

ットの業務利用を実現するクラウド
サービス「EXaaS Mobile Desk サ
ービス」の販売を開始した。

業務のスピードアップやお客様向
けサービスの向上を目的に、スマー

スマートフォンやタブレットなど

トフォンやタブレットによるメール

の急速な普及に加え、PC、電話、

チェックや内線電話利用、社内資料

複合機・プリンタといったオフィス

へのアクセスといった社外での業務

IT 機器は、ネットワーク化や機能

利用を検討する企業が増えている。

の向上から、機器の導入、利用、維

しかし、対応コストと共に、紛失や

持、管理業務が複雑化し、企業にと

盗難による情報漏洩といったセキュ

っては大きな負担になっている。さ

リティ対策の問題や、運用・管理技

らに、個人情報保護や情報漏洩への

術者不足の問題など、導入課題が

対策、企業会計などのコンプライア

オフィス IT 機器に関連した業務は

多々ある。このような状況に対し、

ンス対応も求められるようになり、

増加、複雑化する一方である。OKI

OKI ソリューション＆サービス事業本部
新事業開発チーム
チーフスペシャリスト

佐藤 賀浩氏

では、これらの課題の解決に向けて、

EXaaS SmartWorkspace

オフィス IT 機器向けクラウドおよ

ＢＰＯサービス
業務代行サービス
（データエントリ ・・・）

資産管理サービス
（ＩＴ資産管理代行 ・・・）

び LCM サービスとして「EXaaS
SmartWorkspace」を展開している

クラウドサービス
Ｏｆ
ｆ
ｉ
ｃｅ
ＩＴ Ａｓｓ
ｉ
ｓｔａｎｔ

マルチデバイス＆ワンパッケージ
不正接続防止

接続申請＆承認

環境別設定ガイダンス

ＩＴ機器監視

ハード資産管理 ソフト資産管理

Ｍｏｂ
ｉ
ｌ
ｅ Ｄｅｓｋ

音声クラウド

プリンタＬＣＭ

ＰＣ−ＬＣＭ

サービスポータル

ＰＢＸ

マネジメントツール

マネジメントツール

（図１参照）。この一環として、本年
１月からサービス提供を開始したの
が EXaaS Mobile Desk サービスで

ＥＸａａＳプラットフォームサービス（監視サービス、運用サービス、ヘルプデスク）

スマートフォン、タブレット

ある。

VPN／インターネット

端末ＬＣＭサービス

内線電話

ビジネスLEDプリンタ、複合機

ＰＣ、
シンクライアント

モバイル環境でビジネスに
必要な機能をサービス提供

ＬＣＭサービス（調達、キッティング、保守、更改、廃棄・・・）

EXaaS Mobile Desk サービスは、
図 1 「EXaaS SmartWorkspace」のサービスイメージ
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ドサービスで支援するものである。
「本サービスを導入することで、お
客様は業務に必要なドキュメントや
メール、スケジュールなどの情報や、
指定したWebサイトの新着情報の確
認を社外から行うことができます。

社外で・客先で・移動中に
Mobile Desk
マイノートの
ファイルを閲覧

持ち出し用
マイノート機能

気になるニュース
新着情報を確認
社外から内線電話
が使える

しかもその際は、スマートフォンや
タブレット内部にはファイルが残さ

報告書をスマート
フォンから登録

れないので、必要な情報の閲覧を安
心して行えます。社内の IP-PBX と

V
P
N
接
続
機
能

社内
システム

新着情報収集機能
IP内線電話機能
業務システム
連携機能
端末管理機能

社内のファイルも
端末に残さず閲覧

連携して、スマートフォンやタブレ
ットにソフトフォン『Com@WILL

図 2 「EXaaS Mobile Desk サービス」の利用イメージ

ソフトフォンスマート』をインスト

にある利用者ごとの「マイノート」

ォンを業務端末として利用するアプ

ールすることで、社外から内線電話

に格納して、外出先でもスマートフ

リケーションを短期間、低コストで

として利用することも可能です。ま

ォンなどで見ることができる。スマ

開発・導入することが可能になる。

た、端末の資産管理とセキュリティ

ートフォンサイズの画面からでも２

⑤端末管理機能：端末情報の収集や

管理を行う『端末管理機能』や、認

タップで必要な情報にアクセスでき

アプリケーションの起動制御、不正

証、暗号化により安全な通信を行う

るので、簡単に素早く利用（閲覧）

利用の防止、紛失時の保護など、ス

することができる。

マートフォンを安全に利用するため

して揃えているので、安心して導入

②新着情報収集機能：指定した

の機能を提供するサービス。また、

することができます。」（OKI

Web ページの更新情報を持ち出し

オフィス内のIT機器の導入から運用

用マイノートの「新着情報フォルダ」

管理までを担う「EXaaS PC-LCM

に自動的に収集するサービス。外出

サービス」との連携により、スマー

先でもその日の最新情報を即座に概

トフォンだけでなく、オフィス内の

観できるので、スマートフォンから

PCを含めた資産管理も可能だ。

『VPN 接続機能』などを基本機能と

ューション＆サービス事業本部
事業開発チーム

ソリ
新

チーフスペシャリ

スト 佐藤賀浩氏）

新着情報をその場で確認するなど
業務の様々なシーンで利用可能

個別の Web ページへアクセスする

「社外でのプレゼン中に、急に必

手間が省ける。

要になったドキュメントをその場で

図２は、EXaaS Mobile Desk サ

③ IP 内線電話機能：スマートフォ

提示したり、移動中のわずかな時間

ービスの利用イメージである。提供

ンを内線電話（受信・発信・保留・

に社内メールや新着情報を確認する

される主な機能（サービス）は次の

転送）として利用するサービス。通

など、業務の様々なシーンで利用す

通り。

話コスト削減と共に、不在時の転送

ることができます。また当社では、

①持ち出し用マイノート機能：外出

や、折り返し電話の対応が減ること

EXaaS SmartWorkspace の他の製

時に利用するドキュメントを時間に

で、業務効率の向上を期待できる。

品との連携を図り、スマートフォン

関連付けて自動的に整理して保存し

④業務システム連携機能：社内業務

と企業内のオフィス IT 機器とを社

ておくサービス。利用者は、その日

システムや社内 Web アプリケーシ

内外問わずシームレスに連携する新

に必要なファイルやネット上の新着

ョンを、システムに変更を加えるこ

サービスの提供に取り組んでいま

情報をひとまとめにして、クラウド

となくスマートフォンから利用でき

す。」（前出、佐藤氏）

サーバ上の「EXaaS Mobile Desk」

るようにするサービス。スマートフ
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サービス紹介②

EXaaS 音声クラウドサービス

お客様の環境に必要な PBX 機能を柔軟に選択できる
ネットワークサービス型 IP テレフォニー
「EXaaS 音声クラウドサービス」
OKI は、クラウドコンピューティングサービス「EXaaS（エクサース）」のメニューの 1 つとして、国内トップクラスの実績を
もつ PBX の技術を使用したクラウド型電話サービス「EXaaS 音声クラウドサービス」の提供を開始した。本サービスは、自社
に設備を保有せずに IP-PBX システムを利用したいお客様が、オフィスの規模に関わらずお客様の環境に必要な PBX 機能を柔
軟に選択できる、本格的な音声のクラウドサービスである。

クラウドで PBX 機能を提供する
「EXaaS 音声クラウドサービス」

から、「安全かつ安心なデータセン
ターに設置された設備をサービスと
して利用したい」というニーズや、

昨今、混迷する景気動向の影響に

事務所移転により「期間限定的に利

より、設備投資を抑制する企業が増

用したい」といったニーズが増えて

えている。これに伴い、IP-PBX シ

いる。

ステムにおいても、初期投資が少な

OKI では、このようなお客様の

く、企業内での運用・管理コストを
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図 1 「EXaaS 音声クラウドサービス」の提供形態
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IP-PBX が持つ多彩な機能を利用す
ることで、お客様のニーズに柔軟に
対応し、さらに IP-PBX を自社内に
構築する場合と同等の保守・運用サ
通信システム事業本部

企業ネット

ワークシステム事業部

CTstage &

要

内線・外線・グループ機能等のIP-PBX機能を提供
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統合ヘルプデスク、
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端末保守サービス
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機器設定サービス
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保守工事サービス
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サービス
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基本機能利用サービス

端末増移設および設定変更等の保守工事
「EXaaS Mobile Deskサービス」と共にIP内線電話機能を提供

図 2 「EXaaS 音声クラウドサービス」のサービスメニュー（共同利用型）
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EXaaS 音声クラウドサービスの基

低減できること、そして、グループ

1,000 ポート以上）：特定のお客様

本サービス（共同利用型）の主な内容

機能から FMC までほとんどの PBX

専用の環境を自社内もしくは外部デ

は次の通りである（図２参照）。
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