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Lotus Notesは 1989年に登場以
来、優れた機能、ユーザビリティか
ら瞬く間に世界のエンタープライズ
クラスのグループウェアとしての地
位を確立した。現在も数多くの企業
が利用しているが、昨今の新型コロ
ナウイルスの影響に伴う外出自粛要
請の中、業務継続を実現するために、
在宅勤務を可能にするコミュニケー

ション基盤の構築が急務となった。
そのことにより、Microsoft 365や
Google Workspaceなどの SaaSの活
用が広がっており、企業のデジタル
化も進む中、Notesユーザも別プ
ラットフォームへの移行も選択肢と
して検討する企業が増えつつある。
次のように高橋氏は語る。
「Notesサーバの継続的な運用コス
トの維持やサーバの保守切れ、経年
劣化による故障リスクの増加、更に
は Notes技術者の減少によるトラブ

ル対応時のコスト増加などを理由
に、Notesサーバの更改時に継続利
用以外の選択肢を選ぶ企業が増加傾
向にあると捉えています。Notesサー
バだけでもブラウザ閲覧・モバイル
閲覧は可能です。しかし、Notesク
ライアントと比較すると利用出来な
い機能が多く、サポートもお客さま
のご要望へ十分に対応できないケー
スも少なからず発生しています。」
かつては、Notes最大の特長でも

ある EUC（エンドユーザコンピュー
ティング）を活用し、エンドユーザ
に自由に DBを作成させていたが、
昨今のコンプライアンス意識の高ま

株式会社NTTデータビジネスシステムズが展開する imforce は、様々な“FORCE”で、お客さま事業の競争力を鮮明に
描き出し、実現することができるソリューションブランドだ。
同社が培ったノウハウと技術力をアセット化したソリューションサービスの取り組みについて伺った。

3 多彩な“FORCE”活用による取り組み紹介

Notes ユーザが抱える課題

　　　　 がNotes移行の常識を変える
「Notesマイグレーションサービス」

株式会社NTTデータビジネスシステムズ
第一システム事業本部

デジタルエンタープライズ事業部
第一 imforce 部

統括グループマネージャー　高橋 正樹氏

· Notes技術者不足によりシステム
  メンテナンスが困難
· インフラ環境の安定維持が難しい
· 問い合わせ対応等のサポート負荷
  増加

保守負荷の増加

図 1　Notes ユーザが抱える課題
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りから、逆に IT統制上のデメリッ
トと感じる企業は少なくない。
Notesユーザが企業内で運用する
NotesDBには掲示板やワークフ
ロー、独自プログラム等、長年の利
用から様々な情報資産が蓄積されて
いる。例えば、文書に業務フロー等
の業務ロジックが含まれている
NotesDBは移行難易度が高く、所
謂「塩漬け」となってしまうパター
ンが多い。
昨今の DXの高まりから、貴重な

社内の情報資産である NotesDBの
再利用を望む意見は多いが、Notes

の特長でもある高い利便性が別プ
ラットフォームでは再現できないこ
とや部門別にプログラムを開発する
傾向が多いことから、業務を横断し
たシステム設計に元々なっていない
パターンが多いことも、移行難易度
を引き上げる大きな要因だ。
「Notes移行は、多面的なアセスメ
ント力とプランニング力、豊富な知識
と経験、そして移行に特化した専用
ソリューションサービスの有無、そし
て、なによりもプロジェクト推進力が
成否の鍵を握ります。」（髙橋氏）

Notes移行成功の秘訣を高橋氏は
続けて語る。
「当社は、Notesならびに intra-

martの構築・運用・移行に関する
豊富な実績を活かし、プログラム自
動変換、モックアップ・テンプレー
ト作成ツール、他システムとの自動
連携機能など独自アセットを揃え、
短期間・最適コスト・高精度な
Notes移行サービスを提供します。」
前述のとおり、Notesユーザが抱

える課題は山積みである。
Notesを取り仕切る IT部門では、

Notesの導入部門が多いほどプロ
ジェクト推進に細心の注意を払い、
ベンダー任せにならないよう管理を
徹底する必要がある。企業文化も各
社各様なため、例えば、実業務部門
のコントロールが難しく、システム
化の対象を絞り切れず、最終的には
現行踏襲に陥り、思わぬコスト増に
つながるケースがある。また、ベン
ダー選定においては、Notesはもと
より、ユーザ企業の業界特性などに
精通しており、更には別プラット
フォームへの移行プロジェクトであ
れば、移行先のプラットフォームに
対する実績や知見、裏付けされた移
行メソッドやサービスなどが提供可
能か否か等、ベンダー選定眼も求め
られる。

Notes移行サービスを提供するベ
ンダーは数多く存在するが、誤った
判断を行えば、問題に直面した場合、
満足のいく代替案や改善案の提示は
おろか、プロジェクトの QCDが担

保されず、結果的に失敗に終わる。
そして、残るものは高額のコスト負
担と低品質なシステムのみである。

NTTデータビジネスシステムズ
は 1995年から長年に渡る Notesビ
ジネスの経験から、そうした課題を
網羅的に解決する「Notesマイグ
レーションサービス」の活用を強く
推奨している。
更に、推奨する「intra-mart」の

プラットフォームを活用することで、導
入効果を更に発揮させ、すべての部
門に最適化された移行を短期間かつ
確実に実現することができるという。

■NTTデータビジネスシステムズ
が選ばれる理由とは
NTTデータビジネスシステムズの
強みは多岐に渡るが、他社を凌駕す
る特長は以下の３点と言えるだろう。

1．Notes+intra-martの豊富な実績
同社は、Notesビジネスに加え、
8200社以上の導入実績を誇る NTT

データグループが保持するシステム

構築から運用まで、長年お客さまのNotes環境を支えてきたノウハウと技術力

お客さま課題の
把握

調査分析/
方針策定

最適なプランを
選定 実装/運用

Notesマイグレーションの進め方
【お客さま課題の把握】
お客さまの課題や不満を把握します。

【調査分析/方針策定】
実績豊富な当社独自ツール・選定基準を使用し、お客さまのNotes環境を調査・分析

【最適なプランを選定】
お客さまのNotes環境を別ソリューションに移行・再構築する為のご提案を行うサービス

【実装/運用】
お客さま環境やご予算に合わせて最適なプランでの実装が可能
◆NotesDBをHTMLファイルへ変換するNotes移行サービス
◆Notes資産を最大活用し、高速・短期間によるintra-mart移行/開発を実現するNotes移行サービス

重要

図 2　Notes マイグレーションサービス

Notes 移行を成功に導く 
マイグレーションサービス
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共通基盤「intra-mart」に絶対の自
信を持つ。ソリューション提供開始
時より長年に渡り大型案件や個別イ
ンテグレーション案件などを数多く
手がけ、構築・運用・移行実績は国
内トップレベルを誇る。
2．高スピード、高品質、低コストを
実現する確立された開発手法
様々なソリューションを駆使し、
顧客要望に応え続ける同社の高度な
技術力から、緻密なアセスメント、
精度の高いモックアップ、プログラ
ム自動変換などの独自アセットをラ
インナップしている。これらを駆使
することで、効率的な移行を実現す
ると共に開発工数を削減し、移行コ
ストを低減することが可能だ。
3．人財力、開発体制
同社は NTTデータイントラマート
認定資格取得者数 105名と最多の
パートナーに位置づけられる。更には、
オフショア開発センター「imforce 

center」にも技術者を配置し、開発
規模に応じた人的リソースを安定供
給することができ、大規模プロジェク
トも安心して委託することが出来る。

■Notesマイグレーションサービスの
特長
ここで、Notesマイグレーションサー

ビスの豊富なアセット群を紹介したい。
特長は、調査分析～実装、運用とマ
イグレーションにおける全ての工程を
フルサポートすることが可能な点だ。
同社が重要視する調査分析フェー

ズでは、「NotesDBアセスメントサー
ビス 」を提供する。独自に開発され
たツールを使い、DB解析を簡易に
行うことができ、顧客の Notes環境
を精緻に調査することが可能だ。
実装 /運用フェーズでは、顧客の

Notes環境や予算を考慮したプラン
ニングを実現する為、複数の移行
サービスを提供する。独自に開発さ
れたツールが豊富に用意されてお
り、例えば、NotesDB毎に HTML

ファイルへ高速＆大量変換すること
が出来る。更には Notes資産を元
データとして intra-mart環境にイン
ポート可能なデータを自動生成し、
圧倒的な高速・短期間での intra-

mart移行を実現する事も可能だ。

■今後の展望
「Notesマイグレーションで狙うべ
き効果は安心、安全、低コスト導入
も大切ですが、最も重視すべきは、
よりオープンな環境で情報資産の利
活用が柔軟に行えることと考えます。
当社は、Notes、intra-martに加え、

取り扱う様々なプラットフォーム
（O u t s y s t e m s、 s h a r e p o i n t、
ServiceNow、Nocodeなど）への移
行も対応出来ることは大きな強みで
あると捉えています。
お客さまが培ってきた大切な情報資
産に対し、デジタル技術と当社の経験
を活かしながら、一層の付加価値創出
に今後も努めていきます。」（髙橋氏）
　　
Notes、intra-martの両製品におけ
る豊富な実績と体制があるからこ
そ、様々なシーンを想定したきめ細
かなアクションを実行することが出
来る。Notesマイグレーションサー
ビスは、いわば NTTデータビジネ
スシステムズが長年蓄積してきた
様々なノウハウが詰まった結晶とい
えるだろう。

Notes⇒intra-martのプログラム移行自動変換を実現
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図 3　豊富なNotes 移行サービスを展開


