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  クラウド環境における
帳票基盤サービス提供への取り組み

 太田　義孝　　　吉田　憲人　　　大野　敬介

個別論文

概要
　SaaSやクラウドといったサービス型のシステムが登場し、企業を取り巻く情報システム環境は大きく変化して

きている。これに応じて、当社ではクラウド環境における帳票基盤サービスの展開を視野に入れたWeb対応の

電子帳票システム「快速サーチャーＧＸ」を2010年6月にリリースした。また、製品リリースと同時に手軽に製品を

体感いただくことを目的として快速サーチャーＧＸデモサイトを開設した。快速サーチャーＧＸデモサイトは帳票

基盤サービスの構築事例の1つとして、当社の提供する他ソリューションとの組合せにより構築している。

　本稿では快速サーチャーＧＸの特徴や利用事例、快速サーチャーＧＸデモサイトの構築事例を説明し、今後の

機能拡充や製品展開に向けた現在の取り組みを述べる。
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　電子帳票システムの歴史は古く１９９０年代にまで遡り、当社

でも１９９６年の電子帳票システム「快速サーチャー」リリース以

降、これまでに１０００社を超えるお客さまにご利用いただき、

帳票検索の高速性やクライアントの操作性において高い評価

を得ている。電子帳票市場の成長期・成熟期において企業の

基幹システムの主流は汎用機であり、用途も企業内における

社内帳票の閲覧を主目的とするお客さまが多く、快速サー

チャーもまた汎用機から出力される帳票データをメインター

ゲットとしたクライアント・サーバー型の電子帳票システムで

あった。

　しかし、その後１０年余の間に企業の基幹システムは

WindowsやLinuxといったオープン系プラットフォームへの移

行が進み、さらに情報システムの利用形態も自社導入型から

SaaS (Software as a Service）、さらにはクラウドといった

サービス型の利用形態が登場したことで、企業を取り巻く情報

システム環境は大きく変化している。

　そこで２０１０年６月に新たに市場へ投入したのが「快速サー

チャーＧＸ」である。快速サーチャーＧＸでは従来の汎用機か

ら出力されるスプールデータに加え、オープン系システムから

出力されるPDFデータ、紙文書のスキャニングデータの取り

込みにも対応している。クライアントサイドではリッチクライ

アントを採用したことにより完全Web対応化を実現し、企業

内のプライベートクラウド環境や企業間での帳票公開、さら

には企業と顧客間での帳票公開など利用範囲は大きく拡がっ

ている。

　また、快速サーチャーＧＸのリリースと同時に、製品導入前
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5.  おわりに
　本稿では、快速サーチャーＧＸの紹介およびサービス基盤と

しての構築事例について紹介を行った。お客さまからは操作

性、検索速度に加え、多岐に渡るデータ形式の取り込みについ

て高く評価を得ており、また、Webシステムであることからグ

ループ企業や取引先への公開も行うなど、従来の電子帳票の

枠を超えた業務活用を検討されている。

　当社としても、今後お客さまのニーズや電子帳票ベンダとし

てこれまで培ってきたノウハウを生かした機能開発や様々な利

用形態の提供を目指して、今後もお客さまへの貢献、製品の成

長に努める所存である。
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1.  はじめに

2.1  概要
　快速サーチャーＧＸは、Web対応の電子帳票システムで、

オープン系システムから出力されるPDFデータ、汎用機から出

力されるスプールデータ、紙文書をスキャニングしたイメージ

データなど様々な形式の帳票データの統合管理・閲覧・高速検

索を可能とすることから、お客さま内の帳票基盤として活用で

きるシステムである。

　システムの構成としては、帳票データの取り込み・管理と検

索クライアントからのアクセス管理・要求処理を行うサーバ群

と、帳票を閲覧するための検索クライアントで構成している。 

(図1参照）

　検索クライアントはAdobe Flashベースのリッチクライアン

トを採用しており、専用プログラムのインストールが不要で、

Adobe Flash PlayerとWebブラウザのみで動作が可能で

ある。

2.  快速サーチャーＧＸのお客さまがより手軽に快速サーチャーＧＸを体感でき、製品

の選定に役立てられるよう「快速サーチャーＧＸデモサイト」を

開設した。このサイトはデモ帳票を閲覧・検索しながら快速サー

チャーＧＸの操作性を評価できるばかりでなく、お客さまのデー

タを快速サーチャーＧＸに取り込み実際に利用することでお客さ

まの業務適用性の評価にも活用できる。そして、このサイトの構

築にあたりインフラ環境には当社のクラウドサービス基盤製品

「EINS/SPS (Enhanced INTEC Network Solution/Shared 

Platform Service）」[1]、セキュリティ環境には当社の電子証明

書発行サービス「EINS/PKI+ (Enhanced INTEC Network 

Solution/ Public Key Infrastructure+) 」[２]のWebサー

バ証明書・デモサイトのアクセス認証用にプライベート認証局

サービス (プライベート証明書)を採用するなど、当社の提

供する他ソリューションを要素技術として取り入れている。こ

の構築事例は、今後当社が快速サーチャーＧＸを用いたクラ

ウド型帳票基盤サービスの提供を実現するための標準モデ

ルと位置付けている。

図1　快速サーチャーＧＸのシステム構成

図２　左：ページ形式表示とページタグ、右：レコード形式表示 図３　A社さま利用例のシステム構成

（２）B 社さま利用例

　B社さまでは、法人向け帳票公開サービスの基盤として

活用いただいている。B社さまでは、契約している数百社

の法人に対して、統計情報の提供サービスを行なってい

る。従来は、製本・CDによりこれらの情報を配布していた

が、エンドユーザへの情報公開時間の短縮、紙やCDの作

成・配送コストの削減等が課題となっていた。

　快速サーチャーＧＸの導入により、Web環境でデータ一

元管理・公開することで情報公開時間の短縮を実現し、情

報修正があった場合にも迅速な対応が可能となった。

　また、エンドユーザ向けに検索や画面分割による比較表

示など情報をより活用しやすくする様々な機能の提供によ

りサービスレベルの向上を実現した。

　B社さま自身においても製本やCD作成・配送にかかる

コストの大幅な削減を実現するばかりでなく、エンドユー

ザのサービス利用状況を把握することができるようになっ

たことで、それらの情報をさらなるサービスレベル向上に

向けた検討のサポート材料としてもご活用いただいてい

る。(図４参照）

図４　B社さま利用例のシステム構成

3.1　概要
　当社ではクラウド環境における帳票基盤サービス提供への

取り組みの一環として、製品導入前のお客さまがより手軽に快速

サーチャーＧＸを体感でき、製品の選定に役立てるよう快速

サーチャーＧＸデモサイト(https://kaisoku-searcher.com/)

を開設した。

3.  サービス構築事例：
     快速サーチャーＧＸデモサイト

3.2  サービス体系
　本サービスは２つのサービス体系で運用している。

（1）一般公開向けサイト

　一般公開向けサイトは、製品の機能・操作性を評価した

いお客さま向けのサイトである。一般公開向けサイトには、

図５　快速サーチャーＧＸデモサイトのサービス体系

3.3  システム構成
　本サービスのシステム構成は下記の通りである。(図６参照）

（１）インフラ環境

　インフラ環境の構築には、当社のエンタープライズ向け

クラウドサービス基盤製品、EINS/SPS[1] を採用してい

る。EINS/SPS は仮想化基盤を活用して提供する IaaS 

(Infrastructure as a Service）型のサーバホスティング

サービスである。堅牢で信頼性の高いインフラと仮想技術

の採用により、柔軟で可用性の高い、IaaS 環境を提供して

いる。EINS/SPSの特徴は以下の通りである。

● 堅牢なデータセンター設備による高品質のIT基盤サービス

● お客さま IT 資産の最小化・効率化と、利用状況に応じた

　最適なリソース配分

● ディザスタ・リカバリ (DR) 環境提供サービスによるお客

　さまの業務継続性の実現

● 既存サービスとの組み合わせによるシステムインテグレート

　EINS/SPS の採用により、安定したサービス提供を可

能としている。

（２）セキュリティ環境

　セキュリティ環境の構築には、当社の電子証明書発行

サービス EINS/PKI+[２] の Web サーバ証明書・デモサ

イトのアクセス認証用にプライベート認証局サービス（プラ

イベート証明書）と、ファイヤーウォール、攻撃検知等を提

供する、EINS/SPS のセキュリティ機能を採用している。

EINS/PKI+ は、WebTrust for CA 基準に基づいた審査

のもとで、パブリックWebサーバ証明書やパブリッククラ

イアント電子証明書の発行を行い、また各種証明書の発

行・管理を簡単に行えるサービスや認証局の代理構築・

管理サービスの提供を行っている。

　EINS/PKI+ パブリック Web サーバ証明書を本サー

ビスの Web サーバに設定することで、Web サイトの実

在性と本人性の証明を行え、また、SSL/TLS ((Secure 

Sockets Layer) / (Transport Layer Security)) に よ

り、Webサイトとブラウザとの間で送受信されるデータを

暗号化し、第三者による盗聴を防止することができる。ま

た、EINS/PKI+ パブリッククライアント電子証明書を本

サービスの認証に用いることで、なりすましの防止や、暗

号化による盗聴防止、電子署名による改ざん検知を行うこ

とが可能である。

　本サービスでは、これらのセキュリティ対策を駆使する

ことで、お客さまからお預かりした帳票を、より安全な環

境下で閲覧することを可能としている。

（３）システム・運用管理

　システム・運用管理には、当社の統合ログ管理製品、快

速サーチャー LogRevi を採用している。快速サーチャー

LogRevi はセキュアで高速検索可能な統合ログ管理製品

4.  今後の取り組み
　現在、快速サーチャーＧＸを導入されたお客さまが、エンド

ユーザ向けにサービスを提供している事例や当社の快速サー

チャーデモサイト運営など、既に快速サーチャーＧＸはサービ

ス基盤として利用され始めている。

　今後のお客さまへのさらなる高品質なサービス提供の実現

に向けて、現在以下のようなサービス基盤強化に取り組んでいる。

（１）管理者サイトマルチテナント対応

　エンドユーザに向けた帳票公開に関する参照権限や

閲覧・印刷・ファイル出力等のアクセス制限および製品

機能の利用制限などを個別に設定する機能は有しており、

エンドユーザ毎にサービスレベルを設定することが可能

である。

　一方、管理者サイトについてはサービス提供者側で一元

的に管理する機能しか有しておらず、複数ユーザ向けサー

ビス利用に課題を残している。

　これに対応すべく、現在、サービス単位でのシステム管理

情報の分割管理およびそれらに対する個別のアクセス管

理について開発を進めており、管理者サイトについてもマ

ルチテナント対応を実現することでより汎用性の高いサー

ビス基盤の提供を目指している。

（２）負荷分散機能の拡充

　上記のような複数サービス利用、また利用者数の多い

サービスでの利用の場合、サーバ側が高負荷な状態になる

と想定される。

　快速サーチャーＧＸのサーバモジュールは、複数の

Windows サービス群から構成されており、ユーザアクセ

ス管理や帳票データの取り込み、描画、検索、出力等の機能

毎に負荷を分散する構成になっているが、現在これらの

個々の機能においても処理を多重化できるよう開発を進

めており、負荷状況に応じて柔軟性の高いシステム構成を

実現できるよう目指している。

KAIHO Kanami

海寳　可奈美

● ビジネスソリューション事業本部
　ビジネスプロダクトソリューション部
●「快速サーチャー」シリーズの企画・開発業務に従事

KOGA Yoshihiro

古賀　義大

● ビジネスソリューション事業本部
　ビジネスプロダクトソリューション部
●「快速サーチャー」シリーズの企画・開発業務に従事

OONO Keisuke

大野　敬介

● ビジネスソリューション事業本部
　ビジネスプロダクトソリューション部
●「快速サーチャー」シリーズの営業支援／技術支援業務に
　従事

YOSHIDA Norihito

吉田　憲人

● ビジネスソリューション事業本部
　ビジネスプロダクトソリューション部
●「快速サーチャー」シリーズの企画・開発／営業支援／
　技術支援業務に従事

OHTA Yoshitaka

太田　義孝

● ビジネスソリューション事業本部
　ビジネスプロダクトソリューション部
●「快速サーチャー」シリーズの企画・開発／営業支援／
　技術支援業務に従事

海寳　可奈美　　　古賀　義大

2.3  幅広い業務適応力
　快速サーチャーＧＸのリリース以降、企業内における社内帳

票の閲覧という従来の電子帳票システムの用途はもちろんの

こと、その枠を超えて様々な業務シーンにおける快速サー

チャーＧＸの活用を検討いただくお客さまが増加している。次

に、既に快速サーチャーＧＸを導入いただきお客さま業務に活

用いただいている事例を２つ紹介する。

（1）A社さま利用例

　A社さまでは、コールセンターでの問合せ対応業務に活

用いただいている。A社さまでは、エンドユーザ向けに月

間数十万ページの請求書、納品書を送付しており、コール

センターでオペレーターがこれらの内容に対する問合せ対

応業務を行なっている。CRMシステムを導入していたもの

の大量な帳票の管理・検索が課題となっていた。

　快速サーチャーＧＸの導入により、大量な帳票の中から

該当のものを瞬時に検索・表示することで問合せ対応時

間の大幅な短縮を実現した。また、この事例ではCRMシ

ステムからの検索条件自動連携を行なっており、オペレー

ターはCRMシステムに問合せ元の情報を入力して検索指

示をだすと、その情報を快速サーチャーＧＸに自動連携し

て結果を表示すため、オペレーターは従来の作業手順を

変えることなく、業務改善を行なうことができた点も導入

効果として挙げられる。 (図３参照）

である。様々なシステム内に点在しているログを「統合管

理」し、お客さまのご要望に沿った快適な統合ログ環境を

ご提供する。

　本サービスにおいては、日々の同時セッション数やアク

セス数などのシステムの稼働状況においてレポーティング

を行い、サービス向上に努めている。

予めデモ用の帳票や簡易操作マニュアルが登録されてお

り、本サービスホームページ等からの IDとパスワードの申

請により、誰でも手軽に製品を体感することができる。

（２）特定ユーザ向けサイト

　特定ユーザ向けサイトは、お客さまが実際の業務で使用

している帳票のサンプルデータを用意し、そのデータをデ

モサイト上から直接参照することで、業務適用性の評価や

実際の利用イメージの確認を行いたい製品のご購入を検

討しているお客さま向けのサイトである。ID とパスワード

を用いた認証とは違い、当社より期限付きで無償提供して

いるクライアント証明書を用いた認証を行うことで、不特

定の端末からのアクセス制限や、なりすまし防止等、セキュ

アな環境を提供しており、お客さまは安心して自社の帳票

を閲覧することができる。 ( 図５参照）
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インターネット・VPN・モバイル

ページ形式表示
レコード形式表示

画面分割
　可能

2.2  特徴
　快速サーチャーＧＸの主な特徴は以下の通りである。

（１）操作性

　ユーザが直感的に操作できるわかりやすいユーザイン

ターフェースに加え、リッチクライアントの採用によりデス

クトップアプリケーションにも劣らない高い表現力・操作

性を実現。

（２）データ表示・活用

　紙帳票のイメージのまま表示する「ページ形式表示」と

明細データを表計算ソフトのようにグリッドで表示する

「レコード形式表示」の２つの表示形式や複数帳票の連結

表示・検索により幅広いデータ活用を実現。また、「ページ

形式表示」では付箋・マーカー・しおり等の貼り付けや画

面分割による画面上での帳票の比較など紙帳票と同じよ

うな運用も可能。( 図２参照）

（３）高速検索

　独自の検索エンジンによりWeb環境でも圧倒的な高速

検索を実現。

（４）セキュリティ

　ユーザ毎に個別の帳票に対する閲覧・印刷・ファイル出

力などのアクセス権限の設定や製品の個別機能に対する

利用権限の設定が可能。

　また、帳票閲覧時は検索クライアント側ではデータを保

持せず表示のみを行い、ファイル出力・印刷時も暗号化や

ユーザを特定する情報の付与を可能とするため、不正なコ

ピー等による情報漏えいを抑制。

※「快速サーチャーGXデモサイトトップページ」
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  クラウド環境における
帳票基盤サービス提供への取り組み

 太田　義孝　　　吉田　憲人　　　大野　敬介

個別論文

概要
　SaaSやクラウドといったサービス型のシステムが登場し、企業を取り巻く情報システム環境は大きく変化して

きている。これに応じて、当社ではクラウド環境における帳票基盤サービスの展開を視野に入れたWeb対応の

電子帳票システム「快速サーチャーＧＸ」を2010年6月にリリースした。また、製品リリースと同時に手軽に製品を

体感いただくことを目的として快速サーチャーＧＸデモサイトを開設した。快速サーチャーＧＸデモサイトは帳票

基盤サービスの構築事例の1つとして、当社の提供する他ソリューションとの組合せにより構築している。

　本稿では快速サーチャーＧＸの特徴や利用事例、快速サーチャーＧＸデモサイトの構築事例を説明し、今後の

機能拡充や製品展開に向けた現在の取り組みを述べる。
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　電子帳票システムの歴史は古く１９９０年代にまで遡り、当社

でも１９９６年の電子帳票システム「快速サーチャー」リリース以

降、これまでに１０００社を超えるお客さまにご利用いただき、

帳票検索の高速性やクライアントの操作性において高い評価

を得ている。電子帳票市場の成長期・成熟期において企業の

基幹システムの主流は汎用機であり、用途も企業内における

社内帳票の閲覧を主目的とするお客さまが多く、快速サー

チャーもまた汎用機から出力される帳票データをメインター

ゲットとしたクライアント・サーバー型の電子帳票システムで

あった。

　しかし、その後１０年余の間に企業の基幹システムは

WindowsやLinuxといったオープン系プラットフォームへの移

行が進み、さらに情報システムの利用形態も自社導入型から

SaaS (Software as a Service）、さらにはクラウドといった

サービス型の利用形態が登場したことで、企業を取り巻く情報

システム環境は大きく変化している。

　そこで２０１０年６月に新たに市場へ投入したのが「快速サー

チャーＧＸ」である。快速サーチャーＧＸでは従来の汎用機か

ら出力されるスプールデータに加え、オープン系システムから

出力されるPDFデータ、紙文書のスキャニングデータの取り

込みにも対応している。クライアントサイドではリッチクライ

アントを採用したことにより完全Web対応化を実現し、企業

内のプライベートクラウド環境や企業間での帳票公開、さら

には企業と顧客間での帳票公開など利用範囲は大きく拡がっ

ている。

　また、快速サーチャーＧＸのリリースと同時に、製品導入前

参考文献

[1] エンタープライズ向けクラウドサービス基盤「EINS/SPS」

　  http://www.intec.co.jp/service/outsourcing/sps.html

[2] 電子証明書発行サービス「EINS/PKI+」

　  http://www.einspki.jp/about/index.html
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5.  おわりに
　本稿では、快速サーチャーＧＸの紹介およびサービス基盤と

しての構築事例について紹介を行った。お客さまからは操作

性、検索速度に加え、多岐に渡るデータ形式の取り込みについ

て高く評価を得ており、また、Webシステムであることからグ

ループ企業や取引先への公開も行うなど、従来の電子帳票の

枠を超えた業務活用を検討されている。

　当社としても、今後お客さまのニーズや電子帳票ベンダとし

てこれまで培ってきたノウハウを生かした機能開発や様々な利

用形態の提供を目指して、今後もお客さまへの貢献、製品の成

長に努める所存である。

第12号

第12号

第12号 第12号

1.  はじめに

2.1  概要
　快速サーチャーＧＸは、Web対応の電子帳票システムで、

オープン系システムから出力されるPDFデータ、汎用機から出

力されるスプールデータ、紙文書をスキャニングしたイメージ

データなど様々な形式の帳票データの統合管理・閲覧・高速検

索を可能とすることから、お客さま内の帳票基盤として活用で

きるシステムである。

　システムの構成としては、帳票データの取り込み・管理と検

索クライアントからのアクセス管理・要求処理を行うサーバ群

と、帳票を閲覧するための検索クライアントで構成している。 

(図1参照）

　検索クライアントはAdobe Flashベースのリッチクライアン

トを採用しており、専用プログラムのインストールが不要で、

Adobe Flash PlayerとWebブラウザのみで動作が可能で

ある。

2.  快速サーチャーＧＸのお客さまがより手軽に快速サーチャーＧＸを体感でき、製品

の選定に役立てられるよう「快速サーチャーＧＸデモサイト」を

開設した。このサイトはデモ帳票を閲覧・検索しながら快速サー

チャーＧＸの操作性を評価できるばかりでなく、お客さまのデー

タを快速サーチャーＧＸに取り込み実際に利用することでお客さ

まの業務適用性の評価にも活用できる。そして、このサイトの構

築にあたりインフラ環境には当社のクラウドサービス基盤製品

「EINS/SPS (Enhanced INTEC Network Solution/Shared 

Platform Service）」[1]、セキュリティ環境には当社の電子証明

書発行サービス「EINS/PKI+ (Enhanced INTEC Network 

Solution/ Public Key Infrastructure+) 」[２]のWebサー

バ証明書・デモサイトのアクセス認証用にプライベート認証局

サービス (プライベート証明書)を採用するなど、当社の提

供する他ソリューションを要素技術として取り入れている。こ

の構築事例は、今後当社が快速サーチャーＧＸを用いたクラ

ウド型帳票基盤サービスの提供を実現するための標準モデ

ルと位置付けている。

図1　快速サーチャーＧＸのシステム構成

図２　左：ページ形式表示とページタグ、右：レコード形式表示 図３　A社さま利用例のシステム構成

（２）B 社さま利用例

　B社さまでは、法人向け帳票公開サービスの基盤として

活用いただいている。B社さまでは、契約している数百社

の法人に対して、統計情報の提供サービスを行なってい

る。従来は、製本・CDによりこれらの情報を配布していた

が、エンドユーザへの情報公開時間の短縮、紙やCDの作

成・配送コストの削減等が課題となっていた。

　快速サーチャーＧＸの導入により、Web環境でデータ一

元管理・公開することで情報公開時間の短縮を実現し、情

報修正があった場合にも迅速な対応が可能となった。

　また、エンドユーザ向けに検索や画面分割による比較表

示など情報をより活用しやすくする様々な機能の提供によ

りサービスレベルの向上を実現した。

　B社さま自身においても製本やCD作成・配送にかかる

コストの大幅な削減を実現するばかりでなく、エンドユー

ザのサービス利用状況を把握することができるようになっ

たことで、それらの情報をさらなるサービスレベル向上に

向けた検討のサポート材料としてもご活用いただいてい

る。(図４参照）

図４　B社さま利用例のシステム構成

3.1　概要
　当社ではクラウド環境における帳票基盤サービス提供への

取り組みの一環として、製品導入前のお客さまがより手軽に快速

サーチャーＧＸを体感でき、製品の選定に役立てるよう快速

サーチャーＧＸデモサイト(https://kaisoku-searcher.com/)

を開設した。

3.  サービス構築事例：
     快速サーチャーＧＸデモサイト

3.2  サービス体系
　本サービスは２つのサービス体系で運用している。

（1）一般公開向けサイト

　一般公開向けサイトは、製品の機能・操作性を評価した

いお客さま向けのサイトである。一般公開向けサイトには、

図５　快速サーチャーＧＸデモサイトのサービス体系

3.3  システム構成
　本サービスのシステム構成は下記の通りである。(図６参照）

（１）インフラ環境

　インフラ環境の構築には、当社のエンタープライズ向け

クラウドサービス基盤製品、EINS/SPS[1] を採用してい

る。EINS/SPS は仮想化基盤を活用して提供する IaaS 

(Infrastructure as a Service）型のサーバホスティング

サービスである。堅牢で信頼性の高いインフラと仮想技術

の採用により、柔軟で可用性の高い、IaaS 環境を提供して

いる。EINS/SPSの特徴は以下の通りである。

● 堅牢なデータセンター設備による高品質のIT基盤サービス

● お客さま IT 資産の最小化・効率化と、利用状況に応じた

　最適なリソース配分

● ディザスタ・リカバリ (DR) 環境提供サービスによるお客

　さまの業務継続性の実現

● 既存サービスとの組み合わせによるシステムインテグレート

　EINS/SPS の採用により、安定したサービス提供を可

能としている。

（２）セキュリティ環境

　セキュリティ環境の構築には、当社の電子証明書発行

サービス EINS/PKI+[２] の Web サーバ証明書・デモサ

イトのアクセス認証用にプライベート認証局サービス（プラ

イベート証明書）と、ファイヤーウォール、攻撃検知等を提

供する、EINS/SPS のセキュリティ機能を採用している。

EINS/PKI+ は、WebTrust for CA 基準に基づいた審査

のもとで、パブリックWebサーバ証明書やパブリッククラ

イアント電子証明書の発行を行い、また各種証明書の発

行・管理を簡単に行えるサービスや認証局の代理構築・

管理サービスの提供を行っている。

　EINS/PKI+ パブリック Web サーバ証明書を本サー

ビスの Web サーバに設定することで、Web サイトの実

在性と本人性の証明を行え、また、SSL/TLS ((Secure 

Sockets Layer) / (Transport Layer Security)) に よ

り、Webサイトとブラウザとの間で送受信されるデータを

暗号化し、第三者による盗聴を防止することができる。ま

た、EINS/PKI+ パブリッククライアント電子証明書を本

サービスの認証に用いることで、なりすましの防止や、暗

号化による盗聴防止、電子署名による改ざん検知を行うこ

とが可能である。

　本サービスでは、これらのセキュリティ対策を駆使する

ことで、お客さまからお預かりした帳票を、より安全な環

境下で閲覧することを可能としている。

（３）システム・運用管理

　システム・運用管理には、当社の統合ログ管理製品、快

速サーチャー LogRevi を採用している。快速サーチャー

LogRevi はセキュアで高速検索可能な統合ログ管理製品

4.  今後の取り組み
　現在、快速サーチャーＧＸを導入されたお客さまが、エンド

ユーザ向けにサービスを提供している事例や当社の快速サー

チャーデモサイト運営など、既に快速サーチャーＧＸはサービ

ス基盤として利用され始めている。

　今後のお客さまへのさらなる高品質なサービス提供の実現

に向けて、現在以下のようなサービス基盤強化に取り組んでいる。

（１）管理者サイトマルチテナント対応

　エンドユーザに向けた帳票公開に関する参照権限や

閲覧・印刷・ファイル出力等のアクセス制限および製品

機能の利用制限などを個別に設定する機能は有しており、

エンドユーザ毎にサービスレベルを設定することが可能

である。

　一方、管理者サイトについてはサービス提供者側で一元

的に管理する機能しか有しておらず、複数ユーザ向けサー

ビス利用に課題を残している。

　これに対応すべく、現在、サービス単位でのシステム管理

情報の分割管理およびそれらに対する個別のアクセス管

理について開発を進めており、管理者サイトについてもマ

ルチテナント対応を実現することでより汎用性の高いサー

ビス基盤の提供を目指している。

（２）負荷分散機能の拡充

　上記のような複数サービス利用、また利用者数の多い

サービスでの利用の場合、サーバ側が高負荷な状態になる

と想定される。

　快速サーチャーＧＸのサーバモジュールは、複数の

Windows サービス群から構成されており、ユーザアクセ

ス管理や帳票データの取り込み、描画、検索、出力等の機能

毎に負荷を分散する構成になっているが、現在これらの

個々の機能においても処理を多重化できるよう開発を進

めており、負荷状況に応じて柔軟性の高いシステム構成を

実現できるよう目指している。
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2.3  幅広い業務適応力
　快速サーチャーＧＸのリリース以降、企業内における社内帳

票の閲覧という従来の電子帳票システムの用途はもちろんの

こと、その枠を超えて様々な業務シーンにおける快速サー

チャーＧＸの活用を検討いただくお客さまが増加している。次

に、既に快速サーチャーＧＸを導入いただきお客さま業務に活

用いただいている事例を２つ紹介する。

（1）A社さま利用例

　A社さまでは、コールセンターでの問合せ対応業務に活

用いただいている。A社さまでは、エンドユーザ向けに月

間数十万ページの請求書、納品書を送付しており、コール

センターでオペレーターがこれらの内容に対する問合せ対

応業務を行なっている。CRMシステムを導入していたもの

の大量な帳票の管理・検索が課題となっていた。

　快速サーチャーＧＸの導入により、大量な帳票の中から

該当のものを瞬時に検索・表示することで問合せ対応時

間の大幅な短縮を実現した。また、この事例ではCRMシ

ステムからの検索条件自動連携を行なっており、オペレー

ターはCRMシステムに問合せ元の情報を入力して検索指

示をだすと、その情報を快速サーチャーＧＸに自動連携し

て結果を表示すため、オペレーターは従来の作業手順を

変えることなく、業務改善を行なうことができた点も導入

効果として挙げられる。 (図３参照）

である。様々なシステム内に点在しているログを「統合管

理」し、お客さまのご要望に沿った快適な統合ログ環境を

ご提供する。

　本サービスにおいては、日々の同時セッション数やアク

セス数などのシステムの稼働状況においてレポーティング

を行い、サービス向上に努めている。

予めデモ用の帳票や簡易操作マニュアルが登録されてお

り、本サービスホームページ等からの IDとパスワードの申

請により、誰でも手軽に製品を体感することができる。

（２）特定ユーザ向けサイト

　特定ユーザ向けサイトは、お客さまが実際の業務で使用

している帳票のサンプルデータを用意し、そのデータをデ

モサイト上から直接参照することで、業務適用性の評価や

実際の利用イメージの確認を行いたい製品のご購入を検

討しているお客さま向けのサイトである。ID とパスワード

を用いた認証とは違い、当社より期限付きで無償提供して

いるクライアント証明書を用いた認証を行うことで、不特

定の端末からのアクセス制限や、なりすまし防止等、セキュ

アな環境を提供しており、お客さまは安心して自社の帳票

を閲覧することができる。 ( 図５参照）
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図６　快速サーチャーＧＸデモサイトのシステム構成
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　　レポート作成

REPORT

インテックビジネスクラウドサービス基盤

PaaS

IssS/HaaS

SaaS

アプリケーションプラットフォーム

サーバー証明書の利用

OS/ミドルウェア

ネットワーク 仮想サーバ ストレージ

データセンターファシリティ

外部ネットワーク
インターネット・VPN・モバイル

ページ形式表示
レコード形式表示
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2.2  特徴
　快速サーチャーＧＸの主な特徴は以下の通りである。

（１）操作性

　ユーザが直感的に操作できるわかりやすいユーザイン

ターフェースに加え、リッチクライアントの採用によりデス

クトップアプリケーションにも劣らない高い表現力・操作

性を実現。

（２）データ表示・活用

　紙帳票のイメージのまま表示する「ページ形式表示」と

明細データを表計算ソフトのようにグリッドで表示する

「レコード形式表示」の２つの表示形式や複数帳票の連結

表示・検索により幅広いデータ活用を実現。また、「ページ

形式表示」では付箋・マーカー・しおり等の貼り付けや画

面分割による画面上での帳票の比較など紙帳票と同じよ

うな運用も可能。( 図２参照）

（３）高速検索

　独自の検索エンジンによりWeb環境でも圧倒的な高速

検索を実現。

（４）セキュリティ

　ユーザ毎に個別の帳票に対する閲覧・印刷・ファイル出

力などのアクセス権限の設定や製品の個別機能に対する

利用権限の設定が可能。

　また、帳票閲覧時は検索クライアント側ではデータを保

持せず表示のみを行い、ファイル出力・印刷時も暗号化や

ユーザを特定する情報の付与を可能とするため、不正なコ

ピー等による情報漏えいを抑制。

※「快速サーチャーGXデモサイトトップページ」
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  クラウド環境における
帳票基盤サービス提供への取り組み

 太田　義孝　　　吉田　憲人　　　大野　敬介

個別論文

概要
　SaaSやクラウドといったサービス型のシステムが登場し、企業を取り巻く情報システム環境は大きく変化して

きている。これに応じて、当社ではクラウド環境における帳票基盤サービスの展開を視野に入れたWeb対応の

電子帳票システム「快速サーチャーＧＸ」を2010年6月にリリースした。また、製品リリースと同時に手軽に製品を

体感いただくことを目的として快速サーチャーＧＸデモサイトを開設した。快速サーチャーＧＸデモサイトは帳票

基盤サービスの構築事例の1つとして、当社の提供する他ソリューションとの組合せにより構築している。

　本稿では快速サーチャーＧＸの特徴や利用事例、快速サーチャーＧＸデモサイトの構築事例を説明し、今後の

機能拡充や製品展開に向けた現在の取り組みを述べる。
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　電子帳票システムの歴史は古く１９９０年代にまで遡り、当社

でも１９９６年の電子帳票システム「快速サーチャー」リリース以

降、これまでに１０００社を超えるお客さまにご利用いただき、

帳票検索の高速性やクライアントの操作性において高い評価

を得ている。電子帳票市場の成長期・成熟期において企業の

基幹システムの主流は汎用機であり、用途も企業内における

社内帳票の閲覧を主目的とするお客さまが多く、快速サー

チャーもまた汎用機から出力される帳票データをメインター

ゲットとしたクライアント・サーバー型の電子帳票システムで

あった。

　しかし、その後１０年余の間に企業の基幹システムは

WindowsやLinuxといったオープン系プラットフォームへの移

行が進み、さらに情報システムの利用形態も自社導入型から

SaaS (Software as a Service）、さらにはクラウドといった

サービス型の利用形態が登場したことで、企業を取り巻く情報

システム環境は大きく変化している。

　そこで２０１０年６月に新たに市場へ投入したのが「快速サー

チャーＧＸ」である。快速サーチャーＧＸでは従来の汎用機か

ら出力されるスプールデータに加え、オープン系システムから

出力されるPDFデータ、紙文書のスキャニングデータの取り

込みにも対応している。クライアントサイドではリッチクライ

アントを採用したことにより完全Web対応化を実現し、企業

内のプライベートクラウド環境や企業間での帳票公開、さら

には企業と顧客間での帳票公開など利用範囲は大きく拡がっ

ている。

　また、快速サーチャーＧＸのリリースと同時に、製品導入前

参考文献

[1] エンタープライズ向けクラウドサービス基盤「EINS/SPS」

　  http://www.intec.co.jp/service/outsourcing/sps.html

[2] 電子証明書発行サービス「EINS/PKI+」

　  http://www.einspki.jp/about/index.html
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5.  おわりに
　本稿では、快速サーチャーＧＸの紹介およびサービス基盤と

しての構築事例について紹介を行った。お客さまからは操作

性、検索速度に加え、多岐に渡るデータ形式の取り込みについ

て高く評価を得ており、また、Webシステムであることからグ

ループ企業や取引先への公開も行うなど、従来の電子帳票の

枠を超えた業務活用を検討されている。

　当社としても、今後お客さまのニーズや電子帳票ベンダとし

てこれまで培ってきたノウハウを生かした機能開発や様々な利

用形態の提供を目指して、今後もお客さまへの貢献、製品の成

長に努める所存である。

第12号

第12号

第12号 第12号

1.  はじめに

2.1  概要
　快速サーチャーＧＸは、Web対応の電子帳票システムで、

オープン系システムから出力されるPDFデータ、汎用機から出

力されるスプールデータ、紙文書をスキャニングしたイメージ

データなど様々な形式の帳票データの統合管理・閲覧・高速検

索を可能とすることから、お客さま内の帳票基盤として活用で

きるシステムである。

　システムの構成としては、帳票データの取り込み・管理と検

索クライアントからのアクセス管理・要求処理を行うサーバ群

と、帳票を閲覧するための検索クライアントで構成している。 

(図1参照）

　検索クライアントはAdobe Flashベースのリッチクライアン

トを採用しており、専用プログラムのインストールが不要で、

Adobe Flash PlayerとWebブラウザのみで動作が可能で

ある。

2.  快速サーチャーＧＸのお客さまがより手軽に快速サーチャーＧＸを体感でき、製品

の選定に役立てられるよう「快速サーチャーＧＸデモサイト」を

開設した。このサイトはデモ帳票を閲覧・検索しながら快速サー

チャーＧＸの操作性を評価できるばかりでなく、お客さまのデー

タを快速サーチャーＧＸに取り込み実際に利用することでお客さ

まの業務適用性の評価にも活用できる。そして、このサイトの構

築にあたりインフラ環境には当社のクラウドサービス基盤製品

「EINS/SPS (Enhanced INTEC Network Solution/Shared 

Platform Service）」[1]、セキュリティ環境には当社の電子証明

書発行サービス「EINS/PKI+ (Enhanced INTEC Network 

Solution/ Public Key Infrastructure+) 」[２]のWebサー

バ証明書・デモサイトのアクセス認証用にプライベート認証局

サービス (プライベート証明書)を採用するなど、当社の提

供する他ソリューションを要素技術として取り入れている。こ

の構築事例は、今後当社が快速サーチャーＧＸを用いたクラ

ウド型帳票基盤サービスの提供を実現するための標準モデ

ルと位置付けている。

図1　快速サーチャーＧＸのシステム構成

図２　左：ページ形式表示とページタグ、右：レコード形式表示 図３　A社さま利用例のシステム構成

（２）B 社さま利用例

　B社さまでは、法人向け帳票公開サービスの基盤として

活用いただいている。B社さまでは、契約している数百社

の法人に対して、統計情報の提供サービスを行なってい

る。従来は、製本・CDによりこれらの情報を配布していた

が、エンドユーザへの情報公開時間の短縮、紙やCDの作

成・配送コストの削減等が課題となっていた。

　快速サーチャーＧＸの導入により、Web環境でデータ一

元管理・公開することで情報公開時間の短縮を実現し、情

報修正があった場合にも迅速な対応が可能となった。

　また、エンドユーザ向けに検索や画面分割による比較表

示など情報をより活用しやすくする様々な機能の提供によ

りサービスレベルの向上を実現した。

　B社さま自身においても製本やCD作成・配送にかかる

コストの大幅な削減を実現するばかりでなく、エンドユー

ザのサービス利用状況を把握することができるようになっ

たことで、それらの情報をさらなるサービスレベル向上に

向けた検討のサポート材料としてもご活用いただいてい

る。(図４参照）

図４　B社さま利用例のシステム構成

3.1　概要
　当社ではクラウド環境における帳票基盤サービス提供への

取り組みの一環として、製品導入前のお客さまがより手軽に快速

サーチャーＧＸを体感でき、製品の選定に役立てるよう快速

サーチャーＧＸデモサイト(https://kaisoku-searcher.com/)

を開設した。

3.  サービス構築事例：
     快速サーチャーＧＸデモサイト

3.2  サービス体系
　本サービスは２つのサービス体系で運用している。

（1）一般公開向けサイト

　一般公開向けサイトは、製品の機能・操作性を評価した

いお客さま向けのサイトである。一般公開向けサイトには、

図５　快速サーチャーＧＸデモサイトのサービス体系

3.3  システム構成
　本サービスのシステム構成は下記の通りである。(図６参照）

（１）インフラ環境

　インフラ環境の構築には、当社のエンタープライズ向け

クラウドサービス基盤製品、EINS/SPS[1] を採用してい

る。EINS/SPS は仮想化基盤を活用して提供する IaaS 

(Infrastructure as a Service）型のサーバホスティング

サービスである。堅牢で信頼性の高いインフラと仮想技術

の採用により、柔軟で可用性の高い、IaaS 環境を提供して

いる。EINS/SPSの特徴は以下の通りである。

● 堅牢なデータセンター設備による高品質のIT基盤サービス

● お客さま IT 資産の最小化・効率化と、利用状況に応じた

　最適なリソース配分

● ディザスタ・リカバリ (DR) 環境提供サービスによるお客

　さまの業務継続性の実現

● 既存サービスとの組み合わせによるシステムインテグレート

　EINS/SPS の採用により、安定したサービス提供を可

能としている。

（２）セキュリティ環境

　セキュリティ環境の構築には、当社の電子証明書発行

サービス EINS/PKI+[２] の Web サーバ証明書・デモサ

イトのアクセス認証用にプライベート認証局サービス（プラ

イベート証明書）と、ファイヤーウォール、攻撃検知等を提

供する、EINS/SPS のセキュリティ機能を採用している。

EINS/PKI+ は、WebTrust for CA 基準に基づいた審査

のもとで、パブリックWebサーバ証明書やパブリッククラ

イアント電子証明書の発行を行い、また各種証明書の発

行・管理を簡単に行えるサービスや認証局の代理構築・

管理サービスの提供を行っている。

　EINS/PKI+ パブリック Web サーバ証明書を本サー

ビスの Web サーバに設定することで、Web サイトの実

在性と本人性の証明を行え、また、SSL/TLS ((Secure 

Sockets Layer) / (Transport Layer Security)) に よ

り、Webサイトとブラウザとの間で送受信されるデータを

暗号化し、第三者による盗聴を防止することができる。ま

た、EINS/PKI+ パブリッククライアント電子証明書を本

サービスの認証に用いることで、なりすましの防止や、暗

号化による盗聴防止、電子署名による改ざん検知を行うこ

とが可能である。

　本サービスでは、これらのセキュリティ対策を駆使する

ことで、お客さまからお預かりした帳票を、より安全な環

境下で閲覧することを可能としている。

（３）システム・運用管理

　システム・運用管理には、当社の統合ログ管理製品、快

速サーチャー LogRevi を採用している。快速サーチャー

LogRevi はセキュアで高速検索可能な統合ログ管理製品

4.  今後の取り組み
　現在、快速サーチャーＧＸを導入されたお客さまが、エンド

ユーザ向けにサービスを提供している事例や当社の快速サー

チャーデモサイト運営など、既に快速サーチャーＧＸはサービ

ス基盤として利用され始めている。

　今後のお客さまへのさらなる高品質なサービス提供の実現

に向けて、現在以下のようなサービス基盤強化に取り組んでいる。

（１）管理者サイトマルチテナント対応

　エンドユーザに向けた帳票公開に関する参照権限や

閲覧・印刷・ファイル出力等のアクセス制限および製品

機能の利用制限などを個別に設定する機能は有しており、

エンドユーザ毎にサービスレベルを設定することが可能

である。

　一方、管理者サイトについてはサービス提供者側で一元

的に管理する機能しか有しておらず、複数ユーザ向けサー

ビス利用に課題を残している。

　これに対応すべく、現在、サービス単位でのシステム管理

情報の分割管理およびそれらに対する個別のアクセス管

理について開発を進めており、管理者サイトについてもマ

ルチテナント対応を実現することでより汎用性の高いサー

ビス基盤の提供を目指している。

（２）負荷分散機能の拡充

　上記のような複数サービス利用、また利用者数の多い

サービスでの利用の場合、サーバ側が高負荷な状態になる

と想定される。

　快速サーチャーＧＸのサーバモジュールは、複数の

Windows サービス群から構成されており、ユーザアクセ

ス管理や帳票データの取り込み、描画、検索、出力等の機能

毎に負荷を分散する構成になっているが、現在これらの

個々の機能においても処理を多重化できるよう開発を進

めており、負荷状況に応じて柔軟性の高いシステム構成を

実現できるよう目指している。
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2.3  幅広い業務適応力
　快速サーチャーＧＸのリリース以降、企業内における社内帳

票の閲覧という従来の電子帳票システムの用途はもちろんの

こと、その枠を超えて様々な業務シーンにおける快速サー

チャーＧＸの活用を検討いただくお客さまが増加している。次

に、既に快速サーチャーＧＸを導入いただきお客さま業務に活

用いただいている事例を２つ紹介する。

（1）A社さま利用例

　A社さまでは、コールセンターでの問合せ対応業務に活

用いただいている。A社さまでは、エンドユーザ向けに月

間数十万ページの請求書、納品書を送付しており、コール

センターでオペレーターがこれらの内容に対する問合せ対

応業務を行なっている。CRMシステムを導入していたもの

の大量な帳票の管理・検索が課題となっていた。

　快速サーチャーＧＸの導入により、大量な帳票の中から

該当のものを瞬時に検索・表示することで問合せ対応時

間の大幅な短縮を実現した。また、この事例ではCRMシ

ステムからの検索条件自動連携を行なっており、オペレー

ターはCRMシステムに問合せ元の情報を入力して検索指

示をだすと、その情報を快速サーチャーＧＸに自動連携し

て結果を表示すため、オペレーターは従来の作業手順を

変えることなく、業務改善を行なうことができた点も導入

効果として挙げられる。 (図３参照）

である。様々なシステム内に点在しているログを「統合管

理」し、お客さまのご要望に沿った快適な統合ログ環境を

ご提供する。

　本サービスにおいては、日々の同時セッション数やアク

セス数などのシステムの稼働状況においてレポーティング

を行い、サービス向上に努めている。

予めデモ用の帳票や簡易操作マニュアルが登録されてお

り、本サービスホームページ等からの IDとパスワードの申

請により、誰でも手軽に製品を体感することができる。

（２）特定ユーザ向けサイト

　特定ユーザ向けサイトは、お客さまが実際の業務で使用

している帳票のサンプルデータを用意し、そのデータをデ

モサイト上から直接参照することで、業務適用性の評価や

実際の利用イメージの確認を行いたい製品のご購入を検

討しているお客さま向けのサイトである。ID とパスワード

を用いた認証とは違い、当社より期限付きで無償提供して

いるクライアント証明書を用いた認証を行うことで、不特

定の端末からのアクセス制限や、なりすまし防止等、セキュ

アな環境を提供しており、お客さまは安心して自社の帳票

を閲覧することができる。 ( 図５参照）
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図６　快速サーチャーＧＸデモサイトのシステム構成
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2.2  特徴
　快速サーチャーＧＸの主な特徴は以下の通りである。

（１）操作性

　ユーザが直感的に操作できるわかりやすいユーザイン

ターフェースに加え、リッチクライアントの採用によりデス

クトップアプリケーションにも劣らない高い表現力・操作

性を実現。

（２）データ表示・活用

　紙帳票のイメージのまま表示する「ページ形式表示」と

明細データを表計算ソフトのようにグリッドで表示する

「レコード形式表示」の２つの表示形式や複数帳票の連結

表示・検索により幅広いデータ活用を実現。また、「ページ

形式表示」では付箋・マーカー・しおり等の貼り付けや画

面分割による画面上での帳票の比較など紙帳票と同じよ

うな運用も可能。( 図２参照）

（３）高速検索

　独自の検索エンジンによりWeb環境でも圧倒的な高速

検索を実現。

（４）セキュリティ

　ユーザ毎に個別の帳票に対する閲覧・印刷・ファイル出

力などのアクセス権限の設定や製品の個別機能に対する

利用権限の設定が可能。

　また、帳票閲覧時は検索クライアント側ではデータを保

持せず表示のみを行い、ファイル出力・印刷時も暗号化や

ユーザを特定する情報の付与を可能とするため、不正なコ

ピー等による情報漏えいを抑制。

※「快速サーチャーGXデモサイトトップページ」
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  クラウド環境における
帳票基盤サービス提供への取り組み

 太田　義孝　　　吉田　憲人　　　大野　敬介

個別論文

概要
　SaaSやクラウドといったサービス型のシステムが登場し、企業を取り巻く情報システム環境は大きく変化して

きている。これに応じて、当社ではクラウド環境における帳票基盤サービスの展開を視野に入れたWeb対応の

電子帳票システム「快速サーチャーＧＸ」を2010年6月にリリースした。また、製品リリースと同時に手軽に製品を

体感いただくことを目的として快速サーチャーＧＸデモサイトを開設した。快速サーチャーＧＸデモサイトは帳票

基盤サービスの構築事例の1つとして、当社の提供する他ソリューションとの組合せにより構築している。

　本稿では快速サーチャーＧＸの特徴や利用事例、快速サーチャーＧＸデモサイトの構築事例を説明し、今後の

機能拡充や製品展開に向けた現在の取り組みを述べる。
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　電子帳票システムの歴史は古く１９９０年代にまで遡り、当社

でも１９９６年の電子帳票システム「快速サーチャー」リリース以

降、これまでに１０００社を超えるお客さまにご利用いただき、

帳票検索の高速性やクライアントの操作性において高い評価

を得ている。電子帳票市場の成長期・成熟期において企業の

基幹システムの主流は汎用機であり、用途も企業内における

社内帳票の閲覧を主目的とするお客さまが多く、快速サー

チャーもまた汎用機から出力される帳票データをメインター

ゲットとしたクライアント・サーバー型の電子帳票システムで

あった。

　しかし、その後１０年余の間に企業の基幹システムは

WindowsやLinuxといったオープン系プラットフォームへの移

行が進み、さらに情報システムの利用形態も自社導入型から

SaaS (Software as a Service）、さらにはクラウドといった

サービス型の利用形態が登場したことで、企業を取り巻く情報

システム環境は大きく変化している。

　そこで２０１０年６月に新たに市場へ投入したのが「快速サー

チャーＧＸ」である。快速サーチャーＧＸでは従来の汎用機か

ら出力されるスプールデータに加え、オープン系システムから

出力されるPDFデータ、紙文書のスキャニングデータの取り

込みにも対応している。クライアントサイドではリッチクライ

アントを採用したことにより完全Web対応化を実現し、企業

内のプライベートクラウド環境や企業間での帳票公開、さら

には企業と顧客間での帳票公開など利用範囲は大きく拡がっ

ている。

　また、快速サーチャーＧＸのリリースと同時に、製品導入前

参考文献

[1] エンタープライズ向けクラウドサービス基盤「EINS/SPS」

　  http://www.intec.co.jp/service/outsourcing/sps.html

[2] 電子証明書発行サービス「EINS/PKI+」

　  http://www.einspki.jp/about/index.html
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5.  おわりに
　本稿では、快速サーチャーＧＸの紹介およびサービス基盤と

しての構築事例について紹介を行った。お客さまからは操作

性、検索速度に加え、多岐に渡るデータ形式の取り込みについ

て高く評価を得ており、また、Webシステムであることからグ

ループ企業や取引先への公開も行うなど、従来の電子帳票の

枠を超えた業務活用を検討されている。

　当社としても、今後お客さまのニーズや電子帳票ベンダとし

てこれまで培ってきたノウハウを生かした機能開発や様々な利

用形態の提供を目指して、今後もお客さまへの貢献、製品の成

長に努める所存である。

第12号

第12号

第12号 第12号

1.  はじめに

2.1  概要
　快速サーチャーＧＸは、Web対応の電子帳票システムで、

オープン系システムから出力されるPDFデータ、汎用機から出

力されるスプールデータ、紙文書をスキャニングしたイメージ

データなど様々な形式の帳票データの統合管理・閲覧・高速検

索を可能とすることから、お客さま内の帳票基盤として活用で

きるシステムである。

　システムの構成としては、帳票データの取り込み・管理と検

索クライアントからのアクセス管理・要求処理を行うサーバ群

と、帳票を閲覧するための検索クライアントで構成している。 

(図1参照）

　検索クライアントはAdobe Flashベースのリッチクライアン

トを採用しており、専用プログラムのインストールが不要で、

Adobe Flash PlayerとWebブラウザのみで動作が可能で

ある。

2.  快速サーチャーＧＸのお客さまがより手軽に快速サーチャーＧＸを体感でき、製品

の選定に役立てられるよう「快速サーチャーＧＸデモサイト」を

開設した。このサイトはデモ帳票を閲覧・検索しながら快速サー

チャーＧＸの操作性を評価できるばかりでなく、お客さまのデー

タを快速サーチャーＧＸに取り込み実際に利用することでお客さ

まの業務適用性の評価にも活用できる。そして、このサイトの構

築にあたりインフラ環境には当社のクラウドサービス基盤製品

「EINS/SPS (Enhanced INTEC Network Solution/Shared 

Platform Service）」[1]、セキュリティ環境には当社の電子証明

書発行サービス「EINS/PKI+ (Enhanced INTEC Network 

Solution/ Public Key Infrastructure+) 」[２]のWebサー

バ証明書・デモサイトのアクセス認証用にプライベート認証局

サービス (プライベート証明書)を採用するなど、当社の提

供する他ソリューションを要素技術として取り入れている。こ

の構築事例は、今後当社が快速サーチャーＧＸを用いたクラ

ウド型帳票基盤サービスの提供を実現するための標準モデ

ルと位置付けている。

図1　快速サーチャーＧＸのシステム構成

図２　左：ページ形式表示とページタグ、右：レコード形式表示 図３　A社さま利用例のシステム構成

（２）B 社さま利用例

　B社さまでは、法人向け帳票公開サービスの基盤として

活用いただいている。B社さまでは、契約している数百社

の法人に対して、統計情報の提供サービスを行なってい

る。従来は、製本・CDによりこれらの情報を配布していた

が、エンドユーザへの情報公開時間の短縮、紙やCDの作

成・配送コストの削減等が課題となっていた。

　快速サーチャーＧＸの導入により、Web環境でデータ一

元管理・公開することで情報公開時間の短縮を実現し、情

報修正があった場合にも迅速な対応が可能となった。

　また、エンドユーザ向けに検索や画面分割による比較表

示など情報をより活用しやすくする様々な機能の提供によ

りサービスレベルの向上を実現した。

　B社さま自身においても製本やCD作成・配送にかかる

コストの大幅な削減を実現するばかりでなく、エンドユー

ザのサービス利用状況を把握することができるようになっ

たことで、それらの情報をさらなるサービスレベル向上に

向けた検討のサポート材料としてもご活用いただいてい

る。(図４参照）

図４　B社さま利用例のシステム構成

3.1　概要
　当社ではクラウド環境における帳票基盤サービス提供への

取り組みの一環として、製品導入前のお客さまがより手軽に快速

サーチャーＧＸを体感でき、製品の選定に役立てるよう快速

サーチャーＧＸデモサイト(https://kaisoku-searcher.com/)

を開設した。

3.  サービス構築事例：
     快速サーチャーＧＸデモサイト

3.2  サービス体系
　本サービスは２つのサービス体系で運用している。

（1）一般公開向けサイト

　一般公開向けサイトは、製品の機能・操作性を評価した

いお客さま向けのサイトである。一般公開向けサイトには、

図５　快速サーチャーＧＸデモサイトのサービス体系

3.3  システム構成
　本サービスのシステム構成は下記の通りである。(図６参照）

（１）インフラ環境

　インフラ環境の構築には、当社のエンタープライズ向け

クラウドサービス基盤製品、EINS/SPS[1] を採用してい

る。EINS/SPS は仮想化基盤を活用して提供する IaaS 

(Infrastructure as a Service）型のサーバホスティング

サービスである。堅牢で信頼性の高いインフラと仮想技術

の採用により、柔軟で可用性の高い、IaaS 環境を提供して

いる。EINS/SPSの特徴は以下の通りである。

● 堅牢なデータセンター設備による高品質のIT基盤サービス

● お客さま IT 資産の最小化・効率化と、利用状況に応じた

　最適なリソース配分

● ディザスタ・リカバリ (DR) 環境提供サービスによるお客

　さまの業務継続性の実現

● 既存サービスとの組み合わせによるシステムインテグレート

　EINS/SPS の採用により、安定したサービス提供を可

能としている。

（２）セキュリティ環境

　セキュリティ環境の構築には、当社の電子証明書発行

サービス EINS/PKI+[２] の Web サーバ証明書・デモサ

イトのアクセス認証用にプライベート認証局サービス（プラ

イベート証明書）と、ファイヤーウォール、攻撃検知等を提

供する、EINS/SPS のセキュリティ機能を採用している。

EINS/PKI+ は、WebTrust for CA 基準に基づいた審査

のもとで、パブリックWebサーバ証明書やパブリッククラ

イアント電子証明書の発行を行い、また各種証明書の発

行・管理を簡単に行えるサービスや認証局の代理構築・

管理サービスの提供を行っている。

　EINS/PKI+ パブリック Web サーバ証明書を本サー

ビスの Web サーバに設定することで、Web サイトの実

在性と本人性の証明を行え、また、SSL/TLS ((Secure 

Sockets Layer) / (Transport Layer Security)) に よ

り、Webサイトとブラウザとの間で送受信されるデータを

暗号化し、第三者による盗聴を防止することができる。ま

た、EINS/PKI+ パブリッククライアント電子証明書を本

サービスの認証に用いることで、なりすましの防止や、暗

号化による盗聴防止、電子署名による改ざん検知を行うこ

とが可能である。

　本サービスでは、これらのセキュリティ対策を駆使する

ことで、お客さまからお預かりした帳票を、より安全な環

境下で閲覧することを可能としている。

（３）システム・運用管理

　システム・運用管理には、当社の統合ログ管理製品、快

速サーチャー LogRevi を採用している。快速サーチャー

LogRevi はセキュアで高速検索可能な統合ログ管理製品

4.  今後の取り組み
　現在、快速サーチャーＧＸを導入されたお客さまが、エンド

ユーザ向けにサービスを提供している事例や当社の快速サー

チャーデモサイト運営など、既に快速サーチャーＧＸはサービ

ス基盤として利用され始めている。

　今後のお客さまへのさらなる高品質なサービス提供の実現

に向けて、現在以下のようなサービス基盤強化に取り組んでいる。

（１）管理者サイトマルチテナント対応

　エンドユーザに向けた帳票公開に関する参照権限や

閲覧・印刷・ファイル出力等のアクセス制限および製品

機能の利用制限などを個別に設定する機能は有しており、

エンドユーザ毎にサービスレベルを設定することが可能

である。

　一方、管理者サイトについてはサービス提供者側で一元

的に管理する機能しか有しておらず、複数ユーザ向けサー

ビス利用に課題を残している。

　これに対応すべく、現在、サービス単位でのシステム管理

情報の分割管理およびそれらに対する個別のアクセス管

理について開発を進めており、管理者サイトについてもマ

ルチテナント対応を実現することでより汎用性の高いサー

ビス基盤の提供を目指している。

（２）負荷分散機能の拡充

　上記のような複数サービス利用、また利用者数の多い

サービスでの利用の場合、サーバ側が高負荷な状態になる

と想定される。

　快速サーチャーＧＸのサーバモジュールは、複数の

Windows サービス群から構成されており、ユーザアクセ

ス管理や帳票データの取り込み、描画、検索、出力等の機能

毎に負荷を分散する構成になっているが、現在これらの

個々の機能においても処理を多重化できるよう開発を進

めており、負荷状況に応じて柔軟性の高いシステム構成を

実現できるよう目指している。
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2.3  幅広い業務適応力
　快速サーチャーＧＸのリリース以降、企業内における社内帳

票の閲覧という従来の電子帳票システムの用途はもちろんの

こと、その枠を超えて様々な業務シーンにおける快速サー

チャーＧＸの活用を検討いただくお客さまが増加している。次

に、既に快速サーチャーＧＸを導入いただきお客さま業務に活

用いただいている事例を２つ紹介する。

（1）A社さま利用例

　A社さまでは、コールセンターでの問合せ対応業務に活

用いただいている。A社さまでは、エンドユーザ向けに月

間数十万ページの請求書、納品書を送付しており、コール

センターでオペレーターがこれらの内容に対する問合せ対

応業務を行なっている。CRMシステムを導入していたもの

の大量な帳票の管理・検索が課題となっていた。

　快速サーチャーＧＸの導入により、大量な帳票の中から

該当のものを瞬時に検索・表示することで問合せ対応時

間の大幅な短縮を実現した。また、この事例ではCRMシ

ステムからの検索条件自動連携を行なっており、オペレー

ターはCRMシステムに問合せ元の情報を入力して検索指

示をだすと、その情報を快速サーチャーＧＸに自動連携し

て結果を表示すため、オペレーターは従来の作業手順を

変えることなく、業務改善を行なうことができた点も導入

効果として挙げられる。 (図３参照）

である。様々なシステム内に点在しているログを「統合管

理」し、お客さまのご要望に沿った快適な統合ログ環境を

ご提供する。

　本サービスにおいては、日々の同時セッション数やアク

セス数などのシステムの稼働状況においてレポーティング

を行い、サービス向上に努めている。

予めデモ用の帳票や簡易操作マニュアルが登録されてお

り、本サービスホームページ等からの IDとパスワードの申

請により、誰でも手軽に製品を体感することができる。

（２）特定ユーザ向けサイト

　特定ユーザ向けサイトは、お客さまが実際の業務で使用

している帳票のサンプルデータを用意し、そのデータをデ

モサイト上から直接参照することで、業務適用性の評価や

実際の利用イメージの確認を行いたい製品のご購入を検

討しているお客さま向けのサイトである。ID とパスワード

を用いた認証とは違い、当社より期限付きで無償提供して

いるクライアント証明書を用いた認証を行うことで、不特

定の端末からのアクセス制限や、なりすまし防止等、セキュ

アな環境を提供しており、お客さまは安心して自社の帳票

を閲覧することができる。 ( 図５参照）
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図６　快速サーチャーＧＸデモサイトのシステム構成
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2.2  特徴
　快速サーチャーＧＸの主な特徴は以下の通りである。

（１）操作性

　ユーザが直感的に操作できるわかりやすいユーザイン

ターフェースに加え、リッチクライアントの採用によりデス

クトップアプリケーションにも劣らない高い表現力・操作

性を実現。

（２）データ表示・活用

　紙帳票のイメージのまま表示する「ページ形式表示」と

明細データを表計算ソフトのようにグリッドで表示する

「レコード形式表示」の２つの表示形式や複数帳票の連結

表示・検索により幅広いデータ活用を実現。また、「ページ

形式表示」では付箋・マーカー・しおり等の貼り付けや画

面分割による画面上での帳票の比較など紙帳票と同じよ

うな運用も可能。( 図２参照）

（３）高速検索

　独自の検索エンジンによりWeb環境でも圧倒的な高速

検索を実現。

（４）セキュリティ

　ユーザ毎に個別の帳票に対する閲覧・印刷・ファイル出

力などのアクセス権限の設定や製品の個別機能に対する

利用権限の設定が可能。

　また、帳票閲覧時は検索クライアント側ではデータを保

持せず表示のみを行い、ファイル出力・印刷時も暗号化や

ユーザを特定する情報の付与を可能とするため、不正なコ

ピー等による情報漏えいを抑制。

※「快速サーチャーGXデモサイトトップページ」



62 63

66 67

64 65

  クラウド環境における
帳票基盤サービス提供への取り組み

 太田　義孝　　　吉田　憲人　　　大野　敬介
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概要
　SaaSやクラウドといったサービス型のシステムが登場し、企業を取り巻く情報システム環境は大きく変化して

きている。これに応じて、当社ではクラウド環境における帳票基盤サービスの展開を視野に入れたWeb対応の

電子帳票システム「快速サーチャーＧＸ」を2010年6月にリリースした。また、製品リリースと同時に手軽に製品を

体感いただくことを目的として快速サーチャーＧＸデモサイトを開設した。快速サーチャーＧＸデモサイトは帳票

基盤サービスの構築事例の1つとして、当社の提供する他ソリューションとの組合せにより構築している。

　本稿では快速サーチャーＧＸの特徴や利用事例、快速サーチャーＧＸデモサイトの構築事例を説明し、今後の

機能拡充や製品展開に向けた現在の取り組みを述べる。
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　電子帳票システムの歴史は古く１９９０年代にまで遡り、当社

でも１９９６年の電子帳票システム「快速サーチャー」リリース以

降、これまでに１０００社を超えるお客さまにご利用いただき、

帳票検索の高速性やクライアントの操作性において高い評価

を得ている。電子帳票市場の成長期・成熟期において企業の

基幹システムの主流は汎用機であり、用途も企業内における

社内帳票の閲覧を主目的とするお客さまが多く、快速サー

チャーもまた汎用機から出力される帳票データをメインター

ゲットとしたクライアント・サーバー型の電子帳票システムで

あった。

　しかし、その後１０年余の間に企業の基幹システムは

WindowsやLinuxといったオープン系プラットフォームへの移

行が進み、さらに情報システムの利用形態も自社導入型から

SaaS (Software as a Service）、さらにはクラウドといった

サービス型の利用形態が登場したことで、企業を取り巻く情報

システム環境は大きく変化している。

　そこで２０１０年６月に新たに市場へ投入したのが「快速サー

チャーＧＸ」である。快速サーチャーＧＸでは従来の汎用機か

ら出力されるスプールデータに加え、オープン系システムから

出力されるPDFデータ、紙文書のスキャニングデータの取り

込みにも対応している。クライアントサイドではリッチクライ

アントを採用したことにより完全Web対応化を実現し、企業

内のプライベートクラウド環境や企業間での帳票公開、さら

には企業と顧客間での帳票公開など利用範囲は大きく拡がっ

ている。

　また、快速サーチャーＧＸのリリースと同時に、製品導入前

参考文献

[1] エンタープライズ向けクラウドサービス基盤「EINS/SPS」

　  http://www.intec.co.jp/service/outsourcing/sps.html

[2] 電子証明書発行サービス「EINS/PKI+」

　  http://www.einspki.jp/about/index.html
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5.  おわりに
　本稿では、快速サーチャーＧＸの紹介およびサービス基盤と

しての構築事例について紹介を行った。お客さまからは操作

性、検索速度に加え、多岐に渡るデータ形式の取り込みについ

て高く評価を得ており、また、Webシステムであることからグ

ループ企業や取引先への公開も行うなど、従来の電子帳票の

枠を超えた業務活用を検討されている。

　当社としても、今後お客さまのニーズや電子帳票ベンダとし

てこれまで培ってきたノウハウを生かした機能開発や様々な利

用形態の提供を目指して、今後もお客さまへの貢献、製品の成

長に努める所存である。

第12号

第12号

第12号 第12号

1.  はじめに

2.1  概要
　快速サーチャーＧＸは、Web対応の電子帳票システムで、

オープン系システムから出力されるPDFデータ、汎用機から出

力されるスプールデータ、紙文書をスキャニングしたイメージ

データなど様々な形式の帳票データの統合管理・閲覧・高速検

索を可能とすることから、お客さま内の帳票基盤として活用で

きるシステムである。

　システムの構成としては、帳票データの取り込み・管理と検

索クライアントからのアクセス管理・要求処理を行うサーバ群

と、帳票を閲覧するための検索クライアントで構成している。 

(図1参照）

　検索クライアントはAdobe Flashベースのリッチクライアン

トを採用しており、専用プログラムのインストールが不要で、

Adobe Flash PlayerとWebブラウザのみで動作が可能で

ある。

2.  快速サーチャーＧＸのお客さまがより手軽に快速サーチャーＧＸを体感でき、製品

の選定に役立てられるよう「快速サーチャーＧＸデモサイト」を

開設した。このサイトはデモ帳票を閲覧・検索しながら快速サー

チャーＧＸの操作性を評価できるばかりでなく、お客さまのデー

タを快速サーチャーＧＸに取り込み実際に利用することでお客さ

まの業務適用性の評価にも活用できる。そして、このサイトの構

築にあたりインフラ環境には当社のクラウドサービス基盤製品

「EINS/SPS (Enhanced INTEC Network Solution/Shared 

Platform Service）」[1]、セキュリティ環境には当社の電子証明

書発行サービス「EINS/PKI+ (Enhanced INTEC Network 

Solution/ Public Key Infrastructure+) 」[２]のWebサー

バ証明書・デモサイトのアクセス認証用にプライベート認証局

サービス (プライベート証明書)を採用するなど、当社の提

供する他ソリューションを要素技術として取り入れている。こ

の構築事例は、今後当社が快速サーチャーＧＸを用いたクラ

ウド型帳票基盤サービスの提供を実現するための標準モデ

ルと位置付けている。

図1　快速サーチャーＧＸのシステム構成

図２　左：ページ形式表示とページタグ、右：レコード形式表示 図３　A社さま利用例のシステム構成

（２）B 社さま利用例

　B社さまでは、法人向け帳票公開サービスの基盤として

活用いただいている。B社さまでは、契約している数百社

の法人に対して、統計情報の提供サービスを行なってい

る。従来は、製本・CDによりこれらの情報を配布していた

が、エンドユーザへの情報公開時間の短縮、紙やCDの作

成・配送コストの削減等が課題となっていた。

　快速サーチャーＧＸの導入により、Web環境でデータ一

元管理・公開することで情報公開時間の短縮を実現し、情

報修正があった場合にも迅速な対応が可能となった。

　また、エンドユーザ向けに検索や画面分割による比較表

示など情報をより活用しやすくする様々な機能の提供によ

りサービスレベルの向上を実現した。

　B社さま自身においても製本やCD作成・配送にかかる

コストの大幅な削減を実現するばかりでなく、エンドユー

ザのサービス利用状況を把握することができるようになっ

たことで、それらの情報をさらなるサービスレベル向上に

向けた検討のサポート材料としてもご活用いただいてい

る。(図４参照）

図４　B社さま利用例のシステム構成

3.1　概要
　当社ではクラウド環境における帳票基盤サービス提供への

取り組みの一環として、製品導入前のお客さまがより手軽に快速

サーチャーＧＸを体感でき、製品の選定に役立てるよう快速

サーチャーＧＸデモサイト(https://kaisoku-searcher.com/)

を開設した。

3.  サービス構築事例：
     快速サーチャーＧＸデモサイト

3.2  サービス体系
　本サービスは２つのサービス体系で運用している。

（1）一般公開向けサイト

　一般公開向けサイトは、製品の機能・操作性を評価した

いお客さま向けのサイトである。一般公開向けサイトには、

図５　快速サーチャーＧＸデモサイトのサービス体系

3.3  システム構成
　本サービスのシステム構成は下記の通りである。(図６参照）

（１）インフラ環境

　インフラ環境の構築には、当社のエンタープライズ向け

クラウドサービス基盤製品、EINS/SPS[1] を採用してい

る。EINS/SPS は仮想化基盤を活用して提供する IaaS 

(Infrastructure as a Service）型のサーバホスティング

サービスである。堅牢で信頼性の高いインフラと仮想技術

の採用により、柔軟で可用性の高い、IaaS 環境を提供して

いる。EINS/SPSの特徴は以下の通りである。

● 堅牢なデータセンター設備による高品質のIT基盤サービス

● お客さま IT 資産の最小化・効率化と、利用状況に応じた

　最適なリソース配分

● ディザスタ・リカバリ (DR) 環境提供サービスによるお客

　さまの業務継続性の実現

● 既存サービスとの組み合わせによるシステムインテグレート

　EINS/SPS の採用により、安定したサービス提供を可

能としている。

（２）セキュリティ環境

　セキュリティ環境の構築には、当社の電子証明書発行

サービス EINS/PKI+[２] の Web サーバ証明書・デモサ

イトのアクセス認証用にプライベート認証局サービス（プラ

イベート証明書）と、ファイヤーウォール、攻撃検知等を提

供する、EINS/SPS のセキュリティ機能を採用している。

EINS/PKI+ は、WebTrust for CA 基準に基づいた審査

のもとで、パブリックWebサーバ証明書やパブリッククラ

イアント電子証明書の発行を行い、また各種証明書の発

行・管理を簡単に行えるサービスや認証局の代理構築・

管理サービスの提供を行っている。

　EINS/PKI+ パブリック Web サーバ証明書を本サー

ビスの Web サーバに設定することで、Web サイトの実

在性と本人性の証明を行え、また、SSL/TLS ((Secure 

Sockets Layer) / (Transport Layer Security)) に よ

り、Webサイトとブラウザとの間で送受信されるデータを

暗号化し、第三者による盗聴を防止することができる。ま

た、EINS/PKI+ パブリッククライアント電子証明書を本

サービスの認証に用いることで、なりすましの防止や、暗

号化による盗聴防止、電子署名による改ざん検知を行うこ

とが可能である。

　本サービスでは、これらのセキュリティ対策を駆使する

ことで、お客さまからお預かりした帳票を、より安全な環

境下で閲覧することを可能としている。

（３）システム・運用管理

　システム・運用管理には、当社の統合ログ管理製品、快

速サーチャー LogRevi を採用している。快速サーチャー

LogRevi はセキュアで高速検索可能な統合ログ管理製品

4.  今後の取り組み
　現在、快速サーチャーＧＸを導入されたお客さまが、エンド

ユーザ向けにサービスを提供している事例や当社の快速サー

チャーデモサイト運営など、既に快速サーチャーＧＸはサービ

ス基盤として利用され始めている。

　今後のお客さまへのさらなる高品質なサービス提供の実現

に向けて、現在以下のようなサービス基盤強化に取り組んでいる。

（１）管理者サイトマルチテナント対応

　エンドユーザに向けた帳票公開に関する参照権限や

閲覧・印刷・ファイル出力等のアクセス制限および製品

機能の利用制限などを個別に設定する機能は有しており、

エンドユーザ毎にサービスレベルを設定することが可能

である。

　一方、管理者サイトについてはサービス提供者側で一元

的に管理する機能しか有しておらず、複数ユーザ向けサー

ビス利用に課題を残している。

　これに対応すべく、現在、サービス単位でのシステム管理

情報の分割管理およびそれらに対する個別のアクセス管

理について開発を進めており、管理者サイトについてもマ

ルチテナント対応を実現することでより汎用性の高いサー

ビス基盤の提供を目指している。

（２）負荷分散機能の拡充

　上記のような複数サービス利用、また利用者数の多い

サービスでの利用の場合、サーバ側が高負荷な状態になる

と想定される。

　快速サーチャーＧＸのサーバモジュールは、複数の

Windows サービス群から構成されており、ユーザアクセ

ス管理や帳票データの取り込み、描画、検索、出力等の機能

毎に負荷を分散する構成になっているが、現在これらの

個々の機能においても処理を多重化できるよう開発を進

めており、負荷状況に応じて柔軟性の高いシステム構成を

実現できるよう目指している。
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2.3  幅広い業務適応力
　快速サーチャーＧＸのリリース以降、企業内における社内帳

票の閲覧という従来の電子帳票システムの用途はもちろんの

こと、その枠を超えて様々な業務シーンにおける快速サー

チャーＧＸの活用を検討いただくお客さまが増加している。次

に、既に快速サーチャーＧＸを導入いただきお客さま業務に活

用いただいている事例を２つ紹介する。

（1）A社さま利用例

　A社さまでは、コールセンターでの問合せ対応業務に活

用いただいている。A社さまでは、エンドユーザ向けに月

間数十万ページの請求書、納品書を送付しており、コール

センターでオペレーターがこれらの内容に対する問合せ対

応業務を行なっている。CRMシステムを導入していたもの

の大量な帳票の管理・検索が課題となっていた。

　快速サーチャーＧＸの導入により、大量な帳票の中から

該当のものを瞬時に検索・表示することで問合せ対応時

間の大幅な短縮を実現した。また、この事例ではCRMシ

ステムからの検索条件自動連携を行なっており、オペレー

ターはCRMシステムに問合せ元の情報を入力して検索指

示をだすと、その情報を快速サーチャーＧＸに自動連携し

て結果を表示すため、オペレーターは従来の作業手順を

変えることなく、業務改善を行なうことができた点も導入

効果として挙げられる。 (図３参照）

である。様々なシステム内に点在しているログを「統合管

理」し、お客さまのご要望に沿った快適な統合ログ環境を

ご提供する。

　本サービスにおいては、日々の同時セッション数やアク

セス数などのシステムの稼働状況においてレポーティング

を行い、サービス向上に努めている。

予めデモ用の帳票や簡易操作マニュアルが登録されてお

り、本サービスホームページ等からの IDとパスワードの申

請により、誰でも手軽に製品を体感することができる。

（２）特定ユーザ向けサイト

　特定ユーザ向けサイトは、お客さまが実際の業務で使用

している帳票のサンプルデータを用意し、そのデータをデ

モサイト上から直接参照することで、業務適用性の評価や

実際の利用イメージの確認を行いたい製品のご購入を検

討しているお客さま向けのサイトである。ID とパスワード

を用いた認証とは違い、当社より期限付きで無償提供して

いるクライアント証明書を用いた認証を行うことで、不特

定の端末からのアクセス制限や、なりすまし防止等、セキュ

アな環境を提供しており、お客さまは安心して自社の帳票

を閲覧することができる。 ( 図５参照）
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図６　快速サーチャーＧＸデモサイトのシステム構成
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2.2  特徴
　快速サーチャーＧＸの主な特徴は以下の通りである。

（１）操作性

　ユーザが直感的に操作できるわかりやすいユーザイン

ターフェースに加え、リッチクライアントの採用によりデス

クトップアプリケーションにも劣らない高い表現力・操作

性を実現。

（２）データ表示・活用

　紙帳票のイメージのまま表示する「ページ形式表示」と

明細データを表計算ソフトのようにグリッドで表示する

「レコード形式表示」の２つの表示形式や複数帳票の連結

表示・検索により幅広いデータ活用を実現。また、「ページ

形式表示」では付箋・マーカー・しおり等の貼り付けや画

面分割による画面上での帳票の比較など紙帳票と同じよ

うな運用も可能。( 図２参照）

（３）高速検索

　独自の検索エンジンによりWeb環境でも圧倒的な高速

検索を実現。

（４）セキュリティ

　ユーザ毎に個別の帳票に対する閲覧・印刷・ファイル出

力などのアクセス権限の設定や製品の個別機能に対する

利用権限の設定が可能。

　また、帳票閲覧時は検索クライアント側ではデータを保

持せず表示のみを行い、ファイル出力・印刷時も暗号化や

ユーザを特定する情報の付与を可能とするため、不正なコ

ピー等による情報漏えいを抑制。

※「快速サーチャーGXデモサイトトップページ」
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  クラウド環境における
帳票基盤サービス提供への取り組み
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概要
　SaaSやクラウドといったサービス型のシステムが登場し、企業を取り巻く情報システム環境は大きく変化して

きている。これに応じて、当社ではクラウド環境における帳票基盤サービスの展開を視野に入れたWeb対応の

電子帳票システム「快速サーチャーＧＸ」を2010年6月にリリースした。また、製品リリースと同時に手軽に製品を

体感いただくことを目的として快速サーチャーＧＸデモサイトを開設した。快速サーチャーＧＸデモサイトは帳票

基盤サービスの構築事例の1つとして、当社の提供する他ソリューションとの組合せにより構築している。

　本稿では快速サーチャーＧＸの特徴や利用事例、快速サーチャーＧＸデモサイトの構築事例を説明し、今後の

機能拡充や製品展開に向けた現在の取り組みを述べる。
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　電子帳票システムの歴史は古く１９９０年代にまで遡り、当社

でも１９９６年の電子帳票システム「快速サーチャー」リリース以

降、これまでに１０００社を超えるお客さまにご利用いただき、

帳票検索の高速性やクライアントの操作性において高い評価

を得ている。電子帳票市場の成長期・成熟期において企業の

基幹システムの主流は汎用機であり、用途も企業内における

社内帳票の閲覧を主目的とするお客さまが多く、快速サー

チャーもまた汎用機から出力される帳票データをメインター

ゲットとしたクライアント・サーバー型の電子帳票システムで

あった。

　しかし、その後１０年余の間に企業の基幹システムは

WindowsやLinuxといったオープン系プラットフォームへの移

行が進み、さらに情報システムの利用形態も自社導入型から

SaaS (Software as a Service）、さらにはクラウドといった

サービス型の利用形態が登場したことで、企業を取り巻く情報

システム環境は大きく変化している。

　そこで２０１０年６月に新たに市場へ投入したのが「快速サー

チャーＧＸ」である。快速サーチャーＧＸでは従来の汎用機か

ら出力されるスプールデータに加え、オープン系システムから

出力されるPDFデータ、紙文書のスキャニングデータの取り

込みにも対応している。クライアントサイドではリッチクライ

アントを採用したことにより完全Web対応化を実現し、企業

内のプライベートクラウド環境や企業間での帳票公開、さら

には企業と顧客間での帳票公開など利用範囲は大きく拡がっ

ている。

　また、快速サーチャーＧＸのリリースと同時に、製品導入前

参考文献

[1] エンタープライズ向けクラウドサービス基盤「EINS/SPS」

　  http://www.intec.co.jp/service/outsourcing/sps.html
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　  http://www.einspki.jp/about/index.html
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5.  おわりに
　本稿では、快速サーチャーＧＸの紹介およびサービス基盤と

しての構築事例について紹介を行った。お客さまからは操作

性、検索速度に加え、多岐に渡るデータ形式の取り込みについ

て高く評価を得ており、また、Webシステムであることからグ

ループ企業や取引先への公開も行うなど、従来の電子帳票の

枠を超えた業務活用を検討されている。

　当社としても、今後お客さまのニーズや電子帳票ベンダとし

てこれまで培ってきたノウハウを生かした機能開発や様々な利

用形態の提供を目指して、今後もお客さまへの貢献、製品の成

長に努める所存である。

第12号

第12号

第12号 第12号

1.  はじめに

2.1  概要
　快速サーチャーＧＸは、Web対応の電子帳票システムで、

オープン系システムから出力されるPDFデータ、汎用機から出

力されるスプールデータ、紙文書をスキャニングしたイメージ

データなど様々な形式の帳票データの統合管理・閲覧・高速検

索を可能とすることから、お客さま内の帳票基盤として活用で

きるシステムである。

　システムの構成としては、帳票データの取り込み・管理と検

索クライアントからのアクセス管理・要求処理を行うサーバ群

と、帳票を閲覧するための検索クライアントで構成している。 

(図1参照）

　検索クライアントはAdobe Flashベースのリッチクライアン

トを採用しており、専用プログラムのインストールが不要で、

Adobe Flash PlayerとWebブラウザのみで動作が可能で

ある。

2.  快速サーチャーＧＸのお客さまがより手軽に快速サーチャーＧＸを体感でき、製品

の選定に役立てられるよう「快速サーチャーＧＸデモサイト」を

開設した。このサイトはデモ帳票を閲覧・検索しながら快速サー

チャーＧＸの操作性を評価できるばかりでなく、お客さまのデー

タを快速サーチャーＧＸに取り込み実際に利用することでお客さ

まの業務適用性の評価にも活用できる。そして、このサイトの構

築にあたりインフラ環境には当社のクラウドサービス基盤製品

「EINS/SPS (Enhanced INTEC Network Solution/Shared 

Platform Service）」[1]、セキュリティ環境には当社の電子証明

書発行サービス「EINS/PKI+ (Enhanced INTEC Network 

Solution/ Public Key Infrastructure+) 」[２]のWebサー

バ証明書・デモサイトのアクセス認証用にプライベート認証局

サービス (プライベート証明書)を採用するなど、当社の提

供する他ソリューションを要素技術として取り入れている。こ

の構築事例は、今後当社が快速サーチャーＧＸを用いたクラ

ウド型帳票基盤サービスの提供を実現するための標準モデ

ルと位置付けている。

図1　快速サーチャーＧＸのシステム構成

図２　左：ページ形式表示とページタグ、右：レコード形式表示 図３　A社さま利用例のシステム構成

（２）B 社さま利用例

　B社さまでは、法人向け帳票公開サービスの基盤として

活用いただいている。B社さまでは、契約している数百社

の法人に対して、統計情報の提供サービスを行なってい

る。従来は、製本・CDによりこれらの情報を配布していた

が、エンドユーザへの情報公開時間の短縮、紙やCDの作

成・配送コストの削減等が課題となっていた。

　快速サーチャーＧＸの導入により、Web環境でデータ一

元管理・公開することで情報公開時間の短縮を実現し、情

報修正があった場合にも迅速な対応が可能となった。

　また、エンドユーザ向けに検索や画面分割による比較表

示など情報をより活用しやすくする様々な機能の提供によ

りサービスレベルの向上を実現した。

　B社さま自身においても製本やCD作成・配送にかかる

コストの大幅な削減を実現するばかりでなく、エンドユー

ザのサービス利用状況を把握することができるようになっ

たことで、それらの情報をさらなるサービスレベル向上に

向けた検討のサポート材料としてもご活用いただいてい

る。(図４参照）

図４　B社さま利用例のシステム構成

3.1　概要
　当社ではクラウド環境における帳票基盤サービス提供への

取り組みの一環として、製品導入前のお客さまがより手軽に快速

サーチャーＧＸを体感でき、製品の選定に役立てるよう快速

サーチャーＧＸデモサイト(https://kaisoku-searcher.com/)

を開設した。

3.  サービス構築事例：
     快速サーチャーＧＸデモサイト

3.2  サービス体系
　本サービスは２つのサービス体系で運用している。

（1）一般公開向けサイト

　一般公開向けサイトは、製品の機能・操作性を評価した

いお客さま向けのサイトである。一般公開向けサイトには、

図５　快速サーチャーＧＸデモサイトのサービス体系

3.3  システム構成
　本サービスのシステム構成は下記の通りである。(図６参照）

（１）インフラ環境

　インフラ環境の構築には、当社のエンタープライズ向け

クラウドサービス基盤製品、EINS/SPS[1] を採用してい

る。EINS/SPS は仮想化基盤を活用して提供する IaaS 

(Infrastructure as a Service）型のサーバホスティング

サービスである。堅牢で信頼性の高いインフラと仮想技術

の採用により、柔軟で可用性の高い、IaaS 環境を提供して

いる。EINS/SPSの特徴は以下の通りである。

● 堅牢なデータセンター設備による高品質のIT基盤サービス

● お客さま IT 資産の最小化・効率化と、利用状況に応じた

　最適なリソース配分

● ディザスタ・リカバリ (DR) 環境提供サービスによるお客

　さまの業務継続性の実現

● 既存サービスとの組み合わせによるシステムインテグレート

　EINS/SPS の採用により、安定したサービス提供を可

能としている。

（２）セキュリティ環境

　セキュリティ環境の構築には、当社の電子証明書発行

サービス EINS/PKI+[２] の Web サーバ証明書・デモサ

イトのアクセス認証用にプライベート認証局サービス（プラ

イベート証明書）と、ファイヤーウォール、攻撃検知等を提

供する、EINS/SPS のセキュリティ機能を採用している。

EINS/PKI+ は、WebTrust for CA 基準に基づいた審査

のもとで、パブリックWebサーバ証明書やパブリッククラ

イアント電子証明書の発行を行い、また各種証明書の発

行・管理を簡単に行えるサービスや認証局の代理構築・

管理サービスの提供を行っている。

　EINS/PKI+ パブリック Web サーバ証明書を本サー

ビスの Web サーバに設定することで、Web サイトの実

在性と本人性の証明を行え、また、SSL/TLS ((Secure 

Sockets Layer) / (Transport Layer Security)) に よ

り、Webサイトとブラウザとの間で送受信されるデータを

暗号化し、第三者による盗聴を防止することができる。ま

た、EINS/PKI+ パブリッククライアント電子証明書を本

サービスの認証に用いることで、なりすましの防止や、暗

号化による盗聴防止、電子署名による改ざん検知を行うこ

とが可能である。

　本サービスでは、これらのセキュリティ対策を駆使する

ことで、お客さまからお預かりした帳票を、より安全な環

境下で閲覧することを可能としている。

（３）システム・運用管理

　システム・運用管理には、当社の統合ログ管理製品、快

速サーチャー LogRevi を採用している。快速サーチャー

LogRevi はセキュアで高速検索可能な統合ログ管理製品

4.  今後の取り組み
　現在、快速サーチャーＧＸを導入されたお客さまが、エンド

ユーザ向けにサービスを提供している事例や当社の快速サー

チャーデモサイト運営など、既に快速サーチャーＧＸはサービ

ス基盤として利用され始めている。

　今後のお客さまへのさらなる高品質なサービス提供の実現

に向けて、現在以下のようなサービス基盤強化に取り組んでいる。

（１）管理者サイトマルチテナント対応

　エンドユーザに向けた帳票公開に関する参照権限や

閲覧・印刷・ファイル出力等のアクセス制限および製品

機能の利用制限などを個別に設定する機能は有しており、

エンドユーザ毎にサービスレベルを設定することが可能

である。

　一方、管理者サイトについてはサービス提供者側で一元

的に管理する機能しか有しておらず、複数ユーザ向けサー

ビス利用に課題を残している。

　これに対応すべく、現在、サービス単位でのシステム管理

情報の分割管理およびそれらに対する個別のアクセス管

理について開発を進めており、管理者サイトについてもマ

ルチテナント対応を実現することでより汎用性の高いサー

ビス基盤の提供を目指している。

（２）負荷分散機能の拡充

　上記のような複数サービス利用、また利用者数の多い

サービスでの利用の場合、サーバ側が高負荷な状態になる

と想定される。

　快速サーチャーＧＸのサーバモジュールは、複数の

Windows サービス群から構成されており、ユーザアクセ

ス管理や帳票データの取り込み、描画、検索、出力等の機能

毎に負荷を分散する構成になっているが、現在これらの

個々の機能においても処理を多重化できるよう開発を進

めており、負荷状況に応じて柔軟性の高いシステム構成を

実現できるよう目指している。
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2.3  幅広い業務適応力
　快速サーチャーＧＸのリリース以降、企業内における社内帳

票の閲覧という従来の電子帳票システムの用途はもちろんの

こと、その枠を超えて様々な業務シーンにおける快速サー

チャーＧＸの活用を検討いただくお客さまが増加している。次

に、既に快速サーチャーＧＸを導入いただきお客さま業務に活

用いただいている事例を２つ紹介する。

（1）A社さま利用例

　A社さまでは、コールセンターでの問合せ対応業務に活

用いただいている。A社さまでは、エンドユーザ向けに月

間数十万ページの請求書、納品書を送付しており、コール

センターでオペレーターがこれらの内容に対する問合せ対

応業務を行なっている。CRMシステムを導入していたもの

の大量な帳票の管理・検索が課題となっていた。

　快速サーチャーＧＸの導入により、大量な帳票の中から

該当のものを瞬時に検索・表示することで問合せ対応時

間の大幅な短縮を実現した。また、この事例ではCRMシ

ステムからの検索条件自動連携を行なっており、オペレー

ターはCRMシステムに問合せ元の情報を入力して検索指

示をだすと、その情報を快速サーチャーＧＸに自動連携し

て結果を表示すため、オペレーターは従来の作業手順を

変えることなく、業務改善を行なうことができた点も導入

効果として挙げられる。 (図３参照）

である。様々なシステム内に点在しているログを「統合管

理」し、お客さまのご要望に沿った快適な統合ログ環境を

ご提供する。

　本サービスにおいては、日々の同時セッション数やアク

セス数などのシステムの稼働状況においてレポーティング

を行い、サービス向上に努めている。

予めデモ用の帳票や簡易操作マニュアルが登録されてお

り、本サービスホームページ等からの IDとパスワードの申

請により、誰でも手軽に製品を体感することができる。

（２）特定ユーザ向けサイト

　特定ユーザ向けサイトは、お客さまが実際の業務で使用

している帳票のサンプルデータを用意し、そのデータをデ

モサイト上から直接参照することで、業務適用性の評価や

実際の利用イメージの確認を行いたい製品のご購入を検

討しているお客さま向けのサイトである。ID とパスワード

を用いた認証とは違い、当社より期限付きで無償提供して

いるクライアント証明書を用いた認証を行うことで、不特

定の端末からのアクセス制限や、なりすまし防止等、セキュ

アな環境を提供しており、お客さまは安心して自社の帳票

を閲覧することができる。 ( 図５参照）
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図６　快速サーチャーＧＸデモサイトのシステム構成
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2.2  特徴
　快速サーチャーＧＸの主な特徴は以下の通りである。

（１）操作性

　ユーザが直感的に操作できるわかりやすいユーザイン

ターフェースに加え、リッチクライアントの採用によりデス

クトップアプリケーションにも劣らない高い表現力・操作

性を実現。

（２）データ表示・活用

　紙帳票のイメージのまま表示する「ページ形式表示」と

明細データを表計算ソフトのようにグリッドで表示する

「レコード形式表示」の２つの表示形式や複数帳票の連結

表示・検索により幅広いデータ活用を実現。また、「ページ

形式表示」では付箋・マーカー・しおり等の貼り付けや画

面分割による画面上での帳票の比較など紙帳票と同じよ

うな運用も可能。( 図２参照）

（３）高速検索

　独自の検索エンジンによりWeb環境でも圧倒的な高速

検索を実現。

（４）セキュリティ

　ユーザ毎に個別の帳票に対する閲覧・印刷・ファイル出

力などのアクセス権限の設定や製品の個別機能に対する

利用権限の設定が可能。

　また、帳票閲覧時は検索クライアント側ではデータを保

持せず表示のみを行い、ファイル出力・印刷時も暗号化や

ユーザを特定する情報の付与を可能とするため、不正なコ

ピー等による情報漏えいを抑制。

※「快速サーチャーGXデモサイトトップページ」
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帳票基盤サービス提供への取り組み
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概要
　SaaSやクラウドといったサービス型のシステムが登場し、企業を取り巻く情報システム環境は大きく変化して

きている。これに応じて、当社ではクラウド環境における帳票基盤サービスの展開を視野に入れたWeb対応の

電子帳票システム「快速サーチャーＧＸ」を2010年6月にリリースした。また、製品リリースと同時に手軽に製品を

体感いただくことを目的として快速サーチャーＧＸデモサイトを開設した。快速サーチャーＧＸデモサイトは帳票

基盤サービスの構築事例の1つとして、当社の提供する他ソリューションとの組合せにより構築している。

　本稿では快速サーチャーＧＸの特徴や利用事例、快速サーチャーＧＸデモサイトの構築事例を説明し、今後の

機能拡充や製品展開に向けた現在の取り組みを述べる。
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　電子帳票システムの歴史は古く１９９０年代にまで遡り、当社

でも１９９６年の電子帳票システム「快速サーチャー」リリース以

降、これまでに１０００社を超えるお客さまにご利用いただき、

帳票検索の高速性やクライアントの操作性において高い評価

を得ている。電子帳票市場の成長期・成熟期において企業の

基幹システムの主流は汎用機であり、用途も企業内における

社内帳票の閲覧を主目的とするお客さまが多く、快速サー

チャーもまた汎用機から出力される帳票データをメインター

ゲットとしたクライアント・サーバー型の電子帳票システムで

あった。

　しかし、その後１０年余の間に企業の基幹システムは

WindowsやLinuxといったオープン系プラットフォームへの移

行が進み、さらに情報システムの利用形態も自社導入型から

SaaS (Software as a Service）、さらにはクラウドといった

サービス型の利用形態が登場したことで、企業を取り巻く情報

システム環境は大きく変化している。

　そこで２０１０年６月に新たに市場へ投入したのが「快速サー

チャーＧＸ」である。快速サーチャーＧＸでは従来の汎用機か

ら出力されるスプールデータに加え、オープン系システムから

出力されるPDFデータ、紙文書のスキャニングデータの取り

込みにも対応している。クライアントサイドではリッチクライ

アントを採用したことにより完全Web対応化を実現し、企業

内のプライベートクラウド環境や企業間での帳票公開、さら

には企業と顧客間での帳票公開など利用範囲は大きく拡がっ

ている。

　また、快速サーチャーＧＸのリリースと同時に、製品導入前

参考文献

[1] エンタープライズ向けクラウドサービス基盤「EINS/SPS」

　  http://www.intec.co.jp/service/outsourcing/sps.html

[2] 電子証明書発行サービス「EINS/PKI+」

　  http://www.einspki.jp/about/index.html
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5.  おわりに
　本稿では、快速サーチャーＧＸの紹介およびサービス基盤と

しての構築事例について紹介を行った。お客さまからは操作

性、検索速度に加え、多岐に渡るデータ形式の取り込みについ

て高く評価を得ており、また、Webシステムであることからグ

ループ企業や取引先への公開も行うなど、従来の電子帳票の

枠を超えた業務活用を検討されている。

　当社としても、今後お客さまのニーズや電子帳票ベンダとし

てこれまで培ってきたノウハウを生かした機能開発や様々な利

用形態の提供を目指して、今後もお客さまへの貢献、製品の成

長に努める所存である。

第12号

第12号

第12号 第12号

1.  はじめに

2.1  概要
　快速サーチャーＧＸは、Web対応の電子帳票システムで、

オープン系システムから出力されるPDFデータ、汎用機から出

力されるスプールデータ、紙文書をスキャニングしたイメージ

データなど様々な形式の帳票データの統合管理・閲覧・高速検

索を可能とすることから、お客さま内の帳票基盤として活用で

きるシステムである。

　システムの構成としては、帳票データの取り込み・管理と検

索クライアントからのアクセス管理・要求処理を行うサーバ群

と、帳票を閲覧するための検索クライアントで構成している。 

(図1参照）

　検索クライアントはAdobe Flashベースのリッチクライアン

トを採用しており、専用プログラムのインストールが不要で、

Adobe Flash PlayerとWebブラウザのみで動作が可能で

ある。

2.  快速サーチャーＧＸのお客さまがより手軽に快速サーチャーＧＸを体感でき、製品

の選定に役立てられるよう「快速サーチャーＧＸデモサイト」を

開設した。このサイトはデモ帳票を閲覧・検索しながら快速サー

チャーＧＸの操作性を評価できるばかりでなく、お客さまのデー

タを快速サーチャーＧＸに取り込み実際に利用することでお客さ

まの業務適用性の評価にも活用できる。そして、このサイトの構

築にあたりインフラ環境には当社のクラウドサービス基盤製品

「EINS/SPS (Enhanced INTEC Network Solution/Shared 

Platform Service）」[1]、セキュリティ環境には当社の電子証明

書発行サービス「EINS/PKI+ (Enhanced INTEC Network 

Solution/ Public Key Infrastructure+) 」[２]のWebサー

バ証明書・デモサイトのアクセス認証用にプライベート認証局

サービス (プライベート証明書)を採用するなど、当社の提

供する他ソリューションを要素技術として取り入れている。こ

の構築事例は、今後当社が快速サーチャーＧＸを用いたクラ

ウド型帳票基盤サービスの提供を実現するための標準モデ

ルと位置付けている。

図1　快速サーチャーＧＸのシステム構成

図２　左：ページ形式表示とページタグ、右：レコード形式表示 図３　A社さま利用例のシステム構成

（２）B 社さま利用例

　B社さまでは、法人向け帳票公開サービスの基盤として

活用いただいている。B社さまでは、契約している数百社

の法人に対して、統計情報の提供サービスを行なってい

る。従来は、製本・CDによりこれらの情報を配布していた

が、エンドユーザへの情報公開時間の短縮、紙やCDの作

成・配送コストの削減等が課題となっていた。

　快速サーチャーＧＸの導入により、Web環境でデータ一

元管理・公開することで情報公開時間の短縮を実現し、情

報修正があった場合にも迅速な対応が可能となった。

　また、エンドユーザ向けに検索や画面分割による比較表

示など情報をより活用しやすくする様々な機能の提供によ

りサービスレベルの向上を実現した。

　B社さま自身においても製本やCD作成・配送にかかる

コストの大幅な削減を実現するばかりでなく、エンドユー

ザのサービス利用状況を把握することができるようになっ

たことで、それらの情報をさらなるサービスレベル向上に

向けた検討のサポート材料としてもご活用いただいてい

る。(図４参照）

図４　B社さま利用例のシステム構成

3.1　概要
　当社ではクラウド環境における帳票基盤サービス提供への

取り組みの一環として、製品導入前のお客さまがより手軽に快速

サーチャーＧＸを体感でき、製品の選定に役立てるよう快速

サーチャーＧＸデモサイト(https://kaisoku-searcher.com/)

を開設した。

3.  サービス構築事例：
     快速サーチャーＧＸデモサイト

3.2  サービス体系
　本サービスは２つのサービス体系で運用している。

（1）一般公開向けサイト

　一般公開向けサイトは、製品の機能・操作性を評価した

いお客さま向けのサイトである。一般公開向けサイトには、

図５　快速サーチャーＧＸデモサイトのサービス体系

3.3  システム構成
　本サービスのシステム構成は下記の通りである。(図６参照）

（１）インフラ環境

　インフラ環境の構築には、当社のエンタープライズ向け

クラウドサービス基盤製品、EINS/SPS[1] を採用してい

る。EINS/SPS は仮想化基盤を活用して提供する IaaS 

(Infrastructure as a Service）型のサーバホスティング

サービスである。堅牢で信頼性の高いインフラと仮想技術

の採用により、柔軟で可用性の高い、IaaS 環境を提供して

いる。EINS/SPSの特徴は以下の通りである。

● 堅牢なデータセンター設備による高品質のIT基盤サービス

● お客さま IT 資産の最小化・効率化と、利用状況に応じた

　最適なリソース配分

● ディザスタ・リカバリ (DR) 環境提供サービスによるお客

　さまの業務継続性の実現

● 既存サービスとの組み合わせによるシステムインテグレート

　EINS/SPS の採用により、安定したサービス提供を可

能としている。

（２）セキュリティ環境

　セキュリティ環境の構築には、当社の電子証明書発行

サービス EINS/PKI+[２] の Web サーバ証明書・デモサ

イトのアクセス認証用にプライベート認証局サービス（プラ

イベート証明書）と、ファイヤーウォール、攻撃検知等を提

供する、EINS/SPS のセキュリティ機能を採用している。

EINS/PKI+ は、WebTrust for CA 基準に基づいた審査

のもとで、パブリックWebサーバ証明書やパブリッククラ

イアント電子証明書の発行を行い、また各種証明書の発

行・管理を簡単に行えるサービスや認証局の代理構築・

管理サービスの提供を行っている。

　EINS/PKI+ パブリック Web サーバ証明書を本サー

ビスの Web サーバに設定することで、Web サイトの実

在性と本人性の証明を行え、また、SSL/TLS ((Secure 

Sockets Layer) / (Transport Layer Security)) に よ

り、Webサイトとブラウザとの間で送受信されるデータを

暗号化し、第三者による盗聴を防止することができる。ま

た、EINS/PKI+ パブリッククライアント電子証明書を本

サービスの認証に用いることで、なりすましの防止や、暗

号化による盗聴防止、電子署名による改ざん検知を行うこ

とが可能である。

　本サービスでは、これらのセキュリティ対策を駆使する

ことで、お客さまからお預かりした帳票を、より安全な環

境下で閲覧することを可能としている。

（３）システム・運用管理

　システム・運用管理には、当社の統合ログ管理製品、快

速サーチャー LogRevi を採用している。快速サーチャー

LogRevi はセキュアで高速検索可能な統合ログ管理製品

4.  今後の取り組み
　現在、快速サーチャーＧＸを導入されたお客さまが、エンド

ユーザ向けにサービスを提供している事例や当社の快速サー

チャーデモサイト運営など、既に快速サーチャーＧＸはサービ

ス基盤として利用され始めている。

　今後のお客さまへのさらなる高品質なサービス提供の実現

に向けて、現在以下のようなサービス基盤強化に取り組んでいる。

（１）管理者サイトマルチテナント対応

　エンドユーザに向けた帳票公開に関する参照権限や

閲覧・印刷・ファイル出力等のアクセス制限および製品

機能の利用制限などを個別に設定する機能は有しており、

エンドユーザ毎にサービスレベルを設定することが可能

である。

　一方、管理者サイトについてはサービス提供者側で一元

的に管理する機能しか有しておらず、複数ユーザ向けサー

ビス利用に課題を残している。

　これに対応すべく、現在、サービス単位でのシステム管理

情報の分割管理およびそれらに対する個別のアクセス管

理について開発を進めており、管理者サイトについてもマ

ルチテナント対応を実現することでより汎用性の高いサー

ビス基盤の提供を目指している。

（２）負荷分散機能の拡充

　上記のような複数サービス利用、また利用者数の多い

サービスでの利用の場合、サーバ側が高負荷な状態になる

と想定される。

　快速サーチャーＧＸのサーバモジュールは、複数の

Windows サービス群から構成されており、ユーザアクセ

ス管理や帳票データの取り込み、描画、検索、出力等の機能

毎に負荷を分散する構成になっているが、現在これらの

個々の機能においても処理を多重化できるよう開発を進

めており、負荷状況に応じて柔軟性の高いシステム構成を

実現できるよう目指している。
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2.3  幅広い業務適応力
　快速サーチャーＧＸのリリース以降、企業内における社内帳

票の閲覧という従来の電子帳票システムの用途はもちろんの

こと、その枠を超えて様々な業務シーンにおける快速サー

チャーＧＸの活用を検討いただくお客さまが増加している。次

に、既に快速サーチャーＧＸを導入いただきお客さま業務に活

用いただいている事例を２つ紹介する。

（1）A社さま利用例

　A社さまでは、コールセンターでの問合せ対応業務に活

用いただいている。A社さまでは、エンドユーザ向けに月

間数十万ページの請求書、納品書を送付しており、コール

センターでオペレーターがこれらの内容に対する問合せ対

応業務を行なっている。CRMシステムを導入していたもの

の大量な帳票の管理・検索が課題となっていた。

　快速サーチャーＧＸの導入により、大量な帳票の中から

該当のものを瞬時に検索・表示することで問合せ対応時

間の大幅な短縮を実現した。また、この事例ではCRMシ

ステムからの検索条件自動連携を行なっており、オペレー

ターはCRMシステムに問合せ元の情報を入力して検索指

示をだすと、その情報を快速サーチャーＧＸに自動連携し

て結果を表示すため、オペレーターは従来の作業手順を

変えることなく、業務改善を行なうことができた点も導入

効果として挙げられる。 (図３参照）

である。様々なシステム内に点在しているログを「統合管

理」し、お客さまのご要望に沿った快適な統合ログ環境を

ご提供する。

　本サービスにおいては、日々の同時セッション数やアク

セス数などのシステムの稼働状況においてレポーティング

を行い、サービス向上に努めている。

予めデモ用の帳票や簡易操作マニュアルが登録されてお

り、本サービスホームページ等からの IDとパスワードの申

請により、誰でも手軽に製品を体感することができる。

（２）特定ユーザ向けサイト

　特定ユーザ向けサイトは、お客さまが実際の業務で使用

している帳票のサンプルデータを用意し、そのデータをデ

モサイト上から直接参照することで、業務適用性の評価や

実際の利用イメージの確認を行いたい製品のご購入を検

討しているお客さま向けのサイトである。ID とパスワード

を用いた認証とは違い、当社より期限付きで無償提供して

いるクライアント証明書を用いた認証を行うことで、不特

定の端末からのアクセス制限や、なりすまし防止等、セキュ

アな環境を提供しており、お客さまは安心して自社の帳票

を閲覧することができる。 ( 図５参照）
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図６　快速サーチャーＧＸデモサイトのシステム構成
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2.2  特徴
　快速サーチャーＧＸの主な特徴は以下の通りである。

（１）操作性

　ユーザが直感的に操作できるわかりやすいユーザイン

ターフェースに加え、リッチクライアントの採用によりデス

クトップアプリケーションにも劣らない高い表現力・操作

性を実現。

（２）データ表示・活用

　紙帳票のイメージのまま表示する「ページ形式表示」と

明細データを表計算ソフトのようにグリッドで表示する

「レコード形式表示」の２つの表示形式や複数帳票の連結

表示・検索により幅広いデータ活用を実現。また、「ページ

形式表示」では付箋・マーカー・しおり等の貼り付けや画

面分割による画面上での帳票の比較など紙帳票と同じよ

うな運用も可能。( 図２参照）

（３）高速検索

　独自の検索エンジンによりWeb環境でも圧倒的な高速

検索を実現。

（４）セキュリティ

　ユーザ毎に個別の帳票に対する閲覧・印刷・ファイル出

力などのアクセス権限の設定や製品の個別機能に対する

利用権限の設定が可能。

　また、帳票閲覧時は検索クライアント側ではデータを保

持せず表示のみを行い、ファイル出力・印刷時も暗号化や

ユーザを特定する情報の付与を可能とするため、不正なコ

ピー等による情報漏えいを抑制。

※「快速サーチャーGXデモサイトトップページ」
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  クラウド環境における
帳票基盤サービス提供への取り組み
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概要
　SaaSやクラウドといったサービス型のシステムが登場し、企業を取り巻く情報システム環境は大きく変化して

きている。これに応じて、当社ではクラウド環境における帳票基盤サービスの展開を視野に入れたWeb対応の

電子帳票システム「快速サーチャーＧＸ」を2010年6月にリリースした。また、製品リリースと同時に手軽に製品を

体感いただくことを目的として快速サーチャーＧＸデモサイトを開設した。快速サーチャーＧＸデモサイトは帳票

基盤サービスの構築事例の1つとして、当社の提供する他ソリューションとの組合せにより構築している。

　本稿では快速サーチャーＧＸの特徴や利用事例、快速サーチャーＧＸデモサイトの構築事例を説明し、今後の

機能拡充や製品展開に向けた現在の取り組みを述べる。
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　電子帳票システムの歴史は古く１９９０年代にまで遡り、当社

でも１９９６年の電子帳票システム「快速サーチャー」リリース以

降、これまでに１０００社を超えるお客さまにご利用いただき、

帳票検索の高速性やクライアントの操作性において高い評価

を得ている。電子帳票市場の成長期・成熟期において企業の

基幹システムの主流は汎用機であり、用途も企業内における

社内帳票の閲覧を主目的とするお客さまが多く、快速サー

チャーもまた汎用機から出力される帳票データをメインター

ゲットとしたクライアント・サーバー型の電子帳票システムで

あった。

　しかし、その後１０年余の間に企業の基幹システムは

WindowsやLinuxといったオープン系プラットフォームへの移

行が進み、さらに情報システムの利用形態も自社導入型から

SaaS (Software as a Service）、さらにはクラウドといった

サービス型の利用形態が登場したことで、企業を取り巻く情報

システム環境は大きく変化している。

　そこで２０１０年６月に新たに市場へ投入したのが「快速サー

チャーＧＸ」である。快速サーチャーＧＸでは従来の汎用機か

ら出力されるスプールデータに加え、オープン系システムから

出力されるPDFデータ、紙文書のスキャニングデータの取り

込みにも対応している。クライアントサイドではリッチクライ

アントを採用したことにより完全Web対応化を実現し、企業

内のプライベートクラウド環境や企業間での帳票公開、さら

には企業と顧客間での帳票公開など利用範囲は大きく拡がっ

ている。

　また、快速サーチャーＧＸのリリースと同時に、製品導入前
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5.  おわりに
　本稿では、快速サーチャーＧＸの紹介およびサービス基盤と

しての構築事例について紹介を行った。お客さまからは操作

性、検索速度に加え、多岐に渡るデータ形式の取り込みについ

て高く評価を得ており、また、Webシステムであることからグ

ループ企業や取引先への公開も行うなど、従来の電子帳票の

枠を超えた業務活用を検討されている。

　当社としても、今後お客さまのニーズや電子帳票ベンダとし

てこれまで培ってきたノウハウを生かした機能開発や様々な利

用形態の提供を目指して、今後もお客さまへの貢献、製品の成

長に努める所存である。

第12号

第12号

第12号 第12号

1.  はじめに

2.1  概要
　快速サーチャーＧＸは、Web対応の電子帳票システムで、

オープン系システムから出力されるPDFデータ、汎用機から出

力されるスプールデータ、紙文書をスキャニングしたイメージ

データなど様々な形式の帳票データの統合管理・閲覧・高速検

索を可能とすることから、お客さま内の帳票基盤として活用で

きるシステムである。

　システムの構成としては、帳票データの取り込み・管理と検

索クライアントからのアクセス管理・要求処理を行うサーバ群

と、帳票を閲覧するための検索クライアントで構成している。 

(図1参照）

　検索クライアントはAdobe Flashベースのリッチクライアン

トを採用しており、専用プログラムのインストールが不要で、

Adobe Flash PlayerとWebブラウザのみで動作が可能で

ある。

2.  快速サーチャーＧＸのお客さまがより手軽に快速サーチャーＧＸを体感でき、製品

の選定に役立てられるよう「快速サーチャーＧＸデモサイト」を

開設した。このサイトはデモ帳票を閲覧・検索しながら快速サー

チャーＧＸの操作性を評価できるばかりでなく、お客さまのデー

タを快速サーチャーＧＸに取り込み実際に利用することでお客さ

まの業務適用性の評価にも活用できる。そして、このサイトの構

築にあたりインフラ環境には当社のクラウドサービス基盤製品

「EINS/SPS (Enhanced INTEC Network Solution/Shared 

Platform Service）」[1]、セキュリティ環境には当社の電子証明

書発行サービス「EINS/PKI+ (Enhanced INTEC Network 

Solution/ Public Key Infrastructure+) 」[２]のWebサー

バ証明書・デモサイトのアクセス認証用にプライベート認証局

サービス (プライベート証明書)を採用するなど、当社の提

供する他ソリューションを要素技術として取り入れている。こ

の構築事例は、今後当社が快速サーチャーＧＸを用いたクラ

ウド型帳票基盤サービスの提供を実現するための標準モデ

ルと位置付けている。

図1　快速サーチャーＧＸのシステム構成

図２　左：ページ形式表示とページタグ、右：レコード形式表示 図３　A社さま利用例のシステム構成

（２）B 社さま利用例

　B社さまでは、法人向け帳票公開サービスの基盤として

活用いただいている。B社さまでは、契約している数百社

の法人に対して、統計情報の提供サービスを行なってい

る。従来は、製本・CDによりこれらの情報を配布していた

が、エンドユーザへの情報公開時間の短縮、紙やCDの作

成・配送コストの削減等が課題となっていた。

　快速サーチャーＧＸの導入により、Web環境でデータ一

元管理・公開することで情報公開時間の短縮を実現し、情

報修正があった場合にも迅速な対応が可能となった。

　また、エンドユーザ向けに検索や画面分割による比較表

示など情報をより活用しやすくする様々な機能の提供によ

りサービスレベルの向上を実現した。

　B社さま自身においても製本やCD作成・配送にかかる

コストの大幅な削減を実現するばかりでなく、エンドユー

ザのサービス利用状況を把握することができるようになっ

たことで、それらの情報をさらなるサービスレベル向上に

向けた検討のサポート材料としてもご活用いただいてい

る。(図４参照）

図４　B社さま利用例のシステム構成

3.1　概要
　当社ではクラウド環境における帳票基盤サービス提供への

取り組みの一環として、製品導入前のお客さまがより手軽に快速

サーチャーＧＸを体感でき、製品の選定に役立てるよう快速

サーチャーＧＸデモサイト(https://kaisoku-searcher.com/)

を開設した。

3.  サービス構築事例：
     快速サーチャーＧＸデモサイト

3.2  サービス体系
　本サービスは２つのサービス体系で運用している。

（1）一般公開向けサイト

　一般公開向けサイトは、製品の機能・操作性を評価した

いお客さま向けのサイトである。一般公開向けサイトには、

図５　快速サーチャーＧＸデモサイトのサービス体系

3.3  システム構成
　本サービスのシステム構成は下記の通りである。(図６参照）

（１）インフラ環境

　インフラ環境の構築には、当社のエンタープライズ向け

クラウドサービス基盤製品、EINS/SPS[1] を採用してい

る。EINS/SPS は仮想化基盤を活用して提供する IaaS 

(Infrastructure as a Service）型のサーバホスティング

サービスである。堅牢で信頼性の高いインフラと仮想技術

の採用により、柔軟で可用性の高い、IaaS 環境を提供して

いる。EINS/SPSの特徴は以下の通りである。

● 堅牢なデータセンター設備による高品質のIT基盤サービス

● お客さま IT 資産の最小化・効率化と、利用状況に応じた

　最適なリソース配分

● ディザスタ・リカバリ (DR) 環境提供サービスによるお客

　さまの業務継続性の実現

● 既存サービスとの組み合わせによるシステムインテグレート

　EINS/SPS の採用により、安定したサービス提供を可

能としている。

（２）セキュリティ環境

　セキュリティ環境の構築には、当社の電子証明書発行

サービス EINS/PKI+[２] の Web サーバ証明書・デモサ

イトのアクセス認証用にプライベート認証局サービス（プラ

イベート証明書）と、ファイヤーウォール、攻撃検知等を提

供する、EINS/SPS のセキュリティ機能を採用している。

EINS/PKI+ は、WebTrust for CA 基準に基づいた審査

のもとで、パブリックWebサーバ証明書やパブリッククラ

イアント電子証明書の発行を行い、また各種証明書の発

行・管理を簡単に行えるサービスや認証局の代理構築・

管理サービスの提供を行っている。

　EINS/PKI+ パブリック Web サーバ証明書を本サー

ビスの Web サーバに設定することで、Web サイトの実

在性と本人性の証明を行え、また、SSL/TLS ((Secure 

Sockets Layer) / (Transport Layer Security)) に よ

り、Webサイトとブラウザとの間で送受信されるデータを

暗号化し、第三者による盗聴を防止することができる。ま

た、EINS/PKI+ パブリッククライアント電子証明書を本

サービスの認証に用いることで、なりすましの防止や、暗

号化による盗聴防止、電子署名による改ざん検知を行うこ

とが可能である。

　本サービスでは、これらのセキュリティ対策を駆使する

ことで、お客さまからお預かりした帳票を、より安全な環

境下で閲覧することを可能としている。

（３）システム・運用管理

　システム・運用管理には、当社の統合ログ管理製品、快

速サーチャー LogRevi を採用している。快速サーチャー

LogRevi はセキュアで高速検索可能な統合ログ管理製品

4.  今後の取り組み
　現在、快速サーチャーＧＸを導入されたお客さまが、エンド

ユーザ向けにサービスを提供している事例や当社の快速サー

チャーデモサイト運営など、既に快速サーチャーＧＸはサービ

ス基盤として利用され始めている。

　今後のお客さまへのさらなる高品質なサービス提供の実現

に向けて、現在以下のようなサービス基盤強化に取り組んでいる。

（１）管理者サイトマルチテナント対応

　エンドユーザに向けた帳票公開に関する参照権限や

閲覧・印刷・ファイル出力等のアクセス制限および製品

機能の利用制限などを個別に設定する機能は有しており、

エンドユーザ毎にサービスレベルを設定することが可能

である。

　一方、管理者サイトについてはサービス提供者側で一元

的に管理する機能しか有しておらず、複数ユーザ向けサー

ビス利用に課題を残している。

　これに対応すべく、現在、サービス単位でのシステム管理

情報の分割管理およびそれらに対する個別のアクセス管

理について開発を進めており、管理者サイトについてもマ

ルチテナント対応を実現することでより汎用性の高いサー

ビス基盤の提供を目指している。

（２）負荷分散機能の拡充

　上記のような複数サービス利用、また利用者数の多い

サービスでの利用の場合、サーバ側が高負荷な状態になる

と想定される。

　快速サーチャーＧＸのサーバモジュールは、複数の

Windows サービス群から構成されており、ユーザアクセ

ス管理や帳票データの取り込み、描画、検索、出力等の機能

毎に負荷を分散する構成になっているが、現在これらの

個々の機能においても処理を多重化できるよう開発を進

めており、負荷状況に応じて柔軟性の高いシステム構成を

実現できるよう目指している。
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2.3  幅広い業務適応力
　快速サーチャーＧＸのリリース以降、企業内における社内帳

票の閲覧という従来の電子帳票システムの用途はもちろんの

こと、その枠を超えて様々な業務シーンにおける快速サー

チャーＧＸの活用を検討いただくお客さまが増加している。次

に、既に快速サーチャーＧＸを導入いただきお客さま業務に活

用いただいている事例を２つ紹介する。

（1）A社さま利用例

　A社さまでは、コールセンターでの問合せ対応業務に活

用いただいている。A社さまでは、エンドユーザ向けに月

間数十万ページの請求書、納品書を送付しており、コール

センターでオペレーターがこれらの内容に対する問合せ対

応業務を行なっている。CRMシステムを導入していたもの

の大量な帳票の管理・検索が課題となっていた。

　快速サーチャーＧＸの導入により、大量な帳票の中から

該当のものを瞬時に検索・表示することで問合せ対応時

間の大幅な短縮を実現した。また、この事例ではCRMシ

ステムからの検索条件自動連携を行なっており、オペレー

ターはCRMシステムに問合せ元の情報を入力して検索指

示をだすと、その情報を快速サーチャーＧＸに自動連携し

て結果を表示すため、オペレーターは従来の作業手順を

変えることなく、業務改善を行なうことができた点も導入

効果として挙げられる。 (図３参照）

である。様々なシステム内に点在しているログを「統合管

理」し、お客さまのご要望に沿った快適な統合ログ環境を

ご提供する。

　本サービスにおいては、日々の同時セッション数やアク

セス数などのシステムの稼働状況においてレポーティング

を行い、サービス向上に努めている。

予めデモ用の帳票や簡易操作マニュアルが登録されてお

り、本サービスホームページ等からの IDとパスワードの申

請により、誰でも手軽に製品を体感することができる。

（２）特定ユーザ向けサイト

　特定ユーザ向けサイトは、お客さまが実際の業務で使用

している帳票のサンプルデータを用意し、そのデータをデ

モサイト上から直接参照することで、業務適用性の評価や

実際の利用イメージの確認を行いたい製品のご購入を検

討しているお客さま向けのサイトである。ID とパスワード

を用いた認証とは違い、当社より期限付きで無償提供して

いるクライアント証明書を用いた認証を行うことで、不特

定の端末からのアクセス制限や、なりすまし防止等、セキュ

アな環境を提供しており、お客さまは安心して自社の帳票

を閲覧することができる。 ( 図５参照）
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図６　快速サーチャーＧＸデモサイトのシステム構成
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2.2  特徴
　快速サーチャーＧＸの主な特徴は以下の通りである。

（１）操作性

　ユーザが直感的に操作できるわかりやすいユーザイン

ターフェースに加え、リッチクライアントの採用によりデス

クトップアプリケーションにも劣らない高い表現力・操作

性を実現。

（２）データ表示・活用

　紙帳票のイメージのまま表示する「ページ形式表示」と

明細データを表計算ソフトのようにグリッドで表示する

「レコード形式表示」の２つの表示形式や複数帳票の連結

表示・検索により幅広いデータ活用を実現。また、「ページ

形式表示」では付箋・マーカー・しおり等の貼り付けや画

面分割による画面上での帳票の比較など紙帳票と同じよ

うな運用も可能。( 図２参照）

（３）高速検索

　独自の検索エンジンによりWeb環境でも圧倒的な高速

検索を実現。

（４）セキュリティ

　ユーザ毎に個別の帳票に対する閲覧・印刷・ファイル出

力などのアクセス権限の設定や製品の個別機能に対する

利用権限の設定が可能。

　また、帳票閲覧時は検索クライアント側ではデータを保

持せず表示のみを行い、ファイル出力・印刷時も暗号化や

ユーザを特定する情報の付与を可能とするため、不正なコ

ピー等による情報漏えいを抑制。

※「快速サーチャーGXデモサイトトップページ」


