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１．協業内容



報道関係者各位

シムトップス、スリーハンズ、オレ
ガが動画・画像を含むデータ活
用クラウドサービスで提携

2015年4月10日
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サービスイメージ

ファイル共有

マルチデバイス

全文検索

登録する

活用する

保存する

サービス

ConMas i-Reporterの帳票管理と、Media Libraryのプレ
ビュー生成、VVAULTのストレージ管理を組み合わせる。

帳票に付随して大量のメディアを保存する必要のある
場面で使う。

例） 警察の現場検証、遺跡発掘現場、工事の監理等

http://conmas.jp/
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２．各社の強み



株式会社シムトップス
ConMas i-Reporter



ConMas i-Reporterとは

iPad、iPhone、Windowsを使用した、デジタル入力と手書きを融合させた
全く新しい『現場』記録・報告・閲覧のスタイルを提供します。

全ての帳票を帳票データベースで一元管理。
バックエンドの他システムとの自動連携も簡単。

今まで、無くせなかった紙の手書き業務を電子化し
業務の効率と品質向上・スピードアップとコスト削減業務を実現します。

ドキュメント管理機能で図面や手順書などの関連書類も同時に閲覧。
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iPadネイティブアプリによるパワフルな機能＆軽快・高速操作。
電波の届かないオフライン環境下においても使用可能。

日頃使い慣れた紙やExcel帳票(関数も使える)が、そのままiPad電子帳票に。
手書き紙帳票の良さを残してそのままデジタル化・ペーパーレそのままス化。



ConMas i-Reporterの適用イメージ
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手順書

WEBページ PDF図面 製造実績・品質記録

検査記録 不良報告 作業実績
日報

設備点検
チェック

機器点検
チェック

設備・機器保守点検

安全パトロール

安全
チェック

問診票

訪問歯科医療・リハビリ医療

帳票データ参照・編集・承認

参照・再生

入力

入力

入力入力

Office文書・画像

参照

動画

外部
システム
自動連携

帳票データベース

作業支援情報

参照 参照

3Dモデル

iPadで参照・入力・承認

編集 参照

承認

帳票出力

外部システム

店舗巡回チェック

店舗
チェック

日常点検

道路点検
チェック

巡視
チェック

衛生
チェック

入力

歯科診療
記録

入院前
状況調査

自動メール送信



手順書

WEBページ PDF図面 Office文書・画像
動画

作業支援情報

3Dモデル

図面や手順書などの関連書類を閲覧

• 現場での記録・報告を行いながら、関連する図面や手順書な
どのドキュメント類を同時に閲覧できます。

入力

作業を行うために必要な
各種の生産支援情報を

参照することができます。
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再生 参照参照 参照参照



Web API 連携

• 『ConMas Web API』を使用すれば、外部システムのプログラムから
各種APIを呼び出しConMasDBの全ての情報にリアルタイムにアクセス
することができます。

– REST形式のWebAPIを利用して、データの取得、登録が可能です。

– ログインからセッションを保持した連続した操作が可能です。
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ConMas Web API

ASP.NET Web Application

外部システム
データ

外部取り込み
アプリケーション

Web Client

＜呼び出し例＞

RESTコマンド（ログイン）

↓（POST）

RESTコマンド（帳票取得）

↓（POST）

RESTコマンド（帳票登録）

↓（POST）

RESTコマンド（ログアウト）

ブラウザを始め、WebClient機能を実装でき

るコマンドリファレンス及び、.NET(C#)サンプ

ルコードをご提供。

ログイン
ログアウト

Web API一覧

定義一覧取得
定義取得／登録／削除
定義ロック取得／解除
権限情報取得／設定
ラベル情報取得／設定
参考資料取得／設定

新規帳票取得
帳票一覧取得
帳票取得／登録／削除
帳票ロック取得／解除
権限情報取得／設定
ラベル情報取得／設定
参考資料取得／設定

自動帳票作成
選択値情報更新
帳票削除
定義削除
帳票一括ダウンロード

ユーザー情報取得
ユーザー情報登録
グループ情報取得
グループ情報更新
共通情報取得
共通情報更新
端末取得

ConMas DB



スリーハンズ株式会社
Media Library



Media Library について
Media Libraryの強みは主に次の点です

 オフィスやアドビ、各種動画など、さまざまな形式のメディアファイルに対応しています。

 共有されたメディアを、各デバイス向けに自動変換します。

 MS OfficeやAdobe製品がインストールされていないPCでも、画像に変換して表示します。

 各種形式の動画を、各種デバイス・回線速度向けに最適な形式で送信します。

たとえば、外出先でモバイル回線につながったiPadであれば低品質の動画を、光回線に
つながったPCであれば高品質の動画を表示します。

 ファイル内にふくまれるテキスト情報をもとに全文検索が可能です。MS Office、Adobeファイル
にも対応しています。

 詳細は次の３ページをごらんください。

12



Media Libraryはワンソース・マルチシチュエーション対応。変換・共有・検索の3つのオンラ
イン・ビジネス・エンジンで、クリエイティブとビジネスを強力にサポートするクラウドサービ
スです。

1. Media Libraryとは？
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ファイル共有

Adobe/Ms Office対応 マルチデバイス対応 社外アクセス
 MS Office Word/Excel/PowerPoint

 Adobe Photoshop/Illustrator/PDF

 Mpeg1/Mpeg2/MP4/MOV など

 社内メンバー
 クライアント
 パートナー

 PCブラウザ
 iPhone/iPad

 Android（近日対応予定）

 クライアント先
 電車の移動中
 自宅作業 など

ビットレート最適化
（3G/WiFi対応）

変換エンジン

共有エンジン

全文テキスト検索
 通常検索
 詳細検索
 全文テキスト検索

検索エンジン

データアップロード
（イメージ変換）

コンテンツ生成
（PC/iPad対応）
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2. 超強力なオンライン・ビジネス・エンジン

• Adobe/MS Office/画像/動画を高精細イメージ画像に変換し、元データのプレビューを完
全再現します。

• 外出中のiPad、ソフトウェアがインストールされていない自宅PCは、通信環境に応じて最
適プレビューを生成・配信します。

• クライアントとプロジェクトを共有したり、未登録の取引先にワンタイムURL、パスワード発
行してファイルを送付することができます。

• あらゆる文書をイメージ変換、グループ共有したら、その次に気になるのは検索性です。

• 全文テキスト検索で素早くあらゆる文書にアクセスし、ストレスフリーな検索を可能にしま
す。
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クリエーターやカメラマン、映像ディレクターなど、高精細画像や映像を扱うプロフェッショ
ナルの厳しい要求に応えるハイスペックなオンライン・ビジネス・エンジンを提供します。

Adobe/MS Office/画像/動画をイメージ変換

クライアントとプロジェクト共有

全文テキスト検索で素早くアクセス

イメージ変換

プレビュー
生成・配信

共有 送付
グループ設定
閲覧/編集権限

ワンタイムURL

パスワード発行

全文検索可

変換エンジン

共有エンジン

検索エンジン
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3. ビジネス用途の導入要件（セキュリティー・拡張API）

• ビジネス用途向けクラウドサービスとして、コンプライアンスの観点からの情報セキュリ
ティー対策、自社ビジネスとの親和性は欠かすことできない導入要件です。

• Media Libraryは高度なセキュリティー機能、様々な既存システムと簡単に連携できる拡
張APIを標準提供します。

15

管理者向けWEB画面
アクセス権限設定
SSLによる通信暗号化
IPアドレス制限
iPad専用ビューアーアプリ

ファイルサーバーと連携
自社サイトで商品カタログを公開
工事現場で写真をリアルタイム共有
医療・教育現場でペーパーレス化
農作物・畜産物の定期監視

セキュリティー機能

拡張API

セキュリティーが心配だなぁ

自社ビジネスに役立つかな？

安全・安心

システム連携

Copyright ©  3hands Inc. All rights reserved.



株式会社オレガ
VVAULT



ＶＶＡＵＬＴとは？

• 複数のストレージを組み合わせて１つの大容量ストレージとして管理

• 運用中にストレージの構成を変更可能

• データを最適配置し、アクセスおよびコストを最適化

• 大量データを想定したバックアップ／レプリケーションが可能

• マルチクラウド対応

Windows®ソフトウェアにより仮想のストレージを実現
（Software Defined Storage）

ConfidentialCopyright © OREGA Inc. All rights reserved. 



仮想ドライブ（VVAULT）

仮想フォルダ

ファイルA

アクセス

よく使うファイルは
動作が速い

高速・大容量・安価なハイブリッドドライブを実現

利用頻度に応じてデータを最適配置するティアリング機能

ＳＳＤストレージ 高パフォーマンスストレージ クラウドストレージ

メタ情報
データベース

利用されないファイルは

低コスト媒体へ移動させ、
投資・運用コストを抑制

アクセスデータを蓄積し、

頻度に応じてファイルの
優先順位を決定

利用頻度とストレージ使用率に基づきファイルを移動高速・高価 低速・安価

新規作成ファイルは
最高速ストレージへ
保存して高速動作

標準ストレージ
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スタンバイサーバメインサーバ

クラウドを跨るレプリケーションを実現

ＨＴＴＰＳによる接続により、専用回線不要

マスタドライブ（V1）
メインサーバの障害発
生時（HA切替後）のデー
タ冗長性を保証

V1のレプリカである
V2をRead Onlyでマウ
ント可能
、切替時には再起動
不要

マスタ レプリカ

相互切替（切戻）を保証

レプリカドライブ（V2）

インターネット
（HTTPS）

A社 IaaS B社 IaaS

仮想ドライブ 仮想ドライブ
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３．データ連携



拡張API

ConMas Web API

ASP.NET Web Application

連携イメージ

スケジュール

バッチ

クラウドストレージ

APICIFS
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４．Making 仮想協業
感想、課題など



ご清聴
ありがとうございます
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