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旨

IT アウトソーシングの国内市場は、平均約 4％の右肩上が

題があった。

りの成長を続けており、企業内における IT リソースへの利

このような背景から、オンデマンド IT サービス市場に対

用者マインドは“所有”から“利用”へと大きく転換しつつ

応した“MELFOS on Demand”の事業化を計画し、2010 年 6

ある。特に SaaS（Software as a Service）に代表されるオ

月に三菱電機インフォメーションシステムズ㈱（MDIS）初の

ンデマンド IT サービスは、運用コスト削減や業務効率化、

サービス事業として広報発表し、2010 年 10 月にサービス提

最新技術の容易な活用、業務量の変動に応じた IT リソース

供を開始した。迅速なサービス開始を目指し、既存のシステ

の投入等のメリットがある事から企業ユーザーから導入の

ム導入型 MELFOS のソフトウェア資産を最大限に活用しなが

期待が大きい。

ら、サービス提供基盤の設計・構築を進めた。

“三菱 FAXOCR システム MELFOS”は、1999 年の販売開始以

“MELFOS on Demand”は、MELFOS 独自の認識技術等の優位

後、FAX 特有の悪条件に対応した、自社開発の認識エンジン

性を継承するとともに、業務に併せて必要なサービスのみ

を強みとして着実に実績を重ね、200 社以上の豊富な販売実

利用することを可能としており、これまで FAXOCR システム

績がある。一方で、業務量が少ない顧客、繁忙期に極端に業

の利用が難しかった顧客への提供が可能となった。

務量が集中する顧客への導入がなかなか進まないという問
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MELFOS on Demand を活用した FAX 受注業務の流れ
①取引先からの FAX 受信は“FAX 受信サービス”で行なわれる。受信した FAX は画像ファイルとなる。②“文字認識(OCR)サービス”によ
り、認識が行なわれ、結果がテキスト情報で出力される。③認識結果は受注データとして Internet-VPN 経由でサービス利用顧客のシステ
ムへ伝送される。伝送する前に“認識結果確認・修正サービス”を利用して確認・修正を利用顧客側で行なえる。あるいは“データエント
リーサービス”により MDIS が確認・修正をしてから顧客側業務システムに渡すこともできる。④FAX 受信時に“FAX 自動返信サービス”に
より受付通知を FAX 送信できる。⑤“同報 FAX サービス”により顧客側システム出力のテキスト情報を帳票にオーバーレイして FAX 送信で
きる。

＊三菱電機インフォメーションシステムズ㈱

１．ま

え

が

サービス”を展開する事業者の登場により、このようなサ

き

ービスを活用したいというニーズの増加や、エントリー業
“三菱 FAXOCR システム MELFOS”（以下 MELFOS）は、フ

務自体を自社運用ではなく、アウトソーシングしていく動

ァクシミリ送信された手書きの文字を自動認識し、コンピ

きなどが出てきた。
ュータで処理可能なデータに変換するシステム製品である。 (3)MELFOS の“on Demand”化
1999 年の販売開始以降、FAX に特有な文字の傾斜やカスレ
これらの背景により、MELFOS のサービス型事業への対応
があっても文字の読み取りに強く、200 社以上の豊富な販

を目指し、これまで蓄積してきた優位性のある技術の有効

売実績があるロングセラー製品となっている。また、当社

活用を基本として、サービス型の“MELFOS on Demand”の

の技術、導入実績、社会貢献度が高く評価され、2009 年 6

方式検討を進めた。

月に画像電子学会から“画像電子技術賞”を受賞した。

３．新たな利用範囲の分析

“MELFOS on Demand”は、この MELFOS が持つ機能を、初
期費用を抑えた SaaS 型サービスで提供するものである。本
稿では、“MELFOS on Demand”の提供を開始するにあたり
実施したビジネスモデルの検討やサービス提供基盤（設備）
構築の課題解決方法について述べる。

“MELFOS on Demand”の提供を開始するにあたり、２章で
述べた市場および顧客のニーズ変化の分析と共に、これま
でのシステム導入型の MELFOS 事業において採用が進まな
かった原因の分析を行い、以下のような新たな利用範囲を

２．オンデマンド IT サービス市場への対応

定義した。
(1)業務量視点での分析
特定の数日や時間（締日、締時間）に極端に業務量が集

(1) IT アウトソーシングの国内市場の動向
2007 年度から 2013 年度まで平均 4.3％の右肩上がりの

中する業務においては、ピークとなる特定の期間に対応し

成長を続け、2013 年度には、3 兆 1305 億円に到達すると予

た FAX 回線数キャパシティを用意すると、平準時には余剰

測されている(1)。これは、企業内における IT リソースへの

な設備となる（図２の“新利用範囲１”）。また、システ

利用者マインドが“所有”から“利用”へ大きく変化した

ム導入時の初期費用は、最低でも数百万が発生するため、

表れである。

業務量が少ない顧客の場合は、投資対効果が十分に得られ
ず導入が進まない（図２の“新利用範囲２”）。
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IT アウトソーシングサービス市場の動向
（出典：参考文献(1)より引用）
８

IT アウトソーシング市場での、企業における ASP サービ
スや SaaS の利用比率については、2007 年度が 12.6%だった
のに対し、2009 年度では 20%と増加しており、“今後利用
予定”も含めると 38.6%と着実な浸透が伺える(2)。

～４
新利用範囲２
（小規模な業
務）

処理枚数／月

サービス利用のメリットとしては、①コスト削減や業務
小規模

効率化を実現できる、②最新技術を手軽に利用できる、③

図２

業務量や負荷の変動リスクの回避、④事業継続計画（BCP：

大規模

業務量視点での分析

Business Continuity Plan）の導入等がある。一方、課題

“MELFOS on Demand”の場合は、MDIS がシステム設備（IT

としては、①既存システムとの連携が難しい、②重要デー

リソース）を提供するため、少ない初期費用で利用可能で

タを社外に持ち出すことによる漏洩リスクといった点が挙

あり、かつ業務量（使用量）に応じた“従量制の費用”と

げられている(3)。

なり、“ピークに合わせた余剰な設備”を持つ必要がなく

(2) MELFOS 事業分野での顧客ニーズの変化

なる。

MELFOS の既存顧客や事業分野においても、2009 年頃から
同様な変化が生じつつある。例えば、ワールドワイドで“FAX

(2) システム運用視点での分析
システムを自社導入した場合、導入した設備の管理・運

営を自ら行なっていく必要があるが、サービス型の場合は、

動可能なテナント数との関係の確認を進めたが、CPU コア数

設備の管理・運営をベンダーが行うため不要である。従来

を増やしても処理可能なテナント数が頭打ちとなってしま

は、単にこの“システム運用負荷の軽減”を焦点としたニ

う結果が得られた（図３の“結果１”）。分析を進めた結

ーズが主となっていたが、最近はこれに加え、BCP の重要性

果、最終的にディスク I/O がボトルネックとなっているこ

の高まりや、サーバー仮想化技術を用いることによる“シ

とが判明し、 “高速なディスク装置”を採用することによ

ステム復旧の容易性／バックアップ保持の容易性／スケー

り、“稼動可能なテナント数”の目標が実現可能となった

ルアウト（サーバー増設）の容易性”に対する期待が増え

（図３の“結果２”）。

てきている。さらには、受注エントリー等の“業務処理ま
で含めた BPO（Business Process Outsourcing）”のニーズ

スループット

に対応した“エントリーサービス”を提供することで、従
ス ル ー プ ッ ト [件 / 秒 ]

４．サービス提供基盤の検討
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SaaS 型サービスでは、ベンダーが持つ IT リソースを複数

マルチテナントを実現するためには、データ分離を OS～

目標
限界テナント数

結果２
高速なディ
スク装置の
採用で解決
した

2.5

来のシステム導入型（SI 型）では利用が難しかった顧客で
も容易に利用が出来ることとなる。

スループットの変化

3.0

図３ OCR 処理部の性能測定
(2)FAX 送受信部のマルチテナント対応
MELFOS では“サーバー内蔵型の FAX ボード”をハードウ

るか”により、以下の方式が考えられる。

ェアとして使用しており、これを制御する FAX 送受信部は

①

仮想マシン上では稼動出来ない。このため、密結合である

アプリケーションによるデータ分離
システムを構成する全てのプログラムをマルチテナント

に対応した処理に改修する方式
②

データベースでのデータ分離

OCR 処理部とのコンポーネントの分離を行ない、異なるマシ
ン上での稼動を可能とした（図４）。
また、1 サーバーで処理可能な FAX 送受信量は、自ずと限

１つの OS 上で、複数のシステムを起動してシステムで最

界がある（サーバーに搭載する FAX ボードの回線数に左右

小限のテナントの識別を行い、テナント毎に独立したデー

される）。このため FAX 回線は、回線集積度の高い“PRI 回

タベースを割り当てる方式

線（Primary Rate Interface。国際電機通信連合が標準化

③

し た ISDN 回 線 の イ ン タ ー フ ェ ー ス 規 格 。 通 信 速 度 は

OS でのデータ分離
１つのコンピュータ上で複数の仮想化したプラットフォ

1.544Mbps。23 通話回線相当) ”を採用することとした。使

ーム（マシン、OS）を起動し、それぞれでシステムを稼動

用業務量の少ない複数テナントを同一の FAX 回線/サーバー

させる方式

で共用するため、各テナントで異なったものになる“FAX 着

各方式には、それぞれのメリット／デメリットがあるが、

信番号（ダイヤルイン番号）”情報を、受信した FAX イメ

MELFOS の持つシステム毎のカスタマイズ性の高さを維持し

ージと紐付けて後続処理であるテナント毎に独立した OCR

た上で、“タイムリーなサービス開始（スピードを重視）”

処理部に渡す機能を開発し、FAX 回線のマルチテナント化を

を考慮して比較検討した結果、既存の MELFOS ソフトウェア

実現した（図４）。

モジュールの改修が不要で、テナント毎のカスタマイズが

更に、FAX 送受信処理量の急激な変動に対する設備の増強

容易な③の“プラットフォーム仮想化”の方式を選択した

が間に合わない場合を考慮し、他社の FAX 送受信サービス

（図４）。

を活用することを視野に入れた連携機能の開発も同時に行

(1)認識(OCR)処理部のマルチテナントの実現
一方、プラットフォーム仮想化方式のデメリットとして、
仮想マシンを使用することによる IT リソース効率の低下が
懸念される。特に MELFOS の心臓部である OCR 処理部は、CPU
使用率が高いプログラムである。この OCR 処理部に関して、
同一コンピュータ上で稼動数をどのように確保するかが、
サービス実現に向けての最重要課題であった。
当初の検証では、CPU 使用率に着目し、CPU のコア数と稼

なった。
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図４ 実現したサービス提供基盤

⑦“認識結果確認・修正サービス”は、利用顧客が、自社
の端末で MELFOS の認識結果確認・修正機能を使用出来る。

６．む

す

び

“MELFOS on Demand”は既存製品の資産を最大限に活用し、
MDIS 初のサービス事業として迅速なサービス開始を実現し
た。広報発表以降、ユーザーから多数の引き合いを頂いて
おり、MELFOS 事業の裾野を拡げる成果は着実に得られつつ
ある。今後、サービスメニューのより一層の拡充や、信頼

５．MELFOS on Demand の特長と機能
前述した事項を含め、“MELFOS on Demand”の特長や機
能を以下に紹介する。
(1) 特長
①初期費用が少なく IT 資産を抑制
FAX 回線や FAXOCR 用サーバーが不要で初期導入コストや
IT 資産を抑制可能であり、“締日・締切時刻などで処理が
集中”する業務でも余剰な設備は不要となる。
②MELFOS の評価の高い機能・性能を継承

性の更なる向上のため、サービス稼動基盤強化等の施策を
継続して実施していく。また、CTI 事業分野全般を視野に入
れ、“SaaS 型コールセンターサービス”などの新しいサー
ビスと融合することにより、さらに新しい形での CTI サー
ビスを創出していく。これらを通じて、“IT 資産を持ちた
くない”“ビジネス環境の変化に応じて、サービス利用規
模のタイムリーな拡充・縮小が可能”
“BCP が万全”という、
IT サービスならではのメリットを生かしていきたいと考え
ている。

従来の MELFOS の認識エンジンがそのままサービスで利
用可能であり、人手での全件エントリーと比較して 1/3 か
ら 1/10 の大幅な効率化ができる。また認識結果確認・修正
サービスは、“急ぎ”の処理や“複雑な運用”を利用顧客
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