
2006年 4月 20日

株式会社ベストコミュニケーションズ

今日から始める、拡がる、今日から始める、拡がる、Web Web 戦略戦略

Domino ベースの
ビジネス直結型 Web コンテンツ管理システム

「EZSite 4」のご紹介

IBM ミドルウェアソリューションセミナー
あなたの会社の Notes/Domino はもっと活用できる！
業務改善プラットフォーム『Lotus Notes/Domino 7』と

対応ソリューションのご紹介
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本日の内容本日の内容

EZSite とは…

導入事例に見る EZSite による
Web サイトの運用とコンテンツ管理

ユーザに学ぶ EZSite の使い方
デモンストレーション

Q&A
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((株株))ベストコミュニケーションズの概要ベストコミュニケーションズの概要

1996年創業
東京都目黒区駒場 2-1-4 森下ビル2F

事業内容
コンピュータ・ソフトウェアの開発・販売

– パッケージ・ソフトウェア開発
– 受託開発 等

情報システムに関わるコンサルティング
情報システムに関わる運用サポート 等

IBM Lotus Notes/Domino の実績
創業当初から Notes 開発を開始
1999年 ロータス(株)よりノーツ R5／ドミノ R5 開発に対して表彰を受ける
2001年 ドミノマイスターとして認定
ソニー(株)やAT&Tグローバル・サービス(株)等の顧客において、Lotus 
Notes/Domino の開発実績多数

弊社へのお問い合わせ先
http://www.bcom.co.jp/
メールアドレス：sales@bcom.co.jp
電話番号：03-5790-7208

http://www.bcom.co.jp/
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EZSite EZSite とはとは……
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WebWeb ブラウザのみでブラウザのみで

サイト構築・管理、コンテンツ作成・管理サイト構築・管理、コンテンツ作成・管理

コンテンツ（Web ページ）作成・管理
リッチテキストによる WYSIWYG 環境

読者限定ページの提供
簡易承認ワークフロー 等

多様なサイト構成・管理
カテゴリー（メニュー）単位のアクセス制御
EZSite 4 以外の Web アプリケーションとの連携
柔軟なページ・デザイン 等

情報発信機能
SEO 対策
RSS 2.0 準拠の RSS フィード
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コンテンツ作成・管理コンテンツ作成・管理
－－ WYSIWYG WYSIWYG エディタエディタ －－
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コンテンツ作成・管理コンテンツ作成・管理
－－ ファイル添付専用フォームファイル添付専用フォーム －－
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コンテンツ作成・管理コンテンツ作成・管理
－－ ページ毎のアクセス制御ページ毎のアクセス制御 －－

- Default-
Anonymous
Readers
Ichiro Tanaka
Taro Yamada

- Default-
Anonymous
Readers
Ichiro Tanaka
Taro Yamada
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多様なサイト構成・管理多様なサイト構成・管理
－－ カテゴリーカテゴリー －－
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多様なサイト構成・管理多様なサイト構成・管理
－－ 画像データベース画像データベース －－
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多様なサイト構成・管理多様なサイト構成・管理
－－ デザインデザイン －－
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情報発信機能情報発信機能
－－ SEO SEO 対策対策 －－

ページ毎の SEO（サーチエンジン 適化）

題名、概要、キーワードを入力することによって、
検索ロボットが読み込んでインデックス化し易
いデータ形式に自動変換・提供

カテゴリー毎の一覧ページを検索対象化
Notes のビューを使用せず、独自に一覧ページ

を生成

検索ロボットのクロール用ページを自動生成
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情報発信機能情報発信機能
－－ RSS RSS フィードフィード －－

EZSite 4 で作成された Web サイトの更新
情報を RSS 対応ブラウザや RSS リーダー

等のソフトウェアに配信可能

Google サイトマップ（シンジケーション フィー

ド）に利用可能
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簡単にセットアップ簡単にセットアップ

専用セットアップ・プログラムでセキュリティも確保

アップグレードもボタン・クリックで OK
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エンタープライズオプションエンタープライズオプション

必要な数だけ Web サイトを簡単に追加！
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受付オプション受付オプション

フィールド簡易設定

自動メール送信

対応ステータス管理

Excel データ出力
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Lotus Notes/Domino Lotus Notes/Domino とともに進化とともに進化

EZSite 1.0EZSite 1.0

EZSite 1.1EZSite 1.1

EZSite 2.0EZSite 2.0

EZSite 3EZSite 3

1998年

1999年

2000年

2004年

ノーツ ドミノ R4.6

ドミノ R5 対応
郵政省（現総務省）実証実験参加

ドミノ R5
機能拡張
エンタープライズオプション追加
自治体向けバージョン OEM 提供

Domino 6 対応
機能拡張
受付オプション追加

2006年
Domino 7 対応
機能拡張
特許取得

20062006年年 44月月 1414日日 EZSite 4.1 EZSite 4.1 リリース！リリース！
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導入事例に見る導入事例に見る EZSite EZSite によるによる
Web Web サイトの運用とコンテンツ管理サイトの運用とコンテンツ管理
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イントラネット・サイト運用管理の効率化イントラネット・サイト運用管理の効率化

社名 日本精工株式会社

設立 1916年 11月 8日

本社 東京都品川区

事業内容 軸受、自動車関連部品、精密機器関連部品および電子
応用製品等の製造、販売

e-プロジェクト

推進センター
の業務

1999年に顧客（社外）および社内に対して e-ビジネスを

推進する目的で設立

特に社内に対しては、イントラネットを使った業務改善の
実施や各部門の情報発信を推進

当初の目的を達成したことで 2002年に発展的に解消

Webサイト http://www.nsk.com/

http://www.nsk.com/
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日本精工日本精工((株株))様様

導入の背景
ビジネススピードの抜本的な向上を目的とした社内業務改革の一
つとしてイントラネット上での情報共有・発信の改革を進め、意思決
定の迅速化を指向

デジタル化した部門情報を部門外へ発信する場として、部門の
ホームページの構築を推進

リソースの問題
HTML ベースで作るとツールの使い方の講習会が必要

運用のヘルプデスクが必要 等

更新頻度の問題
一生懸命やればやるほど余計な負担が増える

気を抜くとすぐに更新頻度が下がってしまう 等
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日本精工日本精工((株株))様様

システム概要
１台のドミノ・サーバー上で
EZSite 2.0 エンタープライ
ズオプションによって、社
内各部門の Web サイトを
構築・運用
本システムにおいては日
本精工(株)様専用仕様とし
て、以下のカスタマイズを
実施

– 専用デザインの実装
– 英語版の追加
– ポータル機能の追加

等

サーバは情報システム子
会社が管理するが、各サ
イトのコンテンツは各部門
で作成・管理
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日本精工日本精工((株株))様様

導入効果

サイトの開設や運用についてほ
とんど負荷無し

– サイト開設時には、独自作成し
た数ページの簡易マニュアルを
渡すのみ

– 運用開始後はほとんど問い合
わせ無し

– 各部門は何も用意しなくて良く、
ページ作成・更新はメモ帳感覚
でできる

更新頻度：1〜3度/週
予想を超えた使い方

– 大口顧客に関する全ての情報
を関係者全員で共有

– 組織横断プロジェクトにおける
情報共有 等

13
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インターネットインターネット・サイト運用管理の・サイト運用管理の
効率化効率化

団体名 財団法人交流協会

設立 1972年 外務省及び通産省（現経済産業省）により認可

本部 東京都港区

業務内容 台湾との実務関係を処理

東京本部ほか、台北事務所及び高雄事務所、日台交
流センター、日本語センター等を有する

Webサイト http://www.koryu.or.jp/ （東京本部）

http://www.koryu.or.jp/
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((財財))交流協会様交流協会様

導入の背景

以前は Web サイトを各事務所・センターそれぞれで構築・運営

– 東京本部、台北事務所（日本語/中国語）、高雄事務所（日本語/中国語） 、日
台交流センター（日本語/中国語） 、日本語センター（日本語/中国語）等

データ管理が非効率

どこにどのようなデータがあるか分からない

どこにアップロードすればよいか分からない

Web ページ作成の負荷が大きい

利用者の利便性が低い

見て欲しい情報が埋もれていたり、アクセスしにくかったりして、分かりづらい

Web サイトが問い合わせ対応ツールとなり得ていない

Web サーバのセキュリティに不安
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((財財))交流協会様交流協会様

システム概要
EZSite 3 エンタープライズ
オプションを用いて 2004
年 10月に統合・リニューア
ル

業務の特質上、中国語（繁
体字）の Web サイトが不
可欠であるため、カスタマ
イズにより繁体字版
EZSite 3 も併せて提供

– ロゴ・マークをあしらった
Flash ムービー

– アクセス・カウンター

企業会員のみアクセスでき
る会員専用サイトも
EZSite 3 で構築・運営
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((財財))交流協会様交流協会様

導入効果
Web サイト管理負荷の低減

– サーバは本部に統合管理したため、各事務所・センターでの管
理が不要になった

– コンテンツの作成・管理は、各事務所・センターの現場で実施
– Web ブラウザで作成・更新できるため、情報発信の頻度も増

した

利用者向けサービス・レベルの向上
– 利用者に有用と思われる情報を簡単にトップページに掲載し

たり、リンクしたりして、アピールできるようになった
– 新しい情報が自動的にトップページに表示されるので、利用者

に必要と思われる情報へのアクセシビリティが向上した

セキュリティの不安解消
– 会員向けサイトのアカウントもドミノ・ディレクトリで管理できるよ

うになったので、会員管理や運用が楽になった
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迅速かつ低コストの迅速かつ低コストの Web Web サイト構築サイト構築

社名 三菱重工食品包装機械株式会社

設立 2005年 4月

本社 名古屋市

社員数 209名

事業内容 食品機械・包装機械の販売、サービス、部品供給、修理、
改造、エンジニアリング

同社は三菱重工の食品包装機械事業と、同事業のアフ
ターサービスを担当してきた(株)アール・エス・イーが平
成17年 4月に統合して設立された新会社であり、設計・

製造・販売からアフターサービスを一括して取り扱う新
会社として、新たなスタートを切った。

Webサイト http://www.mhisk.com/

http://www.mhisk.com/
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三菱重工食品包装機械三菱重工食品包装機械((株株))様様

導入の背景
三菱重工の食品包装機械事業と(株)アール・エス・イーが統合して
新会社が設立されたことに伴って、短期間で Web サイトを新設し

なければならなくなった

従来の Web サイトの一部には依然として HTML エディタで作成し

なければならないページが残っていた

『費用をかけず時間をかけず』
会社統合の関係から Web サイト公開まで時間が取れない

公開後も HTML 作成の手間が不要で、かつページを作成した後でも

簡単にページの変更ができることが必要
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三菱重工食品包装機械三菱重工食品包装機械((株株))様様

システム概要
既存環境

– 技術情報・メンテナン
ス情報の蓄積と検索
にノーツ ドミノ R5 を活
用

– (株)アール・エス・イー
様公開 Web サイトに
て EZSite 2.0 を利用

EZSite 3 の導入と同
時に、公開サイトのド
ミノサーバーのマイグ
レーションを実施
（Lotus Domino 6.5）

– パフォーマンスと安定
性をより向上
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三菱重工食品包装機械三菱重工食品包装機械((株株))様様

導入効果
初期の企画段階からデザインまで含めて 3 週間で公開

今後について
コンテンツの充実

– 英文情報も掲載
– 製品情報も随時追加
– カテゴリー追加など EZSite 3 の機能の中で対応を検討

社内で誰でもがコンテンツを作成できる仕組み作り
– 公開サイトのドミノサーバーと社内側のドミノサーバーとの間で

レプリケーション
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迅速に迅速に SEO SEO 対策を実現対策を実現

社名 株式会社ニックス

設立 1982年

本社 東京都渋谷区

事業内容 システム設計支援

企業データベース構築支援

WEBソリューションの開発

C/S型システム構築支援

パッケージソフト開発及び販売

Webサイト http://www.nics.co.jp/

http://www.nics.co.jp/
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((株株))ニックス様ニックス様

導入の背景

検索エンジンに掛からなかった

ページが作成しにくかった

『時間をかけずに、検索エンジンにすぐに掛かる』
セミナーのデモを見て、SEO 対策がすぐにできるということが印象的

だった

時間がかからない、全て Web 上でできる

– 画像のアップロードが簡単

早急にリニューアルするためには、料金的に安いので、自分たちで
同じものを開発するという選択肢は無かった
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((株株))ニックス様ニックス様

システム概要
EZSite 4 を用いて、2006
年 3月に Web サイトをリ
ニューアル

全てのコンテンツをブラウ
ザで作成

複数の担当者で分業

1ヶ月弱で構築
– 1週間目：自分たちが考

えていることがどう実現
できるかを検討

– 2週間目：ページ構造を
検討

– 3週間目：移行

– 4週間目：画面の調整
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((株株))ニックス様ニックス様

導入効果
短期間でリニューアルできた
SEO 対策の効果があった

– クローラーが走った後で、検索すると検索順位が上に上がった
– 商品とキーワードを入れ替えるとすぐに反映されるので、キーワード

の位置を工夫するようにしている

ページ作成が効率的にできる
– 例えば、パワーポイントで作成した資料を再利用する場合、従来通り

Lotus Notes にコピー&ペーストする方法以外に、EZSite の画像デー
タベースを利用する方法を使うなどの使い分けができるようになった

今後について
バージョン 4.1 の 短縮 URL 機能に期待

– メールマガジンでの URL 掲載

受付オプションの導入
– Web セミナー受付とニュースレター受付

特定ユーザ専用ページの設置 等
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ユーザに学ぶユーザに学ぶ EZSite EZSite の使い方の使い方
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使い慣れたツールと組み合わせて、使い慣れたツールと組み合わせて、
効率的に情報発信効率的に情報発信 11

Microsoft Word等ワープロ・ソフトから
Web ブラウザへコピー&ペースト
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使い慣れたツールと組み合わせて、使い慣れたツールと組み合わせて、
効率的に情報発信効率的に情報発信 22

Web ページを作らずに

一覧ページから文書
ファイルにダイレクトに
アクセス

PDF、Microsoft Word、
PowerPoint、Excel等
の文書ファイルをその
まま公開

ファイル添付専用
フォーム
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使い慣れたツールと組み合わせて、使い慣れたツールと組み合わせて、
効率的に情報発信効率的に情報発信 33

従来通り Lotus Notes でワープロ的に作成
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Web Web ページを複製して再利用ページを複製して再利用

プレスリリースや商品紹介
等のページは、フォーマット
も決まっているので複製し
て作成

Microsoft Word や
PowerPoint などで文書を

作成する時に、以前作成し
た文書ファイルをコピーし
て内容を変更して作成

複製した Web ページは自

動で非公開に設定される
ので、安全
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URL URL をコピーをコピー&&ペーストして再利用ペーストして再利用



© 2006 BestCommunications, Inc.40

簡易な文書ライブラリ簡易な文書ライブラリ

添付ファイルも全文検索

とりあえず何でも放り込む

全文索引で
［添付ファイルを索引する］＋［詳細検索］

Lotus Domino のドメイン検索への追加も可能

新着情報の自動表示

トップページの新着情報表示

日付別の新着情報一覧ページ
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コラボレーション・ツールコラボレーション・ツール

情報発信者を増やして、情報共有の幅を広
げる

幅広く作成者権限を与えることによって、より多
くの人に自由に情報発信してもらう

BBS というよりも Wiki 的なイメージ

顧客情報の共有やテンポラリーなワーキング・
グループ（例えば、社内横断プロジェクト等）の
情報共有等
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Q&AQ&A

製品に関するお問い合わせ先

EZSite オフィシャル・サイト
http://www.ezsite.ne.jp/

– 製品ダウンロード

– デモサイト

– Q&A 集 等

メール

ezsite_sales@bcom.co.jp

電話

03-5790-7208

http://www.ezsite.ne.jp/
mailto:ezsite_sales@bcom.co.jp
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