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リアルコムとＣＳＫ－ＩＴＭ、SharePoint/Exchange ホステッドクラウドサービスで協業 

～ユーザー企業のベストプラクティス「BPオンデマンド™」をクラウド提供、Notes ユーザーの移行を支援～ 
リアルコム株式会社、株式会社ＣＳＫ－ＩＴマネジメント 

 

 

当社は、本日添付プレスリリースを行いましたので、お知らせいたします。 

なお、本件に伴う平成 22 年 6 月期業績については、現在精査中です。 
 
 
 
 
 

以  上 
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【報道関係者各位】 
2010 年 4 月 30 日 

 
リアルコムとＣＳＫ－ＩＴＭ、SharePoint/Exchange ホステッドクラウドサービスで協業 

～ユーザー企業のベストプラクティス「BPオンデマンド™」をクラウド提供、Notesユーザーの移行を支援～ 
リアルコム株式会社、株式会社ＣＳＫ－ＩＴマネジメント 

 
 
リアルコム株式会社（本社：東京都台東区 代表取締役社長 CEO：谷本 肇、以下リアルコム）とＣＳＫグループの

株式会社ＣＳＫ－ＩＴマネジメント（本社：東京都港区、代表取締役社長：谷原 徹、以下ＣＳＫ－ＩＴＭ）は、統合コラボレ

ーション環境 Microsoft® Office SharePoint® Server（以下、SharePoint）と Microsoft® Exchange Server®（以

下、Exchange）のホステッドクラウドサービスで協業します。両社は、SharePoint/ Exchange のクラウドサービス

「BP オンデマンド™（ビーピーオンデマンド＝ベストプラクティス オンデマンド）」を構築し、本日より、本サービスの共

同提供を開始します。今後、IBM Lotus Notes/Domino®（以下、Notes）ユーザー企業を中心に 3 年間で 80 社への

導入を目指します。 
 
今まで、Notes から SharePoint への移行や、SharePoint の新規導入は容易ではありませんでした。そこで、リア

ルコムは、SharePoint の先進ユーザー30 社以上が参加するビジネスプロダクティビティ研究会（以下、BP 研究会）

を通じて、SharePoint 活用と Notes からの移行のベストプラクティス（好事例）を体系化し、SharePoint アプリケー

ション群「BP Apps™」として開発しました。 
 
このリアルコムの「BP Apps」を、ＣＳＫ－ＩＴＭの持つクラウド基盤「プリセット USiZE」をベースに統合コラボレー

ションプラットフォーム「BP Engine™」として構築し、クラウドサービス「BP オンデマンド」として提供します。 
 

 
 

 

本発表は、リアルコム株式会社、株式会

社ＣＳＫ―ＩＴマネジメントの共同リリ

ースです。 

両社から重複して配信される場合があり

ますが、あらかじめご了承ください。 
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BP オンデマンドは一般のクラウドサービスとは異なり、マイクロソフト認定パートナーの CSK-Win テクノロジがお

客様ごとのニーズに合わせたインテグレーションサービスを提供する事で、お客様は既存資産との繋ぎ込みや、個

別要件の実現を BP オンデマンド上で実現する事が可能になります。 
 

さらに、初期リリース時は BP オンデマンドのベースプロダクトとして SharePoint/Exchange 共に 2007 ベースの

ものをご提供しますが、今後 2010 へのアップグレードパスもご用意していきます。 
 

また、移行が困難な作り込み NotesDB を預かる「Domino クロークサービス」を提供することで Notes ユーザー

が SharePoint への移行考えた場合における 善のアプローチをご提供します。結果として Notes ユーザーは「BP
オンデマンド」を活用することで、十分な機能を持つ SharePoint 環境を初期投資不要で利用できるようになります。 

 
両社は本日より、本サービスの共同提供を開始します。対象は Notes ユーザーだけでなく、ファイルサーバーから

SharePoint へアップグレードしたい企業、セールスフォースドットコムや GoogleApps 等の他クラウド基盤への移行

を検討している企業に対しても提案を行っていきます。 
 
今回の協業発表に際し、マイクロソフト株式会社よりメッセージをいただいております。  
 

■マイクロソフト株式会社 インフォメーションワーカービジネス本部 業務執行役員 本部長 横井伸好様  

リアルコム株式会社様と株式会社 CSK-IT マネジメント様の協業による Microsoft SharePoint Sever と
Microsoft Exchange Server のホステッドクラウドサービス「BPオンデマンド」の発表を歓迎いたします。
SharePoint Sever の有効活用やノーツ環境からマイクロソフト製品への移行に関するノウハウを体系化し
た今回のサービス提供により、ノーツ環境からの移行に悩まれているお客さまの課題解決を支援できるもの
と考えております。マイクロソフトは、SharePoint Server と Exchange Server の活用で、リアルコム様と
CSK-IT マネジメント様との協業を深め、クラウド型ビジネスの市場拡大を図っていきます。 
 
 
■「BP オンデマンド」の特徴  
（１）ベストプラクティスを体系化したアプリケーション群「BP Apps」 

Notes DB やファイルサーバーの移行先として必要な SharePoint アプリケーション群をユーザー企業や BP 研究

会のベストプラクティスから開発し、「BP Apps」として提供します。2010 年 7 月 1 日時点で文書管理、簡易ワークフ

ロー、WebDB 等のアプリケーションを提供し、今後も順次追加していきます。 
 

（２）活用高度化に必要な機能拡張を実現する「BP ENGINE」 
BP ENGINE は BP 研究会での研究成果を元に、大企業向けインフラ設計のノウハウや、AvePoint 社、Mimosa 

Systems 社をはじめとするサードパーティー製品の組み込みを行い構築した統合コラボレーションプラットフォームで

す。 
 

（３）移行に時間のかかる作り込み NotesDB を塩漬けする「Domino クローク」 
移行に時間のかかる作り込み NotesDB を利用停止までお預かりし、Notes 管理者作業を代行する Domino クロ

ークサービスを提供することで、無理な移行をすることなく Notes から SharePoint へスムーズな切り替えを実現しま

す。 
 
（４）既存ライセンスの有効活用 

SharePoint/Exchange ライセンスは別途お客様が購入します。ライセンスを既にお持ちのお客様は初期投資不

要ですぐにアプリケーションを利用可能です。ライセンスをお持ちでないお客様は、サブスクリプションライセンス

（ESA）での利用開始も可能です。 
 
■提供形態 
想定規模 従業員 1,000 人以上 
提供形態 クラウド（SaaS）サービス（月額利用サービス） 
価格情報 980 円（スタンダードパック）から※ 
※上記価格には、Microsoft 製品のライセンス価格は含まれておりません。 
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■各社の役割 
リアルコム 

 SharePoint ユーザー会 BP 研究会での知見を活かした Notes 移行・SharePoint 活用のベストプラクティス

「GSP（Good SharePoint Practice）」の体系化 
 ベストプラクティスを踏まえた SharePoint アプリケーション群「BP Apps」と、専用基盤「BP Engine」の開発・

提供 、「Domino クローク」の提供 
 「BP Apps」「BP Engine」の利用・展開時に必要となる、サイト管理やアカウント管理、権限管理など

のアプリケーション管理サービスを提供 
 
ＣＳＫ－ＩＴＭ 

 サービス提供基盤となる「プリセット USiZE」を、CSK Win テクノロジと共同で Exchange/SharePoint に

適化し、サービスを提供 
 BP オンデマンド活用時における各種サポートや運用代行サービスを提供 

 
■「プリセット USiZE」について  

「プリセット USiZE」は、CSK-IT マネジメントのデータセンターに設置した IT リソース（サーバー／ストレージ、運

用）を、あらかじめセットした形でお客様にご提供する、レディメイド型のアウトソーシングサービスです。あらかじめ

セットされたサービスを活用頂くことで、システム構築や運用開始時における労力を省くとともに迅速なビジネス立ち

上げが可能となります。また、お客様のビジネス展開に伴う「ビジネス規模の拡大・縮小」、「業務量の増減」、「サー

バー／ストレージリソースの利用量」に応じて、従量料金でご利用いただけます。 

 

■リアルコム株式会社について 

リアルコムは、情報・ナレッジによる企業変革を行うグローバル・サービスカンパニーです。コンサルティング、IT、

アウトソーシングの３つのサービスにより、ナレッジワーカーのワークスタイルを変革し効率化と価値創造の活性化を

実現します。リアルコムのソリューションは、今日までに株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行、東京海上日動火災保険株式

会社、株式会社八十二銀行、日本電気株式会社、NTT ソフトウェア株式会社、丸紅株式会社など 170 社を超える優

良企業に採用されております。グローバルにおいては、米国シアトル、インドプネに拠点をもち、米国では P&G やノ

バルティス等の優良企業に採用されております。 

REALCOM、REALCOM ロゴ、BP オンデマンド、BP オンデマンドロゴ、BP Apps 等は、リアルコム株式会社の登録

商標です。その他の製品名および会社名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。 

http://www.realcom.co.jp/ 

http://www.realcom.co.jp/it/bpod 

 

■株式会社ＣＳＫ－ＩＴマネジメントについて 

ＣＳＫ－ＩＴＭは、ＣＳＫグループにおけるデータセンターおよびシステム運用機能を集約し専門性を追求するため

に設立されました。250 社以上のお客様へのサービスを標準化、部品化し、かつ高度な技術ノウハウの共有により

専門特化した IT マネジメントサービスを提供します。 

http://www.csk.com/itm/  

 

■本件に関する報道関係お問い合わせ先：  

リアルコム株式会社 コーポレートコミュニケーション担当 豊島 

Tel：03-5835-3544/ FAX：03-5835-3181  

E-mail： press@realcom.co.jp 

  

株式会社ＣＳＫアドミニストレーションサービス 広報・ＩＲ部 広報課 神谷 

Tel：03-6438-3050/ FAX：03-6438-3054 

E-mail： pr.sp@csk.com 
以 上 
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