
メールシステム・グループウェアを刷新し、データセンターで集中管理
グループ一体経営の推進とTCO削減を実現
北海道を拠点に建築・住宅資材の総合商社として事業を展開する株式会社クワザワ様は、全国規模で展開するクワザワグループ

との一体経営に向けてメールシステムを『InterSecVM/MW』で刷新・統合し、新たにクワザワグループ共通のグループウェア

『eValue NS』（開発元：株式会社OSK）も導入しました。Hyper-V上に『InterSecVM/MW』を冗長化構成で配置することによ

り、複数ドメインの統合管理や24時間365日稼働可能な環境の構築、グループ全体のTCO削減、管理負荷軽減を実現しました。

ステム構成であることでした。「ベンダー各社から、それ

ぞれ特徴的な提案をいただきましたが、私どものニーズ

にもっとも合致していたのが、大塚商会が提案したプラ

ンでした。ポイントは、NECの『InterSecVM/MW』が複

数ドメインに対応しており、かつ高可用性が確保されて

いたこと、グループウェア『eValue NS』がライセンスフ

リーでありグループ各社への展開に適していたことで

す」と同社システム部 課長の鳥谷部 則夫氏は話します。

新たに構築したシステムは、NECのPCサーバ『Express 

5800』2台を冗長化構成で配置し、SANストレージとして

NECの『iStorage M100』を、バックアップサーバとして

『Express5800』とLTO集合型＜LTO5＞のテープバック

アップ装置を組み合わせた構成です。『iStorage M100』

内では、Hyper-Vの仮想化環境に『InterSecVM/MW』

と『eValue NS』を構築しており、『InterSecVM/MW』

は二重化構成構築キット（CLUSTERPRO）で冗長化、

『eValue NS』はHyper-Vのライブマイグレーション構成

で可用性を実現しています。万一の障害時は、グループ

ウェア、メールシステムを切り替えノンストップで運用

できる設計としました。さらに、『eValue NS』のデータ

は『 iS to rage M100』の筐体内コピーを行うDDR 

Express機能を活用してマスターデータの複製データ

を、『InterSecVM/MW』のデータは全データをバック

アップサーバ経由でテープに保管。「当初の要望に仮想化

は含まれていませんでしたが、お客様の求める高可用性

とTCO削減を両立するには、Hyper-V環境で『InterSec 

VM/MW』と『eValue NS』を冗長化する方法がベスト

だと考えご提案しました」とシステム構築を手掛けた株

式会社大塚商会 札幌支店技術グループ テクニカルソ

リューション課の阿部 道安氏は述べます。

「新システム稼働時に、ストップウォッチでメールの送受

信速度を計りました。以前は数分かかっていた数メガバ

イトの添付ファイル付メールを数秒で送受信できるよう

になり、パフォーマンスに大変満足しています」と吉津

氏。「『InterSecVM/MW』は、Webベースの運用管理

画面でアカウントの登録や変更などを簡単に行えるの

で人事異動に伴う作業が楽になりました。以前は、Web

1933年に創業した株式会社クワザワ様は、2013年に創

業80周年を迎えました。「自分が燃えれば他人（ひと）も

燃える」をスローガンに、㋝タイル煉瓦問屋としてスター

トした同社は、その後、基礎資材や建築資材、住宅資材の

取り扱い、建設工事へと事業を拡大。さらに住宅建設、リ

フォーム、運輸など事業の多角化を推進し、現在は19社

からなる「建設・建築・資材」の総合企業体・クワザワグ

ループとして全国規模で事業を展開しています。同社が

メールシステムを導入したのは1996年、業務効率化には

メール活用が必須との考えから、いち早く導入に踏み切

りました。「バージョンアップを繰り返し、メールシステム

を更新し続けてきましたが、近年はメール件数の増大や

添付ファイル容量の増加、システムの経年劣化により速

度が低下するなどの課題が出ていました。こうした中、

2011年に基幹システムのデータセンター移行に伴い、

メールシステム刷新について検討を開始しました」と、

ベースでメールシステムのメンテナンスができず、多く

の作業時間がかかり、休日出勤で対応していましたが、

今は業務時間内に作業が完了するので管理負荷を大幅

に軽減できたと感じています」と運用面の効果を鳥谷部

氏は語ります。また、稼働開始以降大きな障害もなく安

定稼働していることも、同社は高く評価しています。さら

には、グループ全体のメールシステム統合の効果として、

業務効率向上だけではなく、グループ各社のメールシス

テムの運用管理に携わっていた社員の負荷が軽減され

たことや、既存のメールおよびグループウェア関連のコス

トを削減できたことなどが挙げられます。

「『eValue NS』上でスケジュールが共有できるようにな

り、社員の行動が“見える化”され、拠点やグループ会社と

業務を行う際、円滑にコミュニケーションが取れるなど、目

に見えて業務効率が向上しました。また、営業部門はタブ

レット端末でメールやグループウェアを活用できるように

なり、メールを見るために帰社するなどの無駄がなくなり

ました。他にも全社掲示板を利用して、グループ全体で情

報共有を行えるようになるなど、グループ一体経営の面で

も効果が上がっています」と吉津氏は続けて語ります。

2013年7月時点でグループ11社のメールシステム統合が

完了し、現在約850ユーザが『InterSecVM/MW』と

『eValue NS』を利用。同年9月には、さらに3社が加わり

最終的には19社すべてを統合する予定です。「まず、メー

ルシステムとグループウェアをグループ全社で活用し、情

報共有の促進と業務効率の向上、TCO削減を進めます。

また、新システムを多く活用しているグループ会社から、

IT活用事例としてグループ各社へアピールする場を設け、

クワザワグループのシナジー効果を発揮できるように、新

システムの浸透をはかる工夫をしています。今後は、グ

ループウェアとタブレット端末活用を推進し、お客様への

カタログ提案やプレゼン活用も計画しています」と吉津

氏は今後の展望を語ります。クワザワグループは今回の

メールシステムとグループウェアの統合および強化を、

「創造的・革新的であり続ける」という自社の行動指針に

基づき次なる90周年、100周年へ向けた飛躍のステップ

と位置付けています。

同社取締役 管理本部副本部長兼システム部長の吉津 

修二氏は導入前の課題について振り返ります。

基幹システムの移行に伴いメールシステムも、クライアン

ト・サーバ型からデータセンターでの集中管理型へ変更

することに。その狙いは、システム統合による業務効率化

やTCO削減に加えて、クワザワグループ19社の一体経

営を推進すること。さらに、グループ全体で情報共有を

促進するため、メールシステムの強化だけではなく、スケ

ジュール共有や文書管理、ワークフロー管理などを一元

的に行えるグループウェアが必須であると考え、同社は

その要望をベンダー3社に伝えました。要望のポイント

は、①グループ19社のメールを運用するため複数ドメイ

ンに対応したシステムであること、②グループ会社には土

日祝日も営業している企業があるため24時間365日止

まらずに稼働できること、③TCO削減効果を見込めるシ
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グループ一体経営に向けて
統合的な情報共有環境が
求められていました

• 『eValue NS』で各社のスケジュールやドキュメントを共有すること
により業務効率が向上

• 『InterSecVM/MW』により各社の既存ドメインを活かしながらメー
ルシステムを統合

• 仮想化と冗長化により24時間365日止まらないメールシステムを実現

メールシステムの運用負荷
が増大し業務効率が低下し
ていました

• グループ各社が負担していたメール関連の運用コストを大幅に低減
• 人事異動時のアカウント登録や変更などの作業が『InterSecVM/MW』
の管理画面で一元化され管理者の運用負荷が軽減

• メールやグループウェアのマスターデータをバックアップサーバ経由
で自動的にテープへ保管することにより事業継続性を強化

課題と成果
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仮想化と冗長化構成によって
高可用性を実現

人事異動に伴う作業が楽になり
管理負荷を大幅軽減

クワザワグループのシナジー効果を発揮し
90周年、100周年を目指す
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