
 

- 1 - 

事務所移転に伴う 

事務室用新システム導入ついて 

（株）ＪＡ大分総合情報センター 

 

 

■ 執筆者Ｐｒｏｆｉｌｅ ■ 

 

 

      2000年  （株）ＪＡ大分総合情報センター入社 

               企画管理課所属 

               総務業務、システム運用担当 

      2013年  現在 

               企画管理課係長 

               社内システム各種管理者 

               ISO20000 認証・維持担当 

    石井 功 

 

 

 

 

 

 

■ 論文要旨 ■ 

 セキュリティや顧客サービスの向上のため、社屋移転に伴い入退室システム・鍵管

理システム・ひかり電話の導入を行った事例を紹介する。 

社員の迅速な所在把握、成りすまし入室防止、鍵管理手法の改善等、旧事務所で残

された課題解決のために、スマホをキーデバイスとして、ビジネスフォン、入退室管

理、鍵管理システムを導入し、問題解決を図った。 

全ての課題解決を実現した構成で、次のような効果があった。 

① ひかり電話導入：年間の電話料の 4割カット 

② 指静脈生体認証導入と監視カメラ連携：成りすまし侵入防止 

③ 鍵管理システム導入：セキュリティ対策向上／鍵管理の簡素化 

しかし、先端技術の選定、マルチベンダーでのシステム連携による想定外の障害対

応や機能重視の結果、利用者の使い勝手、スキルの軽視によるシステム浸透の鈍化を

招くなど、多くの問題が発生した。今後は、利用者にやさしい、安定したシステムの

導入を考えたい。 
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１．はじめに 

 １．１ 当社の概要  

当社は、平成 10 年 8 月に大分県下の JA、中央会、県連合会および全国連合会で組織さ

れている JAグループ大分が設立した株式会社である。 

その設立の目的は、JA グループ大分における情報システムを「共同開発・共同運用」す

ることで情報化資源を集中し、投資コストの削減と情報化機能の充実を図ることである。 

また、農家組合員にとって魅力ある農業、活力ある農村社会を実現するとともに、消費

者の皆様へ安心・安全な農産物を提供するため、農業者や地域住民に対する営農情報や生

活関連情報を開かれた形で提供することである。 

JA グループ大分では将来に渡って農家組合員や消費者の方々に満足していただける最適

な事業運営態勢の構築が喫緊の課題となっており、当社においては、地域住民への「食と

農」の情報発信や農家組合員への農業情報提供、また、JA の事業・経営を支援する取り組

みを行っている。 

また、当社では ITサービスマネジメントを導入し、サービス品質改善を行い、常に変化

する環境条件や農家組合員･JA の要望に対応するため、平成 23 年 2 月に ISO20000 を認証

取得し、提供するサービス品質の維持・向上に努めている。 

今後、当社が真に有益な情報を提供し、農家組合員や JA、地域住民に喜ばれ、そして、

満足していただける会社として、その役割を果たしてゆきたいと考えている。 

 

 １．２ 導入の背景  

当社は平成 14 年 4 月に JA グループ大分が所有する土地の一画に自社ビルを新築して 10

年弱事業を行っていた。 

しかし、併設の JA 職員研修センターの老朽化による施設移転とともに当社も平成 24年 1

月に移転することとなった。 

その移転を機にデータセンターとしての事業継続対策強化のために、顧客向けサーバー

機器を同市内のデータセンターへ移設し、事務所機能も同ビルの別フロアに移転すること

となった。 

私は、新事務所設計と、事務所用入退室システム・鍵管理システム・事務用電話機の導

入プロジェクトチーフとして対応を行った。 

 

２．カスタマーサポートとセキュリティの問題と課題 

２．１ 社員の所在把握について  

当社は、顧客からの問い合わせは個人指名が多い。旧社屋は社員数の割には 10部屋強の

執務エリアに分かれていたため、社員が自席以外の場所で作業を行っている場合に電話が

掛かってくると、電話転送のため、社員を探すのに、お客様を待たせる事があり、苦情も

多かった。 

移転先事務所は、通常社員が仕事をする事務室をワンフロア化し、所在把握が困難な状

況自体を減らす設計とした（旧社屋は部別に部屋が分かれていた）。しかし会議室等事務

室から見えない部屋が旧社屋同様 10エリア程あるので、社員所在把握のシステム化が課題
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であった。 

 

 ２．２ 入室セキュリティ残存リスクについて  

旧社屋の入退室システムは、10 年前の社屋建設時に導入した物で、カードキーによる入

室管理、最重要エリアはカードキーと暗証番号数字 4 桁による入退室のアンチパスバック

管理と入室扉部分に監視カメラを設置する対策を実施していた。 

建設当時の社屋としては、このレベルの入退室のセキュリティで十分な対応であったが、

時代とともに、情報セキュリティの重要性が増してきた。 

当社も ISO20000に準拠する中でセキュリティ内部監査により、カードキーの紛失・盗難

が発生した場合に、パスワードが必須の最重要エリア以外の扉ではカードを持っていれば

成りすまして入室することが可能となるという脆弱性が指摘された。そこで生体認証の導

入を検討したが、費用対効果から残存リスクとして容認している状況にあった。 

残存リスク解消のため、不正（成りすまし）入室防止対策の生体認証入退室システムの

導入が課題であった。 

 

２．３ 鍵管理について  

セキュリティ対策として、キャビネット等の施錠対策は実施していたが、複数人で利用

しているキャビネットを開錠するには、各キャビネットの鍵管理者から鍵を借用する必要

があり、管理者が出張・休暇等で不在の場合には、スペアキーを総務課長から借りる手続

きを取る必要があった。 

そもそも、セキュリティ強化対策と利便性は相反するところが多く、セキュリティのみ

を重んじるばかりに社員に不便な手続きを強いており、頭を悩ませていた。 

権限を与えられた利用者が、利用者単独で必要な時に鍵を借り、利用が終わったら返却

を行える仕組みの導入が課題であった。 

 

３．新システム導入による課題解決 

上述の課題は、旧社屋内でも多額の投資を行えば課題解決は可能ではあったが、投資コ

ストの削減の観点から、システム面からの課題解消は保留されていた。 

しかしながら、今回、移転先が賃貸ビルとなり、旧社屋で警備会社と連動させていた入

退室管理システムは、移転先を管理する警備会社と異なるため、契約上移設が困難となっ

た。 

また、電話設備も旧設備を移設して維持する費用より、ひかり電話に切替を行うことで、

ランニングコストを抑えられる事が分かった。 

どちらも、旧社屋建設時導入で 10年近く経過しており、償却済み物件ということもあり、

入退室管理システムとビジネスフォンシステムを刷新し、旧社屋で残された課題解消に臨

むこととした。 

また、セキュリティと利便性は相反すると論じたが、今回の移転で、旧社屋以上に、セ

キュリティを強化し、かつ利便性も向上出来る様なシステムの選定を行うこととした。 
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４．導入システムの選定 

４．１ スマートフォン  

当社は、タイムリーに、より新しい ICT を研究し、自ら積極的に適用しながら、JA に対

して、より有効な ICT を普及、導入していくための組織である。 

移転プロジェクト開始当初は、スマートフォンが普及し始めていた時であり、当時数名

の社員しかスマートフォンを持っていなかったため、新事務所への移転を機に、スマート

フォンを全社員に貸与し、最新の ICTにまずは触れてもらう環境を作ることにした。 

さらに、スマートフォンの多様な機能に着目し、スマートフォンをキーデバイスとした

以下の機能を確保出来るシステム構築を行うことで今までの課題解決を目指した。 

①携帯電話 

②ビジネスフォン（事務所電話機）の内線電話 

③入退室鍵管理本人認証 

④社内グループウェアモバイル接続 

⑤出張先での無線ネットワーク構築 

上記の利用目的から導入するスマートフォンは、以下の機能を備えていることが必要で

あった。 

①LTE対応：携帯電話機能の通話コスト削減・高速回線 

②Wi-Fi対応：内線電話アプリ用 

③FeliCa対応：入退室鍵管理システムの本人認証用 

④テザリング対応：出張先での無線ルータ用 

⑤防水対応：故障防止用 

上記 5 点の条件を満たす端末は、移転準備段階では、まだ発売されていなかったが、条

件を満たした端末（docomo NEXT series ARROWS X LTE F-05D）が移転直前に発売される予

定だったため、この端末を導入することにした。 

 

４．２ ビジネスフォン  

最も課題となっている社員の所在把握対策として、お客様からの電話をスムーズに社員

に取り次ぐことが出来るように、スマートフォンを内線電話機として利用出来るシステム

を選定した。 

選定の対象としたシステムは、旧社屋で採用し、信頼があった NTT から選定することと

なり、NTT西日本のαNXtypeLと、NTTdocomoのオフィスリンクで比較検討を行った。 

NTTdocomo のオフィスリンクの方が、利便性・安定性共に優れており、docomo の機種で

あれば機種を問わず利用可能なのに対して、αNXtypeLは、Androidスマートフォンに対応

はしているが、NTT 西日本として推奨している端末ラインナップの種類が少なく、導入予

定のスマートフォンも残念ながら推奨外の端末であった。 

しかし、オフィスリンクは、利用端末数に比例して月額の固定利用料が発生するため、

ランニングコストの観点から、最終的には、αNXtypeLを選定することにした。 

 

４．３ 入退室鍵管理システム  

次に、成りすまし入室防止対策のため、生体認証入退室管理が可能なシステムを選定す
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ることとした。 

生体認証なので、認証にカード等は必要ないという考えであったが、移転当時には、生

体認証のみの n 対 1 認証システムは見当たらず、生体認証を行う前に、カード認証が必要

な 1対 1認証方式で、導入せざるをえなかった。 

そこで、FeliCa 対応のシステムを選ぶことで、スマートフォンの FeliCa カード機能を

活用することにした。各メーカーから性能・価格の比較検討を行った結果、当社の規模か

ら、クマヒラの GG-2 を選定した。 

GG-2 の生体認証には、指紋・指静脈・手の甲静脈・手のひら静脈を選択することが出来

た。今回の導入には、全扉生体認証を導入することになっており、生体認証機器の導入台

数が多いため、認証率は少し下がるが、費用対効果及び機器のサイズの観点から、指静脈

認証を導入することにした。 

また、鍵管理については、クマヒラのセキュアキーロック 2 を導入し、入退室システム

GG-2 で連携制御し、スマートフォン FeliCa カード機能による認証と、暗証番号数字 6～8

桁の組み合わせで、本人に与えられた権限のキーホルダーを必要な時に自分一人で、取り

出せ、操作ログ管理も行えるシステムを導入することにした。 

 

このようにして、目指していたスマートフォンをキーデバイスとしたセキュリティ強化

と利便性の向上に繋がるシステムを構築することができた。 

 

４．４ 選定システムの構成  

上記選定の結果、スマートフォンを中心に、クマヒラ製品によるセキュリティ対策対応

の為の指静脈生体認証入退室システム、鍵管理システム、監視カメラシステム。NTT 製品

による会社用電話に関連した、スマートフォン内線システム、ひかりビジネスフォンシス

テム、無人受付システムという構成となった。システム構成概略を図１に示す。 
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５．導入後の評価 

５．１ 入室セキュリティ残存リスクについて  

入退室管理システム GG-2、指静脈生体認証の導入により、課題となっていた成りすまし

入室防止策は、完全に解決に至った。さらに、旧社屋で導入していた監視カメラシステム

（クマヒラ）を移設利用し、入退室管理と監視カメラ録画画像が連携出来、入退室ログに

カメラ画像が紐付けされることから旧社屋のときに比べ、格段にセキュリティを向上する

ことができた。 

しかし、指静脈パターンは、変化しやすい生体情報である。人によっては、寒い日や荷

物を手に持って出勤した場合、認証率が下がり、リトライする光景を目にするものの 2 指

登録対応を実施することで利用には耐えうるレベルとなっている。また、認証を実施する

際に毎回、ボタンを押す必要がある。全社員が同じボタンを素手で頻繁に押すため、数年

前に話題になった強毒性インフルエンザなどの感染症拡大の観点では、課題が残る。 
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認証機器の性能では、社内のノート PCに導入している富士通の手のひら静脈認証の方が、

完全非接触でもあり、かつ認証率も格段に上である。 

 

５．２ 鍵管理について  

鍵管理システムを導入したことで、いままで鍵毎に管理者が貸し出しを行い、いつ・誰

が・どの鍵を利用し、いつ返却したのかを記録台帳で履歴管理を行う必要があったが、履

歴管理はログとしてシステムに記録されるため、煩雑さから解放された。 

さらに、各自最低 1 本（机；PC キャビネット；個人ロッカー等）は鍵を持帰る必要があ

ったが、セキュアキーロック 2 を導入することでスマートフォンが認証キーになるので、

鍵の持ち出し（持ち帰り）を禁止しする事が出来るようになり、また常に携帯しているス

マートフォン FeliCaカード機能がアクセスのキーに切り替わったことで、鍵紛失・置き忘

れ防止が向上した。 

鍵管理システムと、監視カメラシステムの入退室システム連携は、プライバシーマーク

審査員からも審査の時に「利便性とセキュリティ対策両方が向上した成功例と言える。」

と好評価をいただいた。 

しかし、セキュアキーロック 2 は、移転当初発売されたばかりで、当時は生体認証機器

との連携販売はされておらず、FeliCa カード機能による認証と暗証番号認証の組み合わせ

で導入しているため、鍵管理については成りすまし利用の懸念は残っている。現在では、

生体認証機への切替が可能となっているので、今後費用対効果を考えて、導入の検討を行

う。 

 

５．３ 社員の所在把握について  

スマートフォン FeliCaカード機能と入退室管理システムとの連携で、社内移動には、ス

マートフォンが必須となる環境を構築することで、自席にいない社員への電話取次の課題

解消を行う構想だった。 

docomo NEXT series ARROWS X LTE F-05D は LTE 対応端末初の All in one ハイスペック

防水スマートフォンという事で、各種機能を利用して、社内システムとの連携を図ったが、

3G・LTE・Wi-Fi を使うために、業務時間中にもかかわらず、バッテリー消費速度が速く、

電源容量が不足するという問題が発生した。All in one ハイスペックがバッテリー消費の

増大にもつながってしまい、通勤中、出張中等にバッテリー切れになった場合、FeliCa 機

能も停止してしまうため、事務所への入室（入室認証）が出来ない状態となってしまう事

態も想定する必要が出て来た。暫定対応策として、入退室管理システムにメインカード

（スマートフォン FeliCaカード機能）と別にサブカードの登録を許可する対応を採らざる

をえなかった。この対応で、スマートフォンを携帯する必要が無くなり、重たいスマート

フォンは机に置いたままで、サブカードでの入室認証を行う者が殆んどとなってしまった。

サブカード登録を許可したことにより、スマートフォンの携帯率が低下し、内線電話機能

を利用した社員の所在確認を行うという目的は達成できなくなってしまった。 

バッテリー問題は、大半のスマートフォンで抱えている問題だと思うが、3G 端末では想

定出来なかった、バッテリーの持ちの悪さで、手の打ちようが無かった。大容量補助バッ

テリーを配布し、端末のバージョンアップを行うことで、改善を試みたが、キーデバイス

のバッテリー問題は後を引く問題となった。 
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５．４ ビジネスフォン  

ひかり電話の導入、docomo Xi カケ・ホーダイへの切替により、年間の通信費（電話料）

は、システム刷新前に比べ 4割以上のコストカットが実現出来た。 

内線システムは、αNXtypeL オプション機能のビジネスフォン SIP クライアントという

Android 用アプリによる、ひかり電話社内設置交換機の Wi-Fi 無線アンテナを利用した IP

電話の仕組みであった。待受けのために常にスマートフォンの Wi-Fi 通信を利用状態にし

ておく必要があり、前述のバッテリー問題が大きな障壁となってしまった。 

また、導入したスマートフォンはαNXtypeL の推奨端末ではなかった事から、内線電話

として動作はするものの相性が悪く、Wi-Fi 通信も安定せず、通話中に電話が切れること

もあり、結果的にお客様に大変迷惑を掛ける結果になってしまった。 

通話品質改善のために、固定電話機を増設して対応を行った。その後、導入したスマー

トフォンをαNXtypeL の推奨端末としてもらうことで、通話品質は随分改善されたが、暫

定措置として導入した固定電話機が現場に定着してしまった。 

ビジネスフォン SIP クライアントについても比較的新しい仕組みで、導入実績も少なく、

当社のように 30台規模では初めての環境構築であったため、メーカー側も対応に苦慮した。 

とくに、この仕組みは、そもそも Android アプリであるため、携帯電話機能に着信があ

った場合、内線アプリで通話中であっても、携帯電話着信が最優先されてしまい、動作不

良が起こってしまうという問題が発生した。また、他の無線電波に影響を受けやすく、他

のテナント企業（別の階）のコードレス電話電波、電子レンジ等の家電製品電磁波、スマ

ートフォン自体に搭載されている機能の 1 つの Bluetooth 等の干渉を受けてしまい、通話

品質が極端に低下してしまった。 

F-05D の販売コンセプト「LTE 対応機種初の All in one ハイスペック防水スマートフォ

ン」は、様々な機能を持っていたことが、逆にビジネスフォン SIP クライアントの通話品

質も下げる形となり、問題を生んでしまった。ビジネス用として、このシステムの導入は、

当時としては時期尚早だったと思われる。 

All in one ハイスペックをフル活用する仕様で構成したため、ビジネスフォン内線機能

は、電話としては操作が複雑で、通話品質向上のため設定調整に各種制限を行わなければ

ならなかった。制限調整等もあり、スマートフォンの設定には、かなりの時間を費やした。

まず、導入時の 25台個別の初期設定作業は、１台１時間程度は時間が掛かった。設定は、

携帯電話というより PCを設定しているイメージである。 

また、スマートフォンを初めて使う社員にとっては、操作を覚えるのにも時間が掛かっ

てしまった。 

 

５．５ 新環境で実現したその他の対応  

５．５．１ ビジネスフォンコールバック機能の導入 

ビジネスフォンαNXtypeL 標準搭載機能のコールバック機能を導入した。社員個人所

有の携帯電話から会社に電話した場合に、自動で会社の電話交換機が個人所有携帯電話

に電話を掛け直す機能により、外出先から会社に電話した場合の通話料の社員負担が無

くなった。 
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５．５．２ 無人受付システムの導入 

ビジネスフォンαNXtypeL の構成で、ディスプレイ・カメラ付きのアドバンスト電話

機を受付に導入し、受付の無人化を実施した。 

来訪者は当社入口フリーエリアの受付に設置されたアドバンスト電話機で、ディスプ

レイに表示されている用向き先の部署をタッチし、内線機能を利用して、遠隔地から無

人で直接受付を行う仕組みである。旧事務所では必ず総務部門を仲介して有人で受付を

実施していたが、来訪者はストレートに担当者と会話が出来、有人受付廃止によるコス

トカットが実現出来た。 

また、時間外来訪者のために、廊下にαNXtypeL のカメラ付インターフォンを設置し、

事務室内の内線電話機と会話が出来る構成にしている。 

 

５．５．３ グループウェアスマートフォンアプリの導入 

社内グループウェアのサイボウズ office をサイボウズケータイを利用して社外から

携帯電話でモバイル利用をしていたが、スマートフォンに切替えたため、スマートフォ

ンアプリのサイボウズ KUNAIを利用出来るようになり、より操作しやすくなった。 

 

５．５．４ ペーパーレス会議システムの導入 

内線電話用に、Wi-Fi 無線アンテナを設置して無線ネットワーク環境が新たに構築さ

れたため、タブレット（富士通 ARROWS Tab LTE F-01D）も全社員に貸与し、V-CUBE ミ

ーティングを利用したペーパーレス会議システムを導入する事が出来た。このシステム

はテザリング機能を利用することにより、出張先でも無線ネットワーク環境を構築する

ことで複数の端末機で利用が可能である。 

 

６．今回の取組を通して 

６．１ マルチベンダーから発生した諸問題  

今回マルチベンダー構成で構築したが、マルチベンダーは当初想定していた以上に、調

整等に苦慮した。システム選定の際には、電話は NTT、入退室・鍵管理・監視カメラは、

クマヒラというなるべくシンプルなマルチベンダーの構成で導入を決めたが、導入が進む

につれ、スマートフォンは、富士通パーソナルと NTTdocomo。ビジネスフォンは NTT 西日

本。入退室・鍵管理・監視カメラについても、窓口はクマヒラだが、障害の対応等は熊平

製作所。各企業、分社化が進み、グループ企業であっても、組織が別会社であるため、コ

ンプライアンスの関係等で一体的なサービスを受ける事が難しく、障害が発生した場合、

１次受付の担当者が障害原因をある程度分析し、どの組織と解決策を検討していくかを見

極めるスキルが問われ、マルチベンダーが原因で対応に時間が掛かった部分がある。当社

も JAグループというグループに属した企業である。お客様の利便性を損ねない、グループ

としてのメリットを模索する必要があると感じた。 

 

６．２ 新商品から発生した諸問題 

選定したシステムの多くが、新商品だったため、導入の事例が少なく、予期せぬエラー

も続出してしまった。 
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特に、キーとなるスマートフォンは条件を満たす端末が他になかったことから、移転ギ

リギリの発売で、実機で環境を構築してテストを行えないというリスクを覚悟で選定・導

入を行った。類似品でのテストは一通り実施していたが、実際は、テスト時に問題が無か

った想定外の障害が多発した。実機でのテストを行えなかったことが残念でならない。 

 

６．３ スマートフォンから発生した諸問題 

今回、キーデバイスとなるスマートフォンをフル活用する事をコンセプトにシステムを

導入し、また既存の課題が少しでも多く解消出来る機能を兼ねそろえたシステムを選定し

た。 

仕組み的には数多くの課題を解消することが出来た。しかし、根幹となるスマートフォ

ン（キーデバイス）の安定性が低いことが新たな課題を生み、対処策にスマートフォンを

使わなくても目的（ビジネスフォン；認証キー）が達成出来てしまう暫定措置を採らざる

をえなかったために、当初計画していた課題解決に至らなかった。 

また、スマートフォン初心者の多くは、スマートフォン自体の操作もままならない状態

で、操作指導に苦労した。逆に使いこなせる利用者は、各自でアプリをインストールし、

独自設定を行い、そのことが原因で不具合が発生した事例も多い。どのアプリが、社内シ

ステムの不具合に影響しているのかを調査するのに非常に苦しめられた。 

 

とかく、人は変化を嫌う。いくら便利な機能を多く準備しても、利用者が変化を嫌い、

その機能を使おうという意欲を持たなければ、宝の持ち腐れとなってしまう。また、ICT

を提供する側は、その機能を使わざるをえない状況をいかに構築し、新しいシステム、新

しい機能に慣れ親しんでもらえるかを検討、工夫することも必要である。当社基幹事業の

大分県内 JA向けのシステムも、バージョンアップの度に便利な機能を具備してきているが、

新しい機能を使いこなせているエンドユーザーは多くは無いようだ。 

今回の反省は、使わざるを得ない状況で構築したつもりであったが、キーデバイス（ス

マートフォン）の調整が稼働後になってしまい、代替手段が浸透してしまったことが、残

念であった。構成した仕組み上は、入室セキュリティ向上、鍵管理システム化、社員所在

把握、全ての課題を解決出来るシステムとなっている。生体認証と、鍵管理は、キーデバ

イスとの繋がりこそ薄くなったが、課題解決に至る事が出来た。社員所在把握はシステム

での対応は今のところ機能していないが、この点については、事務室のワンフロア化とグ

ループウェアによるスケジュール管理強化で、旧社屋時代より、状況が改善されているこ

とは付け加えておきたい。 

また、システム選定時に機能面ばかりに目が向き、利用者のスキルはバラバラで、誰で

も使えるシステムといった視点を軽視していたのだと、後から気付かされた。事例の少な

い新しいシステムばかりを組み合わせてしまったことも、反省する点である。今後は利用

者にやさしい、安定したシステムの導入を考えていく必要があると思う。 

 

７．おわりに 

私は、携帯電話を 15年ほど利用し、スマートフォンを 3年利用している。学生の時に購

入した携帯電話は、電話機能と、ポケベルレベルの簡易メール機能程度しか無かったよう
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に記憶している。スマートフォンに切り替える前に利用していた機種は、色々な事が出来、

素晴らしい物だった。15 年間の携帯電話の進歩は目覚ましい物を感じた。スマートフォン

は現在発展途上である。私自身 3 年間で 3 台のスマートフォンを利用してきたが、新しい

機種になるほど、バッテリーの持ち、速度、機能等、充実してきていることを肌で感じて

いる。1 ユーザーとして今後、スマートフォンが、携帯電話と同じように、素晴らし発展

を遂げることを期待する。 


