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　高齢化が進む国々では、高齢者が

安心して暮らせる環境づくりが社会的

な課題になっている。これは少子高齢

化に悩む日本だけでの問題ではない。

成長著しい中国にも高齢化の波が押

し寄せつつある。既に60歳以上の高

齢者は2億人を突破し、その人口は年

860万人ペースで増え続けているとい

う。そこで中国では国内ベンダーだけで

なく、高齢化社会で先陣を切る日本な

どの海外ベンダーにも門戸を開き、高

齢者向け施設や養老介護サービスの

整備を急ピッチで進めている。

　当然、中国でのビジネス展開に積

極的に取り組む日本企業も増えつつあ

る。幅広いSI事業を展開する日立シス

テムズもその1社だ。2011年に日立系

統（広州）有限公司を設立し、注力分野

の1つとして、養老介護分野のITサービ

ス事業に取り組んでいる。「例えば、日

本で実績のある『福祉の森 介護・福祉

事業者向け業務管理システム』をベー

スに、現地ニーズを組み込んだカスタ

マイズを施した『“中国版”福祉の森』を

提供しています」と同社の小林茂彦氏

は話す。

　中国の養老介護施設は日本のそれ

とは事情が大きく異なる。「 中国は多

民族が暮らし、生 活 習 慣も食 習 慣も

様々です。施設も数万人が入居する大

規模なものが多く、敷地内には病院、

学校、ショッピングセンター、娯楽施設

なども整備され、一つの街の様相を呈

しています」と小林氏は説明する。

　その中で入居者に質の高いサービ

スを提供するには、多様なシステムが

必要になる。大規模な施設の運営や

多種多様な入居者のニーズに応える

には、一つのシステムだけでは実現が

難しいからだ。同社としても自社製品だ

けにこだわらず、適材適所で最適なシ

ステムを組み合わせ、多様なニーズに

対応している。「大切なことはきめ細か

にコンサルティングを行い『 施設側が

何を求めているか』『 課題解決のため

に何が必要か』をしっかりと把握するこ

と。現地ニーズを満たすソリューション

ビジネスこそが、私たちの使命と考えて

います」と小林氏は力を込める。

　しかし、多様なシステム連携を個別

に構 築すると大 変な手 間とコストが

かかる。システムごとに扱うデータの

フォーマットやサイズが異なるからだ。

「高齢化の進む中国では養老介護施

設の質・量の確保が重要な課題です。

必要とされるシステムも今後ますます

拡大していきます。将来的な動向も見

据え、多様なシステムをシームレスにつ

なぐ仕組みが不可欠だったのです」と

小林氏は課題を述べる。

　こうしたニーズに対応するソリュー

ションとして同 社が 選 択したのが 、

中国の養老介護施設のサービスを支える
多様なシステム連携をDataSpider Servista※で実現
介護・福祉系データ連携基盤の標準モデルを目指す
ITのライフサイクル全領域にわたり多様なソリューションを提供する日立システムズ。その中国現地法人である日立系統（広
州）有限公司は、養老介護施設のサービスを支えるデータ連携基盤を「DataSpider Servista※」で実現した。多様な介護・福
祉システムをつなぐ仕組みを個別に構築することなく、容易かつシームレスな連携が可能だ。システム間の連携が加速し、新
たなサービスも生まれやすくなる。入居者や作業スタッフの利便性が向上するだけでなく、ベンダー側のビジネスチャンスも
広がる。同社はこの基盤のメリットを広く訴求し、中国の養老介護分野におけるデータ連携基盤の標準モデル化を目指す。

事業内容
日立システムズが持つソリューションやITサービスを中国
市場に展開する。日系企業向けにプラットフォームソ
リューションやコンタクトセンタサービスを提供するほか、
介護・福祉を中心とした現地企業向けのソリューション
展開にも力を注ぐ。
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施設規模や入居者数は日本と桁違い
多様なシステムの連携が不可欠に

「つくらずにつなぐ」連携ツール
10以上のシステム連携を10日で実現

（アプリケーション連携ミドルウェア）

日立系統（広州）有限公司



セゾン情 報システムズのグループ会

社アプレッソが 提 供するデータイン

テグレーションツール「D a t a S p i d e r 

S e r v i s t a」である。専門的な技術知

識やプログラミングスキルは不要で、

異なるシステムの様々なデータやアプ

リケーションの連携を実現する。各種

ファイル形式やプロトコル、データベー

スのほか、IBM Notes、SAP ERP、

Sa les f o r ce、主要なBIツールなど多

種多様な接続先に応じたアダプタを

使い、G U Iツール上のドラッグ＆ドロッ

プ操作で各システムを「つくらずにつな

ぐ」ことができるのだ。

　「システムごとにデータ連携の仕組

みを作ることなく、統合的なデータ連携

基盤を実現できます。Webシステムで

広く使われるREST APIにも対応して

おり、中国ベンダーが開発したローカル

システムとの接続も可能です。つなぐ

だけなので、システムの追加やバージョ

ンアップにも柔軟に対応できます」と

小林氏は選定の理由を語る。

　同社は「福祉の森」をベースにした

基盤システムと介護・福祉サービスを

提供する周辺システムをつなぐデータ

連携基盤をDataSpider Servistaで

実現し、既に複数の養老介護施設で

稼働を開始した。「ある施設では介護

管理、健康管理、飲食管理、CRM、バ

イオセンサー、位置測定など10以上の

システム連携を、接続検証も含めて10

日ほどで実現できました」と小林氏は評

価する。

　多様なシステムが“つながる”ことで

データの効率的な一元管理が可能に

なる。このメリットを活かし、同社はより

使いやすいサービスの仕組みを検討中

だ。「例えば、提供するサービスをアイコ

ン化し、スマートフォンから簡単に選択

できるようにしたい。提供するサービス

の中身もビジュアル化すれば、直感的

な操作が可能です。目指すのは『誰で

も簡単に利用できるサービス』。入居

者は高品質なサービスを簡単に利用で

き、介護を行う施設側スタッフも日々の

作業におけるミスや漏れの解消につな

がります」と小林氏は期待を込める。

　DataSpider Servistaをベースに

したデータ連携基盤は、システムを開

発・提供するベンダーにも大きなメリット

をもたらす。データ連携基盤があれば、

自社のシステムを容易に基盤システム

につなぐことができるからだ。異なるベ

ンダーのシステムと連携することで、互

いの強みを活かした相乗効果により、

新たな機能やサービス提供の可能性

基盤システム
BI
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健康データ収集

健康管理

健康アドバイスと
追跡

会員管理

会員ビッグデータ

介護管理

在宅施設
介護詳細
計画と実施

アセスメント管理

在宅・施設
ほか

データ集計&分析
帳票出力など

介護情報

ケアプラン
実施ガイドライン

ほか

位置測定

位置追跡
緊急ボタン
ほか

ショッピング
モール

スマート飲食

飲食宅配・提供情報
ほか

電子マネー・
ポイント管理

CRM

顧客対応・
イベント開催 コールセンター

システム連携の相乗効果を促し
関連事業者のビジネス拡大に貢献

中国の養老介護施設におけるデータ連携基盤の接続イメージ
DataSpider Servistaはデータ連携基盤として機能し、日立システムズが構築した基盤システムと介護・福祉事業者向けシステムをつなぐ役割を担う。
システムごとに接続の作り込みを行う必要がなく、新たなシステムの追加やバージョンアップにも柔軟に対応できる。
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も高まる。

　実際、このデータ連携基盤を導入し

たデイケア／訪問介護センターでは血

圧、血糖、心電図などのバイオセンサー

データをもとに利用者の健康状態に合

わせたアドバイスや生活支援サービス

を提供し、緊急時には即座に家族に

連絡する仕組みを整えている。

　「 大 きなメリットが 期 待 できる

DataSp ide r Serv is taを活用し、中

国における養老介護施設向けデータ

連携基盤の標準モデルを作りたい」と

話す小林氏。そのために関連する事業

者とともに、データマッピングのインター

フェースづくりなどを進めている。標準

的な仕組みができれば、医療機関など

との連携も進み、養老介護施設の価

値向上に加え、参加する事業者のビジ

ネスチャンスも大きく広がる。

　中国における介護・福祉ビジネスは

今後さらなる拡大が見込まれる。その

中で高品質なサービスを提供するに

は、多様なシステムをつなぐデータ連

携基盤が重要な役割を担う。同社は

DataSpider Serv is taによるデータ

連携基盤づくりを推し進め、中国にお

ける介護・福祉サービスの向上をIT面

から強力に支援していく考えだ。

※ DataSpider Servistaは、中国では『HaiDu DataSpider』の名称で展開。
　中国での利用の場合、HaiDu DataSpiderをお買い求めください。


