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本発表について	
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•  峰松がNISA(長崎県情報産業協会)の「わが社の一押
し」で行った講演をベースに村部が発表させていただ
きます。	
	

•  峰松 浩樹	
– @minemaz	

•  HaxeとかTwilioとか弄ってます。組込やったりWebmailやったりと
何屋かよくわからない会社の代表。時々OpenCOBOLメンテ。
bitcoin少し	

•  村部 淳也	
– @murave	

•  ランカードコム(hGp://www.lancard.com/	)所属。あちこち出没中。	



弊社について	
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•  有限会社ランカードコム	
–  hGp://www.lancard.com/		
– 長崎県長崎市大黒町１１−１３	
	

•  取扱品目	
– Webシステム開発	
– 汎用機ダウンサイジング	
– サーバ保守	
– 主にオープンソースを活用した	

ソリューション開発	



CTI	

•  Computer	Telephony	Integra2on	
	
•  電話やFAXをコンピュータの一部として	

統合すること。またはそのような情報システム	

•  例	
– 音声自動応答による省力化	
– プッシュボタンによるメニュー選択ナビゲーション	
– 発信者電話番号と顧客情報の紐付け	
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クラウド電話 以前	

•  導入の難しさ	
– 特殊機器が必要	
•  高価、設置場所、設置まで時間がかかる	

– 回線工事が必要	
•  番号割り当て、回線数の変更	

– 専門的操作が必要	
•  特殊な設定、専門知識が必要、フロー構築	
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クラウドで解決!	

特殊機器が 
必要	 不要！	
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回線工事が 
必要	 不要！	

専門的操作が 
必要	 不要！	



OpenVBX	
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OpenVBXとは	
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•  hGp://www.openvbx.org	

•  電話機能をWebサービスとして国
際的に事業展開しているTwilioを、
より簡単に活用する為に開発され
たWebサービスプログラム	

	
•  通常、TwilioML（Twilio	Markup	

Language）というAPI言語で記述す
る事で実現される、通話転送、留
守録、自動応答、グループ着信な
どの各種機能をブラウザ上で操作
が可能	



Twilioとは	
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•  hGps://www.twilio.com/	

•  Twilioとはアメリカ合衆国カリフォルニア州サンフ
ランシスコにあるクラウド通信（英語版）(IaaS)企
業である。ソフトウェア開発者が自社のWebサー
ビスAPIを使って電話やテキストメッセージの送
受信をプログラムすることを可能にしている。自
社のサービスはHTTPを使ってアクセスしており、
使用状況に応じて請求されるものである。	
	
–  hGps://ja.wikipedia.org/wiki/Twilio	より	
	



OpenVBX日本語版	
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•  KDDIウェブコミュニケーションズ様の日本語版	
「Twilio	for	KDDI	Web	CommunicaYons」を使用	
–  hGp://twilio.kddi-web.com/	

•  OpenVBXを弊社にて日本向けローカライズ	
– 日本語化	

•  国際化対応＋日本語メッセージ翻訳	
– 電話機能のローカライズ	

•  11桁化、電話番号の表示を簡略化、他多数	
– 独自プラグイン開発	
– バグ対応、サポート提供	
	



対応機能	
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	•  Webブラウザから操作	
–  Web	UIでフローを組み合わせて	

簡単に構築可能	

•  Webブラウザで電話の応答	
–  電話機不要	

•  電話番号取得	
–  Webページから1クリックで	

自動取得	
	

•  音声自動応答	
–  自動生成音声、	

録音メッセージ、	
登録済音声呼び出し	
	

•  プッシュ音でフロー分岐	
–  複数桁登録可能	

	
	

•  通話録音	
–  録音後、ボイスメールにて通知	

	
•  複数同時呼び出し	

–  グループメンバーを同時呼び出し、	
最初に応答したメンバーに回線接続	
	

•  ショートメッセージ(SMS)送受信	
–  絵文字対応可能、	

受信SMS本文をプログラム処理可能	
	

•  内線転送	
–  SIPプロトコル対応、	

IP電話、ブラウザフォン、	
asterisk等	
	

•  同時着信	
–  1番号で複数同時対応可能	

	
•  その他pluginで拡張可能	
	



画面1	
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フロー設計	
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コールセンタ機能	
(独自拡張ブラウザフォン)	
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試用申込受付中	

お問い合わせは以下にお願いいたします	
	
Webぺージ(お問い合せフォームがあります)：	
	hGp://www.lancard.com/openvbx/	
	
メール：	
info@lancard.com	
		
お電話：	
	095-840-0021	
	
	
是非よろしくお願い申し上げます！　	
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動作紹介	

開発中の試用サーバでOpenVBX日本語版の動作を紹介しま
す。	
	
試用は可能となっていますが、現在はメールで連絡いただい
てから試用申し込みのURLをご連絡差し上げております。	
	
試用申込画面などは本稼働後、変更になる可能性がありま
す。	
	
なお、試用アカウントは現在以下の制限を課しています。	
・料金が3000円を超えるとアカウントが使えなくなる	
・１ヶ月のみ	
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申込画面	
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SMSで認証	
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テナント開設メール	
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パスワード設定	
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テナントへのログイン	
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初回ログイン	
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新しい電話番号の取得１	
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新しい電話番号の取得２	
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フロー作成開始	
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アンケート作成(失敗)	

下準備していないと設定できません。	
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アンケート作成１	
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アンケート作成２	

拡張プラグイン用メニューの下のほうに投票(アンケート)管理があります。	

16/01/30	 28	



アンケート作成３	

アンケート作成を行う画面ですが、あまり親切ではありません。	
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アンケート作成４	

独自にヘルプを追加しています。	
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アンケート作成５	

アンケートの回答結果もここでの確認になります。	
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アンケート作成(成功)	

ただし電話番号に「買う」をひも付けているので「買う」にしか投票
できません(アンケートデモ動画：アンケートテスト.mov)。	
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アンケート結果	

結果「買う」が100%でしたので水を買って帰りました(寒波のせいで本当に断水中)。	
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フローテスト	

ブラウザフォンを利用した動作の確認が可能です。	
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もう少しマトモなフロー	

メニューから始めてキー押下で分岐させることが多いです。	
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複数フロー作れます	
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フロー名称をわかりやすく変更	
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電話番号に接続するフローの変更	
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(アンケート選択デモ動画： メニュー_アンケート選択_テスト.mov／転送振り分けデモ動画：転送受信.mov)	



使用状況	

16/01/30	 39	


