
4 5

8 9

6 7

情報通信技術を融合した
ビジネスプラットフォームサービス

Business Platform Service that Unites Information-Communication Technology

石井　貞行
ISHII Sadayuki

砂山　広行
SUNAYAMA Hiroyuki

1. はじめに

4. ビジネスプラットフォーム事業構想

2. ビジネスプラットフォーム
　 サービス構想計画に至るまで

 

特
集

特
集

特
集

　近年、ビジネスにおいてITシステムに求められる要求はま

すます重要性を増してきている。その一方で、厳しい経済環

境は、ITシステムの新規投資抑制に加え、既存システムの見

直しによるコスト削減を迫っている。そのような状況下にお

いて、企業はこれまでのようにシステムを個別に発注し開発

するというスタイルから、ビジネスに必要なハードウェア・

ソフトウェアなどのリソースやアプリケーションの汎用的な

機能をサービスとして「利用する」という方向へ急速にシフト

しつつある。

　この流れは１９９８年～１９９９年に登場したASP(Application 

Service Provider）から始まり、近年では仮想化や運用自動

化などの技術進歩とオールＩＰ化、光ファイバーによる高速

通信網および携帯端末・インターネットなどユーザの利便性

が高いビジネスインフラが整い始めたことによりインターネット

を介したSaaS・PaaS・IaaSなどXaaS（X as a Service）

が次々と生まれてきている。つまり、ビジネスプロセス上で

必要なシステムは、インターネットを通じてサービス提供さ

れるという一歩進んだシステム提供モデルに変わりつつある。

　これらの技術・インフラの発展および経済環境下においても、

トップベンダーのポジションを維持すべく、ITホールディン

グスグループ（以下、ITHDグループ）では、２００９年４月

から始まった第１次中期経営計画「 IT Evolution ２０１１」

でグループビジョンにおけるポートフォリオ内の新規事業分

野に、“ビジネスプラットフォームサービス事業”を掲げ、

プラットフォーム型 ITサービスの提供を目指している。

5. おわりに

3. ユーザニーズ・技術の変化

　われわれの考えるビジネスプラットフォーム事業は、クラ

ウドサービスを実現する基盤として、ネットワーク越しに企

業が汎用的に利用できる基盤となる機能（認証、セキュリティ

等）と業界・業種で標準化されている業務アプリケーションの

機能をシステムリソース（ハードウェア、OS、ストレージ等）

と共に企業に提供する事業と定義している。

　この事業を推進するにいたっては、３層（SaaS・PaaS・

IaaS）構造で展開していくことが有効だと考えている。

　SaaS：ビジネスプロセス、業界別もしくは業務別のアプリ

　　　　　ケーションサービス

　PaaS：ユーザ管理、課金管理、開発環境等のミドルウェア

　　　　　サービス

　IaaS： ネットワーク、データセンター、ハードウェア、OS

　　　　　などのインフラサービス

　なぜこの３層構造で展開することが有効なのかをクラウドサー

ビス（ユーザ視点）の実例で説明する。

　市場で認知度が高いクラウドサービスとして、CRM・SFA

ソリューションとしてのSalesforce.comやプラットフォー

ム提供サービスのアマゾンEC2、Google Appsなどがあり、

今やビジネス・社会インフラの一部になりつつある。ITHDグ

ループでは、TIS社が提供しているSKIPaaS（４）というSNS（Social 

Network Service）のSaaSがある。

　このサービスは、TIS社がオープンソースでSNSのアプリケー

ションを開発し、インフラはアマゾンEC2を利用してサービ

スを提供している。

　このサービス提供の責任者であるTIS社内ベンチャーSonic-

Gardenの倉貫カンパニー長は、サービス提供を開始するにあ

たってのシステムアーキテクチャー・サービス採用について、

次のようにコメントしている。

　「われわれは、社内ベンチャーであり、コストと導入スピー

ド（リードタイム）を考えると、自社でデータセンターを借

りてサーバ構築・運用するという選択肢はなかった。特に社

内SNSという性格上、自社データと他社データが同一サーバ

上で管理されることを懸念する顧客も多く、その都度お客さま

専用のサーバ・ハードウェアリソースを調達していたのでは、

リードタイムまでの時間がかかりすぎる。また、コストも利

用したリソース分だけ料金を支払うというサービスであれば、

最小限の初期コストに抑えられると同時に、事業拡張にも柔

軟かつ迅速に対応することができ、事業モデルが作りやすく

なる。」

　このようにクラウドサービスをユーザへ提供する際には、

ユーザが利用するアプリケーション「SaaS」のほかに、イン

フラ基盤も提供することになる。このインフラ基盤を自らが

用意する、もしくはインフラ基盤をサービスとして提供する

「IaaS」事業者から借りるなどのモデルがある。前者の自ら

インフラ基盤を用意するというモデルは立ち上げスピードや

初期コストの抑制などを重視するSaaSビジネスには合わない

ことも多い。

　さらに、SKIPaaSを再度例にあげると、企業はSNSをク

ラウドサービスとして利用したい際にTISへ申し込みを行う。

申し込みがされるとTISでは、SKIPaaS上に企業 IDを発行

するのと同時にTISの会計システムへ企業登録を行う。そして、

月末に会計システムから請求書を作成して、企業へ課金を行う。

しかし、この作業は非常に効率が悪い上に、例えば時間課金や

アプリケーション課金といった様々なサービス提供をしよう

と考えると運用が大変になってしまい、結果としてサービス

料金に反映され、高価なサービスになってしまう。それでは、

SaaSの魅力や市場性の確保ができない。このような潜在的な

課題を持つSaaS事業者にとって、今後、課金やユーザ管理と

いったお客さまへ見えるアプリケーションインターフェイス

とは直接関連しないが、ビジネスサポートする機能・サービス

（PaaS）が、ビジネス拡大の大きな手助けとなる。

　また、このPaaSプラットフォームは、もうひとつ大きな事

業構造の変化を巻き起こす可能性がある。アプリケーション

提供者にとっては、PaaSプラットフォームを利用することで

汎用的な機能を作る手間が省け、開発コストを抑えることが

できる。また、プラットフォームを広く複数の企業が利用す

ることで、プラットフォームを介して、様々なアプリケーショ

ンが連携され、新しいサービスが登場する可能性もある。

　現在私どもが開発しているPaaSプラットフォーム上には、

先に述べた課金・ユーザ管理といった機能・サービスに加え、

サービス提供上で必須となる開発環境を仮想化で提供する

サービス（ＴＩＳ／インテックシステム研究所の２社共同開発）、

一つの拠点からPaaSのプラットフォームを様々な拠点に配信

する基盤サービスやクラウド技術を活用したクラウドストレージ

サービス（インテック・ネットコア）など独自のサービスを用意

する予定である。インテック・ネットコアが現在開発している

サービスについては、本誌の「サービス配信プラットフォーム～

ITホールディングスビジネスプラットフォームへの適用とその

独自性～」(平井、中川) に概要を掲載しているので、ご一読

いただきたい。

　また、ビジネスプラットフォーム事業の着手を後押しした

のが、ITHDが２００９年６月に業務提携を行った英国の大手通信

キャリアBT(British Telecommunications plc.)が英国で

推進している２１CN〈２１st Century Network〉の事例で

あった。

　２１CN戦略は、BT社が推進する次世代ネットワーク（NGN）

で、英国ではこれまで100年以上続いた交換機によるネット

ワーク基幹網を完全にIP化し、そのネットワークから、音声・

データ・インターネット・ビデオなどのコミュニケーション

サービスをシームレスに提供する戦略である。その特徴は完全

な意味での「オープン化」と「イノベーション」で、競合の

通信会社、家電製品を扱うエレクトロニクスの企業などどの

ような企業でもAPIを利用して、簡単に自社用のサービスを

作ることを可能としている。BT社は様々な機能・サービスを

SDK（Software Development Kit）という形で公開するこ

とでプラットフォームサービスをお客さま・サービス事業者

へ提供し、サービスデリバリー・コスト・開発サイクルなど

を加速的に変革することに成功しているという。これまで

BT社は、数十億ポンドの投資を行い、この基盤を作り上げ、

次世代のネットワークサービスをワールドワイドで展開し始

めている。この戦略には、われわれも見習うべきところがた

くさんあり、ITHDグループのビジネスプラットフォーム事業

構想推進を踏み切る大きな要因となった。
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● ITホールディングス株式会社　執行役員　事業推進本部長　われわれは、今回のビジネスプラットフォーム事業展開準

備とこの執筆を通して、従来のソフトウェア開発・運用といっ

た受託ビジネスに加えて、新しい領域にチャレンジしていく

必要性を強く感じた。今回、BPFSのメンバーが出してくれた

方向性や現在推進しているBT社とのアライアンスおける海外

の先進事例は、近い将来日本マーケットでもデファクトスタ

ンダードになり、日本のシステムインテグレータの事業が大

きく変わるのではないかと改めて感じている。

　今後、ビジネスプラットフォーム事業推進を加速させ、い

ち早くお客さまのビジネス推進に貢献できる・業界をリード

していくプラットフォームサービスを提供したいと思う。

図１ BPFS検討内容

図３ ASPからSaaSへの変化

3.1 ユーザニーズの変化
　ここ数年の経済環境の変化は、これまでのシステムの在り方

まで大きく変えようとしている。ユーザにおいては、システム

コストの削減・適正化の手段として、設備投資のような固定費

もしくは、個別のシステム開発などの莫大にかかる初期費用を

電気料金のように変動費化して、変化に強い環境にしようと考

えている。実際にハードウェアを購入してシステムを一度作っ

てしまったら、数年間システムを使い続け、投資対効果を上

げなければいけない。ところが、システムを利用するという

別の選択肢があれば、業務のピーク性に合わせて、リソース

や使うアプリケーションを簡単に調整することができる。また、

ビジネスの変化に応じて、使わなくなったシステムを解約す

ることが可能となり、よりシステムに柔軟性が生まれる。

　実際に、経済産業省が平成２０年６月２９日に発表した平成１９年

情報処理実態調査報告書によると、平成１９年度のSaaS利用企

業２７９社のSaaS導入・利用のメリットのトップ４は、「導入

までの期間が短い」・「初期コストが安い」・「技術的な専門

知識が不要」・「運用コストが安い」となっている。また、「ソ

フトウェア利用の停止・解除が容易」をメリットとあげた企業

の割合も平成１８年度と比べて大きく上昇した。これらの調査

結果を踏まえ、SaaS型でのソフトウェアのサービス化のみな

らず、サービスとしてのプラットフォームを提供する「PaaS」

や、ネットワーク経由でのコンピューティングリソースの利用

「IaaS」など、プラットフォームを利用した機能利用型のサー

ビス市場が今後大きく拡大するとBPFSにて結論づけた（図２）。

3.2  技術の変化
　次に技術の変化に着目すると、この「利用への流れ」の第１波

は、１９９８年～１９９９年に登場したASP(Application Service 

Provider）から始まったと言われている。業界団体のASP

インダストリ・コンソーシアム・ジャパン（ASPIC Japan）

が著した「ASP白書２００５」によると、ASPは以下のように定

義されている。

　ASPの定義=『特定及び不特定ユーザが必要とするシステム

機能を，ネットワークを通じて提供するサービス，あるいは，

そうしたサービスを提供するビジネスモデル』

　この流れの歴史は、１９９９年１１月にASP･SaaSインダストリ･

コンソーシアムが創立メンバー８５社により設立されたことに

始まる。１９９９年頃からメディアの中でASPが頻繁に取り上げ

られるようになり注目を集めるようになった。また、当時

ASPの概念は、システムの合理性と経済性の観点から中小企

業を中心に普及していくとされ、多くのベンダーがこの領域に

参入した。

　しかし、当初ユーザが一番期待した経済性の観点において、

決定的な欠陥があった。それは、(図３ 課題 ) 当時のASPサー

ビスではネットワークを介して大量のデータがやりとりされる

ので莫大な通信コストがかかり、全体として低廉なサービスに

ならなかったことである。

　さらに、(課題 ) 技術的視点においても当時のASPは、イ

ンハウスモデル（1）で提供していたパッケージソフトウェアを

ASP事業者がネットワークを通じて提供しているサービスが

ほとんどで、パフォーマンスやページの頻繁な更新など、ユー

ザにとって操作性もよくなかった。また、(課題 ) パッケー

ジソフトウェアをそのまま採用しているため、１企業ごとのシ

ステムアーキテクチャー（シングルテナント（２））となっており、

各社の要望に応じたカスタマイズや他システムとの連携が柔軟

にできないので使い勝手が悪く、限定的な利用にとどまった。

　結果として、ASP事業者側も期待していた複数ユーザの利

用によるコスト削減は、(課題 )シングルテナントによるサー

ビス提供が多かったため当初の思い通りにいかなかった。

　以上から、ASPのコンセプト自体が企業のシステムの在り

方として否定されていたわけではないが、技術とそれに対する

コストがユーザに受け入れられなかった。

　それが２００５年頃から、ようやくユーザの要望するニーズを

満たし、ASPの欠点を解消する技術と環境が整い始め、近年

急速にASPが形を変えて、SaaSという言葉で再度注目を浴

び始めた。まず、ASPの欠点である課題 においては、イン

ハウスモデルのパッケージソフトウェアではなく、ネットワー

クを介したサービスを前提にシステムアーキテクチャーが再設

計されて、パフォーマンスが改良された。また、ネットワーク

に負荷をかけることなく、ユーザの操作性を向上させるAjax

等の技術が出てきたことで改善された。さらに、課題 におい

ては、既存のパッケージアプリケーションと容易に連携できる

AP I（Application Programming Interface）が公開され、

開発者がユーザからの要望に応えることができる環境も整って

きた。

　そして、この時期に社会インフラとしてのネットワーク環境・

端末環境が飛躍的な進化をみせ、ユーザがストレスなくネット

ワークを介してリッチコンテンツを扱える環境が整い、ユーザ

の利便性が向上されるとともに、課題 の通信コストについて

も安価な定額制プランが次々と登場した。さらに、マルチテ

ナント（３） で提供できる技術が整うことで、課題 も改善された。

　これらの技術は、SaaSを中心としたXaaSをすべてネット

ワーク上で提供するベースとなるクラウドサービスへと進化す

る礎となっている。

（1) インハウスモデル：お客様の環境ごとにシステムを個別提供するモデル
（2）シングルテナント：企業ごとにサーバを割り当てる方式
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ネットワークの負荷をかけることなく、ユーザの操作性を
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既存のパッケージ・アプリケーションと容易に連携できる
APIが公開されはじめた 

データ量に依存しない太い回線帯域が確保できる
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仮想化などの技術により複数のユーザを１つのサーバで
共有できるようになった（マルチテナント）

図２ プラットフォームサービス市場の拡大
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（3）マルチテナント：仮想化などの技術により、1台のサーバを複数の企業で共有

（４）SKIPaaS ：オープンソースで開発されたSNSアプリケーションをSaaSとして提供しているサービス名称（ TIS社が提供）

　２００８年４月にTISグループとインテックホールディングス

グループが経営統合を行い、ITHDグループとして新しく船出

をした。経営統合においては、様々な統合効果（シナジー）が求

められており、事業においても同様に開発・販売・アウトソー

シングのあらゆる分野でグループ各社の強みを活かしたシナジー

が期待されている。

　これらの背景とこれまで実施してきた事業シナジー施策・

活動をもとに今回の構想計画に至った経緯を述べたいと思う。

はじめに、市場の変化を ITHDグループの実情をもとに説明し

たい。

　ITHDグループの売上高の５割を超えるソフトウェア開発分

野においては、ソフトウェア利用形態の二分化が進んでいる。

自社の業務にあったシステムを一から受託開発するプロジェク

トでは、開発案件の大型化・複雑化が進み、プロジェクトマネー

ジメント能力・業務ノウハウ等、これまで以上にレベルの高い

能力が要求されるようになり、グループの総合力が求められて

いる。しかし、その一方で、自社の仕様にこだわる必要性がな

いメールシステムやグループウェアなどは個別に開発するので

はなく、外部サービスを利用して効率化を図るという選択を取

る企業が増えている。

　次にアウトソーシング分野においては、国内トップクラスの

充実したデータセンター網、豊富なノウハウと実績に裏打ちさ

れたBPOサービスを持つ ITHDグループは、これまでにお客

様の業務・用途に合わせた多様なアウトソーシングサービスを

提供してきた。近年では、セキュリティ、内部統制・コンプラ

イアンスに対応したファシリティ・運用に加えて、お客さまの

ビジネスに直結するシステムにおいては、システムの多重化・

分散配置・災害対策などの要求も出てきている。

　これらのニーズの変化・状況下で、ITHDでは２００９年から

始まった第1次中期経営計画の「事業戦略」の策定に２００８年

１０月より着手した。策定においては、各社の既存ビジネスを

どう引き上げていくかの他に、変化するユーザニーズ・技術動

向にどう対応していき、新しいビジネスモデルを作り上げてい

くかが大きな検討項目の一つとなった。

　グループ各社の有識者にヒアリングする中で、ユーザの「所有

から利用への流れ」にどう対応していくかが今後の業界ならび

に ITHDグループの課題だということが明確になった。このヒ

アリング結果を受け、『われわれは、電気・水道・ガスのよう

なユーティリティーサービスと一緒で、利用者にコンピューター

パワーではなく、そのコンピューターパワーを活用した新しい

社会を作り出す ITサービスを提供していく』ということを

ITHDグループの新しい使命として第１次中期経営計画に盛り

込むことにした。

　まず、上記使命を具現化していくにあたり、従来からネット

ワーク（NGNプラットフォーム）の技術研究をしていたインテッ

ク・ネットコアのメンバーを中心に、インテックの有識者、更

にはTIS社のメンバーも加えたビジネスプラットフォーム事業

構想フィジビリティスタディ（以下、BPFS）を行うワーキング

グループを結成した。 

　本ワーキンググループでは、第３章（ユーザニーズ・技術の

変化）、第４章（ビジネスプラットフォーム事業構想）で述べる

市場の動向からユーザ課題のヒアリング・マーケティングの

ビジネス面と技術動向からくるビジネスプラットフォームの

あるべきアーキテクチャーと必要な機能を洗い出し、計画の

方向性を調査・分析した（図１）。このワーキンググループ

の結果、２００９年４月から始まった ITHDグループ第１次中期

経営計画「 IT Evolution ２０１１」の新規事業戦略の大きな柱

としてビジネスプラットフォーム事業展開を盛り込むことに

なった。
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　近年、ビジネスにおいてITシステムに求められる要求はま

すます重要性を増してきている。その一方で、厳しい経済環

境は、ITシステムの新規投資抑制に加え、既存システムの見

直しによるコスト削減を迫っている。そのような状況下にお

いて、企業はこれまでのようにシステムを個別に発注し開発

するというスタイルから、ビジネスに必要なハードウェア・

ソフトウェアなどのリソースやアプリケーションの汎用的な

機能をサービスとして「利用する」という方向へ急速にシフト

しつつある。

　この流れは１９９８年～１９９９年に登場したASP(Application 

Service Provider）から始まり、近年では仮想化や運用自動

化などの技術進歩とオールＩＰ化、光ファイバーによる高速

通信網および携帯端末・インターネットなどユーザの利便性

が高いビジネスインフラが整い始めたことによりインターネット

を介したSaaS・PaaS・IaaSなどXaaS（X as a Service）

が次々と生まれてきている。つまり、ビジネスプロセス上で

必要なシステムは、インターネットを通じてサービス提供さ

れるという一歩進んだシステム提供モデルに変わりつつある。

　これらの技術・インフラの発展および経済環境下においても、

トップベンダーのポジションを維持すべく、ITホールディン

グスグループ（以下、ITHDグループ）では、２００９年４月

から始まった第１次中期経営計画「 IT Evolution ２０１１」

でグループビジョンにおけるポートフォリオ内の新規事業分

野に、“ビジネスプラットフォームサービス事業”を掲げ、

プラットフォーム型 ITサービスの提供を目指している。

5. おわりに

3. ユーザニーズ・技術の変化

　われわれの考えるビジネスプラットフォーム事業は、クラ

ウドサービスを実現する基盤として、ネットワーク越しに企

業が汎用的に利用できる基盤となる機能（認証、セキュリティ

等）と業界・業種で標準化されている業務アプリケーションの

機能をシステムリソース（ハードウェア、OS、ストレージ等）

と共に企業に提供する事業と定義している。

　この事業を推進するにいたっては、３層（SaaS・PaaS・

IaaS）構造で展開していくことが有効だと考えている。

　SaaS：ビジネスプロセス、業界別もしくは業務別のアプリ

　　　　　ケーションサービス

　PaaS：ユーザ管理、課金管理、開発環境等のミドルウェア

　　　　　サービス

　IaaS： ネットワーク、データセンター、ハードウェア、OS

　　　　　などのインフラサービス

　なぜこの３層構造で展開することが有効なのかをクラウドサー

ビス（ユーザ視点）の実例で説明する。

　市場で認知度が高いクラウドサービスとして、CRM・SFA

ソリューションとしてのSalesforce.comやプラットフォー

ム提供サービスのアマゾンEC2、Google Appsなどがあり、

今やビジネス・社会インフラの一部になりつつある。ITHDグ

ループでは、TIS社が提供しているSKIPaaS（４）というSNS（Social 

Network Service）のSaaSがある。

　このサービスは、TIS社がオープンソースでSNSのアプリケー

ションを開発し、インフラはアマゾンEC2を利用してサービ

スを提供している。

　このサービス提供の責任者であるTIS社内ベンチャーSonic-

Gardenの倉貫カンパニー長は、サービス提供を開始するにあ

たってのシステムアーキテクチャー・サービス採用について、

次のようにコメントしている。

　「われわれは、社内ベンチャーであり、コストと導入スピー

ド（リードタイム）を考えると、自社でデータセンターを借

りてサーバ構築・運用するという選択肢はなかった。特に社

内SNSという性格上、自社データと他社データが同一サーバ

上で管理されることを懸念する顧客も多く、その都度お客さま

専用のサーバ・ハードウェアリソースを調達していたのでは、

リードタイムまでの時間がかかりすぎる。また、コストも利

用したリソース分だけ料金を支払うというサービスであれば、

最小限の初期コストに抑えられると同時に、事業拡張にも柔

軟かつ迅速に対応することができ、事業モデルが作りやすく

なる。」

　このようにクラウドサービスをユーザへ提供する際には、

ユーザが利用するアプリケーション「SaaS」のほかに、イン

フラ基盤も提供することになる。このインフラ基盤を自らが

用意する、もしくはインフラ基盤をサービスとして提供する

「IaaS」事業者から借りるなどのモデルがある。前者の自ら

インフラ基盤を用意するというモデルは立ち上げスピードや

初期コストの抑制などを重視するSaaSビジネスには合わない

ことも多い。

　さらに、SKIPaaSを再度例にあげると、企業はSNSをク

ラウドサービスとして利用したい際にTISへ申し込みを行う。

申し込みがされるとTISでは、SKIPaaS上に企業 IDを発行

するのと同時にTISの会計システムへ企業登録を行う。そして、

月末に会計システムから請求書を作成して、企業へ課金を行う。

しかし、この作業は非常に効率が悪い上に、例えば時間課金や

アプリケーション課金といった様々なサービス提供をしよう

と考えると運用が大変になってしまい、結果としてサービス

料金に反映され、高価なサービスになってしまう。それでは、

SaaSの魅力や市場性の確保ができない。このような潜在的な

課題を持つSaaS事業者にとって、今後、課金やユーザ管理と

いったお客さまへ見えるアプリケーションインターフェイス

とは直接関連しないが、ビジネスサポートする機能・サービス

（PaaS）が、ビジネス拡大の大きな手助けとなる。

　また、このPaaSプラットフォームは、もうひとつ大きな事

業構造の変化を巻き起こす可能性がある。アプリケーション

提供者にとっては、PaaSプラットフォームを利用することで

汎用的な機能を作る手間が省け、開発コストを抑えることが

できる。また、プラットフォームを広く複数の企業が利用す

ることで、プラットフォームを介して、様々なアプリケーショ

ンが連携され、新しいサービスが登場する可能性もある。

　現在私どもが開発しているPaaSプラットフォーム上には、

先に述べた課金・ユーザ管理といった機能・サービスに加え、

サービス提供上で必須となる開発環境を仮想化で提供する

サービス（ＴＩＳ／インテックシステム研究所の２社共同開発）、

一つの拠点からPaaSのプラットフォームを様々な拠点に配信

する基盤サービスやクラウド技術を活用したクラウドストレージ

サービス（インテック・ネットコア）など独自のサービスを用意

する予定である。インテック・ネットコアが現在開発している

サービスについては、本誌の「サービス配信プラットフォーム～

ITホールディングスビジネスプラットフォームへの適用とその

独自性～」(平井、中川) に概要を掲載しているので、ご一読

いただきたい。

　また、ビジネスプラットフォーム事業の着手を後押しした

のが、ITHDが２００９年６月に業務提携を行った英国の大手通信

キャリアBT(British Telecommunications plc.)が英国で

推進している２１CN〈２１st Century Network〉の事例で

あった。

　２１CN戦略は、BT社が推進する次世代ネットワーク（NGN）

で、英国ではこれまで100年以上続いた交換機によるネット

ワーク基幹網を完全にIP化し、そのネットワークから、音声・

データ・インターネット・ビデオなどのコミュニケーション

サービスをシームレスに提供する戦略である。その特徴は完全

な意味での「オープン化」と「イノベーション」で、競合の

通信会社、家電製品を扱うエレクトロニクスの企業などどの

ような企業でもAPIを利用して、簡単に自社用のサービスを

作ることを可能としている。BT社は様々な機能・サービスを

SDK（Software Development Kit）という形で公開するこ

とでプラットフォームサービスをお客さま・サービス事業者

へ提供し、サービスデリバリー・コスト・開発サイクルなど

を加速的に変革することに成功しているという。これまで

BT社は、数十億ポンドの投資を行い、この基盤を作り上げ、

次世代のネットワークサービスをワールドワイドで展開し始

めている。この戦略には、われわれも見習うべきところがた

くさんあり、ITHDグループのビジネスプラットフォーム事業

構想推進を踏み切る大きな要因となった。

SUNAYAMA Hiroyuki

砂山　広行 
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● ITホールディングス株式会社　執行役員　事業推進本部長　われわれは、今回のビジネスプラットフォーム事業展開準

備とこの執筆を通して、従来のソフトウェア開発・運用といっ

た受託ビジネスに加えて、新しい領域にチャレンジしていく

必要性を強く感じた。今回、BPFSのメンバーが出してくれた

方向性や現在推進しているBT社とのアライアンスおける海外

の先進事例は、近い将来日本マーケットでもデファクトスタ

ンダードになり、日本のシステムインテグレータの事業が大

きく変わるのではないかと改めて感じている。

　今後、ビジネスプラットフォーム事業推進を加速させ、い

ち早くお客さまのビジネス推進に貢献できる・業界をリード

していくプラットフォームサービスを提供したいと思う。

図１ BPFS検討内容

図３ ASPからSaaSへの変化

3.1 ユーザニーズの変化
　ここ数年の経済環境の変化は、これまでのシステムの在り方

まで大きく変えようとしている。ユーザにおいては、システム

コストの削減・適正化の手段として、設備投資のような固定費

もしくは、個別のシステム開発などの莫大にかかる初期費用を

電気料金のように変動費化して、変化に強い環境にしようと考

えている。実際にハードウェアを購入してシステムを一度作っ

てしまったら、数年間システムを使い続け、投資対効果を上

げなければいけない。ところが、システムを利用するという

別の選択肢があれば、業務のピーク性に合わせて、リソース

や使うアプリケーションを簡単に調整することができる。また、

ビジネスの変化に応じて、使わなくなったシステムを解約す

ることが可能となり、よりシステムに柔軟性が生まれる。

　実際に、経済産業省が平成２０年６月２９日に発表した平成１９年

情報処理実態調査報告書によると、平成１９年度のSaaS利用企

業２７９社のSaaS導入・利用のメリットのトップ４は、「導入

までの期間が短い」・「初期コストが安い」・「技術的な専門

知識が不要」・「運用コストが安い」となっている。また、「ソ

フトウェア利用の停止・解除が容易」をメリットとあげた企業

の割合も平成１８年度と比べて大きく上昇した。これらの調査

結果を踏まえ、SaaS型でのソフトウェアのサービス化のみな

らず、サービスとしてのプラットフォームを提供する「PaaS」

や、ネットワーク経由でのコンピューティングリソースの利用

「IaaS」など、プラットフォームを利用した機能利用型のサー

ビス市場が今後大きく拡大するとBPFSにて結論づけた（図２）。

3.2  技術の変化
　次に技術の変化に着目すると、この「利用への流れ」の第１波

は、１９９８年～１９９９年に登場したASP(Application Service 

Provider）から始まったと言われている。業界団体のASP

インダストリ・コンソーシアム・ジャパン（ASPIC Japan）

が著した「ASP白書２００５」によると、ASPは以下のように定

義されている。

　ASPの定義=『特定及び不特定ユーザが必要とするシステム

機能を，ネットワークを通じて提供するサービス，あるいは，

そうしたサービスを提供するビジネスモデル』

　この流れの歴史は、１９９９年１１月にASP･SaaSインダストリ･

コンソーシアムが創立メンバー８５社により設立されたことに

始まる。１９９９年頃からメディアの中でASPが頻繁に取り上げ

られるようになり注目を集めるようになった。また、当時

ASPの概念は、システムの合理性と経済性の観点から中小企

業を中心に普及していくとされ、多くのベンダーがこの領域に

参入した。

　しかし、当初ユーザが一番期待した経済性の観点において、

決定的な欠陥があった。それは、(図３ 課題 ) 当時のASPサー

ビスではネットワークを介して大量のデータがやりとりされる

ので莫大な通信コストがかかり、全体として低廉なサービスに

ならなかったことである。

　さらに、(課題 ) 技術的視点においても当時のASPは、イ

ンハウスモデル（1）で提供していたパッケージソフトウェアを

ASP事業者がネットワークを通じて提供しているサービスが

ほとんどで、パフォーマンスやページの頻繁な更新など、ユー

ザにとって操作性もよくなかった。また、(課題 ) パッケー

ジソフトウェアをそのまま採用しているため、１企業ごとのシ

ステムアーキテクチャー（シングルテナント（２））となっており、

各社の要望に応じたカスタマイズや他システムとの連携が柔軟

にできないので使い勝手が悪く、限定的な利用にとどまった。

　結果として、ASP事業者側も期待していた複数ユーザの利

用によるコスト削減は、(課題 )シングルテナントによるサー

ビス提供が多かったため当初の思い通りにいかなかった。

　以上から、ASPのコンセプト自体が企業のシステムの在り

方として否定されていたわけではないが、技術とそれに対する

コストがユーザに受け入れられなかった。

　それが２００５年頃から、ようやくユーザの要望するニーズを

満たし、ASPの欠点を解消する技術と環境が整い始め、近年

急速にASPが形を変えて、SaaSという言葉で再度注目を浴

び始めた。まず、ASPの欠点である課題 においては、イン

ハウスモデルのパッケージソフトウェアではなく、ネットワー

クを介したサービスを前提にシステムアーキテクチャーが再設

計されて、パフォーマンスが改良された。また、ネットワーク

に負荷をかけることなく、ユーザの操作性を向上させるAjax

等の技術が出てきたことで改善された。さらに、課題 におい

ては、既存のパッケージアプリケーションと容易に連携できる

AP I（Application Programming Interface）が公開され、

開発者がユーザからの要望に応えることができる環境も整って

きた。

　そして、この時期に社会インフラとしてのネットワーク環境・

端末環境が飛躍的な進化をみせ、ユーザがストレスなくネット

ワークを介してリッチコンテンツを扱える環境が整い、ユーザ

の利便性が向上されるとともに、課題 の通信コストについて

も安価な定額制プランが次々と登場した。さらに、マルチテ

ナント（３） で提供できる技術が整うことで、課題 も改善された。

　これらの技術は、SaaSを中心としたXaaSをすべてネット

ワーク上で提供するベースとなるクラウドサービスへと進化す

る礎となっている。

（1) インハウスモデル：お客様の環境ごとにシステムを個別提供するモデル
（2）シングルテナント：企業ごとにサーバを割り当てる方式
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●複数のユーザが利用することで
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　事業として成り立たせる
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ネットワークの負荷をかけることなく、ユーザの操作性を
向上させるAjax等の技術が出現

既存のパッケージ・アプリケーションと容易に連携できる
APIが公開されはじめた 

データ量に依存しない太い回線帯域が確保できる
安価な定額制プランの回線サービスが出てきた

仮想化などの技術により複数のユーザを１つのサーバで
共有できるようになった（マルチテナント）

図２ プラットフォームサービス市場の拡大
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Fig. 企業によるIT投資の内訳の変化 (予測) 「情報処理実態調査」を参考に独自に作成
投資比率 (%) は 2006年 経済産業省調査結果を引用

http://www.meti.go.jp/statistics/zyo/zyouhou/index.html

（17.7%）

（27.5%）

（4.5%）

（13.5%）
（8.9%）

将来 (予測)

現状 (２００６)（28.0%）（28.0%）

ASP事業者

課題 ：
シングルテナントによる
サーバコスト・運用コストの
肥大化

インターネットを経由して、
ASP事業者のサービスを利用。
ユーザはその使用料を
ASP事業者へ支払う

A企業

課題 ：
パフォーマンス（応答速度が遅い）

課題 ：
使い勝手が悪い（システム連携ができない）

Internet

（3）マルチテナント：仮想化などの技術により、1台のサーバを複数の企業で共有

（４）SKIPaaS ：オープンソースで開発されたSNSアプリケーションをSaaSとして提供しているサービス名称（ TIS社が提供）

　２００８年４月にTISグループとインテックホールディングス

グループが経営統合を行い、ITHDグループとして新しく船出

をした。経営統合においては、様々な統合効果（シナジー）が求

められており、事業においても同様に開発・販売・アウトソー

シングのあらゆる分野でグループ各社の強みを活かしたシナジー

が期待されている。

　これらの背景とこれまで実施してきた事業シナジー施策・

活動をもとに今回の構想計画に至った経緯を述べたいと思う。

はじめに、市場の変化を ITHDグループの実情をもとに説明し

たい。

　ITHDグループの売上高の５割を超えるソフトウェア開発分

野においては、ソフトウェア利用形態の二分化が進んでいる。

自社の業務にあったシステムを一から受託開発するプロジェク

トでは、開発案件の大型化・複雑化が進み、プロジェクトマネー

ジメント能力・業務ノウハウ等、これまで以上にレベルの高い

能力が要求されるようになり、グループの総合力が求められて

いる。しかし、その一方で、自社の仕様にこだわる必要性がな

いメールシステムやグループウェアなどは個別に開発するので

はなく、外部サービスを利用して効率化を図るという選択を取

る企業が増えている。

　次にアウトソーシング分野においては、国内トップクラスの

充実したデータセンター網、豊富なノウハウと実績に裏打ちさ

れたBPOサービスを持つ ITHDグループは、これまでにお客

様の業務・用途に合わせた多様なアウトソーシングサービスを

提供してきた。近年では、セキュリティ、内部統制・コンプラ

イアンスに対応したファシリティ・運用に加えて、お客さまの

ビジネスに直結するシステムにおいては、システムの多重化・

分散配置・災害対策などの要求も出てきている。

　これらのニーズの変化・状況下で、ITHDでは２００９年から

始まった第1次中期経営計画の「事業戦略」の策定に２００８年

１０月より着手した。策定においては、各社の既存ビジネスを

どう引き上げていくかの他に、変化するユーザニーズ・技術動

向にどう対応していき、新しいビジネスモデルを作り上げてい

くかが大きな検討項目の一つとなった。

　グループ各社の有識者にヒアリングする中で、ユーザの「所有

から利用への流れ」にどう対応していくかが今後の業界ならび

に ITHDグループの課題だということが明確になった。このヒ

アリング結果を受け、『われわれは、電気・水道・ガスのよう

なユーティリティーサービスと一緒で、利用者にコンピューター

パワーではなく、そのコンピューターパワーを活用した新しい

社会を作り出す ITサービスを提供していく』ということを

ITHDグループの新しい使命として第１次中期経営計画に盛り

込むことにした。

　まず、上記使命を具現化していくにあたり、従来からネット

ワーク（NGNプラットフォーム）の技術研究をしていたインテッ

ク・ネットコアのメンバーを中心に、インテックの有識者、更

にはTIS社のメンバーも加えたビジネスプラットフォーム事業

構想フィジビリティスタディ（以下、BPFS）を行うワーキング

グループを結成した。 

　本ワーキンググループでは、第３章（ユーザニーズ・技術の

変化）、第４章（ビジネスプラットフォーム事業構想）で述べる

市場の動向からユーザ課題のヒアリング・マーケティングの

ビジネス面と技術動向からくるビジネスプラットフォームの

あるべきアーキテクチャーと必要な機能を洗い出し、計画の

方向性を調査・分析した（図１）。このワーキンググループ

の結果、２００９年４月から始まった ITHDグループ第１次中期

経営計画「 IT Evolution ２０１１」の新規事業戦略の大きな柱

としてビジネスプラットフォーム事業展開を盛り込むことに

なった。
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　近年、ビジネスにおいてITシステムに求められる要求はま

すます重要性を増してきている。その一方で、厳しい経済環

境は、ITシステムの新規投資抑制に加え、既存システムの見

直しによるコスト削減を迫っている。そのような状況下にお

いて、企業はこれまでのようにシステムを個別に発注し開発

するというスタイルから、ビジネスに必要なハードウェア・

ソフトウェアなどのリソースやアプリケーションの汎用的な

機能をサービスとして「利用する」という方向へ急速にシフト

しつつある。

　この流れは１９９８年～１９９９年に登場したASP(Application 

Service Provider）から始まり、近年では仮想化や運用自動

化などの技術進歩とオールＩＰ化、光ファイバーによる高速

通信網および携帯端末・インターネットなどユーザの利便性

が高いビジネスインフラが整い始めたことによりインターネット

を介したSaaS・PaaS・IaaSなどXaaS（X as a Service）

が次々と生まれてきている。つまり、ビジネスプロセス上で

必要なシステムは、インターネットを通じてサービス提供さ

れるという一歩進んだシステム提供モデルに変わりつつある。

　これらの技術・インフラの発展および経済環境下においても、

トップベンダーのポジションを維持すべく、ITホールディン

グスグループ（以下、ITHDグループ）では、２００９年４月

から始まった第１次中期経営計画「 IT Evolution ２０１１」

でグループビジョンにおけるポートフォリオ内の新規事業分

野に、“ビジネスプラットフォームサービス事業”を掲げ、

プラットフォーム型 ITサービスの提供を目指している。

5. おわりに

3. ユーザニーズ・技術の変化

　われわれの考えるビジネスプラットフォーム事業は、クラ

ウドサービスを実現する基盤として、ネットワーク越しに企

業が汎用的に利用できる基盤となる機能（認証、セキュリティ

等）と業界・業種で標準化されている業務アプリケーションの

機能をシステムリソース（ハードウェア、OS、ストレージ等）

と共に企業に提供する事業と定義している。

　この事業を推進するにいたっては、３層（SaaS・PaaS・

IaaS）構造で展開していくことが有効だと考えている。

　SaaS：ビジネスプロセス、業界別もしくは業務別のアプリ

　　　　　ケーションサービス

　PaaS：ユーザ管理、課金管理、開発環境等のミドルウェア

　　　　　サービス

　IaaS： ネットワーク、データセンター、ハードウェア、OS

　　　　　などのインフラサービス

　なぜこの３層構造で展開することが有効なのかをクラウドサー

ビス（ユーザ視点）の実例で説明する。

　市場で認知度が高いクラウドサービスとして、CRM・SFA

ソリューションとしてのSalesforce.comやプラットフォー

ム提供サービスのアマゾンEC2、Google Appsなどがあり、

今やビジネス・社会インフラの一部になりつつある。ITHDグ

ループでは、TIS社が提供しているSKIPaaS（４）というSNS（Social 

Network Service）のSaaSがある。

　このサービスは、TIS社がオープンソースでSNSのアプリケー

ションを開発し、インフラはアマゾンEC2を利用してサービ

スを提供している。

　このサービス提供の責任者であるTIS社内ベンチャーSonic-

Gardenの倉貫カンパニー長は、サービス提供を開始するにあ

たってのシステムアーキテクチャー・サービス採用について、

次のようにコメントしている。

　「われわれは、社内ベンチャーであり、コストと導入スピー

ド（リードタイム）を考えると、自社でデータセンターを借

りてサーバ構築・運用するという選択肢はなかった。特に社

内SNSという性格上、自社データと他社データが同一サーバ

上で管理されることを懸念する顧客も多く、その都度お客さま

専用のサーバ・ハードウェアリソースを調達していたのでは、

リードタイムまでの時間がかかりすぎる。また、コストも利

用したリソース分だけ料金を支払うというサービスであれば、

最小限の初期コストに抑えられると同時に、事業拡張にも柔

軟かつ迅速に対応することができ、事業モデルが作りやすく

なる。」

　このようにクラウドサービスをユーザへ提供する際には、

ユーザが利用するアプリケーション「SaaS」のほかに、イン

フラ基盤も提供することになる。このインフラ基盤を自らが

用意する、もしくはインフラ基盤をサービスとして提供する

「IaaS」事業者から借りるなどのモデルがある。前者の自ら

インフラ基盤を用意するというモデルは立ち上げスピードや

初期コストの抑制などを重視するSaaSビジネスには合わない

ことも多い。

　さらに、SKIPaaSを再度例にあげると、企業はSNSをク

ラウドサービスとして利用したい際にTISへ申し込みを行う。

申し込みがされるとTISでは、SKIPaaS上に企業 IDを発行

するのと同時にTISの会計システムへ企業登録を行う。そして、

月末に会計システムから請求書を作成して、企業へ課金を行う。

しかし、この作業は非常に効率が悪い上に、例えば時間課金や

アプリケーション課金といった様々なサービス提供をしよう

と考えると運用が大変になってしまい、結果としてサービス

料金に反映され、高価なサービスになってしまう。それでは、

SaaSの魅力や市場性の確保ができない。このような潜在的な

課題を持つSaaS事業者にとって、今後、課金やユーザ管理と

いったお客さまへ見えるアプリケーションインターフェイス

とは直接関連しないが、ビジネスサポートする機能・サービス

（PaaS）が、ビジネス拡大の大きな手助けとなる。

　また、このPaaSプラットフォームは、もうひとつ大きな事

業構造の変化を巻き起こす可能性がある。アプリケーション

提供者にとっては、PaaSプラットフォームを利用することで

汎用的な機能を作る手間が省け、開発コストを抑えることが

できる。また、プラットフォームを広く複数の企業が利用す

ることで、プラットフォームを介して、様々なアプリケーショ

ンが連携され、新しいサービスが登場する可能性もある。

　現在私どもが開発しているPaaSプラットフォーム上には、

先に述べた課金・ユーザ管理といった機能・サービスに加え、

サービス提供上で必須となる開発環境を仮想化で提供する

サービス（ＴＩＳ／インテックシステム研究所の２社共同開発）、

一つの拠点からPaaSのプラットフォームを様々な拠点に配信

する基盤サービスやクラウド技術を活用したクラウドストレージ

サービス（インテック・ネットコア）など独自のサービスを用意

する予定である。インテック・ネットコアが現在開発している

サービスについては、本誌の「サービス配信プラットフォーム～

ITホールディングスビジネスプラットフォームへの適用とその

独自性～」(平井、中川) に概要を掲載しているので、ご一読

いただきたい。

　また、ビジネスプラットフォーム事業の着手を後押しした

のが、ITHDが２００９年６月に業務提携を行った英国の大手通信

キャリアBT(British Telecommunications plc.)が英国で

推進している２１CN〈２１st Century Network〉の事例で

あった。

　２１CN戦略は、BT社が推進する次世代ネットワーク（NGN）

で、英国ではこれまで100年以上続いた交換機によるネット

ワーク基幹網を完全にIP化し、そのネットワークから、音声・

データ・インターネット・ビデオなどのコミュニケーション

サービスをシームレスに提供する戦略である。その特徴は完全

な意味での「オープン化」と「イノベーション」で、競合の

通信会社、家電製品を扱うエレクトロニクスの企業などどの

ような企業でもAPIを利用して、簡単に自社用のサービスを

作ることを可能としている。BT社は様々な機能・サービスを

SDK（Software Development Kit）という形で公開するこ

とでプラットフォームサービスをお客さま・サービス事業者

へ提供し、サービスデリバリー・コスト・開発サイクルなど

を加速的に変革することに成功しているという。これまで

BT社は、数十億ポンドの投資を行い、この基盤を作り上げ、

次世代のネットワークサービスをワールドワイドで展開し始

めている。この戦略には、われわれも見習うべきところがた

くさんあり、ITHDグループのビジネスプラットフォーム事業

構想推進を踏み切る大きな要因となった。

SUNAYAMA Hiroyuki

砂山　広行 

● ITホールディングス株式会社　事業推進本部　事業企画部

ISHII Sadayuki

石井　貞行

● ITホールディングス株式会社　執行役員　事業推進本部長　われわれは、今回のビジネスプラットフォーム事業展開準

備とこの執筆を通して、従来のソフトウェア開発・運用といっ

た受託ビジネスに加えて、新しい領域にチャレンジしていく

必要性を強く感じた。今回、BPFSのメンバーが出してくれた

方向性や現在推進しているBT社とのアライアンスおける海外

の先進事例は、近い将来日本マーケットでもデファクトスタ

ンダードになり、日本のシステムインテグレータの事業が大

きく変わるのではないかと改めて感じている。

　今後、ビジネスプラットフォーム事業推進を加速させ、い

ち早くお客さまのビジネス推進に貢献できる・業界をリード

していくプラットフォームサービスを提供したいと思う。

図１ BPFS検討内容

図３ ASPからSaaSへの変化

3.1 ユーザニーズの変化
　ここ数年の経済環境の変化は、これまでのシステムの在り方

まで大きく変えようとしている。ユーザにおいては、システム

コストの削減・適正化の手段として、設備投資のような固定費

もしくは、個別のシステム開発などの莫大にかかる初期費用を

電気料金のように変動費化して、変化に強い環境にしようと考

えている。実際にハードウェアを購入してシステムを一度作っ

てしまったら、数年間システムを使い続け、投資対効果を上

げなければいけない。ところが、システムを利用するという

別の選択肢があれば、業務のピーク性に合わせて、リソース

や使うアプリケーションを簡単に調整することができる。また、

ビジネスの変化に応じて、使わなくなったシステムを解約す

ることが可能となり、よりシステムに柔軟性が生まれる。

　実際に、経済産業省が平成２０年６月２９日に発表した平成１９年

情報処理実態調査報告書によると、平成１９年度のSaaS利用企

業２７９社のSaaS導入・利用のメリットのトップ４は、「導入

までの期間が短い」・「初期コストが安い」・「技術的な専門

知識が不要」・「運用コストが安い」となっている。また、「ソ

フトウェア利用の停止・解除が容易」をメリットとあげた企業

の割合も平成１８年度と比べて大きく上昇した。これらの調査

結果を踏まえ、SaaS型でのソフトウェアのサービス化のみな

らず、サービスとしてのプラットフォームを提供する「PaaS」

や、ネットワーク経由でのコンピューティングリソースの利用

「IaaS」など、プラットフォームを利用した機能利用型のサー

ビス市場が今後大きく拡大するとBPFSにて結論づけた（図２）。

3.2  技術の変化
　次に技術の変化に着目すると、この「利用への流れ」の第１波

は、１９９８年～１９９９年に登場したASP(Application Service 

Provider）から始まったと言われている。業界団体のASP

インダストリ・コンソーシアム・ジャパン（ASPIC Japan）

が著した「ASP白書２００５」によると、ASPは以下のように定

義されている。

　ASPの定義=『特定及び不特定ユーザが必要とするシステム

機能を，ネットワークを通じて提供するサービス，あるいは，

そうしたサービスを提供するビジネスモデル』

　この流れの歴史は、１９９９年１１月にASP･SaaSインダストリ･

コンソーシアムが創立メンバー８５社により設立されたことに

始まる。１９９９年頃からメディアの中でASPが頻繁に取り上げ

られるようになり注目を集めるようになった。また、当時

ASPの概念は、システムの合理性と経済性の観点から中小企

業を中心に普及していくとされ、多くのベンダーがこの領域に

参入した。

　しかし、当初ユーザが一番期待した経済性の観点において、

決定的な欠陥があった。それは、(図３ 課題 ) 当時のASPサー

ビスではネットワークを介して大量のデータがやりとりされる

ので莫大な通信コストがかかり、全体として低廉なサービスに

ならなかったことである。

　さらに、(課題 ) 技術的視点においても当時のASPは、イ

ンハウスモデル（1）で提供していたパッケージソフトウェアを

ASP事業者がネットワークを通じて提供しているサービスが

ほとんどで、パフォーマンスやページの頻繁な更新など、ユー

ザにとって操作性もよくなかった。また、(課題 ) パッケー

ジソフトウェアをそのまま採用しているため、１企業ごとのシ

ステムアーキテクチャー（シングルテナント（２））となっており、

各社の要望に応じたカスタマイズや他システムとの連携が柔軟

にできないので使い勝手が悪く、限定的な利用にとどまった。

　結果として、ASP事業者側も期待していた複数ユーザの利

用によるコスト削減は、(課題 )シングルテナントによるサー

ビス提供が多かったため当初の思い通りにいかなかった。

　以上から、ASPのコンセプト自体が企業のシステムの在り

方として否定されていたわけではないが、技術とそれに対する

コストがユーザに受け入れられなかった。

　それが２００５年頃から、ようやくユーザの要望するニーズを

満たし、ASPの欠点を解消する技術と環境が整い始め、近年

急速にASPが形を変えて、SaaSという言葉で再度注目を浴

び始めた。まず、ASPの欠点である課題 においては、イン

ハウスモデルのパッケージソフトウェアではなく、ネットワー

クを介したサービスを前提にシステムアーキテクチャーが再設

計されて、パフォーマンスが改良された。また、ネットワーク

に負荷をかけることなく、ユーザの操作性を向上させるAjax

等の技術が出てきたことで改善された。さらに、課題 におい

ては、既存のパッケージアプリケーションと容易に連携できる

AP I（Application Programming Interface）が公開され、

開発者がユーザからの要望に応えることができる環境も整って

きた。

　そして、この時期に社会インフラとしてのネットワーク環境・

端末環境が飛躍的な進化をみせ、ユーザがストレスなくネット

ワークを介してリッチコンテンツを扱える環境が整い、ユーザ

の利便性が向上されるとともに、課題 の通信コストについて

も安価な定額制プランが次々と登場した。さらに、マルチテ

ナント（３） で提供できる技術が整うことで、課題 も改善された。

　これらの技術は、SaaSを中心としたXaaSをすべてネット

ワーク上で提供するベースとなるクラウドサービスへと進化す

る礎となっている。

（1) インハウスモデル：お客様の環境ごとにシステムを個別提供するモデル
（2）シングルテナント：企業ごとにサーバを割り当てる方式
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事業目標の設定
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ユーザの期待
●低コストでのサービス提供
●システム運用、管理の手間を軽減
●導入の容易さ，迅速性

ASP事業者の期待
●複数のユーザが利用することで
　１企業あたりのコストを下げ、
　事業として成り立たせる

課題 ：
データ量・回線帯域による従量課金

課題 ：
パフォーマンス（応答速度が遅い）

課題 ：
使い勝手が悪い（システム連携ができない）

課題 ：
データ量・回線帯域による従量課金

課題 ：
シングルテナントによるサーバコスト・運用コストの肥大化

ネットワークの負荷をかけることなく、ユーザの操作性を
向上させるAjax等の技術が出現

既存のパッケージ・アプリケーションと容易に連携できる
APIが公開されはじめた 

データ量に依存しない太い回線帯域が確保できる
安価な定額制プランの回線サービスが出てきた

仮想化などの技術により複数のユーザを１つのサーバで
共有できるようになった（マルチテナント）

図２ プラットフォームサービス市場の拡大
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市場構造が変化

多数のプレーヤが新領域に進出
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Fig. 企業によるIT投資の内訳の変化 (予測) 「情報処理実態調査」を参考に独自に作成
投資比率 (%) は 2006年 経済産業省調査結果を引用

http://www.meti.go.jp/statistics/zyo/zyouhou/index.html
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（3）マルチテナント：仮想化などの技術により、1台のサーバを複数の企業で共有

（４）SKIPaaS ：オープンソースで開発されたSNSアプリケーションをSaaSとして提供しているサービス名称（ TIS社が提供）

　２００８年４月にTISグループとインテックホールディングス

グループが経営統合を行い、ITHDグループとして新しく船出

をした。経営統合においては、様々な統合効果（シナジー）が求

められており、事業においても同様に開発・販売・アウトソー

シングのあらゆる分野でグループ各社の強みを活かしたシナジー

が期待されている。

　これらの背景とこれまで実施してきた事業シナジー施策・

活動をもとに今回の構想計画に至った経緯を述べたいと思う。

はじめに、市場の変化を ITHDグループの実情をもとに説明し

たい。

　ITHDグループの売上高の５割を超えるソフトウェア開発分

野においては、ソフトウェア利用形態の二分化が進んでいる。

自社の業務にあったシステムを一から受託開発するプロジェク

トでは、開発案件の大型化・複雑化が進み、プロジェクトマネー

ジメント能力・業務ノウハウ等、これまで以上にレベルの高い

能力が要求されるようになり、グループの総合力が求められて

いる。しかし、その一方で、自社の仕様にこだわる必要性がな

いメールシステムやグループウェアなどは個別に開発するので

はなく、外部サービスを利用して効率化を図るという選択を取

る企業が増えている。

　次にアウトソーシング分野においては、国内トップクラスの

充実したデータセンター網、豊富なノウハウと実績に裏打ちさ

れたBPOサービスを持つ ITHDグループは、これまでにお客

様の業務・用途に合わせた多様なアウトソーシングサービスを

提供してきた。近年では、セキュリティ、内部統制・コンプラ

イアンスに対応したファシリティ・運用に加えて、お客さまの

ビジネスに直結するシステムにおいては、システムの多重化・

分散配置・災害対策などの要求も出てきている。

　これらのニーズの変化・状況下で、ITHDでは２００９年から

始まった第1次中期経営計画の「事業戦略」の策定に２００８年

１０月より着手した。策定においては、各社の既存ビジネスを

どう引き上げていくかの他に、変化するユーザニーズ・技術動

向にどう対応していき、新しいビジネスモデルを作り上げてい

くかが大きな検討項目の一つとなった。

　グループ各社の有識者にヒアリングする中で、ユーザの「所有

から利用への流れ」にどう対応していくかが今後の業界ならび

に ITHDグループの課題だということが明確になった。このヒ

アリング結果を受け、『われわれは、電気・水道・ガスのよう

なユーティリティーサービスと一緒で、利用者にコンピューター

パワーではなく、そのコンピューターパワーを活用した新しい

社会を作り出す ITサービスを提供していく』ということを

ITHDグループの新しい使命として第１次中期経営計画に盛り

込むことにした。

　まず、上記使命を具現化していくにあたり、従来からネット

ワーク（NGNプラットフォーム）の技術研究をしていたインテッ

ク・ネットコアのメンバーを中心に、インテックの有識者、更

にはTIS社のメンバーも加えたビジネスプラットフォーム事業

構想フィジビリティスタディ（以下、BPFS）を行うワーキング

グループを結成した。 

　本ワーキンググループでは、第３章（ユーザニーズ・技術の

変化）、第４章（ビジネスプラットフォーム事業構想）で述べる

市場の動向からユーザ課題のヒアリング・マーケティングの

ビジネス面と技術動向からくるビジネスプラットフォームの

あるべきアーキテクチャーと必要な機能を洗い出し、計画の

方向性を調査・分析した（図１）。このワーキンググループ

の結果、２００９年４月から始まった ITHDグループ第１次中期

経営計画「 IT Evolution ２０１１」の新規事業戦略の大きな柱

としてビジネスプラットフォーム事業展開を盛り込むことに

なった。
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　近年、ビジネスにおいてITシステムに求められる要求はま

すます重要性を増してきている。その一方で、厳しい経済環

境は、ITシステムの新規投資抑制に加え、既存システムの見

直しによるコスト削減を迫っている。そのような状況下にお

いて、企業はこれまでのようにシステムを個別に発注し開発

するというスタイルから、ビジネスに必要なハードウェア・

ソフトウェアなどのリソースやアプリケーションの汎用的な

機能をサービスとして「利用する」という方向へ急速にシフト

しつつある。

　この流れは１９９８年～１９９９年に登場したASP(Application 

Service Provider）から始まり、近年では仮想化や運用自動

化などの技術進歩とオールＩＰ化、光ファイバーによる高速

通信網および携帯端末・インターネットなどユーザの利便性

が高いビジネスインフラが整い始めたことによりインターネット

を介したSaaS・PaaS・IaaSなどXaaS（X as a Service）

が次々と生まれてきている。つまり、ビジネスプロセス上で

必要なシステムは、インターネットを通じてサービス提供さ

れるという一歩進んだシステム提供モデルに変わりつつある。

　これらの技術・インフラの発展および経済環境下においても、

トップベンダーのポジションを維持すべく、ITホールディン

グスグループ（以下、ITHDグループ）では、２００９年４月

から始まった第１次中期経営計画「 IT Evolution ２０１１」

でグループビジョンにおけるポートフォリオ内の新規事業分

野に、“ビジネスプラットフォームサービス事業”を掲げ、

プラットフォーム型 ITサービスの提供を目指している。

5. おわりに

3. ユーザニーズ・技術の変化

　われわれの考えるビジネスプラットフォーム事業は、クラ

ウドサービスを実現する基盤として、ネットワーク越しに企

業が汎用的に利用できる基盤となる機能（認証、セキュリティ

等）と業界・業種で標準化されている業務アプリケーションの

機能をシステムリソース（ハードウェア、OS、ストレージ等）

と共に企業に提供する事業と定義している。

　この事業を推進するにいたっては、３層（SaaS・PaaS・

IaaS）構造で展開していくことが有効だと考えている。

　SaaS：ビジネスプロセス、業界別もしくは業務別のアプリ

　　　　　ケーションサービス

　PaaS：ユーザ管理、課金管理、開発環境等のミドルウェア

　　　　　サービス

　IaaS： ネットワーク、データセンター、ハードウェア、OS

　　　　　などのインフラサービス

　なぜこの３層構造で展開することが有効なのかをクラウドサー

ビス（ユーザ視点）の実例で説明する。

　市場で認知度が高いクラウドサービスとして、CRM・SFA

ソリューションとしてのSalesforce.comやプラットフォー

ム提供サービスのアマゾンEC2、Google Appsなどがあり、

今やビジネス・社会インフラの一部になりつつある。ITHDグ

ループでは、TIS社が提供しているSKIPaaS（４）というSNS（Social 

Network Service）のSaaSがある。

　このサービスは、TIS社がオープンソースでSNSのアプリケー

ションを開発し、インフラはアマゾンEC2を利用してサービ

スを提供している。

　このサービス提供の責任者であるTIS社内ベンチャーSonic-

Gardenの倉貫カンパニー長は、サービス提供を開始するにあ

たってのシステムアーキテクチャー・サービス採用について、

次のようにコメントしている。

　「われわれは、社内ベンチャーであり、コストと導入スピー

ド（リードタイム）を考えると、自社でデータセンターを借

りてサーバ構築・運用するという選択肢はなかった。特に社

内SNSという性格上、自社データと他社データが同一サーバ

上で管理されることを懸念する顧客も多く、その都度お客さま

専用のサーバ・ハードウェアリソースを調達していたのでは、

リードタイムまでの時間がかかりすぎる。また、コストも利

用したリソース分だけ料金を支払うというサービスであれば、

最小限の初期コストに抑えられると同時に、事業拡張にも柔

軟かつ迅速に対応することができ、事業モデルが作りやすく

なる。」

　このようにクラウドサービスをユーザへ提供する際には、

ユーザが利用するアプリケーション「SaaS」のほかに、イン

フラ基盤も提供することになる。このインフラ基盤を自らが

用意する、もしくはインフラ基盤をサービスとして提供する

「IaaS」事業者から借りるなどのモデルがある。前者の自ら

インフラ基盤を用意するというモデルは立ち上げスピードや

初期コストの抑制などを重視するSaaSビジネスには合わない

ことも多い。

　さらに、SKIPaaSを再度例にあげると、企業はSNSをク

ラウドサービスとして利用したい際にTISへ申し込みを行う。

申し込みがされるとTISでは、SKIPaaS上に企業 IDを発行

するのと同時にTISの会計システムへ企業登録を行う。そして、

月末に会計システムから請求書を作成して、企業へ課金を行う。

しかし、この作業は非常に効率が悪い上に、例えば時間課金や

アプリケーション課金といった様々なサービス提供をしよう

と考えると運用が大変になってしまい、結果としてサービス

料金に反映され、高価なサービスになってしまう。それでは、

SaaSの魅力や市場性の確保ができない。このような潜在的な

課題を持つSaaS事業者にとって、今後、課金やユーザ管理と

いったお客さまへ見えるアプリケーションインターフェイス

とは直接関連しないが、ビジネスサポートする機能・サービス

（PaaS）が、ビジネス拡大の大きな手助けとなる。

　また、このPaaSプラットフォームは、もうひとつ大きな事

業構造の変化を巻き起こす可能性がある。アプリケーション

提供者にとっては、PaaSプラットフォームを利用することで

汎用的な機能を作る手間が省け、開発コストを抑えることが

できる。また、プラットフォームを広く複数の企業が利用す

ることで、プラットフォームを介して、様々なアプリケーショ

ンが連携され、新しいサービスが登場する可能性もある。

　現在私どもが開発しているPaaSプラットフォーム上には、

先に述べた課金・ユーザ管理といった機能・サービスに加え、

サービス提供上で必須となる開発環境を仮想化で提供する

サービス（ＴＩＳ／インテックシステム研究所の２社共同開発）、

一つの拠点からPaaSのプラットフォームを様々な拠点に配信

する基盤サービスやクラウド技術を活用したクラウドストレージ

サービス（インテック・ネットコア）など独自のサービスを用意

する予定である。インテック・ネットコアが現在開発している

サービスについては、本誌の「サービス配信プラットフォーム～

ITホールディングスビジネスプラットフォームへの適用とその

独自性～」(平井、中川) に概要を掲載しているので、ご一読

いただきたい。

　また、ビジネスプラットフォーム事業の着手を後押しした

のが、ITHDが２００９年６月に業務提携を行った英国の大手通信

キャリアBT(British Telecommunications plc.)が英国で

推進している２１CN〈２１st Century Network〉の事例で

あった。

　２１CN戦略は、BT社が推進する次世代ネットワーク（NGN）

で、英国ではこれまで100年以上続いた交換機によるネット

ワーク基幹網を完全にIP化し、そのネットワークから、音声・

データ・インターネット・ビデオなどのコミュニケーション

サービスをシームレスに提供する戦略である。その特徴は完全

な意味での「オープン化」と「イノベーション」で、競合の

通信会社、家電製品を扱うエレクトロニクスの企業などどの

ような企業でもAPIを利用して、簡単に自社用のサービスを

作ることを可能としている。BT社は様々な機能・サービスを

SDK（Software Development Kit）という形で公開するこ

とでプラットフォームサービスをお客さま・サービス事業者

へ提供し、サービスデリバリー・コスト・開発サイクルなど

を加速的に変革することに成功しているという。これまで

BT社は、数十億ポンドの投資を行い、この基盤を作り上げ、

次世代のネットワークサービスをワールドワイドで展開し始

めている。この戦略には、われわれも見習うべきところがた

くさんあり、ITHDグループのビジネスプラットフォーム事業

構想推進を踏み切る大きな要因となった。

SUNAYAMA Hiroyuki

砂山　広行 

● ITホールディングス株式会社　事業推進本部　事業企画部

ISHII Sadayuki

石井　貞行

● ITホールディングス株式会社　執行役員　事業推進本部長　われわれは、今回のビジネスプラットフォーム事業展開準

備とこの執筆を通して、従来のソフトウェア開発・運用といっ

た受託ビジネスに加えて、新しい領域にチャレンジしていく

必要性を強く感じた。今回、BPFSのメンバーが出してくれた

方向性や現在推進しているBT社とのアライアンスおける海外

の先進事例は、近い将来日本マーケットでもデファクトスタ

ンダードになり、日本のシステムインテグレータの事業が大

きく変わるのではないかと改めて感じている。

　今後、ビジネスプラットフォーム事業推進を加速させ、い

ち早くお客さまのビジネス推進に貢献できる・業界をリード

していくプラットフォームサービスを提供したいと思う。

図１ BPFS検討内容

図３ ASPからSaaSへの変化

3.1 ユーザニーズの変化
　ここ数年の経済環境の変化は、これまでのシステムの在り方

まで大きく変えようとしている。ユーザにおいては、システム

コストの削減・適正化の手段として、設備投資のような固定費

もしくは、個別のシステム開発などの莫大にかかる初期費用を

電気料金のように変動費化して、変化に強い環境にしようと考

えている。実際にハードウェアを購入してシステムを一度作っ

てしまったら、数年間システムを使い続け、投資対効果を上

げなければいけない。ところが、システムを利用するという

別の選択肢があれば、業務のピーク性に合わせて、リソース

や使うアプリケーションを簡単に調整することができる。また、

ビジネスの変化に応じて、使わなくなったシステムを解約す

ることが可能となり、よりシステムに柔軟性が生まれる。

　実際に、経済産業省が平成２０年６月２９日に発表した平成１９年

情報処理実態調査報告書によると、平成１９年度のSaaS利用企

業２７９社のSaaS導入・利用のメリットのトップ４は、「導入

までの期間が短い」・「初期コストが安い」・「技術的な専門

知識が不要」・「運用コストが安い」となっている。また、「ソ

フトウェア利用の停止・解除が容易」をメリットとあげた企業

の割合も平成１８年度と比べて大きく上昇した。これらの調査

結果を踏まえ、SaaS型でのソフトウェアのサービス化のみな

らず、サービスとしてのプラットフォームを提供する「PaaS」

や、ネットワーク経由でのコンピューティングリソースの利用

「IaaS」など、プラットフォームを利用した機能利用型のサー

ビス市場が今後大きく拡大するとBPFSにて結論づけた（図２）。

3.2  技術の変化
　次に技術の変化に着目すると、この「利用への流れ」の第１波

は、１９９８年～１９９９年に登場したASP(Application Service 

Provider）から始まったと言われている。業界団体のASP

インダストリ・コンソーシアム・ジャパン（ASPIC Japan）

が著した「ASP白書２００５」によると、ASPは以下のように定

義されている。

　ASPの定義=『特定及び不特定ユーザが必要とするシステム

機能を，ネットワークを通じて提供するサービス，あるいは，

そうしたサービスを提供するビジネスモデル』

　この流れの歴史は、１９９９年１１月にASP･SaaSインダストリ･

コンソーシアムが創立メンバー８５社により設立されたことに

始まる。１９９９年頃からメディアの中でASPが頻繁に取り上げ

られるようになり注目を集めるようになった。また、当時

ASPの概念は、システムの合理性と経済性の観点から中小企

業を中心に普及していくとされ、多くのベンダーがこの領域に

参入した。

　しかし、当初ユーザが一番期待した経済性の観点において、

決定的な欠陥があった。それは、(図３ 課題 ) 当時のASPサー

ビスではネットワークを介して大量のデータがやりとりされる

ので莫大な通信コストがかかり、全体として低廉なサービスに

ならなかったことである。

　さらに、(課題 ) 技術的視点においても当時のASPは、イ

ンハウスモデル（1）で提供していたパッケージソフトウェアを

ASP事業者がネットワークを通じて提供しているサービスが

ほとんどで、パフォーマンスやページの頻繁な更新など、ユー

ザにとって操作性もよくなかった。また、(課題 ) パッケー

ジソフトウェアをそのまま採用しているため、１企業ごとのシ

ステムアーキテクチャー（シングルテナント（２））となっており、

各社の要望に応じたカスタマイズや他システムとの連携が柔軟

にできないので使い勝手が悪く、限定的な利用にとどまった。

　結果として、ASP事業者側も期待していた複数ユーザの利

用によるコスト削減は、(課題 )シングルテナントによるサー

ビス提供が多かったため当初の思い通りにいかなかった。

　以上から、ASPのコンセプト自体が企業のシステムの在り

方として否定されていたわけではないが、技術とそれに対する

コストがユーザに受け入れられなかった。

　それが２００５年頃から、ようやくユーザの要望するニーズを

満たし、ASPの欠点を解消する技術と環境が整い始め、近年

急速にASPが形を変えて、SaaSという言葉で再度注目を浴

び始めた。まず、ASPの欠点である課題 においては、イン

ハウスモデルのパッケージソフトウェアではなく、ネットワー

クを介したサービスを前提にシステムアーキテクチャーが再設

計されて、パフォーマンスが改良された。また、ネットワーク

に負荷をかけることなく、ユーザの操作性を向上させるAjax

等の技術が出てきたことで改善された。さらに、課題 におい

ては、既存のパッケージアプリケーションと容易に連携できる

AP I（Application Programming Interface）が公開され、

開発者がユーザからの要望に応えることができる環境も整って

きた。

　そして、この時期に社会インフラとしてのネットワーク環境・

端末環境が飛躍的な進化をみせ、ユーザがストレスなくネット

ワークを介してリッチコンテンツを扱える環境が整い、ユーザ

の利便性が向上されるとともに、課題 の通信コストについて

も安価な定額制プランが次々と登場した。さらに、マルチテ

ナント（３） で提供できる技術が整うことで、課題 も改善された。

　これらの技術は、SaaSを中心としたXaaSをすべてネット

ワーク上で提供するベースとなるクラウドサービスへと進化す

る礎となっている。

（1) インハウスモデル：お客様の環境ごとにシステムを個別提供するモデル
（2）シングルテナント：企業ごとにサーバを割り当てる方式
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　・事業モデル／収益モデルと収益シュミレーション
　・P/F事業化に向けたアクションの検討

3ヶ年のロードマップ

事業目標の設定
＋

ユーザの期待
●低コストでのサービス提供
●システム運用、管理の手間を軽減
●導入の容易さ，迅速性

ASP事業者の期待
●複数のユーザが利用することで
　１企業あたりのコストを下げ、
　事業として成り立たせる

課題 ：
データ量・回線帯域による従量課金

課題 ：
パフォーマンス（応答速度が遅い）

課題 ：
使い勝手が悪い（システム連携ができない）

課題 ：
データ量・回線帯域による従量課金

課題 ：
シングルテナントによるサーバコスト・運用コストの肥大化

ネットワークの負荷をかけることなく、ユーザの操作性を
向上させるAjax等の技術が出現

既存のパッケージ・アプリケーションと容易に連携できる
APIが公開されはじめた 

データ量に依存しない太い回線帯域が確保できる
安価な定額制プランの回線サービスが出てきた

仮想化などの技術により複数のユーザを１つのサーバで
共有できるようになった（マルチテナント）

図２ プラットフォームサービス市場の拡大

プラットフォームの
普及により

市場構造が変化
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Fig. 企業によるIT投資の内訳の変化 (予測) 「情報処理実態調査」を参考に独自に作成
投資比率 (%) は 2006年 経済産業省調査結果を引用

http://www.meti.go.jp/statistics/zyo/zyouhou/index.html
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（3）マルチテナント：仮想化などの技術により、1台のサーバを複数の企業で共有

（４）SKIPaaS ：オープンソースで開発されたSNSアプリケーションをSaaSとして提供しているサービス名称（ TIS社が提供）

　２００８年４月にTISグループとインテックホールディングス

グループが経営統合を行い、ITHDグループとして新しく船出

をした。経営統合においては、様々な統合効果（シナジー）が求

められており、事業においても同様に開発・販売・アウトソー

シングのあらゆる分野でグループ各社の強みを活かしたシナジー

が期待されている。

　これらの背景とこれまで実施してきた事業シナジー施策・

活動をもとに今回の構想計画に至った経緯を述べたいと思う。

はじめに、市場の変化を ITHDグループの実情をもとに説明し

たい。

　ITHDグループの売上高の５割を超えるソフトウェア開発分

野においては、ソフトウェア利用形態の二分化が進んでいる。

自社の業務にあったシステムを一から受託開発するプロジェク

トでは、開発案件の大型化・複雑化が進み、プロジェクトマネー

ジメント能力・業務ノウハウ等、これまで以上にレベルの高い

能力が要求されるようになり、グループの総合力が求められて

いる。しかし、その一方で、自社の仕様にこだわる必要性がな

いメールシステムやグループウェアなどは個別に開発するので

はなく、外部サービスを利用して効率化を図るという選択を取

る企業が増えている。

　次にアウトソーシング分野においては、国内トップクラスの

充実したデータセンター網、豊富なノウハウと実績に裏打ちさ

れたBPOサービスを持つ ITHDグループは、これまでにお客

様の業務・用途に合わせた多様なアウトソーシングサービスを

提供してきた。近年では、セキュリティ、内部統制・コンプラ

イアンスに対応したファシリティ・運用に加えて、お客さまの

ビジネスに直結するシステムにおいては、システムの多重化・

分散配置・災害対策などの要求も出てきている。

　これらのニーズの変化・状況下で、ITHDでは２００９年から

始まった第1次中期経営計画の「事業戦略」の策定に２００８年

１０月より着手した。策定においては、各社の既存ビジネスを

どう引き上げていくかの他に、変化するユーザニーズ・技術動

向にどう対応していき、新しいビジネスモデルを作り上げてい

くかが大きな検討項目の一つとなった。

　グループ各社の有識者にヒアリングする中で、ユーザの「所有

から利用への流れ」にどう対応していくかが今後の業界ならび

に ITHDグループの課題だということが明確になった。このヒ

アリング結果を受け、『われわれは、電気・水道・ガスのよう

なユーティリティーサービスと一緒で、利用者にコンピューター

パワーではなく、そのコンピューターパワーを活用した新しい

社会を作り出す ITサービスを提供していく』ということを

ITHDグループの新しい使命として第１次中期経営計画に盛り

込むことにした。

　まず、上記使命を具現化していくにあたり、従来からネット

ワーク（NGNプラットフォーム）の技術研究をしていたインテッ

ク・ネットコアのメンバーを中心に、インテックの有識者、更

にはTIS社のメンバーも加えたビジネスプラットフォーム事業

構想フィジビリティスタディ（以下、BPFS）を行うワーキング

グループを結成した。 

　本ワーキンググループでは、第３章（ユーザニーズ・技術の

変化）、第４章（ビジネスプラットフォーム事業構想）で述べる

市場の動向からユーザ課題のヒアリング・マーケティングの

ビジネス面と技術動向からくるビジネスプラットフォームの

あるべきアーキテクチャーと必要な機能を洗い出し、計画の

方向性を調査・分析した（図１）。このワーキンググループ

の結果、２００９年４月から始まった ITHDグループ第１次中期

経営計画「 IT Evolution ２０１１」の新規事業戦略の大きな柱

としてビジネスプラットフォーム事業展開を盛り込むことに

なった。
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　近年、ビジネスにおいてITシステムに求められる要求はま

すます重要性を増してきている。その一方で、厳しい経済環

境は、ITシステムの新規投資抑制に加え、既存システムの見

直しによるコスト削減を迫っている。そのような状況下にお

いて、企業はこれまでのようにシステムを個別に発注し開発

するというスタイルから、ビジネスに必要なハードウェア・

ソフトウェアなどのリソースやアプリケーションの汎用的な

機能をサービスとして「利用する」という方向へ急速にシフト

しつつある。

　この流れは１９９８年～１９９９年に登場したASP(Application 

Service Provider）から始まり、近年では仮想化や運用自動

化などの技術進歩とオールＩＰ化、光ファイバーによる高速

通信網および携帯端末・インターネットなどユーザの利便性

が高いビジネスインフラが整い始めたことによりインターネット

を介したSaaS・PaaS・IaaSなどXaaS（X as a Service）

が次々と生まれてきている。つまり、ビジネスプロセス上で

必要なシステムは、インターネットを通じてサービス提供さ

れるという一歩進んだシステム提供モデルに変わりつつある。

　これらの技術・インフラの発展および経済環境下においても、

トップベンダーのポジションを維持すべく、ITホールディン

グスグループ（以下、ITHDグループ）では、２００９年４月

から始まった第１次中期経営計画「 IT Evolution ２０１１」

でグループビジョンにおけるポートフォリオ内の新規事業分

野に、“ビジネスプラットフォームサービス事業”を掲げ、

プラットフォーム型 ITサービスの提供を目指している。

5. おわりに

3. ユーザニーズ・技術の変化

　われわれの考えるビジネスプラットフォーム事業は、クラ

ウドサービスを実現する基盤として、ネットワーク越しに企

業が汎用的に利用できる基盤となる機能（認証、セキュリティ

等）と業界・業種で標準化されている業務アプリケーションの

機能をシステムリソース（ハードウェア、OS、ストレージ等）

と共に企業に提供する事業と定義している。

　この事業を推進するにいたっては、３層（SaaS・PaaS・

IaaS）構造で展開していくことが有効だと考えている。

　SaaS：ビジネスプロセス、業界別もしくは業務別のアプリ

　　　　　ケーションサービス

　PaaS：ユーザ管理、課金管理、開発環境等のミドルウェア

　　　　　サービス

　IaaS： ネットワーク、データセンター、ハードウェア、OS

　　　　　などのインフラサービス

　なぜこの３層構造で展開することが有効なのかをクラウドサー

ビス（ユーザ視点）の実例で説明する。

　市場で認知度が高いクラウドサービスとして、CRM・SFA

ソリューションとしてのSalesforce.comやプラットフォー

ム提供サービスのアマゾンEC2、Google Appsなどがあり、

今やビジネス・社会インフラの一部になりつつある。ITHDグ

ループでは、TIS社が提供しているSKIPaaS（４）というSNS（Social 

Network Service）のSaaSがある。

　このサービスは、TIS社がオープンソースでSNSのアプリケー

ションを開発し、インフラはアマゾンEC2を利用してサービ

スを提供している。

　このサービス提供の責任者であるTIS社内ベンチャーSonic-

Gardenの倉貫カンパニー長は、サービス提供を開始するにあ

たってのシステムアーキテクチャー・サービス採用について、

次のようにコメントしている。

　「われわれは、社内ベンチャーであり、コストと導入スピー

ド（リードタイム）を考えると、自社でデータセンターを借

りてサーバ構築・運用するという選択肢はなかった。特に社

内SNSという性格上、自社データと他社データが同一サーバ

上で管理されることを懸念する顧客も多く、その都度お客さま

専用のサーバ・ハードウェアリソースを調達していたのでは、

リードタイムまでの時間がかかりすぎる。また、コストも利

用したリソース分だけ料金を支払うというサービスであれば、

最小限の初期コストに抑えられると同時に、事業拡張にも柔

軟かつ迅速に対応することができ、事業モデルが作りやすく

なる。」

　このようにクラウドサービスをユーザへ提供する際には、

ユーザが利用するアプリケーション「SaaS」のほかに、イン

フラ基盤も提供することになる。このインフラ基盤を自らが

用意する、もしくはインフラ基盤をサービスとして提供する

「IaaS」事業者から借りるなどのモデルがある。前者の自ら

インフラ基盤を用意するというモデルは立ち上げスピードや

初期コストの抑制などを重視するSaaSビジネスには合わない

ことも多い。

　さらに、SKIPaaSを再度例にあげると、企業はSNSをク

ラウドサービスとして利用したい際にTISへ申し込みを行う。

申し込みがされるとTISでは、SKIPaaS上に企業 IDを発行

するのと同時にTISの会計システムへ企業登録を行う。そして、

月末に会計システムから請求書を作成して、企業へ課金を行う。

しかし、この作業は非常に効率が悪い上に、例えば時間課金や

アプリケーション課金といった様々なサービス提供をしよう

と考えると運用が大変になってしまい、結果としてサービス

料金に反映され、高価なサービスになってしまう。それでは、

SaaSの魅力や市場性の確保ができない。このような潜在的な

課題を持つSaaS事業者にとって、今後、課金やユーザ管理と

いったお客さまへ見えるアプリケーションインターフェイス

とは直接関連しないが、ビジネスサポートする機能・サービス

（PaaS）が、ビジネス拡大の大きな手助けとなる。

　また、このPaaSプラットフォームは、もうひとつ大きな事

業構造の変化を巻き起こす可能性がある。アプリケーション

提供者にとっては、PaaSプラットフォームを利用することで

汎用的な機能を作る手間が省け、開発コストを抑えることが

できる。また、プラットフォームを広く複数の企業が利用す

ることで、プラットフォームを介して、様々なアプリケーショ

ンが連携され、新しいサービスが登場する可能性もある。

　現在私どもが開発しているPaaSプラットフォーム上には、

先に述べた課金・ユーザ管理といった機能・サービスに加え、

サービス提供上で必須となる開発環境を仮想化で提供する

サービス（ＴＩＳ／インテックシステム研究所の２社共同開発）、

一つの拠点からPaaSのプラットフォームを様々な拠点に配信

する基盤サービスやクラウド技術を活用したクラウドストレージ

サービス（インテック・ネットコア）など独自のサービスを用意

する予定である。インテック・ネットコアが現在開発している

サービスについては、本誌の「サービス配信プラットフォーム～

ITホールディングスビジネスプラットフォームへの適用とその

独自性～」(平井、中川) に概要を掲載しているので、ご一読

いただきたい。

　また、ビジネスプラットフォーム事業の着手を後押しした

のが、ITHDが２００９年６月に業務提携を行った英国の大手通信

キャリアBT(British Telecommunications plc.)が英国で

推進している２１CN〈２１st Century Network〉の事例で

あった。

　２１CN戦略は、BT社が推進する次世代ネットワーク（NGN）

で、英国ではこれまで100年以上続いた交換機によるネット

ワーク基幹網を完全にIP化し、そのネットワークから、音声・

データ・インターネット・ビデオなどのコミュニケーション

サービスをシームレスに提供する戦略である。その特徴は完全

な意味での「オープン化」と「イノベーション」で、競合の

通信会社、家電製品を扱うエレクトロニクスの企業などどの

ような企業でもAPIを利用して、簡単に自社用のサービスを

作ることを可能としている。BT社は様々な機能・サービスを

SDK（Software Development Kit）という形で公開するこ

とでプラットフォームサービスをお客さま・サービス事業者

へ提供し、サービスデリバリー・コスト・開発サイクルなど

を加速的に変革することに成功しているという。これまで

BT社は、数十億ポンドの投資を行い、この基盤を作り上げ、

次世代のネットワークサービスをワールドワイドで展開し始

めている。この戦略には、われわれも見習うべきところがた

くさんあり、ITHDグループのビジネスプラットフォーム事業

構想推進を踏み切る大きな要因となった。

SUNAYAMA Hiroyuki
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● ITホールディングス株式会社　執行役員　事業推進本部長　われわれは、今回のビジネスプラットフォーム事業展開準

備とこの執筆を通して、従来のソフトウェア開発・運用といっ

た受託ビジネスに加えて、新しい領域にチャレンジしていく

必要性を強く感じた。今回、BPFSのメンバーが出してくれた

方向性や現在推進しているBT社とのアライアンスおける海外

の先進事例は、近い将来日本マーケットでもデファクトスタ

ンダードになり、日本のシステムインテグレータの事業が大

きく変わるのではないかと改めて感じている。

　今後、ビジネスプラットフォーム事業推進を加速させ、い

ち早くお客さまのビジネス推進に貢献できる・業界をリード

していくプラットフォームサービスを提供したいと思う。

図１ BPFS検討内容

図３ ASPからSaaSへの変化

3.1 ユーザニーズの変化
　ここ数年の経済環境の変化は、これまでのシステムの在り方

まで大きく変えようとしている。ユーザにおいては、システム

コストの削減・適正化の手段として、設備投資のような固定費

もしくは、個別のシステム開発などの莫大にかかる初期費用を

電気料金のように変動費化して、変化に強い環境にしようと考

えている。実際にハードウェアを購入してシステムを一度作っ

てしまったら、数年間システムを使い続け、投資対効果を上

げなければいけない。ところが、システムを利用するという

別の選択肢があれば、業務のピーク性に合わせて、リソース

や使うアプリケーションを簡単に調整することができる。また、

ビジネスの変化に応じて、使わなくなったシステムを解約す

ることが可能となり、よりシステムに柔軟性が生まれる。

　実際に、経済産業省が平成２０年６月２９日に発表した平成１９年

情報処理実態調査報告書によると、平成１９年度のSaaS利用企

業２７９社のSaaS導入・利用のメリットのトップ４は、「導入

までの期間が短い」・「初期コストが安い」・「技術的な専門

知識が不要」・「運用コストが安い」となっている。また、「ソ

フトウェア利用の停止・解除が容易」をメリットとあげた企業

の割合も平成１８年度と比べて大きく上昇した。これらの調査

結果を踏まえ、SaaS型でのソフトウェアのサービス化のみな

らず、サービスとしてのプラットフォームを提供する「PaaS」

や、ネットワーク経由でのコンピューティングリソースの利用

「IaaS」など、プラットフォームを利用した機能利用型のサー

ビス市場が今後大きく拡大するとBPFSにて結論づけた（図２）。

3.2  技術の変化
　次に技術の変化に着目すると、この「利用への流れ」の第１波

は、１９９８年～１９９９年に登場したASP(Application Service 

Provider）から始まったと言われている。業界団体のASP

インダストリ・コンソーシアム・ジャパン（ASPIC Japan）

が著した「ASP白書２００５」によると、ASPは以下のように定

義されている。

　ASPの定義=『特定及び不特定ユーザが必要とするシステム

機能を，ネットワークを通じて提供するサービス，あるいは，

そうしたサービスを提供するビジネスモデル』

　この流れの歴史は、１９９９年１１月にASP･SaaSインダストリ･

コンソーシアムが創立メンバー８５社により設立されたことに

始まる。１９９９年頃からメディアの中でASPが頻繁に取り上げ

られるようになり注目を集めるようになった。また、当時

ASPの概念は、システムの合理性と経済性の観点から中小企

業を中心に普及していくとされ、多くのベンダーがこの領域に

参入した。

　しかし、当初ユーザが一番期待した経済性の観点において、

決定的な欠陥があった。それは、(図３ 課題 ) 当時のASPサー

ビスではネットワークを介して大量のデータがやりとりされる

ので莫大な通信コストがかかり、全体として低廉なサービスに

ならなかったことである。

　さらに、(課題 ) 技術的視点においても当時のASPは、イ

ンハウスモデル（1）で提供していたパッケージソフトウェアを

ASP事業者がネットワークを通じて提供しているサービスが

ほとんどで、パフォーマンスやページの頻繁な更新など、ユー

ザにとって操作性もよくなかった。また、(課題 ) パッケー

ジソフトウェアをそのまま採用しているため、１企業ごとのシ

ステムアーキテクチャー（シングルテナント（２））となっており、

各社の要望に応じたカスタマイズや他システムとの連携が柔軟

にできないので使い勝手が悪く、限定的な利用にとどまった。

　結果として、ASP事業者側も期待していた複数ユーザの利

用によるコスト削減は、(課題 )シングルテナントによるサー

ビス提供が多かったため当初の思い通りにいかなかった。

　以上から、ASPのコンセプト自体が企業のシステムの在り

方として否定されていたわけではないが、技術とそれに対する

コストがユーザに受け入れられなかった。

　それが２００５年頃から、ようやくユーザの要望するニーズを

満たし、ASPの欠点を解消する技術と環境が整い始め、近年

急速にASPが形を変えて、SaaSという言葉で再度注目を浴

び始めた。まず、ASPの欠点である課題 においては、イン

ハウスモデルのパッケージソフトウェアではなく、ネットワー

クを介したサービスを前提にシステムアーキテクチャーが再設

計されて、パフォーマンスが改良された。また、ネットワーク

に負荷をかけることなく、ユーザの操作性を向上させるAjax

等の技術が出てきたことで改善された。さらに、課題 におい

ては、既存のパッケージアプリケーションと容易に連携できる

AP I（Application Programming Interface）が公開され、

開発者がユーザからの要望に応えることができる環境も整って

きた。

　そして、この時期に社会インフラとしてのネットワーク環境・

端末環境が飛躍的な進化をみせ、ユーザがストレスなくネット

ワークを介してリッチコンテンツを扱える環境が整い、ユーザ

の利便性が向上されるとともに、課題 の通信コストについて

も安価な定額制プランが次々と登場した。さらに、マルチテ

ナント（３） で提供できる技術が整うことで、課題 も改善された。

　これらの技術は、SaaSを中心としたXaaSをすべてネット

ワーク上で提供するベースとなるクラウドサービスへと進化す

る礎となっている。

（1) インハウスモデル：お客様の環境ごとにシステムを個別提供するモデル
（2）シングルテナント：企業ごとにサーバを割り当てる方式
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　・P/Fビジネスの台頭 ～ 最新市場動向分析
2. P/F事業で提供するサービス (サービス企画)
　・P/F事業の基本コンセプト
　・提供するサービスの案
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　・ターゲットカスタマと利用例
　・市場における本P/Fのポジショニング
　・ITHD内のポテンシャル分析

3. P/Fを支える技術 (シーズ分析)
　・P/Fを支える基本技術
　・ITHDの技術とオリジナリティ
　・第三者の技術の活用モデル
4. 事業モデルと事業性の検討 (戦略検討)
　・ITHDにおけるP/F事業のミッション
　・P/Fビジネスで狙う事業領域
　・P/Fビジネスの実現モデル案
　・事業モデル／収益モデルと収益シュミレーション
　・P/F事業化に向けたアクションの検討

3ヶ年のロードマップ

事業目標の設定
＋

ユーザの期待
●低コストでのサービス提供
●システム運用、管理の手間を軽減
●導入の容易さ，迅速性

ASP事業者の期待
●複数のユーザが利用することで
　１企業あたりのコストを下げ、
　事業として成り立たせる

課題 ：
データ量・回線帯域による従量課金

課題 ：
パフォーマンス（応答速度が遅い）

課題 ：
使い勝手が悪い（システム連携ができない）

課題 ：
データ量・回線帯域による従量課金

課題 ：
シングルテナントによるサーバコスト・運用コストの肥大化

ネットワークの負荷をかけることなく、ユーザの操作性を
向上させるAjax等の技術が出現

既存のパッケージ・アプリケーションと容易に連携できる
APIが公開されはじめた 

データ量に依存しない太い回線帯域が確保できる
安価な定額制プランの回線サービスが出てきた

仮想化などの技術により複数のユーザを１つのサーバで
共有できるようになった（マルチテナント）

図２ プラットフォームサービス市場の拡大

プラットフォームの
普及により

市場構造が変化

多数のプレーヤが新領域に進出

インテグレータ

通信事業者

大手メーカ

IT投資の
比率

ハードウェア　　　ソフトウェア　　　　サービス　　　　　通信　　　　　　人件費　　　　　その他

Fig. 企業によるIT投資の内訳の変化 (予測) 「情報処理実態調査」を参考に独自に作成
投資比率 (%) は 2006年 経済産業省調査結果を引用

http://www.meti.go.jp/statistics/zyo/zyouhou/index.html
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課題 ：
パフォーマンス（応答速度が遅い）

課題 ：
使い勝手が悪い（システム連携ができない）

Internet

（3）マルチテナント：仮想化などの技術により、1台のサーバを複数の企業で共有

（４）SKIPaaS ：オープンソースで開発されたSNSアプリケーションをSaaSとして提供しているサービス名称（ TIS社が提供）

　２００８年４月にTISグループとインテックホールディングス

グループが経営統合を行い、ITHDグループとして新しく船出

をした。経営統合においては、様々な統合効果（シナジー）が求

められており、事業においても同様に開発・販売・アウトソー

シングのあらゆる分野でグループ各社の強みを活かしたシナジー

が期待されている。

　これらの背景とこれまで実施してきた事業シナジー施策・

活動をもとに今回の構想計画に至った経緯を述べたいと思う。

はじめに、市場の変化を ITHDグループの実情をもとに説明し

たい。

　ITHDグループの売上高の５割を超えるソフトウェア開発分

野においては、ソフトウェア利用形態の二分化が進んでいる。

自社の業務にあったシステムを一から受託開発するプロジェク

トでは、開発案件の大型化・複雑化が進み、プロジェクトマネー

ジメント能力・業務ノウハウ等、これまで以上にレベルの高い

能力が要求されるようになり、グループの総合力が求められて

いる。しかし、その一方で、自社の仕様にこだわる必要性がな

いメールシステムやグループウェアなどは個別に開発するので

はなく、外部サービスを利用して効率化を図るという選択を取

る企業が増えている。

　次にアウトソーシング分野においては、国内トップクラスの

充実したデータセンター網、豊富なノウハウと実績に裏打ちさ

れたBPOサービスを持つ ITHDグループは、これまでにお客

様の業務・用途に合わせた多様なアウトソーシングサービスを

提供してきた。近年では、セキュリティ、内部統制・コンプラ

イアンスに対応したファシリティ・運用に加えて、お客さまの

ビジネスに直結するシステムにおいては、システムの多重化・

分散配置・災害対策などの要求も出てきている。

　これらのニーズの変化・状況下で、ITHDでは２００９年から

始まった第1次中期経営計画の「事業戦略」の策定に２００８年

１０月より着手した。策定においては、各社の既存ビジネスを

どう引き上げていくかの他に、変化するユーザニーズ・技術動

向にどう対応していき、新しいビジネスモデルを作り上げてい

くかが大きな検討項目の一つとなった。

　グループ各社の有識者にヒアリングする中で、ユーザの「所有

から利用への流れ」にどう対応していくかが今後の業界ならび

に ITHDグループの課題だということが明確になった。このヒ

アリング結果を受け、『われわれは、電気・水道・ガスのよう

なユーティリティーサービスと一緒で、利用者にコンピューター

パワーではなく、そのコンピューターパワーを活用した新しい

社会を作り出す ITサービスを提供していく』ということを

ITHDグループの新しい使命として第１次中期経営計画に盛り

込むことにした。

　まず、上記使命を具現化していくにあたり、従来からネット

ワーク（NGNプラットフォーム）の技術研究をしていたインテッ

ク・ネットコアのメンバーを中心に、インテックの有識者、更

にはTIS社のメンバーも加えたビジネスプラットフォーム事業

構想フィジビリティスタディ（以下、BPFS）を行うワーキング

グループを結成した。 

　本ワーキンググループでは、第３章（ユーザニーズ・技術の

変化）、第４章（ビジネスプラットフォーム事業構想）で述べる

市場の動向からユーザ課題のヒアリング・マーケティングの

ビジネス面と技術動向からくるビジネスプラットフォームの

あるべきアーキテクチャーと必要な機能を洗い出し、計画の

方向性を調査・分析した（図１）。このワーキンググループ

の結果、２００９年４月から始まった ITHDグループ第１次中期

経営計画「 IT Evolution ２０１１」の新規事業戦略の大きな柱

としてビジネスプラットフォーム事業展開を盛り込むことに

なった。
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　近年、ビジネスにおいてITシステムに求められる要求はま

すます重要性を増してきている。その一方で、厳しい経済環

境は、ITシステムの新規投資抑制に加え、既存システムの見

直しによるコスト削減を迫っている。そのような状況下にお

いて、企業はこれまでのようにシステムを個別に発注し開発

するというスタイルから、ビジネスに必要なハードウェア・

ソフトウェアなどのリソースやアプリケーションの汎用的な

機能をサービスとして「利用する」という方向へ急速にシフト

しつつある。

　この流れは１９９８年～１９９９年に登場したASP(Application 

Service Provider）から始まり、近年では仮想化や運用自動

化などの技術進歩とオールＩＰ化、光ファイバーによる高速

通信網および携帯端末・インターネットなどユーザの利便性

が高いビジネスインフラが整い始めたことによりインターネット

を介したSaaS・PaaS・IaaSなどXaaS（X as a Service）

が次々と生まれてきている。つまり、ビジネスプロセス上で

必要なシステムは、インターネットを通じてサービス提供さ

れるという一歩進んだシステム提供モデルに変わりつつある。

　これらの技術・インフラの発展および経済環境下においても、

トップベンダーのポジションを維持すべく、ITホールディン

グスグループ（以下、ITHDグループ）では、２００９年４月

から始まった第１次中期経営計画「 IT Evolution ２０１１」

でグループビジョンにおけるポートフォリオ内の新規事業分

野に、“ビジネスプラットフォームサービス事業”を掲げ、

プラットフォーム型 ITサービスの提供を目指している。

5. おわりに

3. ユーザニーズ・技術の変化

　われわれの考えるビジネスプラットフォーム事業は、クラ

ウドサービスを実現する基盤として、ネットワーク越しに企

業が汎用的に利用できる基盤となる機能（認証、セキュリティ

等）と業界・業種で標準化されている業務アプリケーションの

機能をシステムリソース（ハードウェア、OS、ストレージ等）

と共に企業に提供する事業と定義している。

　この事業を推進するにいたっては、３層（SaaS・PaaS・

IaaS）構造で展開していくことが有効だと考えている。

　SaaS：ビジネスプロセス、業界別もしくは業務別のアプリ

　　　　　ケーションサービス

　PaaS：ユーザ管理、課金管理、開発環境等のミドルウェア

　　　　　サービス

　IaaS： ネットワーク、データセンター、ハードウェア、OS

　　　　　などのインフラサービス

　なぜこの３層構造で展開することが有効なのかをクラウドサー

ビス（ユーザ視点）の実例で説明する。

　市場で認知度が高いクラウドサービスとして、CRM・SFA

ソリューションとしてのSalesforce.comやプラットフォー

ム提供サービスのアマゾンEC2、Google Appsなどがあり、

今やビジネス・社会インフラの一部になりつつある。ITHDグ

ループでは、TIS社が提供しているSKIPaaS（４）というSNS（Social 

Network Service）のSaaSがある。

　このサービスは、TIS社がオープンソースでSNSのアプリケー

ションを開発し、インフラはアマゾンEC2を利用してサービ

スを提供している。

　このサービス提供の責任者であるTIS社内ベンチャーSonic-

Gardenの倉貫カンパニー長は、サービス提供を開始するにあ

たってのシステムアーキテクチャー・サービス採用について、

次のようにコメントしている。

　「われわれは、社内ベンチャーであり、コストと導入スピー

ド（リードタイム）を考えると、自社でデータセンターを借

りてサーバ構築・運用するという選択肢はなかった。特に社

内SNSという性格上、自社データと他社データが同一サーバ

上で管理されることを懸念する顧客も多く、その都度お客さま

専用のサーバ・ハードウェアリソースを調達していたのでは、

リードタイムまでの時間がかかりすぎる。また、コストも利

用したリソース分だけ料金を支払うというサービスであれば、

最小限の初期コストに抑えられると同時に、事業拡張にも柔

軟かつ迅速に対応することができ、事業モデルが作りやすく

なる。」

　このようにクラウドサービスをユーザへ提供する際には、

ユーザが利用するアプリケーション「SaaS」のほかに、イン

フラ基盤も提供することになる。このインフラ基盤を自らが

用意する、もしくはインフラ基盤をサービスとして提供する

「IaaS」事業者から借りるなどのモデルがある。前者の自ら

インフラ基盤を用意するというモデルは立ち上げスピードや

初期コストの抑制などを重視するSaaSビジネスには合わない

ことも多い。

　さらに、SKIPaaSを再度例にあげると、企業はSNSをク

ラウドサービスとして利用したい際にTISへ申し込みを行う。

申し込みがされるとTISでは、SKIPaaS上に企業 IDを発行

するのと同時にTISの会計システムへ企業登録を行う。そして、

月末に会計システムから請求書を作成して、企業へ課金を行う。

しかし、この作業は非常に効率が悪い上に、例えば時間課金や

アプリケーション課金といった様々なサービス提供をしよう

と考えると運用が大変になってしまい、結果としてサービス

料金に反映され、高価なサービスになってしまう。それでは、

SaaSの魅力や市場性の確保ができない。このような潜在的な

課題を持つSaaS事業者にとって、今後、課金やユーザ管理と

いったお客さまへ見えるアプリケーションインターフェイス

とは直接関連しないが、ビジネスサポートする機能・サービス

（PaaS）が、ビジネス拡大の大きな手助けとなる。

　また、このPaaSプラットフォームは、もうひとつ大きな事

業構造の変化を巻き起こす可能性がある。アプリケーション

提供者にとっては、PaaSプラットフォームを利用することで

汎用的な機能を作る手間が省け、開発コストを抑えることが

できる。また、プラットフォームを広く複数の企業が利用す

ることで、プラットフォームを介して、様々なアプリケーショ

ンが連携され、新しいサービスが登場する可能性もある。

　現在私どもが開発しているPaaSプラットフォーム上には、

先に述べた課金・ユーザ管理といった機能・サービスに加え、

サービス提供上で必須となる開発環境を仮想化で提供する

サービス（ＴＩＳ／インテックシステム研究所の２社共同開発）、

一つの拠点からPaaSのプラットフォームを様々な拠点に配信

する基盤サービスやクラウド技術を活用したクラウドストレージ

サービス（インテック・ネットコア）など独自のサービスを用意

する予定である。インテック・ネットコアが現在開発している

サービスについては、本誌の「サービス配信プラットフォーム～

ITホールディングスビジネスプラットフォームへの適用とその

独自性～」(平井、中川) に概要を掲載しているので、ご一読

いただきたい。

　また、ビジネスプラットフォーム事業の着手を後押しした

のが、ITHDが２００９年６月に業務提携を行った英国の大手通信

キャリアBT(British Telecommunications plc.)が英国で

推進している２１CN〈２１st Century Network〉の事例で

あった。

　２１CN戦略は、BT社が推進する次世代ネットワーク（NGN）

で、英国ではこれまで100年以上続いた交換機によるネット

ワーク基幹網を完全にIP化し、そのネットワークから、音声・

データ・インターネット・ビデオなどのコミュニケーション

サービスをシームレスに提供する戦略である。その特徴は完全

な意味での「オープン化」と「イノベーション」で、競合の

通信会社、家電製品を扱うエレクトロニクスの企業などどの

ような企業でもAPIを利用して、簡単に自社用のサービスを

作ることを可能としている。BT社は様々な機能・サービスを

SDK（Software Development Kit）という形で公開するこ

とでプラットフォームサービスをお客さま・サービス事業者

へ提供し、サービスデリバリー・コスト・開発サイクルなど

を加速的に変革することに成功しているという。これまで

BT社は、数十億ポンドの投資を行い、この基盤を作り上げ、

次世代のネットワークサービスをワールドワイドで展開し始

めている。この戦略には、われわれも見習うべきところがた

くさんあり、ITHDグループのビジネスプラットフォーム事業

構想推進を踏み切る大きな要因となった。

SUNAYAMA Hiroyuki

砂山　広行 

● ITホールディングス株式会社　事業推進本部　事業企画部
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● ITホールディングス株式会社　執行役員　事業推進本部長　われわれは、今回のビジネスプラットフォーム事業展開準

備とこの執筆を通して、従来のソフトウェア開発・運用といっ

た受託ビジネスに加えて、新しい領域にチャレンジしていく

必要性を強く感じた。今回、BPFSのメンバーが出してくれた

方向性や現在推進しているBT社とのアライアンスおける海外

の先進事例は、近い将来日本マーケットでもデファクトスタ

ンダードになり、日本のシステムインテグレータの事業が大

きく変わるのではないかと改めて感じている。

　今後、ビジネスプラットフォーム事業推進を加速させ、い

ち早くお客さまのビジネス推進に貢献できる・業界をリード

していくプラットフォームサービスを提供したいと思う。

図１ BPFS検討内容

図３ ASPからSaaSへの変化

3.1 ユーザニーズの変化
　ここ数年の経済環境の変化は、これまでのシステムの在り方

まで大きく変えようとしている。ユーザにおいては、システム

コストの削減・適正化の手段として、設備投資のような固定費

もしくは、個別のシステム開発などの莫大にかかる初期費用を

電気料金のように変動費化して、変化に強い環境にしようと考

えている。実際にハードウェアを購入してシステムを一度作っ

てしまったら、数年間システムを使い続け、投資対効果を上

げなければいけない。ところが、システムを利用するという

別の選択肢があれば、業務のピーク性に合わせて、リソース

や使うアプリケーションを簡単に調整することができる。また、

ビジネスの変化に応じて、使わなくなったシステムを解約す

ることが可能となり、よりシステムに柔軟性が生まれる。

　実際に、経済産業省が平成２０年６月２９日に発表した平成１９年

情報処理実態調査報告書によると、平成１９年度のSaaS利用企

業２７９社のSaaS導入・利用のメリットのトップ４は、「導入

までの期間が短い」・「初期コストが安い」・「技術的な専門

知識が不要」・「運用コストが安い」となっている。また、「ソ

フトウェア利用の停止・解除が容易」をメリットとあげた企業

の割合も平成１８年度と比べて大きく上昇した。これらの調査

結果を踏まえ、SaaS型でのソフトウェアのサービス化のみな

らず、サービスとしてのプラットフォームを提供する「PaaS」

や、ネットワーク経由でのコンピューティングリソースの利用

「IaaS」など、プラットフォームを利用した機能利用型のサー

ビス市場が今後大きく拡大するとBPFSにて結論づけた（図２）。

3.2  技術の変化
　次に技術の変化に着目すると、この「利用への流れ」の第１波

は、１９９８年～１９９９年に登場したASP(Application Service 

Provider）から始まったと言われている。業界団体のASP

インダストリ・コンソーシアム・ジャパン（ASPIC Japan）

が著した「ASP白書２００５」によると、ASPは以下のように定

義されている。

　ASPの定義=『特定及び不特定ユーザが必要とするシステム

機能を，ネットワークを通じて提供するサービス，あるいは，

そうしたサービスを提供するビジネスモデル』

　この流れの歴史は、１９９９年１１月にASP･SaaSインダストリ･

コンソーシアムが創立メンバー８５社により設立されたことに

始まる。１９９９年頃からメディアの中でASPが頻繁に取り上げ

られるようになり注目を集めるようになった。また、当時

ASPの概念は、システムの合理性と経済性の観点から中小企

業を中心に普及していくとされ、多くのベンダーがこの領域に

参入した。

　しかし、当初ユーザが一番期待した経済性の観点において、

決定的な欠陥があった。それは、(図３ 課題 ) 当時のASPサー

ビスではネットワークを介して大量のデータがやりとりされる

ので莫大な通信コストがかかり、全体として低廉なサービスに

ならなかったことである。

　さらに、(課題 ) 技術的視点においても当時のASPは、イ

ンハウスモデル（1）で提供していたパッケージソフトウェアを

ASP事業者がネットワークを通じて提供しているサービスが

ほとんどで、パフォーマンスやページの頻繁な更新など、ユー

ザにとって操作性もよくなかった。また、(課題 ) パッケー

ジソフトウェアをそのまま採用しているため、１企業ごとのシ

ステムアーキテクチャー（シングルテナント（２））となっており、

各社の要望に応じたカスタマイズや他システムとの連携が柔軟

にできないので使い勝手が悪く、限定的な利用にとどまった。

　結果として、ASP事業者側も期待していた複数ユーザの利

用によるコスト削減は、(課題 )シングルテナントによるサー

ビス提供が多かったため当初の思い通りにいかなかった。

　以上から、ASPのコンセプト自体が企業のシステムの在り

方として否定されていたわけではないが、技術とそれに対する

コストがユーザに受け入れられなかった。

　それが２００５年頃から、ようやくユーザの要望するニーズを

満たし、ASPの欠点を解消する技術と環境が整い始め、近年

急速にASPが形を変えて、SaaSという言葉で再度注目を浴

び始めた。まず、ASPの欠点である課題 においては、イン

ハウスモデルのパッケージソフトウェアではなく、ネットワー

クを介したサービスを前提にシステムアーキテクチャーが再設

計されて、パフォーマンスが改良された。また、ネットワーク

に負荷をかけることなく、ユーザの操作性を向上させるAjax

等の技術が出てきたことで改善された。さらに、課題 におい

ては、既存のパッケージアプリケーションと容易に連携できる

AP I（Application Programming Interface）が公開され、

開発者がユーザからの要望に応えることができる環境も整って

きた。

　そして、この時期に社会インフラとしてのネットワーク環境・

端末環境が飛躍的な進化をみせ、ユーザがストレスなくネット

ワークを介してリッチコンテンツを扱える環境が整い、ユーザ

の利便性が向上されるとともに、課題 の通信コストについて

も安価な定額制プランが次々と登場した。さらに、マルチテ

ナント（３） で提供できる技術が整うことで、課題 も改善された。

　これらの技術は、SaaSを中心としたXaaSをすべてネット

ワーク上で提供するベースとなるクラウドサービスへと進化す

る礎となっている。

（1) インハウスモデル：お客様の環境ごとにシステムを個別提供するモデル
（2）シングルテナント：企業ごとにサーバを割り当てる方式
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　・事業モデル／収益モデルと収益シュミレーション
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3ヶ年のロードマップ

事業目標の設定
＋

ユーザの期待
●低コストでのサービス提供
●システム運用、管理の手間を軽減
●導入の容易さ，迅速性

ASP事業者の期待
●複数のユーザが利用することで
　１企業あたりのコストを下げ、
　事業として成り立たせる

課題 ：
データ量・回線帯域による従量課金

課題 ：
パフォーマンス（応答速度が遅い）

課題 ：
使い勝手が悪い（システム連携ができない）

課題 ：
データ量・回線帯域による従量課金

課題 ：
シングルテナントによるサーバコスト・運用コストの肥大化

ネットワークの負荷をかけることなく、ユーザの操作性を
向上させるAjax等の技術が出現

既存のパッケージ・アプリケーションと容易に連携できる
APIが公開されはじめた 

データ量に依存しない太い回線帯域が確保できる
安価な定額制プランの回線サービスが出てきた

仮想化などの技術により複数のユーザを１つのサーバで
共有できるようになった（マルチテナント）

図２ プラットフォームサービス市場の拡大
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Fig. 企業によるIT投資の内訳の変化 (予測) 「情報処理実態調査」を参考に独自に作成
投資比率 (%) は 2006年 経済産業省調査結果を引用

http://www.meti.go.jp/statistics/zyo/zyouhou/index.html
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（3）マルチテナント：仮想化などの技術により、1台のサーバを複数の企業で共有

（４）SKIPaaS ：オープンソースで開発されたSNSアプリケーションをSaaSとして提供しているサービス名称（ TIS社が提供）

　２００８年４月にTISグループとインテックホールディングス

グループが経営統合を行い、ITHDグループとして新しく船出

をした。経営統合においては、様々な統合効果（シナジー）が求

められており、事業においても同様に開発・販売・アウトソー

シングのあらゆる分野でグループ各社の強みを活かしたシナジー

が期待されている。

　これらの背景とこれまで実施してきた事業シナジー施策・

活動をもとに今回の構想計画に至った経緯を述べたいと思う。

はじめに、市場の変化を ITHDグループの実情をもとに説明し

たい。

　ITHDグループの売上高の５割を超えるソフトウェア開発分

野においては、ソフトウェア利用形態の二分化が進んでいる。

自社の業務にあったシステムを一から受託開発するプロジェク

トでは、開発案件の大型化・複雑化が進み、プロジェクトマネー

ジメント能力・業務ノウハウ等、これまで以上にレベルの高い

能力が要求されるようになり、グループの総合力が求められて

いる。しかし、その一方で、自社の仕様にこだわる必要性がな

いメールシステムやグループウェアなどは個別に開発するので

はなく、外部サービスを利用して効率化を図るという選択を取

る企業が増えている。

　次にアウトソーシング分野においては、国内トップクラスの

充実したデータセンター網、豊富なノウハウと実績に裏打ちさ

れたBPOサービスを持つ ITHDグループは、これまでにお客

様の業務・用途に合わせた多様なアウトソーシングサービスを

提供してきた。近年では、セキュリティ、内部統制・コンプラ

イアンスに対応したファシリティ・運用に加えて、お客さまの

ビジネスに直結するシステムにおいては、システムの多重化・

分散配置・災害対策などの要求も出てきている。

　これらのニーズの変化・状況下で、ITHDでは２００９年から

始まった第1次中期経営計画の「事業戦略」の策定に２００８年

１０月より着手した。策定においては、各社の既存ビジネスを

どう引き上げていくかの他に、変化するユーザニーズ・技術動

向にどう対応していき、新しいビジネスモデルを作り上げてい

くかが大きな検討項目の一つとなった。

　グループ各社の有識者にヒアリングする中で、ユーザの「所有

から利用への流れ」にどう対応していくかが今後の業界ならび

に ITHDグループの課題だということが明確になった。このヒ

アリング結果を受け、『われわれは、電気・水道・ガスのよう

なユーティリティーサービスと一緒で、利用者にコンピューター

パワーではなく、そのコンピューターパワーを活用した新しい

社会を作り出す ITサービスを提供していく』ということを

ITHDグループの新しい使命として第１次中期経営計画に盛り

込むことにした。

　まず、上記使命を具現化していくにあたり、従来からネット

ワーク（NGNプラットフォーム）の技術研究をしていたインテッ

ク・ネットコアのメンバーを中心に、インテックの有識者、更

にはTIS社のメンバーも加えたビジネスプラットフォーム事業

構想フィジビリティスタディ（以下、BPFS）を行うワーキング

グループを結成した。 

　本ワーキンググループでは、第３章（ユーザニーズ・技術の

変化）、第４章（ビジネスプラットフォーム事業構想）で述べる

市場の動向からユーザ課題のヒアリング・マーケティングの

ビジネス面と技術動向からくるビジネスプラットフォームの

あるべきアーキテクチャーと必要な機能を洗い出し、計画の

方向性を調査・分析した（図１）。このワーキンググループ

の結果、２００９年４月から始まった ITHDグループ第１次中期

経営計画「 IT Evolution ２０１１」の新規事業戦略の大きな柱

としてビジネスプラットフォーム事業展開を盛り込むことに

なった。




