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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～
Service Delivery Platform :  Applying to IT Holdings' Business Platform and the Originality
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概要
　本稿はSalesforce.com社のForce.com、Google社のGoogle App engineに代表されるプラットフォーム型

IT事業を、ITホールディングスが掲げる「ビジネスプラットフォーム」としてどう実現すべきかの研究報告である。

目指すべき方向性は、事業面では全国各地の複数のデータセンター事業者等がネットワークを介して同じサービス

を提供するマルチオペレータ型分散プラットフォームであり、開発面ではアプリケーション開発とリソース提供の分

離であると位置づけその３層構造での提供部分中、中核となるPaaS部分について １）データ同期 ２）分散データ

ベース ３）アプリケーションの配信、の３つのインテック・ネットコア独自の機能とそのアーキテクチャ概要を紹介す

る。このうちデータ同期に関する機能を先行して切り出し、クラウドコンピューティング技術を企業などが自組織内

で利用できる「プライベートクラウド」のストレージ製品として技術提供を開始した。

3.1 ビジネスプラットフォームへの２つの視点
　ITHDの掲げるビジネスプラットフォームの実現にむけて、

その目指すべき姿を事業面の視点からと開発面での視点からの、

２つの視点で描いた。

（1）事業面視点：マルチオペレータ型分散プラットフォーム

　　　新しい事業領域を広げるために、他社作成のアプリケー

　　ションが ITHDのビジネスプラットフォーム上に載り、か

　　つ他のオペレータ（たとえば地域の通信キャリアやケーブ

　　ルテレビ事業者、データセンター事業者など、各地域で通

　　信や情報処理の運用事業を行う企業）と全国分散型に構築

　　したプラットフォームで繋がる“マルチオペレータ型分散

　　プラットフォームモデル”を、ITHDのビジネスプラット

　　フォームの目指すべき姿とした（図２）。

（２）開発面視点：アプリケーション開発とリソース提供の分離

　　　アプリケーション開発ならびにそのサービスとしての提

　　供と、リソースつまりハードウエア・ミドルウエア・共通

　　機能群などの提供を分離することで“機能もリソースも利

　　用型”へコンピューティング環境と機能群としてのソフト

　　ウエアの利用のありようを大きく変革することが可能と

　　なることが、アプリケーション開発面視点でとらえたビ

　　ジネスプラットフォームのもうひとつの目指す姿である

　　（図３）。

1.1  買う開発から使う開発へ
　IT分野全体、特にソフトウエアを設計し開発する事業では

従来主に大企業向けの形態として受託開発が求められてきた。

それは個別に設計しリソースを用意して提供する言わば“買う”

開発だった。しかし近年の顧客企業の要望は変化してきており、

その時に必要であるリソース、機能、サービスを使うこと、

つまり顧客企業が必要分を随時“使う”開発への時代の流れ

が生まれてきている。

1.2  ITホールディングスにおける
　　 ビジネスプラットフォーム
　ITホールディングス(以下、ITHD)では、２００９年４月から

２０１２年３月までの第1次中期事業計画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、プラットフォーム

型IT事業として新規に取り組む“ビジネスプラットフォームサー

ビス事業”を掲げている。

　２００８年度下期に、ITHDはフィージビリティスタディ(事業

化検討)として、独自の配信機能を持つビジネスプラットフォー

ムの事業性、要素技術などをITHDグループ各社のメンバーと

共に集中的に検討した。（フィージビリティスタディの実施内

容は本特集の「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」を参照のこと。）

2. プラットフォーム概要
2.1  プラットフォーム型IT事業の隆盛
　機能やサービスを利用分だけ提供する事業形態の流れは確実

に広まっている。例えばアメリカ発のSalesforce.com社の

Force.comは欧州や日本へも既に進出し、エンタープライズ

むけ開発ならびに運用環境市場の一角を占め始めている。

　プラットフォーム型の IT事業は企業の業務向けの提供より

先に、一般のインターネット利用者向けに広く認知されている。

検索ならびにそれに付随する広告事業を世界規模に広げた

Google社のGoogle App Engine、書籍販売に端を発した

リソース従量提供プラットフォームを急速に拡大している

Amazon社のAmazon Elastic Compute Cloudが最も知ら

れているプラットフォーム型 IT事業である。またMicrosoft

社のような巨大ソフトウエアベンダーもWindows Azureとい

うプラットフォームサービスを発表した。

　現在このようなプラットフォーム型IT事業が多くのアプリケー

ション提供に採り入れられ、隆盛へと向かっている。

2.2  3層モデル
　プラットフォーム型 IT事業の形態を表現する記述として多く

用いられる３層による水平構造を用いて説明する。

　●  SaaS (サース：Software as a service)

　●  PaaS (パース：Platform as a service)

　●  IaaS (アイアス：Infrastructure as a service)

　全体としての特徴は、より上位の層から見た場合その下位の

層が隠蔽されていることである。言い換えると、下の層の仕組

みが上の層からは見えない、つまり決められたインターフェース

を用いて層間のやり取りをすることで、下位の動作状況・環境・

管理などを気にせずに上位層のソフトウエアは下位層の資源や

機能を用いてサービスを構築できる。なお、これらaaSで終

わる名称を総称してXaaS（エクサース：X as a service）

と呼ぶことが多い。

　実現への核となる要素技術は、SaaSではWeb2.0, Ajaxなど

ネット型アプリケーションと、利用しやすいGUI (Graphical 

User Interface)である。PaaSではSOA(Service Oriented 

Architecture)やクラウド、グリッドなどの分散処理技術、

IaaSでは仮想化やバーチャル IDC(Internet Data Center)

などの技術である。

3. 目指すプラットフォームモデル

図３  めざすプラットフォームモデルの概要

図４  インテック・ネットコアのサービス配信モデル　概要

図５  プラットフォーム上のデータ同期モデル
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● 株式会社インテック・ネットコア　
　取締役CSO(Chief Strategic Officer：事業戦略担当役員)　
　博士（情報理工学）
● 次世代経路制御技術、IX(Internet eXchange)、MPLS、および
　次世代ネットワーク(NGN)に関する研究とコンサルティングに
　従事。現在はクラウドコンピューティングに関する研究開発も
　手掛ける。国際大学GLOCOMフェロー、次世代IX研究会幹事、
　インターネット技術研究会 RIBB分科会主査、MPLS Japan 
　2001-2009実行委員など。
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● 株式会社インテック・ネットコア
　サービスプラットフォーム開発グループ主幹研究員
● 事業戦略コンサル（データセンター、CATV、NGN関連等）、
　新規事業コンサルなどに従事。現在はクラウド技術、
　プラットフォームビジネスに関する調査研究を主として活動。

図７  アプリケーションの配信 図８  プラットフォームの機能モデル

図２  マルチオペレータ型の分散プラットフォームの狙い

3.2 インテック・ネットコアのプラットフォーム
　　  が提供する機能
　プラットフォーム型サービスへの適用を検討してきたイン

テック・ネットコア独自の“サービス配信プラットフォーム”

には以下の3つのカテゴリーでの独自に設計開発した機能が

含まれる。

　●  プラットフォーム上のデータ同期

　●  プラットフォーム上の分散データベース

　●  アプリケーションの配信

　本稿に記載された上記３つの機能が将来すべて開発され、

構築が全国に広がった場合には、以下の状況が実現する。

配信元であるITHDは共用で用いる非常に多くのコンピューティ

ングリソースを保有し、そして第三者である事業者（通信キャ

リアやデータセンター事業者など）が個別に可能な範囲での

コンピューティングリソースを本プラットフォームのために準

備する。ITHDのビジネスプラットフォームはITHDのみならず、

こうしたマルチオペレータへ提供され、１つのビジネスプラット

フォームとしてのクラウド空間を形成する。

　このクラウド空間実現のためインテックシステム研究所内に、

本 ITHDビジネスプラットフォーム実現のための「クラウド事

業準備室」が２００９年８月より新設された（図４）。

図６  プラットフォーム上の分散データベース

4. ビジネス化に向けた取り組み

5. おわりに

以下順番に各機能の概要を説明する。

（１）プラットフォーム上のデータ同期 (図５)

　　　ストレージが物理的に設置される場所が離れていても、

　　本サービス配信モデル内では１つの論理的データ空間が

　　形成されており、どこからアクセスしても同じ名前でデー

　　タへアクセスすることが可能である。

　　　このデータ同期機能はインテック・ネットコアの独自

　　開発クラウドソリューションの第1弾として事業化フェー

　　ズへ移行しており、“クラウドストレージ”として２００９年

　　５月に報道発表を行い、株式会社IUKでの販売を行う新ス

　　トレージハードウエア製品に生かされている。

（２）プラットフォーム上の分散データベース (図６)

　　　前述のデータ同期の機能を活用した分散型データベース

　　である。市販のデータベースとの最大の違いはそのスケー

　　ラビリティ（拡張性）にあり、サイジングは不要で１つの

　　テーブルを多数のサーバで構成することにより実現する事

　　実上無制限のテーブルサイズ、レコードサイズを許容する

　　アーキテクチャである。

　　　この機能の実現によりロケーションを意識させないグロー

　　バルな分散環境での高速データアクセスが可能となる。

　日本ではNGNのサービスが開始されネットワーク上でのサー

ビス提供がいろいろな企業や団体から発表されるようになって

久しい。また海外ではGoogle、 Amazon、 Salesforce.com

などのサービス提供事業者だけでなくMicrosoft、Hewlett-

Packard、IBMなど大手製品ベンダーも独自のクラウド技術

を盛り込んだ、製品ではなく新しい“サービス”を毎月のよ

うに報道発表している。

　こうしたお客さまへ“使って頂く”事業はこれまでの買って

頂くモデルに比べ、提供する私達に対して、サービス実現まで

が非常に速いラピッド型開発、利用分のみをご請求する料金型

販売、そして鉄道などインフラ事業者と同様のサービスへの

対価に一括で含まれる保守運用など、新しいサービス対価価値観、

新しい顧客提供者間の関係までをも要求してくるものになる。

　一方、ITHDのような受託開発が事業の主力であるSI企業は

まだまだプラットフォームビジネスとは遠いビジネススタイル

でアプリケーション開発を行っていることもまた事実である。

すべてのアプリケーションがプラットフォーム型に移行すると

断言するものではないが、その多くがマルチオペレータ型の分

散配置を基本とした配信機能のあるビジネスプラットフォーム

を利用することで、これまでの開発／販売／保守を大転換する

新たな事業モデルを採用することが可能であると考えている。

図１  XaaSの分類と関連要素技術

2.3  PaaSについて
　SaaS、PaaS、IaaSの３層のうち、エンドユーザの接点と

なるアプリケーションへ、共通機能を提供しサービスの開発

効率を飛躍向上させるのがPaaS部分である。

　ITHDビジネスプラットフォームで実現されるべきPaaS部

分についての全体概構造と関連技術、そして２００８年度から

２００９年度第1四半期にかけてインテック・ネットコアで研究

開発してきた本PaaSの中心的特徴となる主要機能３つを以下

本稿では説明する。

SaaS (サース)
(Software as a Service)

Web2.0 / Ajax
ネット型アプリ＋GUI

PaaS (パース)
(Platform as a Service)

SOA
クラウドコンピューティング技術

/ GRID

IaaS (アイアス)
(Infrastructure as a Service)　　

仮想化技術
バーチャルIDC/ネットワーク

●サービスとして提供されるソフトウェア _ ex. salesforce.com など
●SFA, CRM などから普及が始まった

業務システム、業務支援システムなどを
ネットワークを介して、月額利用料ベースで貸し出す

●サービスとして提供される「プラットフォーム」, M/W (*1) も提供される
●開発者は「スケーリング」を意識せずにアプリケーションを開発できる
●開発言語は限定されている

開発環境やデータベース、管理システムなどを
ネットワークを介して、月額利用料ベースで貸し出す

●サービスとして提供される「インフラストラクチャ (*2)」
●開発者は好きなOSやM/Wをインストールし、アプリケーションを開発できる
●スケーリングは開発者自らが検討する必要がある

サーバ、ストレージを、場所込みで
ネットワークを介して、月額利用料ベースで貸し出す

(*1) ミドルウェア － データベース、アプリケーション実行環境、管理ツール
(*2) 仮想マシン, ストレージ, ネットワーク等
(*) 本資料は ITpro Magazine Vol.2, p.24 を参考に独自に作成

核となる技術 ビジネスへの展開

●オープンかつ分散モデルによる全国規模のプラットフォームを実現
●企業・個人向けのアプリケーション／コンテンツの配信を行うプラットフォーム提供への業容拡大

プラットフォーム (分散型で構築)

配信されるアプリケーション

アプリケーション提供企業

1. ITHDグループ内にプラットフォーム (SaaS/PaaS型) ビジネスを実現する
●AP提供企業（=ITHDグループ）の事業構造のSaaSモデル化=高付加価値化を図る
●さらに、第三者APの提供によるスケーラブルな機能・サービス拡充と市場規模の最大化

2. プラットフォームそのものを商材として展開する新しい事業領域を創出する

地域キャリア/CATV

ITホールディングス
プラットフォーム配信

アプリ アプリ アプリ アプリ アプリ アプリ アプリ アプリアプリ

アプリ

アプリ

＜従来モデル＞
企業ユーザが個々にシステム～アプリを構築

所有から利用へ

＜独自のプラットフォームモデル＞
「アプリ開発」と「リソース提供」を分離する
独自 かつ 新規性のある仕組みを実現

ITホールディングス内に
プラットフォーム基盤事業を構築

従来SIやアウトソースも基盤上へ展開

プラットフォームモデル
(機能もリソースも利用型へ)

従来 (個別に構築)

(*) 技術的な鍵はクラウドコンピューティング
　 以下は同種のサービスの提供者 (予定を含む)
　 Google, Amazon, Yahoo, Microsoft, IBM

プラットフォーム = アプリケーション環境
(分散データベース, プラットフォーム機能群, etc)

アプリアプリ

ハードウエア

アプリケーション

地域の
通信キャリアやデータセンター

[3] アプリケーション配信

ミドルウエア

[2] 分散データベース

インストール

配信元＝ITHD

エンドユーザ
プラットフォームから送られてくる
どんなアプリケーションでも利用可能

アプリケーション提供者はプラットフォームに
新しいアプリケーションを登録する

プラットフォーム運用者は
その地元でcomputing 環境を準備する

配信元から送られてきた
分散型プラットフォームを共用する

[1] データ同期

プラットフォーム（=P/F)のデータ同期モデルでは
単一の名前を持つデータを、P/F上の異なる地点からの読み書きが可能

⇒ 協調型P/F上の任意のアプリケーションから統一的なデータアクセスの手段を提供

write to
/path/file/name

read from
/path/file/name

GW
gateway

GW
gateway独自のデータ同期モデル

どこからアクセスしても
同じ名前でデータにアクセスが可能

ex. /path/file/name

P/F上の任意の場所から「コンテンツ」及び「ユーザデータ」にアクセス
⇒ P/F上に配信された任意の「アプリケーション」から容易にデータ取得が可能

プラットフォーム(=P/F)の分散データベース
P/Fのデータ同期モデルを活用した、分散型のデータベースシステム

⇒ P/F上の任意のアプリケーションから「統一的な名前空間で」データベースへアクセスが可能

アプリ アプリ アプリ アプリ アプリ アプリ アプリ アプリ

分散データベース

＜シンプル＆高速＞
シンプルなDBの構成
table of <key, value>

読み書きはどこからでも  実データはネット上

＜サイジング不要＞
容量は事実上無制限

●テーブルのサイズ　●レコードのサイズ
運用は共通P/F上で統合管理

＜信頼性・高速読込＞
トランザクションの仕組みを提供 (予定)
同期・非同期の両モードをサポート

サービスはプラットフォーム上のリポジトリで管理
リポジトリ情報の共有によりアプリケーションと関連するプログラムの情報を共有
⇒ 多層型のアプリケーション配信モデル、第三者によるアプリケーション提供も可能

リポジトリ情報を共有
　(via XML/HTTP)
リポジトリ情報を共有
　(via XML/HTTP)

プログラムを配信
　(via HTTP)

サービス提供者
サービス概要
プログラム
その他必要なファイル

他サーバに委譲

配信元

配信先

サービスリポジトリ

Table. プラットフォームの機能分類

1. 拡張機能

2. 基本機能

3. 開発環境

4. 管理機能 プラットフォームサービスの保守・運用・管理などに必要な機能
リポジトリ・配信管理、オペレータ管理機能などを含む

アプリケーションとしてよく使われる機能 （3rd Partyによる提供も可能）
アプリケーションからの利用頻度が高いものが機能化されたもの

プラットフォームの制御に必須なコアとなる機能
プラットフォーム内の共通機能などのベース機能と、コンピューティングリソースの制御等を行うアダプテーション機能に
分類される

開発環境やSDKなど、プラットフォームの利用支援、及びアプリケーション開発で利用される機能

アプリケーション

コンピューティングリソース

1. 拡張機能

2. 基本機能

3. 開発環境

4. 管理機能

3.3  ITHDのビジネスプラットフォームの
　　 アーキテクチャ
　ITHDでの前述FS：事業化検討ではPaaSに含まれるべき機

能を以下の４つに分類し、その機能を整理した (図８)。

（１）拡張機能

　　　基本機能と拡張機能がアプリケーションプログラムへ

　　API提供される主要な機能群である。

　　　そのうち拡張機能はよりアプリケーション機能により近く、

　　特定の種類や業界用途でのアプリケーションで標準となる

　　機能を予めそろえている。

　　　拡張機能は従来の個別アプリケーションから類似のアプ

　　リケーションでも共通となる要素を抜粋したようなもので

　　あるため、プラットフォームサービス上に搭載するSaaS

　　アプリケーション種類が増えるにつれ、より多くの拡張機

　　能モジュールが必要となる。

（２）基本機能

　　　一方基本機能はアプリケーション種類等には依存せず、

　　データやトランザクションなどのサービス提供にとって不

　　可欠な基本処理の部分をそろえている。

　　　基本機能部分はさらにハードウエア制御に近い、回線

　　制御やリソース制御などの“アダプテーション機能”と、

　　アプリケーション種類を問わず必須となる処理機能、例え

　　ば認証や課金やメディア変換などを含む“ベース機能”で

　　構成されている。

（３）開発環境

　　　ソフトウエアを開発するためのキット（Software 

　　Development Kit: SDK）やPaaSの上位であるSaaS

　　アプリケーションの開発者のための利便性をあげる機能、

　　APIのための画面インターフェースなど開発環境もPaaS

　　内に準備される。

（４）管理機能

　　　PaaS部分にはまたプラットフォーム自身の保守や運用

　　や管理に必要な機能が備わる。

（３）アプリケーションの配信 (図７)

　　　アプリケーションの配信はITHDグループだけなく他社

　　のアプリケーションもビジネスプラットフォーム上へ搭

　　載し各ロケーションへ配信することが可能となるための

　　必要機能である。アプリケーションプログラムの構造が

　　リポジトリ構成であった場合、そのまま部分木を“送る”

　　ことも可能である。

　　　これまでのPaaSとSaaSのように、SaaSアプリケー   

　　ションが固定1か所のPaaS上にのみ存在するのではなく、

　　物理的に離れた別の場所にあるPaaS上へ送られ、その送

　　られた先の場所でSaaSアプリケーションとして機能する

　　という状況を実現する。

　　　この機能の実現によりアプリケーションとデータとを

　　分離した、これまでのプラットフォーム事業とは一線を

　　画す、柔軟で新しい可能性を秘めたサービス配信モデル

　　が可能となる。

4.1  クラウドソリューションの製品化第1弾
　前述のデータ同期機能は、ネットコアで取り組んできたク

ラウドソリューションの一機能であるが他のクラウド機能に

先んじて、その特徴的機能をストレージ製品としてITHDグルー

プのビジネスへフィードバックさせた。IUKが今後販売するこ

とになるこのストレージは以下のような特徴を持つ。

（１）高性能　並列処理によりリニアかつ無制限の性能向上が可能。

　  　　　　アクセス頻度に応じた動的な優先処理も実現。

（２）拡張性　コンポーネントを追加するだけで増設が可能。

　 　　　　動的な障害時自動切り離しなど、運用管理面の簡

　　　　　  易化も実現。

（３）信頼性　多重化を設定することにより、設定した冗長度の 

　　　　　　自動的な維持による信頼性の向上と、自動バック

　　　　　 アップやディザスタリカバリを実現。

　ITHDビジネスプラットフォームの実現のためにも、もちろん

今後このデータ同期機能はさらに進化させてゆく計画であるが、

このような形で研究開発に目途がついた機能を“切り出して”

ゆくことで、個別製品の創造という効果を ITHDグループ内に

研究成果として残してゆくことができることは、大変価値のあ

ることだと考えている。

4.2  ITHDビジネスプラットフォームの
　　 サービス化に向けた今後の取り組み
　インテック・ネットコアでは前述の分散型データベース、ア

プリケーション配信機能などを２００９年度中にプロトタイプ開

発することを予定している。

　しかしビジネスプラットフォーム全体の構成要素は非常に多

く、ITHDグループ単体での研究や開発の規模とスピードでは

とうてい全体を迅速に完成させる、ということには程遠い。

　SaaSアプリケーションへの支援機能としてSDKやAPI の

拡充、またプラットフォーム自体のサービス化準備としてアプ

リケーション配信、運用管理、課金などの共通機能、他事業者

間連携のための各機能など、まだ多くの研究開発すべき対象が

存在している。

　したがって２０１０年度以降はより多くの ITHD内研究開発担

当部署、開発や運用を担う事業部、さらにはSaaSを希望する

お客さま企業など、多方面かつ大勢の関係者の皆様と協力して、

開発を続けていくことが最も大切なことだと考えている。
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概要
　本稿はSalesforce.com社のForce.com、Google社のGoogle App engineに代表されるプラットフォーム型

IT事業を、ITホールディングスが掲げる「ビジネスプラットフォーム」としてどう実現すべきかの研究報告である。

目指すべき方向性は、事業面では全国各地の複数のデータセンター事業者等がネットワークを介して同じサービス

を提供するマルチオペレータ型分散プラットフォームであり、開発面ではアプリケーション開発とリソース提供の分

離であると位置づけその３層構造での提供部分中、中核となるPaaS部分について １）データ同期 ２）分散データ

ベース ３）アプリケーションの配信、の３つのインテック・ネットコア独自の機能とそのアーキテクチャ概要を紹介す

る。このうちデータ同期に関する機能を先行して切り出し、クラウドコンピューティング技術を企業などが自組織内

で利用できる「プライベートクラウド」のストレージ製品として技術提供を開始した。

3.1 ビジネスプラットフォームへの２つの視点
　ITHDの掲げるビジネスプラットフォームの実現にむけて、

その目指すべき姿を事業面の視点からと開発面での視点からの、

２つの視点で描いた。

（1）事業面視点：マルチオペレータ型分散プラットフォーム

　　　新しい事業領域を広げるために、他社作成のアプリケー

　　ションが ITHDのビジネスプラットフォーム上に載り、か

　　つ他のオペレータ（たとえば地域の通信キャリアやケーブ

　　ルテレビ事業者、データセンター事業者など、各地域で通

　　信や情報処理の運用事業を行う企業）と全国分散型に構築

　　したプラットフォームで繋がる“マルチオペレータ型分散

　　プラットフォームモデル”を、ITHDのビジネスプラット

　　フォームの目指すべき姿とした（図２）。

（２）開発面視点：アプリケーション開発とリソース提供の分離

　　　アプリケーション開発ならびにそのサービスとしての提

　　供と、リソースつまりハードウエア・ミドルウエア・共通

　　機能群などの提供を分離することで“機能もリソースも利

　　用型”へコンピューティング環境と機能群としてのソフト

　　ウエアの利用のありようを大きく変革することが可能と

　　なることが、アプリケーション開発面視点でとらえたビ

　　ジネスプラットフォームのもうひとつの目指す姿である

　　（図３）。

1.1  買う開発から使う開発へ
　IT分野全体、特にソフトウエアを設計し開発する事業では

従来主に大企業向けの形態として受託開発が求められてきた。

それは個別に設計しリソースを用意して提供する言わば“買う”

開発だった。しかし近年の顧客企業の要望は変化してきており、

その時に必要であるリソース、機能、サービスを使うこと、

つまり顧客企業が必要分を随時“使う”開発への時代の流れ

が生まれてきている。

1.2  ITホールディングスにおける
　　 ビジネスプラットフォーム
　ITホールディングス(以下、ITHD)では、２００９年４月から

２０１２年３月までの第1次中期事業計画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、プラットフォーム

型IT事業として新規に取り組む“ビジネスプラットフォームサー

ビス事業”を掲げている。

　２００８年度下期に、ITHDはフィージビリティスタディ(事業

化検討)として、独自の配信機能を持つビジネスプラットフォー

ムの事業性、要素技術などをITHDグループ各社のメンバーと

共に集中的に検討した。（フィージビリティスタディの実施内

容は本特集の「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」を参照のこと。）

2. プラットフォーム概要
2.1  プラットフォーム型IT事業の隆盛
　機能やサービスを利用分だけ提供する事業形態の流れは確実

に広まっている。例えばアメリカ発のSalesforce.com社の

Force.comは欧州や日本へも既に進出し、エンタープライズ

むけ開発ならびに運用環境市場の一角を占め始めている。

　プラットフォーム型の IT事業は企業の業務向けの提供より

先に、一般のインターネット利用者向けに広く認知されている。

検索ならびにそれに付随する広告事業を世界規模に広げた

Google社のGoogle App Engine、書籍販売に端を発した

リソース従量提供プラットフォームを急速に拡大している

Amazon社のAmazon Elastic Compute Cloudが最も知ら

れているプラットフォーム型 IT事業である。またMicrosoft

社のような巨大ソフトウエアベンダーもWindows Azureとい

うプラットフォームサービスを発表した。

　現在このようなプラットフォーム型IT事業が多くのアプリケー

ション提供に採り入れられ、隆盛へと向かっている。

2.2  3層モデル
　プラットフォーム型 IT事業の形態を表現する記述として多く

用いられる３層による水平構造を用いて説明する。

　●  SaaS (サース：Software as a service)

　●  PaaS (パース：Platform as a service)

　●  IaaS (アイアス：Infrastructure as a service)

　全体としての特徴は、より上位の層から見た場合その下位の

層が隠蔽されていることである。言い換えると、下の層の仕組

みが上の層からは見えない、つまり決められたインターフェース

を用いて層間のやり取りをすることで、下位の動作状況・環境・

管理などを気にせずに上位層のソフトウエアは下位層の資源や

機能を用いてサービスを構築できる。なお、これらaaSで終

わる名称を総称してXaaS（エクサース：X as a service）

と呼ぶことが多い。

　実現への核となる要素技術は、SaaSではWeb2.0, Ajaxなど

ネット型アプリケーションと、利用しやすいGUI (Graphical 

User Interface)である。PaaSではSOA(Service Oriented 

Architecture)やクラウド、グリッドなどの分散処理技術、

IaaSでは仮想化やバーチャル IDC(Internet Data Center)

などの技術である。

3. 目指すプラットフォームモデル

図３  めざすプラットフォームモデルの概要

図４  インテック・ネットコアのサービス配信モデル　概要

図５  プラットフォーム上のデータ同期モデル
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● 株式会社インテック・ネットコア　
　取締役CSO(Chief Strategic Officer：事業戦略担当役員)　
　博士（情報理工学）
● 次世代経路制御技術、IX(Internet eXchange)、MPLS、および
　次世代ネットワーク(NGN)に関する研究とコンサルティングに
　従事。現在はクラウドコンピューティングに関する研究開発も
　手掛ける。国際大学GLOCOMフェロー、次世代IX研究会幹事、
　インターネット技術研究会 RIBB分科会主査、MPLS Japan 
　2001-2009実行委員など。
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● 株式会社インテック・ネットコア
　サービスプラットフォーム開発グループ主幹研究員
● 事業戦略コンサル（データセンター、CATV、NGN関連等）、
　新規事業コンサルなどに従事。現在はクラウド技術、
　プラットフォームビジネスに関する調査研究を主として活動。

図７  アプリケーションの配信 図８  プラットフォームの機能モデル

図２  マルチオペレータ型の分散プラットフォームの狙い

3.2 インテック・ネットコアのプラットフォーム
　　  が提供する機能
　プラットフォーム型サービスへの適用を検討してきたイン

テック・ネットコア独自の“サービス配信プラットフォーム”

には以下の3つのカテゴリーでの独自に設計開発した機能が

含まれる。

　●  プラットフォーム上のデータ同期

　●  プラットフォーム上の分散データベース

　●  アプリケーションの配信

　本稿に記載された上記３つの機能が将来すべて開発され、

構築が全国に広がった場合には、以下の状況が実現する。

配信元であるITHDは共用で用いる非常に多くのコンピューティ

ングリソースを保有し、そして第三者である事業者（通信キャ

リアやデータセンター事業者など）が個別に可能な範囲での

コンピューティングリソースを本プラットフォームのために準

備する。ITHDのビジネスプラットフォームはITHDのみならず、

こうしたマルチオペレータへ提供され、１つのビジネスプラット

フォームとしてのクラウド空間を形成する。

　このクラウド空間実現のためインテックシステム研究所内に、

本 ITHDビジネスプラットフォーム実現のための「クラウド事

業準備室」が２００９年８月より新設された（図４）。

図６  プラットフォーム上の分散データベース

4. ビジネス化に向けた取り組み

5. おわりに

以下順番に各機能の概要を説明する。

（１）プラットフォーム上のデータ同期 (図５)

　　　ストレージが物理的に設置される場所が離れていても、

　　本サービス配信モデル内では１つの論理的データ空間が

　　形成されており、どこからアクセスしても同じ名前でデー

　　タへアクセスすることが可能である。

　　　このデータ同期機能はインテック・ネットコアの独自

　　開発クラウドソリューションの第1弾として事業化フェー

　　ズへ移行しており、“クラウドストレージ”として２００９年

　　５月に報道発表を行い、株式会社IUKでの販売を行う新ス

　　トレージハードウエア製品に生かされている。

（２）プラットフォーム上の分散データベース (図６)

　　　前述のデータ同期の機能を活用した分散型データベース

　　である。市販のデータベースとの最大の違いはそのスケー

　　ラビリティ（拡張性）にあり、サイジングは不要で１つの

　　テーブルを多数のサーバで構成することにより実現する事

　　実上無制限のテーブルサイズ、レコードサイズを許容する

　　アーキテクチャである。

　　　この機能の実現によりロケーションを意識させないグロー

　　バルな分散環境での高速データアクセスが可能となる。

　日本ではNGNのサービスが開始されネットワーク上でのサー

ビス提供がいろいろな企業や団体から発表されるようになって

久しい。また海外ではGoogle、 Amazon、 Salesforce.com

などのサービス提供事業者だけでなくMicrosoft、Hewlett-

Packard、IBMなど大手製品ベンダーも独自のクラウド技術

を盛り込んだ、製品ではなく新しい“サービス”を毎月のよ

うに報道発表している。

　こうしたお客さまへ“使って頂く”事業はこれまでの買って

頂くモデルに比べ、提供する私達に対して、サービス実現まで

が非常に速いラピッド型開発、利用分のみをご請求する料金型

販売、そして鉄道などインフラ事業者と同様のサービスへの

対価に一括で含まれる保守運用など、新しいサービス対価価値観、

新しい顧客提供者間の関係までをも要求してくるものになる。

　一方、ITHDのような受託開発が事業の主力であるSI企業は

まだまだプラットフォームビジネスとは遠いビジネススタイル

でアプリケーション開発を行っていることもまた事実である。

すべてのアプリケーションがプラットフォーム型に移行すると

断言するものではないが、その多くがマルチオペレータ型の分

散配置を基本とした配信機能のあるビジネスプラットフォーム

を利用することで、これまでの開発／販売／保守を大転換する

新たな事業モデルを採用することが可能であると考えている。

図１  XaaSの分類と関連要素技術

2.3  PaaSについて
　SaaS、PaaS、IaaSの３層のうち、エンドユーザの接点と

なるアプリケーションへ、共通機能を提供しサービスの開発

効率を飛躍向上させるのがPaaS部分である。

　ITHDビジネスプラットフォームで実現されるべきPaaS部

分についての全体概構造と関連技術、そして２００８年度から

２００９年度第1四半期にかけてインテック・ネットコアで研究

開発してきた本PaaSの中心的特徴となる主要機能３つを以下

本稿では説明する。

SaaS (サース)
(Software as a Service)

Web2.0 / Ajax
ネット型アプリ＋GUI

PaaS (パース)
(Platform as a Service)

SOA
クラウドコンピューティング技術

/ GRID

IaaS (アイアス)
(Infrastructure as a Service)　　

仮想化技術
バーチャルIDC/ネットワーク

●サービスとして提供されるソフトウェア _ ex. salesforce.com など
●SFA, CRM などから普及が始まった

業務システム、業務支援システムなどを
ネットワークを介して、月額利用料ベースで貸し出す

●サービスとして提供される「プラットフォーム」, M/W (*1) も提供される
●開発者は「スケーリング」を意識せずにアプリケーションを開発できる
●開発言語は限定されている

開発環境やデータベース、管理システムなどを
ネットワークを介して、月額利用料ベースで貸し出す

●サービスとして提供される「インフラストラクチャ (*2)」
●開発者は好きなOSやM/Wをインストールし、アプリケーションを開発できる
●スケーリングは開発者自らが検討する必要がある

サーバ、ストレージを、場所込みで
ネットワークを介して、月額利用料ベースで貸し出す

(*1) ミドルウェア － データベース、アプリケーション実行環境、管理ツール
(*2) 仮想マシン, ストレージ, ネットワーク等
(*) 本資料は ITpro Magazine Vol.2, p.24 を参考に独自に作成

核となる技術 ビジネスへの展開

●オープンかつ分散モデルによる全国規模のプラットフォームを実現
●企業・個人向けのアプリケーション／コンテンツの配信を行うプラットフォーム提供への業容拡大

プラットフォーム (分散型で構築)

配信されるアプリケーション

アプリケーション提供企業

1. ITHDグループ内にプラットフォーム (SaaS/PaaS型) ビジネスを実現する
●AP提供企業（=ITHDグループ）の事業構造のSaaSモデル化=高付加価値化を図る
●さらに、第三者APの提供によるスケーラブルな機能・サービス拡充と市場規模の最大化

2. プラットフォームそのものを商材として展開する新しい事業領域を創出する

地域キャリア/CATV

ITホールディングス
プラットフォーム配信

アプリ アプリ アプリ アプリ アプリ アプリ アプリ アプリアプリ

アプリ

アプリ

＜従来モデル＞
企業ユーザが個々にシステム～アプリを構築

所有から利用へ

＜独自のプラットフォームモデル＞
「アプリ開発」と「リソース提供」を分離する
独自 かつ 新規性のある仕組みを実現

ITホールディングス内に
プラットフォーム基盤事業を構築

従来SIやアウトソースも基盤上へ展開

プラットフォームモデル
(機能もリソースも利用型へ)

従来 (個別に構築)

(*) 技術的な鍵はクラウドコンピューティング
　 以下は同種のサービスの提供者 (予定を含む)
　 Google, Amazon, Yahoo, Microsoft, IBM

プラットフォーム = アプリケーション環境
(分散データベース, プラットフォーム機能群, etc)

アプリアプリ

ハードウエア

アプリケーション

地域の
通信キャリアやデータセンター

[3] アプリケーション配信

ミドルウエア

[2] 分散データベース

インストール

配信元＝ITHD

エンドユーザ
プラットフォームから送られてくる
どんなアプリケーションでも利用可能

アプリケーション提供者はプラットフォームに
新しいアプリケーションを登録する

プラットフォーム運用者は
その地元でcomputing 環境を準備する

配信元から送られてきた
分散型プラットフォームを共用する

[1] データ同期

プラットフォーム（=P/F)のデータ同期モデルでは
単一の名前を持つデータを、P/F上の異なる地点からの読み書きが可能

⇒ 協調型P/F上の任意のアプリケーションから統一的なデータアクセスの手段を提供

write to
/path/file/name

read from
/path/file/name

GW
gateway

GW
gateway独自のデータ同期モデル

どこからアクセスしても
同じ名前でデータにアクセスが可能

ex. /path/file/name

P/F上の任意の場所から「コンテンツ」及び「ユーザデータ」にアクセス
⇒ P/F上に配信された任意の「アプリケーション」から容易にデータ取得が可能

プラットフォーム(=P/F)の分散データベース
P/Fのデータ同期モデルを活用した、分散型のデータベースシステム

⇒ P/F上の任意のアプリケーションから「統一的な名前空間で」データベースへアクセスが可能

アプリ アプリ アプリ アプリ アプリ アプリ アプリ アプリ

分散データベース

＜シンプル＆高速＞
シンプルなDBの構成
table of <key, value>

読み書きはどこからでも  実データはネット上

＜サイジング不要＞
容量は事実上無制限

●テーブルのサイズ　●レコードのサイズ
運用は共通P/F上で統合管理

＜信頼性・高速読込＞
トランザクションの仕組みを提供 (予定)
同期・非同期の両モードをサポート

サービスはプラットフォーム上のリポジトリで管理
リポジトリ情報の共有によりアプリケーションと関連するプログラムの情報を共有
⇒ 多層型のアプリケーション配信モデル、第三者によるアプリケーション提供も可能

リポジトリ情報を共有
　(via XML/HTTP)
リポジトリ情報を共有
　(via XML/HTTP)

プログラムを配信
　(via HTTP)

サービス提供者
サービス概要
プログラム
その他必要なファイル

他サーバに委譲

配信元

配信先

サービスリポジトリ

Table. プラットフォームの機能分類

1. 拡張機能

2. 基本機能

3. 開発環境

4. 管理機能 プラットフォームサービスの保守・運用・管理などに必要な機能
リポジトリ・配信管理、オペレータ管理機能などを含む

アプリケーションとしてよく使われる機能 （3rd Partyによる提供も可能）
アプリケーションからの利用頻度が高いものが機能化されたもの

プラットフォームの制御に必須なコアとなる機能
プラットフォーム内の共通機能などのベース機能と、コンピューティングリソースの制御等を行うアダプテーション機能に
分類される

開発環境やSDKなど、プラットフォームの利用支援、及びアプリケーション開発で利用される機能

アプリケーション

コンピューティングリソース

1. 拡張機能

2. 基本機能

3. 開発環境

4. 管理機能

3.3  ITHDのビジネスプラットフォームの
　　 アーキテクチャ
　ITHDでの前述FS：事業化検討ではPaaSに含まれるべき機

能を以下の４つに分類し、その機能を整理した (図８)。

（１）拡張機能

　　　基本機能と拡張機能がアプリケーションプログラムへ

　　API提供される主要な機能群である。

　　　そのうち拡張機能はよりアプリケーション機能により近く、

　　特定の種類や業界用途でのアプリケーションで標準となる

　　機能を予めそろえている。

　　　拡張機能は従来の個別アプリケーションから類似のアプ

　　リケーションでも共通となる要素を抜粋したようなもので

　　あるため、プラットフォームサービス上に搭載するSaaS

　　アプリケーション種類が増えるにつれ、より多くの拡張機

　　能モジュールが必要となる。

（２）基本機能

　　　一方基本機能はアプリケーション種類等には依存せず、

　　データやトランザクションなどのサービス提供にとって不

　　可欠な基本処理の部分をそろえている。

　　　基本機能部分はさらにハードウエア制御に近い、回線

　　制御やリソース制御などの“アダプテーション機能”と、

　　アプリケーション種類を問わず必須となる処理機能、例え

　　ば認証や課金やメディア変換などを含む“ベース機能”で

　　構成されている。

（３）開発環境

　　　ソフトウエアを開発するためのキット（Software 

　　Development Kit: SDK）やPaaSの上位であるSaaS

　　アプリケーションの開発者のための利便性をあげる機能、

　　APIのための画面インターフェースなど開発環境もPaaS

　　内に準備される。

（４）管理機能

　　　PaaS部分にはまたプラットフォーム自身の保守や運用

　　や管理に必要な機能が備わる。

（３）アプリケーションの配信 (図７)

　　　アプリケーションの配信はITHDグループだけなく他社

　　のアプリケーションもビジネスプラットフォーム上へ搭

　　載し各ロケーションへ配信することが可能となるための

　　必要機能である。アプリケーションプログラムの構造が

　　リポジトリ構成であった場合、そのまま部分木を“送る”

　　ことも可能である。

　　　これまでのPaaSとSaaSのように、SaaSアプリケー   

　　ションが固定1か所のPaaS上にのみ存在するのではなく、

　　物理的に離れた別の場所にあるPaaS上へ送られ、その送

　　られた先の場所でSaaSアプリケーションとして機能する

　　という状況を実現する。

　　　この機能の実現によりアプリケーションとデータとを

　　分離した、これまでのプラットフォーム事業とは一線を

　　画す、柔軟で新しい可能性を秘めたサービス配信モデル

　　が可能となる。

4.1  クラウドソリューションの製品化第1弾
　前述のデータ同期機能は、ネットコアで取り組んできたク

ラウドソリューションの一機能であるが他のクラウド機能に

先んじて、その特徴的機能をストレージ製品としてITHDグルー

プのビジネスへフィードバックさせた。IUKが今後販売するこ

とになるこのストレージは以下のような特徴を持つ。

（１）高性能　並列処理によりリニアかつ無制限の性能向上が可能。

　  　　　　アクセス頻度に応じた動的な優先処理も実現。

（２）拡張性　コンポーネントを追加するだけで増設が可能。

　 　　　　動的な障害時自動切り離しなど、運用管理面の簡

　　　　　  易化も実現。

（３）信頼性　多重化を設定することにより、設定した冗長度の 

　　　　　　自動的な維持による信頼性の向上と、自動バック

　　　　　 アップやディザスタリカバリを実現。

　ITHDビジネスプラットフォームの実現のためにも、もちろん

今後このデータ同期機能はさらに進化させてゆく計画であるが、

このような形で研究開発に目途がついた機能を“切り出して”

ゆくことで、個別製品の創造という効果を ITHDグループ内に

研究成果として残してゆくことができることは、大変価値のあ

ることだと考えている。

4.2  ITHDビジネスプラットフォームの
　　 サービス化に向けた今後の取り組み
　インテック・ネットコアでは前述の分散型データベース、ア

プリケーション配信機能などを２００９年度中にプロトタイプ開

発することを予定している。

　しかしビジネスプラットフォーム全体の構成要素は非常に多

く、ITHDグループ単体での研究や開発の規模とスピードでは

とうてい全体を迅速に完成させる、ということには程遠い。

　SaaSアプリケーションへの支援機能としてSDKやAPI の

拡充、またプラットフォーム自体のサービス化準備としてアプ

リケーション配信、運用管理、課金などの共通機能、他事業者

間連携のための各機能など、まだ多くの研究開発すべき対象が

存在している。

　したがって２０１０年度以降はより多くの ITHD内研究開発担

当部署、開発や運用を担う事業部、さらにはSaaSを希望する

お客さま企業など、多方面かつ大勢の関係者の皆様と協力して、

開発を続けていくことが最も大切なことだと考えている。
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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～
Service Delivery Platform :  Applying to IT Holdings' Business Platform and the Originality

1. はじめに
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概要
　本稿はSalesforce.com社のForce.com、Google社のGoogle App engineに代表されるプラットフォーム型

IT事業を、ITホールディングスが掲げる「ビジネスプラットフォーム」としてどう実現すべきかの研究報告である。

目指すべき方向性は、事業面では全国各地の複数のデータセンター事業者等がネットワークを介して同じサービス

を提供するマルチオペレータ型分散プラットフォームであり、開発面ではアプリケーション開発とリソース提供の分

離であると位置づけその３層構造での提供部分中、中核となるPaaS部分について １）データ同期 ２）分散データ

ベース ３）アプリケーションの配信、の３つのインテック・ネットコア独自の機能とそのアーキテクチャ概要を紹介す

る。このうちデータ同期に関する機能を先行して切り出し、クラウドコンピューティング技術を企業などが自組織内

で利用できる「プライベートクラウド」のストレージ製品として技術提供を開始した。

3.1 ビジネスプラットフォームへの２つの視点
　ITHDの掲げるビジネスプラットフォームの実現にむけて、

その目指すべき姿を事業面の視点からと開発面での視点からの、

２つの視点で描いた。

（1）事業面視点：マルチオペレータ型分散プラットフォーム

　　　新しい事業領域を広げるために、他社作成のアプリケー

　　ションが ITHDのビジネスプラットフォーム上に載り、か

　　つ他のオペレータ（たとえば地域の通信キャリアやケーブ

　　ルテレビ事業者、データセンター事業者など、各地域で通

　　信や情報処理の運用事業を行う企業）と全国分散型に構築

　　したプラットフォームで繋がる“マルチオペレータ型分散

　　プラットフォームモデル”を、ITHDのビジネスプラット

　　フォームの目指すべき姿とした（図２）。

（２）開発面視点：アプリケーション開発とリソース提供の分離

　　　アプリケーション開発ならびにそのサービスとしての提

　　供と、リソースつまりハードウエア・ミドルウエア・共通

　　機能群などの提供を分離することで“機能もリソースも利

　　用型”へコンピューティング環境と機能群としてのソフト

　　ウエアの利用のありようを大きく変革することが可能と

　　なることが、アプリケーション開発面視点でとらえたビ

　　ジネスプラットフォームのもうひとつの目指す姿である

　　（図３）。

1.1  買う開発から使う開発へ
　IT分野全体、特にソフトウエアを設計し開発する事業では

従来主に大企業向けの形態として受託開発が求められてきた。

それは個別に設計しリソースを用意して提供する言わば“買う”

開発だった。しかし近年の顧客企業の要望は変化してきており、

その時に必要であるリソース、機能、サービスを使うこと、

つまり顧客企業が必要分を随時“使う”開発への時代の流れ

が生まれてきている。

1.2  ITホールディングスにおける
　　 ビジネスプラットフォーム
　ITホールディングス(以下、ITHD)では、２００９年４月から

２０１２年３月までの第1次中期事業計画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、プラットフォーム

型IT事業として新規に取り組む“ビジネスプラットフォームサー

ビス事業”を掲げている。

　２００８年度下期に、ITHDはフィージビリティスタディ(事業

化検討)として、独自の配信機能を持つビジネスプラットフォー

ムの事業性、要素技術などをITHDグループ各社のメンバーと

共に集中的に検討した。（フィージビリティスタディの実施内

容は本特集の「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」を参照のこと。）

2. プラットフォーム概要
2.1  プラットフォーム型IT事業の隆盛
　機能やサービスを利用分だけ提供する事業形態の流れは確実

に広まっている。例えばアメリカ発のSalesforce.com社の

Force.comは欧州や日本へも既に進出し、エンタープライズ

むけ開発ならびに運用環境市場の一角を占め始めている。

　プラットフォーム型の IT事業は企業の業務向けの提供より

先に、一般のインターネット利用者向けに広く認知されている。

検索ならびにそれに付随する広告事業を世界規模に広げた

Google社のGoogle App Engine、書籍販売に端を発した

リソース従量提供プラットフォームを急速に拡大している

Amazon社のAmazon Elastic Compute Cloudが最も知ら

れているプラットフォーム型 IT事業である。またMicrosoft

社のような巨大ソフトウエアベンダーもWindows Azureとい

うプラットフォームサービスを発表した。

　現在このようなプラットフォーム型IT事業が多くのアプリケー

ション提供に採り入れられ、隆盛へと向かっている。

2.2  3層モデル
　プラットフォーム型 IT事業の形態を表現する記述として多く

用いられる３層による水平構造を用いて説明する。

　●  SaaS (サース：Software as a service)

　●  PaaS (パース：Platform as a service)

　●  IaaS (アイアス：Infrastructure as a service)

　全体としての特徴は、より上位の層から見た場合その下位の

層が隠蔽されていることである。言い換えると、下の層の仕組

みが上の層からは見えない、つまり決められたインターフェース

を用いて層間のやり取りをすることで、下位の動作状況・環境・

管理などを気にせずに上位層のソフトウエアは下位層の資源や

機能を用いてサービスを構築できる。なお、これらaaSで終

わる名称を総称してXaaS（エクサース：X as a service）

と呼ぶことが多い。

　実現への核となる要素技術は、SaaSではWeb2.0, Ajaxなど

ネット型アプリケーションと、利用しやすいGUI (Graphical 

User Interface)である。PaaSではSOA(Service Oriented 

Architecture)やクラウド、グリッドなどの分散処理技術、

IaaSでは仮想化やバーチャル IDC(Internet Data Center)

などの技術である。

3. 目指すプラットフォームモデル

図３  めざすプラットフォームモデルの概要

図４  インテック・ネットコアのサービス配信モデル　概要

図５  プラットフォーム上のデータ同期モデル
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● 株式会社インテック・ネットコア　
　取締役CSO(Chief Strategic Officer：事業戦略担当役員)　
　博士（情報理工学）
● 次世代経路制御技術、IX(Internet eXchange)、MPLS、および
　次世代ネットワーク(NGN)に関する研究とコンサルティングに
　従事。現在はクラウドコンピューティングに関する研究開発も
　手掛ける。国際大学GLOCOMフェロー、次世代IX研究会幹事、
　インターネット技術研究会 RIBB分科会主査、MPLS Japan 
　2001-2009実行委員など。

HIRAI Hidemi

平井　日出美

● 株式会社インテック・ネットコア
　サービスプラットフォーム開発グループ主幹研究員
● 事業戦略コンサル（データセンター、CATV、NGN関連等）、
　新規事業コンサルなどに従事。現在はクラウド技術、
　プラットフォームビジネスに関する調査研究を主として活動。

図７  アプリケーションの配信 図８  プラットフォームの機能モデル

図２  マルチオペレータ型の分散プラットフォームの狙い

3.2 インテック・ネットコアのプラットフォーム
　　  が提供する機能
　プラットフォーム型サービスへの適用を検討してきたイン

テック・ネットコア独自の“サービス配信プラットフォーム”

には以下の3つのカテゴリーでの独自に設計開発した機能が

含まれる。

　●  プラットフォーム上のデータ同期

　●  プラットフォーム上の分散データベース

　●  アプリケーションの配信

　本稿に記載された上記３つの機能が将来すべて開発され、

構築が全国に広がった場合には、以下の状況が実現する。

配信元であるITHDは共用で用いる非常に多くのコンピューティ

ングリソースを保有し、そして第三者である事業者（通信キャ

リアやデータセンター事業者など）が個別に可能な範囲での

コンピューティングリソースを本プラットフォームのために準

備する。ITHDのビジネスプラットフォームはITHDのみならず、

こうしたマルチオペレータへ提供され、１つのビジネスプラット

フォームとしてのクラウド空間を形成する。

　このクラウド空間実現のためインテックシステム研究所内に、

本 ITHDビジネスプラットフォーム実現のための「クラウド事

業準備室」が２００９年８月より新設された（図４）。

図６  プラットフォーム上の分散データベース

4. ビジネス化に向けた取り組み

5. おわりに

以下順番に各機能の概要を説明する。

（１）プラットフォーム上のデータ同期 (図５)

　　　ストレージが物理的に設置される場所が離れていても、

　　本サービス配信モデル内では１つの論理的データ空間が

　　形成されており、どこからアクセスしても同じ名前でデー

　　タへアクセスすることが可能である。

　　　このデータ同期機能はインテック・ネットコアの独自

　　開発クラウドソリューションの第1弾として事業化フェー

　　ズへ移行しており、“クラウドストレージ”として２００９年

　　５月に報道発表を行い、株式会社IUKでの販売を行う新ス

　　トレージハードウエア製品に生かされている。

（２）プラットフォーム上の分散データベース (図６)

　　　前述のデータ同期の機能を活用した分散型データベース

　　である。市販のデータベースとの最大の違いはそのスケー

　　ラビリティ（拡張性）にあり、サイジングは不要で１つの

　　テーブルを多数のサーバで構成することにより実現する事

　　実上無制限のテーブルサイズ、レコードサイズを許容する

　　アーキテクチャである。

　　　この機能の実現によりロケーションを意識させないグロー

　　バルな分散環境での高速データアクセスが可能となる。

　日本ではNGNのサービスが開始されネットワーク上でのサー

ビス提供がいろいろな企業や団体から発表されるようになって

久しい。また海外ではGoogle、 Amazon、 Salesforce.com

などのサービス提供事業者だけでなくMicrosoft、Hewlett-

Packard、IBMなど大手製品ベンダーも独自のクラウド技術

を盛り込んだ、製品ではなく新しい“サービス”を毎月のよ

うに報道発表している。

　こうしたお客さまへ“使って頂く”事業はこれまでの買って

頂くモデルに比べ、提供する私達に対して、サービス実現まで

が非常に速いラピッド型開発、利用分のみをご請求する料金型

販売、そして鉄道などインフラ事業者と同様のサービスへの

対価に一括で含まれる保守運用など、新しいサービス対価価値観、

新しい顧客提供者間の関係までをも要求してくるものになる。

　一方、ITHDのような受託開発が事業の主力であるSI企業は

まだまだプラットフォームビジネスとは遠いビジネススタイル

でアプリケーション開発を行っていることもまた事実である。

すべてのアプリケーションがプラットフォーム型に移行すると

断言するものではないが、その多くがマルチオペレータ型の分

散配置を基本とした配信機能のあるビジネスプラットフォーム

を利用することで、これまでの開発／販売／保守を大転換する

新たな事業モデルを採用することが可能であると考えている。

図１  XaaSの分類と関連要素技術

2.3  PaaSについて
　SaaS、PaaS、IaaSの３層のうち、エンドユーザの接点と

なるアプリケーションへ、共通機能を提供しサービスの開発

効率を飛躍向上させるのがPaaS部分である。

　ITHDビジネスプラットフォームで実現されるべきPaaS部

分についての全体概構造と関連技術、そして２００８年度から

２００９年度第1四半期にかけてインテック・ネットコアで研究

開発してきた本PaaSの中心的特徴となる主要機能３つを以下

本稿では説明する。

SaaS (サース)
(Software as a Service)

Web2.0 / Ajax
ネット型アプリ＋GUI

PaaS (パース)
(Platform as a Service)

SOA
クラウドコンピューティング技術

/ GRID

IaaS (アイアス)
(Infrastructure as a Service)　　

仮想化技術
バーチャルIDC/ネットワーク

●サービスとして提供されるソフトウェア _ ex. salesforce.com など
●SFA, CRM などから普及が始まった

業務システム、業務支援システムなどを
ネットワークを介して、月額利用料ベースで貸し出す

●サービスとして提供される「プラットフォーム」, M/W (*1) も提供される
●開発者は「スケーリング」を意識せずにアプリケーションを開発できる
●開発言語は限定されている

開発環境やデータベース、管理システムなどを
ネットワークを介して、月額利用料ベースで貸し出す

●サービスとして提供される「インフラストラクチャ (*2)」
●開発者は好きなOSやM/Wをインストールし、アプリケーションを開発できる
●スケーリングは開発者自らが検討する必要がある

サーバ、ストレージを、場所込みで
ネットワークを介して、月額利用料ベースで貸し出す

(*1) ミドルウェア － データベース、アプリケーション実行環境、管理ツール
(*2) 仮想マシン, ストレージ, ネットワーク等
(*) 本資料は ITpro Magazine Vol.2, p.24 を参考に独自に作成

核となる技術 ビジネスへの展開

●オープンかつ分散モデルによる全国規模のプラットフォームを実現
●企業・個人向けのアプリケーション／コンテンツの配信を行うプラットフォーム提供への業容拡大

プラットフォーム (分散型で構築)

配信されるアプリケーション

アプリケーション提供企業

1. ITHDグループ内にプラットフォーム (SaaS/PaaS型) ビジネスを実現する
●AP提供企業（=ITHDグループ）の事業構造のSaaSモデル化=高付加価値化を図る
●さらに、第三者APの提供によるスケーラブルな機能・サービス拡充と市場規模の最大化

2. プラットフォームそのものを商材として展開する新しい事業領域を創出する

地域キャリア/CATV

ITホールディングス
プラットフォーム配信

アプリ アプリ アプリ アプリ アプリ アプリ アプリ アプリアプリ

アプリ

アプリ

＜従来モデル＞
企業ユーザが個々にシステム～アプリを構築

所有から利用へ

＜独自のプラットフォームモデル＞
「アプリ開発」と「リソース提供」を分離する
独自 かつ 新規性のある仕組みを実現

ITホールディングス内に
プラットフォーム基盤事業を構築

従来SIやアウトソースも基盤上へ展開

プラットフォームモデル
(機能もリソースも利用型へ)

従来 (個別に構築)

(*) 技術的な鍵はクラウドコンピューティング
　 以下は同種のサービスの提供者 (予定を含む)
　 Google, Amazon, Yahoo, Microsoft, IBM

プラットフォーム = アプリケーション環境
(分散データベース, プラットフォーム機能群, etc)

アプリアプリ

ハードウエア

アプリケーション

地域の
通信キャリアやデータセンター

[3] アプリケーション配信

ミドルウエア

[2] 分散データベース

インストール

配信元＝ITHD

エンドユーザ
プラットフォームから送られてくる
どんなアプリケーションでも利用可能

アプリケーション提供者はプラットフォームに
新しいアプリケーションを登録する

プラットフォーム運用者は
その地元でcomputing 環境を準備する

配信元から送られてきた
分散型プラットフォームを共用する

[1] データ同期

プラットフォーム（=P/F)のデータ同期モデルでは
単一の名前を持つデータを、P/F上の異なる地点からの読み書きが可能

⇒ 協調型P/F上の任意のアプリケーションから統一的なデータアクセスの手段を提供

write to
/path/file/name

read from
/path/file/name

GW
gateway

GW
gateway独自のデータ同期モデル

どこからアクセスしても
同じ名前でデータにアクセスが可能

ex. /path/file/name

P/F上の任意の場所から「コンテンツ」及び「ユーザデータ」にアクセス
⇒ P/F上に配信された任意の「アプリケーション」から容易にデータ取得が可能

プラットフォーム(=P/F)の分散データベース
P/Fのデータ同期モデルを活用した、分散型のデータベースシステム

⇒ P/F上の任意のアプリケーションから「統一的な名前空間で」データベースへアクセスが可能

アプリ アプリ アプリ アプリ アプリ アプリ アプリ アプリ

分散データベース

＜シンプル＆高速＞
シンプルなDBの構成
table of <key, value>

読み書きはどこからでも  実データはネット上

＜サイジング不要＞
容量は事実上無制限

●テーブルのサイズ　●レコードのサイズ
運用は共通P/F上で統合管理

＜信頼性・高速読込＞
トランザクションの仕組みを提供 (予定)
同期・非同期の両モードをサポート

サービスはプラットフォーム上のリポジトリで管理
リポジトリ情報の共有によりアプリケーションと関連するプログラムの情報を共有
⇒ 多層型のアプリケーション配信モデル、第三者によるアプリケーション提供も可能

リポジトリ情報を共有
　(via XML/HTTP)
リポジトリ情報を共有
　(via XML/HTTP)

プログラムを配信
　(via HTTP)

サービス提供者
サービス概要
プログラム
その他必要なファイル

他サーバに委譲

配信元

配信先

サービスリポジトリ

Table. プラットフォームの機能分類

1. 拡張機能

2. 基本機能

3. 開発環境

4. 管理機能 プラットフォームサービスの保守・運用・管理などに必要な機能
リポジトリ・配信管理、オペレータ管理機能などを含む

アプリケーションとしてよく使われる機能 （3rd Partyによる提供も可能）
アプリケーションからの利用頻度が高いものが機能化されたもの

プラットフォームの制御に必須なコアとなる機能
プラットフォーム内の共通機能などのベース機能と、コンピューティングリソースの制御等を行うアダプテーション機能に
分類される

開発環境やSDKなど、プラットフォームの利用支援、及びアプリケーション開発で利用される機能

アプリケーション

コンピューティングリソース

1. 拡張機能

2. 基本機能

3. 開発環境

4. 管理機能

3.3  ITHDのビジネスプラットフォームの
　　 アーキテクチャ
　ITHDでの前述FS：事業化検討ではPaaSに含まれるべき機

能を以下の４つに分類し、その機能を整理した (図８)。

（１）拡張機能

　　　基本機能と拡張機能がアプリケーションプログラムへ

　　API提供される主要な機能群である。

　　　そのうち拡張機能はよりアプリケーション機能により近く、

　　特定の種類や業界用途でのアプリケーションで標準となる

　　機能を予めそろえている。

　　　拡張機能は従来の個別アプリケーションから類似のアプ

　　リケーションでも共通となる要素を抜粋したようなもので

　　あるため、プラットフォームサービス上に搭載するSaaS

　　アプリケーション種類が増えるにつれ、より多くの拡張機

　　能モジュールが必要となる。

（２）基本機能

　　　一方基本機能はアプリケーション種類等には依存せず、

　　データやトランザクションなどのサービス提供にとって不

　　可欠な基本処理の部分をそろえている。

　　　基本機能部分はさらにハードウエア制御に近い、回線

　　制御やリソース制御などの“アダプテーション機能”と、

　　アプリケーション種類を問わず必須となる処理機能、例え

　　ば認証や課金やメディア変換などを含む“ベース機能”で

　　構成されている。

（３）開発環境

　　　ソフトウエアを開発するためのキット（Software 

　　Development Kit: SDK）やPaaSの上位であるSaaS

　　アプリケーションの開発者のための利便性をあげる機能、

　　APIのための画面インターフェースなど開発環境もPaaS

　　内に準備される。

（４）管理機能

　　　PaaS部分にはまたプラットフォーム自身の保守や運用

　　や管理に必要な機能が備わる。

（３）アプリケーションの配信 (図７)

　　　アプリケーションの配信はITHDグループだけなく他社

　　のアプリケーションもビジネスプラットフォーム上へ搭

　　載し各ロケーションへ配信することが可能となるための

　　必要機能である。アプリケーションプログラムの構造が

　　リポジトリ構成であった場合、そのまま部分木を“送る”

　　ことも可能である。

　　　これまでのPaaSとSaaSのように、SaaSアプリケー   

　　ションが固定1か所のPaaS上にのみ存在するのではなく、

　　物理的に離れた別の場所にあるPaaS上へ送られ、その送

　　られた先の場所でSaaSアプリケーションとして機能する

　　という状況を実現する。

　　　この機能の実現によりアプリケーションとデータとを

　　分離した、これまでのプラットフォーム事業とは一線を

　　画す、柔軟で新しい可能性を秘めたサービス配信モデル

　　が可能となる。

4.1  クラウドソリューションの製品化第1弾
　前述のデータ同期機能は、ネットコアで取り組んできたク

ラウドソリューションの一機能であるが他のクラウド機能に

先んじて、その特徴的機能をストレージ製品としてITHDグルー

プのビジネスへフィードバックさせた。IUKが今後販売するこ

とになるこのストレージは以下のような特徴を持つ。

（１）高性能　並列処理によりリニアかつ無制限の性能向上が可能。

　  　　　　アクセス頻度に応じた動的な優先処理も実現。

（２）拡張性　コンポーネントを追加するだけで増設が可能。

　 　　　　動的な障害時自動切り離しなど、運用管理面の簡

　　　　　  易化も実現。

（３）信頼性　多重化を設定することにより、設定した冗長度の 

　　　　　　自動的な維持による信頼性の向上と、自動バック

　　　　　 アップやディザスタリカバリを実現。

　ITHDビジネスプラットフォームの実現のためにも、もちろん

今後このデータ同期機能はさらに進化させてゆく計画であるが、

このような形で研究開発に目途がついた機能を“切り出して”

ゆくことで、個別製品の創造という効果を ITHDグループ内に

研究成果として残してゆくことができることは、大変価値のあ

ることだと考えている。

4.2  ITHDビジネスプラットフォームの
　　 サービス化に向けた今後の取り組み
　インテック・ネットコアでは前述の分散型データベース、ア

プリケーション配信機能などを２００９年度中にプロトタイプ開

発することを予定している。

　しかしビジネスプラットフォーム全体の構成要素は非常に多

く、ITHDグループ単体での研究や開発の規模とスピードでは

とうてい全体を迅速に完成させる、ということには程遠い。

　SaaSアプリケーションへの支援機能としてSDKやAPI の

拡充、またプラットフォーム自体のサービス化準備としてアプ

リケーション配信、運用管理、課金などの共通機能、他事業者

間連携のための各機能など、まだ多くの研究開発すべき対象が

存在している。

　したがって２０１０年度以降はより多くの ITHD内研究開発担

当部署、開発や運用を担う事業部、さらにはSaaSを希望する

お客さま企業など、多方面かつ大勢の関係者の皆様と協力して、

開発を続けていくことが最も大切なことだと考えている。
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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～
Service Delivery Platform :  Applying to IT Holdings' Business Platform and the Originality

1. はじめに
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概要
　本稿はSalesforce.com社のForce.com、Google社のGoogle App engineに代表されるプラットフォーム型

IT事業を、ITホールディングスが掲げる「ビジネスプラットフォーム」としてどう実現すべきかの研究報告である。

目指すべき方向性は、事業面では全国各地の複数のデータセンター事業者等がネットワークを介して同じサービス

を提供するマルチオペレータ型分散プラットフォームであり、開発面ではアプリケーション開発とリソース提供の分

離であると位置づけその３層構造での提供部分中、中核となるPaaS部分について １）データ同期 ２）分散データ

ベース ３）アプリケーションの配信、の３つのインテック・ネットコア独自の機能とそのアーキテクチャ概要を紹介す

る。このうちデータ同期に関する機能を先行して切り出し、クラウドコンピューティング技術を企業などが自組織内

で利用できる「プライベートクラウド」のストレージ製品として技術提供を開始した。

3.1 ビジネスプラットフォームへの２つの視点
　ITHDの掲げるビジネスプラットフォームの実現にむけて、

その目指すべき姿を事業面の視点からと開発面での視点からの、

２つの視点で描いた。

（1）事業面視点：マルチオペレータ型分散プラットフォーム

　　　新しい事業領域を広げるために、他社作成のアプリケー

　　ションが ITHDのビジネスプラットフォーム上に載り、か

　　つ他のオペレータ（たとえば地域の通信キャリアやケーブ

　　ルテレビ事業者、データセンター事業者など、各地域で通

　　信や情報処理の運用事業を行う企業）と全国分散型に構築

　　したプラットフォームで繋がる“マルチオペレータ型分散

　　プラットフォームモデル”を、ITHDのビジネスプラット

　　フォームの目指すべき姿とした（図２）。

（２）開発面視点：アプリケーション開発とリソース提供の分離

　　　アプリケーション開発ならびにそのサービスとしての提

　　供と、リソースつまりハードウエア・ミドルウエア・共通

　　機能群などの提供を分離することで“機能もリソースも利

　　用型”へコンピューティング環境と機能群としてのソフト

　　ウエアの利用のありようを大きく変革することが可能と

　　なることが、アプリケーション開発面視点でとらえたビ

　　ジネスプラットフォームのもうひとつの目指す姿である

　　（図３）。

1.1  買う開発から使う開発へ
　IT分野全体、特にソフトウエアを設計し開発する事業では

従来主に大企業向けの形態として受託開発が求められてきた。

それは個別に設計しリソースを用意して提供する言わば“買う”

開発だった。しかし近年の顧客企業の要望は変化してきており、

その時に必要であるリソース、機能、サービスを使うこと、

つまり顧客企業が必要分を随時“使う”開発への時代の流れ

が生まれてきている。

1.2  ITホールディングスにおける
　　 ビジネスプラットフォーム
　ITホールディングス(以下、ITHD)では、２００９年４月から

２０１２年３月までの第1次中期事業計画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、プラットフォーム

型IT事業として新規に取り組む“ビジネスプラットフォームサー

ビス事業”を掲げている。

　２００８年度下期に、ITHDはフィージビリティスタディ(事業

化検討)として、独自の配信機能を持つビジネスプラットフォー

ムの事業性、要素技術などをITHDグループ各社のメンバーと

共に集中的に検討した。（フィージビリティスタディの実施内

容は本特集の「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」を参照のこと。）

2. プラットフォーム概要
2.1  プラットフォーム型IT事業の隆盛
　機能やサービスを利用分だけ提供する事業形態の流れは確実

に広まっている。例えばアメリカ発のSalesforce.com社の

Force.comは欧州や日本へも既に進出し、エンタープライズ

むけ開発ならびに運用環境市場の一角を占め始めている。

　プラットフォーム型の IT事業は企業の業務向けの提供より

先に、一般のインターネット利用者向けに広く認知されている。

検索ならびにそれに付随する広告事業を世界規模に広げた

Google社のGoogle App Engine、書籍販売に端を発した

リソース従量提供プラットフォームを急速に拡大している

Amazon社のAmazon Elastic Compute Cloudが最も知ら

れているプラットフォーム型 IT事業である。またMicrosoft

社のような巨大ソフトウエアベンダーもWindows Azureとい

うプラットフォームサービスを発表した。

　現在このようなプラットフォーム型IT事業が多くのアプリケー

ション提供に採り入れられ、隆盛へと向かっている。

2.2  3層モデル
　プラットフォーム型 IT事業の形態を表現する記述として多く

用いられる３層による水平構造を用いて説明する。

　●  SaaS (サース：Software as a service)

　●  PaaS (パース：Platform as a service)

　●  IaaS (アイアス：Infrastructure as a service)

　全体としての特徴は、より上位の層から見た場合その下位の

層が隠蔽されていることである。言い換えると、下の層の仕組

みが上の層からは見えない、つまり決められたインターフェース

を用いて層間のやり取りをすることで、下位の動作状況・環境・

管理などを気にせずに上位層のソフトウエアは下位層の資源や

機能を用いてサービスを構築できる。なお、これらaaSで終

わる名称を総称してXaaS（エクサース：X as a service）

と呼ぶことが多い。

　実現への核となる要素技術は、SaaSではWeb2.0, Ajaxなど

ネット型アプリケーションと、利用しやすいGUI (Graphical 

User Interface)である。PaaSではSOA(Service Oriented 

Architecture)やクラウド、グリッドなどの分散処理技術、

IaaSでは仮想化やバーチャル IDC(Internet Data Center)

などの技術である。

3. 目指すプラットフォームモデル

図３  めざすプラットフォームモデルの概要

図４  インテック・ネットコアのサービス配信モデル　概要

図５  プラットフォーム上のデータ同期モデル
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図７  アプリケーションの配信 図８  プラットフォームの機能モデル

図２  マルチオペレータ型の分散プラットフォームの狙い

3.2 インテック・ネットコアのプラットフォーム
　　  が提供する機能
　プラットフォーム型サービスへの適用を検討してきたイン

テック・ネットコア独自の“サービス配信プラットフォーム”

には以下の3つのカテゴリーでの独自に設計開発した機能が

含まれる。

　●  プラットフォーム上のデータ同期

　●  プラットフォーム上の分散データベース

　●  アプリケーションの配信

　本稿に記載された上記３つの機能が将来すべて開発され、

構築が全国に広がった場合には、以下の状況が実現する。

配信元であるITHDは共用で用いる非常に多くのコンピューティ

ングリソースを保有し、そして第三者である事業者（通信キャ

リアやデータセンター事業者など）が個別に可能な範囲での

コンピューティングリソースを本プラットフォームのために準

備する。ITHDのビジネスプラットフォームはITHDのみならず、

こうしたマルチオペレータへ提供され、１つのビジネスプラット

フォームとしてのクラウド空間を形成する。

　このクラウド空間実現のためインテックシステム研究所内に、

本 ITHDビジネスプラットフォーム実現のための「クラウド事

業準備室」が２００９年８月より新設された（図４）。

図６  プラットフォーム上の分散データベース

4. ビジネス化に向けた取り組み

5. おわりに

以下順番に各機能の概要を説明する。

（１）プラットフォーム上のデータ同期 (図５)

　　　ストレージが物理的に設置される場所が離れていても、

　　本サービス配信モデル内では１つの論理的データ空間が

　　形成されており、どこからアクセスしても同じ名前でデー

　　タへアクセスすることが可能である。

　　　このデータ同期機能はインテック・ネットコアの独自

　　開発クラウドソリューションの第1弾として事業化フェー

　　ズへ移行しており、“クラウドストレージ”として２００９年

　　５月に報道発表を行い、株式会社IUKでの販売を行う新ス

　　トレージハードウエア製品に生かされている。

（２）プラットフォーム上の分散データベース (図６)

　　　前述のデータ同期の機能を活用した分散型データベース

　　である。市販のデータベースとの最大の違いはそのスケー

　　ラビリティ（拡張性）にあり、サイジングは不要で１つの

　　テーブルを多数のサーバで構成することにより実現する事

　　実上無制限のテーブルサイズ、レコードサイズを許容する

　　アーキテクチャである。

　　　この機能の実現によりロケーションを意識させないグロー

　　バルな分散環境での高速データアクセスが可能となる。

　日本ではNGNのサービスが開始されネットワーク上でのサー

ビス提供がいろいろな企業や団体から発表されるようになって

久しい。また海外ではGoogle、 Amazon、 Salesforce.com

などのサービス提供事業者だけでなくMicrosoft、Hewlett-

Packard、IBMなど大手製品ベンダーも独自のクラウド技術

を盛り込んだ、製品ではなく新しい“サービス”を毎月のよ

うに報道発表している。

　こうしたお客さまへ“使って頂く”事業はこれまでの買って

頂くモデルに比べ、提供する私達に対して、サービス実現まで

が非常に速いラピッド型開発、利用分のみをご請求する料金型

販売、そして鉄道などインフラ事業者と同様のサービスへの

対価に一括で含まれる保守運用など、新しいサービス対価価値観、

新しい顧客提供者間の関係までをも要求してくるものになる。

　一方、ITHDのような受託開発が事業の主力であるSI企業は

まだまだプラットフォームビジネスとは遠いビジネススタイル

でアプリケーション開発を行っていることもまた事実である。

すべてのアプリケーションがプラットフォーム型に移行すると

断言するものではないが、その多くがマルチオペレータ型の分

散配置を基本とした配信機能のあるビジネスプラットフォーム

を利用することで、これまでの開発／販売／保守を大転換する

新たな事業モデルを採用することが可能であると考えている。

図１  XaaSの分類と関連要素技術

2.3  PaaSについて
　SaaS、PaaS、IaaSの３層のうち、エンドユーザの接点と

なるアプリケーションへ、共通機能を提供しサービスの開発

効率を飛躍向上させるのがPaaS部分である。

　ITHDビジネスプラットフォームで実現されるべきPaaS部

分についての全体概構造と関連技術、そして２００８年度から

２００９年度第1四半期にかけてインテック・ネットコアで研究

開発してきた本PaaSの中心的特徴となる主要機能３つを以下

本稿では説明する。

SaaS (サース)
(Software as a Service)

Web2.0 / Ajax
ネット型アプリ＋GUI

PaaS (パース)
(Platform as a Service)

SOA
クラウドコンピューティング技術

/ GRID

IaaS (アイアス)
(Infrastructure as a Service)　　

仮想化技術
バーチャルIDC/ネットワーク

●サービスとして提供されるソフトウェア _ ex. salesforce.com など
●SFA, CRM などから普及が始まった

業務システム、業務支援システムなどを
ネットワークを介して、月額利用料ベースで貸し出す

●サービスとして提供される「プラットフォーム」, M/W (*1) も提供される
●開発者は「スケーリング」を意識せずにアプリケーションを開発できる
●開発言語は限定されている

開発環境やデータベース、管理システムなどを
ネットワークを介して、月額利用料ベースで貸し出す

●サービスとして提供される「インフラストラクチャ (*2)」
●開発者は好きなOSやM/Wをインストールし、アプリケーションを開発できる
●スケーリングは開発者自らが検討する必要がある

サーバ、ストレージを、場所込みで
ネットワークを介して、月額利用料ベースで貸し出す

(*1) ミドルウェア － データベース、アプリケーション実行環境、管理ツール
(*2) 仮想マシン, ストレージ, ネットワーク等
(*) 本資料は ITpro Magazine Vol.2, p.24 を参考に独自に作成

核となる技術 ビジネスへの展開

●オープンかつ分散モデルによる全国規模のプラットフォームを実現
●企業・個人向けのアプリケーション／コンテンツの配信を行うプラットフォーム提供への業容拡大

プラットフォーム (分散型で構築)

配信されるアプリケーション

アプリケーション提供企業

1. ITHDグループ内にプラットフォーム (SaaS/PaaS型) ビジネスを実現する
●AP提供企業（=ITHDグループ）の事業構造のSaaSモデル化=高付加価値化を図る
●さらに、第三者APの提供によるスケーラブルな機能・サービス拡充と市場規模の最大化

2. プラットフォームそのものを商材として展開する新しい事業領域を創出する

地域キャリア/CATV

ITホールディングス
プラットフォーム配信

アプリ アプリ アプリ アプリ アプリ アプリ アプリ アプリアプリ

アプリ

アプリ

＜従来モデル＞
企業ユーザが個々にシステム～アプリを構築

所有から利用へ

＜独自のプラットフォームモデル＞
「アプリ開発」と「リソース提供」を分離する
独自 かつ 新規性のある仕組みを実現

ITホールディングス内に
プラットフォーム基盤事業を構築

従来SIやアウトソースも基盤上へ展開

プラットフォームモデル
(機能もリソースも利用型へ)

従来 (個別に構築)

(*) 技術的な鍵はクラウドコンピューティング
　 以下は同種のサービスの提供者 (予定を含む)
　 Google, Amazon, Yahoo, Microsoft, IBM

プラットフォーム = アプリケーション環境
(分散データベース, プラットフォーム機能群, etc)

アプリアプリ

ハードウエア

アプリケーション

地域の
通信キャリアやデータセンター

[3] アプリケーション配信

ミドルウエア

[2] 分散データベース

インストール

配信元＝ITHD

エンドユーザ
プラットフォームから送られてくる
どんなアプリケーションでも利用可能

アプリケーション提供者はプラットフォームに
新しいアプリケーションを登録する

プラットフォーム運用者は
その地元でcomputing 環境を準備する

配信元から送られてきた
分散型プラットフォームを共用する

[1] データ同期

プラットフォーム（=P/F)のデータ同期モデルでは
単一の名前を持つデータを、P/F上の異なる地点からの読み書きが可能

⇒ 協調型P/F上の任意のアプリケーションから統一的なデータアクセスの手段を提供

write to
/path/file/name

read from
/path/file/name

GW
gateway

GW
gateway独自のデータ同期モデル

どこからアクセスしても
同じ名前でデータにアクセスが可能

ex. /path/file/name

P/F上の任意の場所から「コンテンツ」及び「ユーザデータ」にアクセス
⇒ P/F上に配信された任意の「アプリケーション」から容易にデータ取得が可能

プラットフォーム(=P/F)の分散データベース
P/Fのデータ同期モデルを活用した、分散型のデータベースシステム

⇒ P/F上の任意のアプリケーションから「統一的な名前空間で」データベースへアクセスが可能

アプリ アプリ アプリ アプリ アプリ アプリ アプリ アプリ

分散データベース

＜シンプル＆高速＞
シンプルなDBの構成
table of <key, value>

読み書きはどこからでも  実データはネット上

＜サイジング不要＞
容量は事実上無制限

●テーブルのサイズ　●レコードのサイズ
運用は共通P/F上で統合管理

＜信頼性・高速読込＞
トランザクションの仕組みを提供 (予定)
同期・非同期の両モードをサポート

サービスはプラットフォーム上のリポジトリで管理
リポジトリ情報の共有によりアプリケーションと関連するプログラムの情報を共有
⇒ 多層型のアプリケーション配信モデル、第三者によるアプリケーション提供も可能

リポジトリ情報を共有
　(via XML/HTTP)
リポジトリ情報を共有
　(via XML/HTTP)

プログラムを配信
　(via HTTP)

サービス提供者
サービス概要
プログラム
その他必要なファイル

他サーバに委譲

配信元

配信先

サービスリポジトリ

Table. プラットフォームの機能分類

1. 拡張機能

2. 基本機能

3. 開発環境

4. 管理機能 プラットフォームサービスの保守・運用・管理などに必要な機能
リポジトリ・配信管理、オペレータ管理機能などを含む

アプリケーションとしてよく使われる機能 （3rd Partyによる提供も可能）
アプリケーションからの利用頻度が高いものが機能化されたもの

プラットフォームの制御に必須なコアとなる機能
プラットフォーム内の共通機能などのベース機能と、コンピューティングリソースの制御等を行うアダプテーション機能に
分類される

開発環境やSDKなど、プラットフォームの利用支援、及びアプリケーション開発で利用される機能

アプリケーション

コンピューティングリソース

1. 拡張機能

2. 基本機能

3. 開発環境

4. 管理機能

3.3  ITHDのビジネスプラットフォームの
　　 アーキテクチャ
　ITHDでの前述FS：事業化検討ではPaaSに含まれるべき機

能を以下の４つに分類し、その機能を整理した (図８)。

（１）拡張機能

　　　基本機能と拡張機能がアプリケーションプログラムへ

　　API提供される主要な機能群である。

　　　そのうち拡張機能はよりアプリケーション機能により近く、

　　特定の種類や業界用途でのアプリケーションで標準となる

　　機能を予めそろえている。

　　　拡張機能は従来の個別アプリケーションから類似のアプ

　　リケーションでも共通となる要素を抜粋したようなもので

　　あるため、プラットフォームサービス上に搭載するSaaS

　　アプリケーション種類が増えるにつれ、より多くの拡張機

　　能モジュールが必要となる。

（２）基本機能

　　　一方基本機能はアプリケーション種類等には依存せず、

　　データやトランザクションなどのサービス提供にとって不

　　可欠な基本処理の部分をそろえている。

　　　基本機能部分はさらにハードウエア制御に近い、回線

　　制御やリソース制御などの“アダプテーション機能”と、

　　アプリケーション種類を問わず必須となる処理機能、例え

　　ば認証や課金やメディア変換などを含む“ベース機能”で

　　構成されている。

（３）開発環境

　　　ソフトウエアを開発するためのキット（Software 

　　Development Kit: SDK）やPaaSの上位であるSaaS

　　アプリケーションの開発者のための利便性をあげる機能、

　　APIのための画面インターフェースなど開発環境もPaaS

　　内に準備される。

（４）管理機能

　　　PaaS部分にはまたプラットフォーム自身の保守や運用

　　や管理に必要な機能が備わる。

（３）アプリケーションの配信 (図７)

　　　アプリケーションの配信はITHDグループだけなく他社

　　のアプリケーションもビジネスプラットフォーム上へ搭

　　載し各ロケーションへ配信することが可能となるための

　　必要機能である。アプリケーションプログラムの構造が

　　リポジトリ構成であった場合、そのまま部分木を“送る”

　　ことも可能である。

　　　これまでのPaaSとSaaSのように、SaaSアプリケー   

　　ションが固定1か所のPaaS上にのみ存在するのではなく、

　　物理的に離れた別の場所にあるPaaS上へ送られ、その送

　　られた先の場所でSaaSアプリケーションとして機能する

　　という状況を実現する。

　　　この機能の実現によりアプリケーションとデータとを

　　分離した、これまでのプラットフォーム事業とは一線を

　　画す、柔軟で新しい可能性を秘めたサービス配信モデル

　　が可能となる。

4.1  クラウドソリューションの製品化第1弾
　前述のデータ同期機能は、ネットコアで取り組んできたク

ラウドソリューションの一機能であるが他のクラウド機能に

先んじて、その特徴的機能をストレージ製品としてITHDグルー

プのビジネスへフィードバックさせた。IUKが今後販売するこ

とになるこのストレージは以下のような特徴を持つ。

（１）高性能　並列処理によりリニアかつ無制限の性能向上が可能。

　  　　　　アクセス頻度に応じた動的な優先処理も実現。

（２）拡張性　コンポーネントを追加するだけで増設が可能。

　 　　　　動的な障害時自動切り離しなど、運用管理面の簡

　　　　　  易化も実現。

（３）信頼性　多重化を設定することにより、設定した冗長度の 

　　　　　　自動的な維持による信頼性の向上と、自動バック

　　　　　 アップやディザスタリカバリを実現。

　ITHDビジネスプラットフォームの実現のためにも、もちろん

今後このデータ同期機能はさらに進化させてゆく計画であるが、

このような形で研究開発に目途がついた機能を“切り出して”

ゆくことで、個別製品の創造という効果を ITHDグループ内に

研究成果として残してゆくことができることは、大変価値のあ

ることだと考えている。

4.2  ITHDビジネスプラットフォームの
　　 サービス化に向けた今後の取り組み
　インテック・ネットコアでは前述の分散型データベース、ア

プリケーション配信機能などを２００９年度中にプロトタイプ開

発することを予定している。

　しかしビジネスプラットフォーム全体の構成要素は非常に多

く、ITHDグループ単体での研究や開発の規模とスピードでは

とうてい全体を迅速に完成させる、ということには程遠い。

　SaaSアプリケーションへの支援機能としてSDKやAPI の

拡充、またプラットフォーム自体のサービス化準備としてアプ

リケーション配信、運用管理、課金などの共通機能、他事業者

間連携のための各機能など、まだ多くの研究開発すべき対象が

存在している。

　したがって２０１０年度以降はより多くの ITHD内研究開発担

当部署、開発や運用を担う事業部、さらにはSaaSを希望する

お客さま企業など、多方面かつ大勢の関係者の皆様と協力して、

開発を続けていくことが最も大切なことだと考えている。
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概要
　本稿はSalesforce.com社のForce.com、Google社のGoogle App engineに代表されるプラットフォーム型

IT事業を、ITホールディングスが掲げる「ビジネスプラットフォーム」としてどう実現すべきかの研究報告である。

目指すべき方向性は、事業面では全国各地の複数のデータセンター事業者等がネットワークを介して同じサービス

を提供するマルチオペレータ型分散プラットフォームであり、開発面ではアプリケーション開発とリソース提供の分

離であると位置づけその３層構造での提供部分中、中核となるPaaS部分について １）データ同期 ２）分散データ

ベース ３）アプリケーションの配信、の３つのインテック・ネットコア独自の機能とそのアーキテクチャ概要を紹介す

る。このうちデータ同期に関する機能を先行して切り出し、クラウドコンピューティング技術を企業などが自組織内

で利用できる「プライベートクラウド」のストレージ製品として技術提供を開始した。

3.1 ビジネスプラットフォームへの２つの視点
　ITHDの掲げるビジネスプラットフォームの実現にむけて、

その目指すべき姿を事業面の視点からと開発面での視点からの、

２つの視点で描いた。

（1）事業面視点：マルチオペレータ型分散プラットフォーム

　　　新しい事業領域を広げるために、他社作成のアプリケー

　　ションが ITHDのビジネスプラットフォーム上に載り、か

　　つ他のオペレータ（たとえば地域の通信キャリアやケーブ

　　ルテレビ事業者、データセンター事業者など、各地域で通

　　信や情報処理の運用事業を行う企業）と全国分散型に構築

　　したプラットフォームで繋がる“マルチオペレータ型分散

　　プラットフォームモデル”を、ITHDのビジネスプラット

　　フォームの目指すべき姿とした（図２）。

（２）開発面視点：アプリケーション開発とリソース提供の分離

　　　アプリケーション開発ならびにそのサービスとしての提

　　供と、リソースつまりハードウエア・ミドルウエア・共通

　　機能群などの提供を分離することで“機能もリソースも利

　　用型”へコンピューティング環境と機能群としてのソフト

　　ウエアの利用のありようを大きく変革することが可能と

　　なることが、アプリケーション開発面視点でとらえたビ

　　ジネスプラットフォームのもうひとつの目指す姿である

　　（図３）。

1.1  買う開発から使う開発へ
　IT分野全体、特にソフトウエアを設計し開発する事業では

従来主に大企業向けの形態として受託開発が求められてきた。

それは個別に設計しリソースを用意して提供する言わば“買う”

開発だった。しかし近年の顧客企業の要望は変化してきており、

その時に必要であるリソース、機能、サービスを使うこと、

つまり顧客企業が必要分を随時“使う”開発への時代の流れ

が生まれてきている。

1.2  ITホールディングスにおける
　　 ビジネスプラットフォーム
　ITホールディングス(以下、ITHD)では、２００９年４月から

２０１２年３月までの第1次中期事業計画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、プラットフォーム

型IT事業として新規に取り組む“ビジネスプラットフォームサー

ビス事業”を掲げている。

　２００８年度下期に、ITHDはフィージビリティスタディ(事業

化検討)として、独自の配信機能を持つビジネスプラットフォー

ムの事業性、要素技術などをITHDグループ各社のメンバーと

共に集中的に検討した。（フィージビリティスタディの実施内

容は本特集の「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」を参照のこと。）

2. プラットフォーム概要
2.1  プラットフォーム型IT事業の隆盛
　機能やサービスを利用分だけ提供する事業形態の流れは確実

に広まっている。例えばアメリカ発のSalesforce.com社の

Force.comは欧州や日本へも既に進出し、エンタープライズ

むけ開発ならびに運用環境市場の一角を占め始めている。

　プラットフォーム型の IT事業は企業の業務向けの提供より

先に、一般のインターネット利用者向けに広く認知されている。

検索ならびにそれに付随する広告事業を世界規模に広げた

Google社のGoogle App Engine、書籍販売に端を発した

リソース従量提供プラットフォームを急速に拡大している

Amazon社のAmazon Elastic Compute Cloudが最も知ら

れているプラットフォーム型 IT事業である。またMicrosoft

社のような巨大ソフトウエアベンダーもWindows Azureとい

うプラットフォームサービスを発表した。

　現在このようなプラットフォーム型IT事業が多くのアプリケー

ション提供に採り入れられ、隆盛へと向かっている。

2.2  3層モデル
　プラットフォーム型 IT事業の形態を表現する記述として多く

用いられる３層による水平構造を用いて説明する。

　●  SaaS (サース：Software as a service)

　●  PaaS (パース：Platform as a service)

　●  IaaS (アイアス：Infrastructure as a service)

　全体としての特徴は、より上位の層から見た場合その下位の

層が隠蔽されていることである。言い換えると、下の層の仕組

みが上の層からは見えない、つまり決められたインターフェース

を用いて層間のやり取りをすることで、下位の動作状況・環境・

管理などを気にせずに上位層のソフトウエアは下位層の資源や

機能を用いてサービスを構築できる。なお、これらaaSで終

わる名称を総称してXaaS（エクサース：X as a service）

と呼ぶことが多い。

　実現への核となる要素技術は、SaaSではWeb2.0, Ajaxなど

ネット型アプリケーションと、利用しやすいGUI (Graphical 

User Interface)である。PaaSではSOA(Service Oriented 

Architecture)やクラウド、グリッドなどの分散処理技術、

IaaSでは仮想化やバーチャル IDC(Internet Data Center)

などの技術である。

3. 目指すプラットフォームモデル

図３  めざすプラットフォームモデルの概要

図４  インテック・ネットコアのサービス配信モデル　概要

図５  プラットフォーム上のデータ同期モデル
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● 株式会社インテック・ネットコア　
　取締役CSO(Chief Strategic Officer：事業戦略担当役員)　
　博士（情報理工学）
● 次世代経路制御技術、IX(Internet eXchange)、MPLS、および
　次世代ネットワーク(NGN)に関する研究とコンサルティングに
　従事。現在はクラウドコンピューティングに関する研究開発も
　手掛ける。国際大学GLOCOMフェロー、次世代IX研究会幹事、
　インターネット技術研究会 RIBB分科会主査、MPLS Japan 
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● 株式会社インテック・ネットコア
　サービスプラットフォーム開発グループ主幹研究員
● 事業戦略コンサル（データセンター、CATV、NGN関連等）、
　新規事業コンサルなどに従事。現在はクラウド技術、
　プラットフォームビジネスに関する調査研究を主として活動。

図７  アプリケーションの配信 図８  プラットフォームの機能モデル

図２  マルチオペレータ型の分散プラットフォームの狙い

3.2 インテック・ネットコアのプラットフォーム
　　  が提供する機能
　プラットフォーム型サービスへの適用を検討してきたイン

テック・ネットコア独自の“サービス配信プラットフォーム”

には以下の3つのカテゴリーでの独自に設計開発した機能が

含まれる。

　●  プラットフォーム上のデータ同期

　●  プラットフォーム上の分散データベース

　●  アプリケーションの配信

　本稿に記載された上記３つの機能が将来すべて開発され、

構築が全国に広がった場合には、以下の状況が実現する。

配信元であるITHDは共用で用いる非常に多くのコンピューティ

ングリソースを保有し、そして第三者である事業者（通信キャ

リアやデータセンター事業者など）が個別に可能な範囲での

コンピューティングリソースを本プラットフォームのために準

備する。ITHDのビジネスプラットフォームはITHDのみならず、

こうしたマルチオペレータへ提供され、１つのビジネスプラット

フォームとしてのクラウド空間を形成する。

　このクラウド空間実現のためインテックシステム研究所内に、

本 ITHDビジネスプラットフォーム実現のための「クラウド事

業準備室」が２００９年８月より新設された（図４）。

図６  プラットフォーム上の分散データベース

4. ビジネス化に向けた取り組み

5. おわりに

以下順番に各機能の概要を説明する。

（１）プラットフォーム上のデータ同期 (図５)

　　　ストレージが物理的に設置される場所が離れていても、

　　本サービス配信モデル内では１つの論理的データ空間が

　　形成されており、どこからアクセスしても同じ名前でデー

　　タへアクセスすることが可能である。

　　　このデータ同期機能はインテック・ネットコアの独自

　　開発クラウドソリューションの第1弾として事業化フェー

　　ズへ移行しており、“クラウドストレージ”として２００９年

　　５月に報道発表を行い、株式会社IUKでの販売を行う新ス

　　トレージハードウエア製品に生かされている。

（２）プラットフォーム上の分散データベース (図６)

　　　前述のデータ同期の機能を活用した分散型データベース

　　である。市販のデータベースとの最大の違いはそのスケー

　　ラビリティ（拡張性）にあり、サイジングは不要で１つの

　　テーブルを多数のサーバで構成することにより実現する事

　　実上無制限のテーブルサイズ、レコードサイズを許容する

　　アーキテクチャである。

　　　この機能の実現によりロケーションを意識させないグロー

　　バルな分散環境での高速データアクセスが可能となる。

　日本ではNGNのサービスが開始されネットワーク上でのサー

ビス提供がいろいろな企業や団体から発表されるようになって

久しい。また海外ではGoogle、 Amazon、 Salesforce.com

などのサービス提供事業者だけでなくMicrosoft、Hewlett-

Packard、IBMなど大手製品ベンダーも独自のクラウド技術

を盛り込んだ、製品ではなく新しい“サービス”を毎月のよ

うに報道発表している。

　こうしたお客さまへ“使って頂く”事業はこれまでの買って

頂くモデルに比べ、提供する私達に対して、サービス実現まで

が非常に速いラピッド型開発、利用分のみをご請求する料金型

販売、そして鉄道などインフラ事業者と同様のサービスへの

対価に一括で含まれる保守運用など、新しいサービス対価価値観、

新しい顧客提供者間の関係までをも要求してくるものになる。

　一方、ITHDのような受託開発が事業の主力であるSI企業は

まだまだプラットフォームビジネスとは遠いビジネススタイル

でアプリケーション開発を行っていることもまた事実である。

すべてのアプリケーションがプラットフォーム型に移行すると

断言するものではないが、その多くがマルチオペレータ型の分

散配置を基本とした配信機能のあるビジネスプラットフォーム

を利用することで、これまでの開発／販売／保守を大転換する

新たな事業モデルを採用することが可能であると考えている。

図１  XaaSの分類と関連要素技術

2.3  PaaSについて
　SaaS、PaaS、IaaSの３層のうち、エンドユーザの接点と

なるアプリケーションへ、共通機能を提供しサービスの開発

効率を飛躍向上させるのがPaaS部分である。

　ITHDビジネスプラットフォームで実現されるべきPaaS部

分についての全体概構造と関連技術、そして２００８年度から

２００９年度第1四半期にかけてインテック・ネットコアで研究

開発してきた本PaaSの中心的特徴となる主要機能３つを以下

本稿では説明する。

SaaS (サース)
(Software as a Service)

Web2.0 / Ajax
ネット型アプリ＋GUI

PaaS (パース)
(Platform as a Service)

SOA
クラウドコンピューティング技術

/ GRID

IaaS (アイアス)
(Infrastructure as a Service)　　

仮想化技術
バーチャルIDC/ネットワーク

●サービスとして提供されるソフトウェア _ ex. salesforce.com など
●SFA, CRM などから普及が始まった

業務システム、業務支援システムなどを
ネットワークを介して、月額利用料ベースで貸し出す

●サービスとして提供される「プラットフォーム」, M/W (*1) も提供される
●開発者は「スケーリング」を意識せずにアプリケーションを開発できる
●開発言語は限定されている

開発環境やデータベース、管理システムなどを
ネットワークを介して、月額利用料ベースで貸し出す

●サービスとして提供される「インフラストラクチャ (*2)」
●開発者は好きなOSやM/Wをインストールし、アプリケーションを開発できる
●スケーリングは開発者自らが検討する必要がある

サーバ、ストレージを、場所込みで
ネットワークを介して、月額利用料ベースで貸し出す

(*1) ミドルウェア － データベース、アプリケーション実行環境、管理ツール
(*2) 仮想マシン, ストレージ, ネットワーク等
(*) 本資料は ITpro Magazine Vol.2, p.24 を参考に独自に作成

核となる技術 ビジネスへの展開

●オープンかつ分散モデルによる全国規模のプラットフォームを実現
●企業・個人向けのアプリケーション／コンテンツの配信を行うプラットフォーム提供への業容拡大

プラットフォーム (分散型で構築)

配信されるアプリケーション

アプリケーション提供企業

1. ITHDグループ内にプラットフォーム (SaaS/PaaS型) ビジネスを実現する
●AP提供企業（=ITHDグループ）の事業構造のSaaSモデル化=高付加価値化を図る
●さらに、第三者APの提供によるスケーラブルな機能・サービス拡充と市場規模の最大化

2. プラットフォームそのものを商材として展開する新しい事業領域を創出する

地域キャリア/CATV

ITホールディングス
プラットフォーム配信

アプリ アプリ アプリ アプリ アプリ アプリ アプリ アプリアプリ

アプリ

アプリ

＜従来モデル＞
企業ユーザが個々にシステム～アプリを構築

所有から利用へ

＜独自のプラットフォームモデル＞
「アプリ開発」と「リソース提供」を分離する
独自 かつ 新規性のある仕組みを実現

ITホールディングス内に
プラットフォーム基盤事業を構築

従来SIやアウトソースも基盤上へ展開

プラットフォームモデル
(機能もリソースも利用型へ)

従来 (個別に構築)

(*) 技術的な鍵はクラウドコンピューティング
　 以下は同種のサービスの提供者 (予定を含む)
　 Google, Amazon, Yahoo, Microsoft, IBM

プラットフォーム = アプリケーション環境
(分散データベース, プラットフォーム機能群, etc)

アプリアプリ

ハードウエア

アプリケーション

地域の
通信キャリアやデータセンター

[3] アプリケーション配信

ミドルウエア

[2] 分散データベース

インストール

配信元＝ITHD

エンドユーザ
プラットフォームから送られてくる
どんなアプリケーションでも利用可能

アプリケーション提供者はプラットフォームに
新しいアプリケーションを登録する

プラットフォーム運用者は
その地元でcomputing 環境を準備する

配信元から送られてきた
分散型プラットフォームを共用する

[1] データ同期

プラットフォーム（=P/F)のデータ同期モデルでは
単一の名前を持つデータを、P/F上の異なる地点からの読み書きが可能

⇒ 協調型P/F上の任意のアプリケーションから統一的なデータアクセスの手段を提供

write to
/path/file/name

read from
/path/file/name

GW
gateway

GW
gateway独自のデータ同期モデル

どこからアクセスしても
同じ名前でデータにアクセスが可能

ex. /path/file/name

P/F上の任意の場所から「コンテンツ」及び「ユーザデータ」にアクセス
⇒ P/F上に配信された任意の「アプリケーション」から容易にデータ取得が可能

プラットフォーム(=P/F)の分散データベース
P/Fのデータ同期モデルを活用した、分散型のデータベースシステム

⇒ P/F上の任意のアプリケーションから「統一的な名前空間で」データベースへアクセスが可能

アプリ アプリ アプリ アプリ アプリ アプリ アプリ アプリ

分散データベース

＜シンプル＆高速＞
シンプルなDBの構成
table of <key, value>

読み書きはどこからでも  実データはネット上

＜サイジング不要＞
容量は事実上無制限

●テーブルのサイズ　●レコードのサイズ
運用は共通P/F上で統合管理

＜信頼性・高速読込＞
トランザクションの仕組みを提供 (予定)
同期・非同期の両モードをサポート

サービスはプラットフォーム上のリポジトリで管理
リポジトリ情報の共有によりアプリケーションと関連するプログラムの情報を共有
⇒ 多層型のアプリケーション配信モデル、第三者によるアプリケーション提供も可能

リポジトリ情報を共有
　(via XML/HTTP)
リポジトリ情報を共有
　(via XML/HTTP)

プログラムを配信
　(via HTTP)

サービス提供者
サービス概要
プログラム
その他必要なファイル

他サーバに委譲

配信元

配信先

サービスリポジトリ

Table. プラットフォームの機能分類

1. 拡張機能

2. 基本機能

3. 開発環境

4. 管理機能 プラットフォームサービスの保守・運用・管理などに必要な機能
リポジトリ・配信管理、オペレータ管理機能などを含む

アプリケーションとしてよく使われる機能 （3rd Partyによる提供も可能）
アプリケーションからの利用頻度が高いものが機能化されたもの

プラットフォームの制御に必須なコアとなる機能
プラットフォーム内の共通機能などのベース機能と、コンピューティングリソースの制御等を行うアダプテーション機能に
分類される

開発環境やSDKなど、プラットフォームの利用支援、及びアプリケーション開発で利用される機能

アプリケーション

コンピューティングリソース

1. 拡張機能

2. 基本機能

3. 開発環境

4. 管理機能

3.3  ITHDのビジネスプラットフォームの
　　 アーキテクチャ
　ITHDでの前述FS：事業化検討ではPaaSに含まれるべき機

能を以下の４つに分類し、その機能を整理した (図８)。

（１）拡張機能

　　　基本機能と拡張機能がアプリケーションプログラムへ

　　API提供される主要な機能群である。

　　　そのうち拡張機能はよりアプリケーション機能により近く、

　　特定の種類や業界用途でのアプリケーションで標準となる

　　機能を予めそろえている。

　　　拡張機能は従来の個別アプリケーションから類似のアプ

　　リケーションでも共通となる要素を抜粋したようなもので

　　あるため、プラットフォームサービス上に搭載するSaaS

　　アプリケーション種類が増えるにつれ、より多くの拡張機

　　能モジュールが必要となる。

（２）基本機能

　　　一方基本機能はアプリケーション種類等には依存せず、

　　データやトランザクションなどのサービス提供にとって不

　　可欠な基本処理の部分をそろえている。

　　　基本機能部分はさらにハードウエア制御に近い、回線

　　制御やリソース制御などの“アダプテーション機能”と、

　　アプリケーション種類を問わず必須となる処理機能、例え

　　ば認証や課金やメディア変換などを含む“ベース機能”で

　　構成されている。

（３）開発環境

　　　ソフトウエアを開発するためのキット（Software 

　　Development Kit: SDK）やPaaSの上位であるSaaS

　　アプリケーションの開発者のための利便性をあげる機能、

　　APIのための画面インターフェースなど開発環境もPaaS

　　内に準備される。

（４）管理機能

　　　PaaS部分にはまたプラットフォーム自身の保守や運用

　　や管理に必要な機能が備わる。

（３）アプリケーションの配信 (図７)

　　　アプリケーションの配信はITHDグループだけなく他社

　　のアプリケーションもビジネスプラットフォーム上へ搭

　　載し各ロケーションへ配信することが可能となるための

　　必要機能である。アプリケーションプログラムの構造が

　　リポジトリ構成であった場合、そのまま部分木を“送る”

　　ことも可能である。

　　　これまでのPaaSとSaaSのように、SaaSアプリケー   

　　ションが固定1か所のPaaS上にのみ存在するのではなく、

　　物理的に離れた別の場所にあるPaaS上へ送られ、その送

　　られた先の場所でSaaSアプリケーションとして機能する

　　という状況を実現する。

　　　この機能の実現によりアプリケーションとデータとを

　　分離した、これまでのプラットフォーム事業とは一線を

　　画す、柔軟で新しい可能性を秘めたサービス配信モデル

　　が可能となる。

4.1  クラウドソリューションの製品化第1弾
　前述のデータ同期機能は、ネットコアで取り組んできたク

ラウドソリューションの一機能であるが他のクラウド機能に

先んじて、その特徴的機能をストレージ製品としてITHDグルー

プのビジネスへフィードバックさせた。IUKが今後販売するこ

とになるこのストレージは以下のような特徴を持つ。

（１）高性能　並列処理によりリニアかつ無制限の性能向上が可能。

　  　　　　アクセス頻度に応じた動的な優先処理も実現。

（２）拡張性　コンポーネントを追加するだけで増設が可能。

　 　　　　動的な障害時自動切り離しなど、運用管理面の簡

　　　　　  易化も実現。

（３）信頼性　多重化を設定することにより、設定した冗長度の 

　　　　　　自動的な維持による信頼性の向上と、自動バック

　　　　　 アップやディザスタリカバリを実現。

　ITHDビジネスプラットフォームの実現のためにも、もちろん

今後このデータ同期機能はさらに進化させてゆく計画であるが、

このような形で研究開発に目途がついた機能を“切り出して”

ゆくことで、個別製品の創造という効果を ITHDグループ内に

研究成果として残してゆくことができることは、大変価値のあ

ることだと考えている。

4.2  ITHDビジネスプラットフォームの
　　 サービス化に向けた今後の取り組み
　インテック・ネットコアでは前述の分散型データベース、ア

プリケーション配信機能などを２００９年度中にプロトタイプ開

発することを予定している。

　しかしビジネスプラットフォーム全体の構成要素は非常に多

く、ITHDグループ単体での研究や開発の規模とスピードでは

とうてい全体を迅速に完成させる、ということには程遠い。

　SaaSアプリケーションへの支援機能としてSDKやAPI の

拡充、またプラットフォーム自体のサービス化準備としてアプ

リケーション配信、運用管理、課金などの共通機能、他事業者

間連携のための各機能など、まだ多くの研究開発すべき対象が

存在している。

　したがって２０１０年度以降はより多くの ITHD内研究開発担

当部署、開発や運用を担う事業部、さらにはSaaSを希望する

お客さま企業など、多方面かつ大勢の関係者の皆様と協力して、

開発を続けていくことが最も大切なことだと考えている。
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サービス配信プラットフォーム
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プラットフォームへの適用とその独自性～
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1. はじめに
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概要
　本稿はSalesforce.com社のForce.com、Google社のGoogle App engineに代表されるプラットフォーム型

IT事業を、ITホールディングスが掲げる「ビジネスプラットフォーム」としてどう実現すべきかの研究報告である。

目指すべき方向性は、事業面では全国各地の複数のデータセンター事業者等がネットワークを介して同じサービス

を提供するマルチオペレータ型分散プラットフォームであり、開発面ではアプリケーション開発とリソース提供の分

離であると位置づけその３層構造での提供部分中、中核となるPaaS部分について １）データ同期 ２）分散データ

ベース ３）アプリケーションの配信、の３つのインテック・ネットコア独自の機能とそのアーキテクチャ概要を紹介す

る。このうちデータ同期に関する機能を先行して切り出し、クラウドコンピューティング技術を企業などが自組織内

で利用できる「プライベートクラウド」のストレージ製品として技術提供を開始した。

3.1 ビジネスプラットフォームへの２つの視点
　ITHDの掲げるビジネスプラットフォームの実現にむけて、

その目指すべき姿を事業面の視点からと開発面での視点からの、

２つの視点で描いた。

（1）事業面視点：マルチオペレータ型分散プラットフォーム

　　　新しい事業領域を広げるために、他社作成のアプリケー

　　ションが ITHDのビジネスプラットフォーム上に載り、か

　　つ他のオペレータ（たとえば地域の通信キャリアやケーブ

　　ルテレビ事業者、データセンター事業者など、各地域で通

　　信や情報処理の運用事業を行う企業）と全国分散型に構築

　　したプラットフォームで繋がる“マルチオペレータ型分散

　　プラットフォームモデル”を、ITHDのビジネスプラット

　　フォームの目指すべき姿とした（図２）。

（２）開発面視点：アプリケーション開発とリソース提供の分離

　　　アプリケーション開発ならびにそのサービスとしての提

　　供と、リソースつまりハードウエア・ミドルウエア・共通

　　機能群などの提供を分離することで“機能もリソースも利

　　用型”へコンピューティング環境と機能群としてのソフト

　　ウエアの利用のありようを大きく変革することが可能と

　　なることが、アプリケーション開発面視点でとらえたビ

　　ジネスプラットフォームのもうひとつの目指す姿である

　　（図３）。

1.1  買う開発から使う開発へ
　IT分野全体、特にソフトウエアを設計し開発する事業では

従来主に大企業向けの形態として受託開発が求められてきた。

それは個別に設計しリソースを用意して提供する言わば“買う”

開発だった。しかし近年の顧客企業の要望は変化してきており、

その時に必要であるリソース、機能、サービスを使うこと、

つまり顧客企業が必要分を随時“使う”開発への時代の流れ

が生まれてきている。

1.2  ITホールディングスにおける
　　 ビジネスプラットフォーム
　ITホールディングス(以下、ITHD)では、２００９年４月から

２０１２年３月までの第1次中期事業計画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、プラットフォーム

型IT事業として新規に取り組む“ビジネスプラットフォームサー

ビス事業”を掲げている。

　２００８年度下期に、ITHDはフィージビリティスタディ(事業

化検討)として、独自の配信機能を持つビジネスプラットフォー

ムの事業性、要素技術などをITHDグループ各社のメンバーと

共に集中的に検討した。（フィージビリティスタディの実施内

容は本特集の「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」を参照のこと。）

2. プラットフォーム概要
2.1  プラットフォーム型IT事業の隆盛
　機能やサービスを利用分だけ提供する事業形態の流れは確実

に広まっている。例えばアメリカ発のSalesforce.com社の

Force.comは欧州や日本へも既に進出し、エンタープライズ

むけ開発ならびに運用環境市場の一角を占め始めている。

　プラットフォーム型の IT事業は企業の業務向けの提供より

先に、一般のインターネット利用者向けに広く認知されている。

検索ならびにそれに付随する広告事業を世界規模に広げた

Google社のGoogle App Engine、書籍販売に端を発した

リソース従量提供プラットフォームを急速に拡大している

Amazon社のAmazon Elastic Compute Cloudが最も知ら

れているプラットフォーム型 IT事業である。またMicrosoft

社のような巨大ソフトウエアベンダーもWindows Azureとい

うプラットフォームサービスを発表した。

　現在このようなプラットフォーム型IT事業が多くのアプリケー

ション提供に採り入れられ、隆盛へと向かっている。

2.2  3層モデル
　プラットフォーム型 IT事業の形態を表現する記述として多く

用いられる３層による水平構造を用いて説明する。

　●  SaaS (サース：Software as a service)

　●  PaaS (パース：Platform as a service)

　●  IaaS (アイアス：Infrastructure as a service)

　全体としての特徴は、より上位の層から見た場合その下位の

層が隠蔽されていることである。言い換えると、下の層の仕組

みが上の層からは見えない、つまり決められたインターフェース

を用いて層間のやり取りをすることで、下位の動作状況・環境・

管理などを気にせずに上位層のソフトウエアは下位層の資源や

機能を用いてサービスを構築できる。なお、これらaaSで終

わる名称を総称してXaaS（エクサース：X as a service）

と呼ぶことが多い。

　実現への核となる要素技術は、SaaSではWeb2.0, Ajaxなど

ネット型アプリケーションと、利用しやすいGUI (Graphical 

User Interface)である。PaaSではSOA(Service Oriented 

Architecture)やクラウド、グリッドなどの分散処理技術、

IaaSでは仮想化やバーチャル IDC(Internet Data Center)

などの技術である。

3. 目指すプラットフォームモデル

図３  めざすプラットフォームモデルの概要

図４  インテック・ネットコアのサービス配信モデル　概要

図５  プラットフォーム上のデータ同期モデル
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● 株式会社インテック・ネットコア　
　取締役CSO(Chief Strategic Officer：事業戦略担当役員)　
　博士（情報理工学）
● 次世代経路制御技術、IX(Internet eXchange)、MPLS、および
　次世代ネットワーク(NGN)に関する研究とコンサルティングに
　従事。現在はクラウドコンピューティングに関する研究開発も
　手掛ける。国際大学GLOCOMフェロー、次世代IX研究会幹事、
　インターネット技術研究会 RIBB分科会主査、MPLS Japan 
　2001-2009実行委員など。

HIRAI Hidemi

平井　日出美

● 株式会社インテック・ネットコア
　サービスプラットフォーム開発グループ主幹研究員
● 事業戦略コンサル（データセンター、CATV、NGN関連等）、
　新規事業コンサルなどに従事。現在はクラウド技術、
　プラットフォームビジネスに関する調査研究を主として活動。

図７  アプリケーションの配信 図８  プラットフォームの機能モデル

図２  マルチオペレータ型の分散プラットフォームの狙い

3.2 インテック・ネットコアのプラットフォーム
　　  が提供する機能
　プラットフォーム型サービスへの適用を検討してきたイン

テック・ネットコア独自の“サービス配信プラットフォーム”

には以下の3つのカテゴリーでの独自に設計開発した機能が

含まれる。

　●  プラットフォーム上のデータ同期

　●  プラットフォーム上の分散データベース

　●  アプリケーションの配信

　本稿に記載された上記３つの機能が将来すべて開発され、

構築が全国に広がった場合には、以下の状況が実現する。

配信元であるITHDは共用で用いる非常に多くのコンピューティ

ングリソースを保有し、そして第三者である事業者（通信キャ

リアやデータセンター事業者など）が個別に可能な範囲での

コンピューティングリソースを本プラットフォームのために準

備する。ITHDのビジネスプラットフォームはITHDのみならず、

こうしたマルチオペレータへ提供され、１つのビジネスプラット

フォームとしてのクラウド空間を形成する。

　このクラウド空間実現のためインテックシステム研究所内に、

本 ITHDビジネスプラットフォーム実現のための「クラウド事

業準備室」が２００９年８月より新設された（図４）。

図６  プラットフォーム上の分散データベース

4. ビジネス化に向けた取り組み

5. おわりに

以下順番に各機能の概要を説明する。

（１）プラットフォーム上のデータ同期 (図５)

　　　ストレージが物理的に設置される場所が離れていても、

　　本サービス配信モデル内では１つの論理的データ空間が

　　形成されており、どこからアクセスしても同じ名前でデー

　　タへアクセスすることが可能である。

　　　このデータ同期機能はインテック・ネットコアの独自

　　開発クラウドソリューションの第1弾として事業化フェー

　　ズへ移行しており、“クラウドストレージ”として２００９年

　　５月に報道発表を行い、株式会社IUKでの販売を行う新ス

　　トレージハードウエア製品に生かされている。

（２）プラットフォーム上の分散データベース (図６)

　　　前述のデータ同期の機能を活用した分散型データベース

　　である。市販のデータベースとの最大の違いはそのスケー

　　ラビリティ（拡張性）にあり、サイジングは不要で１つの

　　テーブルを多数のサーバで構成することにより実現する事

　　実上無制限のテーブルサイズ、レコードサイズを許容する

　　アーキテクチャである。

　　　この機能の実現によりロケーションを意識させないグロー

　　バルな分散環境での高速データアクセスが可能となる。

　日本ではNGNのサービスが開始されネットワーク上でのサー

ビス提供がいろいろな企業や団体から発表されるようになって

久しい。また海外ではGoogle、 Amazon、 Salesforce.com

などのサービス提供事業者だけでなくMicrosoft、Hewlett-

Packard、IBMなど大手製品ベンダーも独自のクラウド技術

を盛り込んだ、製品ではなく新しい“サービス”を毎月のよ

うに報道発表している。

　こうしたお客さまへ“使って頂く”事業はこれまでの買って

頂くモデルに比べ、提供する私達に対して、サービス実現まで

が非常に速いラピッド型開発、利用分のみをご請求する料金型

販売、そして鉄道などインフラ事業者と同様のサービスへの

対価に一括で含まれる保守運用など、新しいサービス対価価値観、

新しい顧客提供者間の関係までをも要求してくるものになる。

　一方、ITHDのような受託開発が事業の主力であるSI企業は

まだまだプラットフォームビジネスとは遠いビジネススタイル

でアプリケーション開発を行っていることもまた事実である。

すべてのアプリケーションがプラットフォーム型に移行すると

断言するものではないが、その多くがマルチオペレータ型の分

散配置を基本とした配信機能のあるビジネスプラットフォーム

を利用することで、これまでの開発／販売／保守を大転換する

新たな事業モデルを採用することが可能であると考えている。

図１  XaaSの分類と関連要素技術

2.3  PaaSについて
　SaaS、PaaS、IaaSの３層のうち、エンドユーザの接点と

なるアプリケーションへ、共通機能を提供しサービスの開発

効率を飛躍向上させるのがPaaS部分である。

　ITHDビジネスプラットフォームで実現されるべきPaaS部

分についての全体概構造と関連技術、そして２００８年度から

２００９年度第1四半期にかけてインテック・ネットコアで研究

開発してきた本PaaSの中心的特徴となる主要機能３つを以下

本稿では説明する。

SaaS (サース)
(Software as a Service)

Web2.0 / Ajax
ネット型アプリ＋GUI

PaaS (パース)
(Platform as a Service)

SOA
クラウドコンピューティング技術

/ GRID

IaaS (アイアス)
(Infrastructure as a Service)　　

仮想化技術
バーチャルIDC/ネットワーク

●サービスとして提供されるソフトウェア _ ex. salesforce.com など
●SFA, CRM などから普及が始まった

業務システム、業務支援システムなどを
ネットワークを介して、月額利用料ベースで貸し出す

●サービスとして提供される「プラットフォーム」, M/W (*1) も提供される
●開発者は「スケーリング」を意識せずにアプリケーションを開発できる
●開発言語は限定されている

開発環境やデータベース、管理システムなどを
ネットワークを介して、月額利用料ベースで貸し出す

●サービスとして提供される「インフラストラクチャ (*2)」
●開発者は好きなOSやM/Wをインストールし、アプリケーションを開発できる
●スケーリングは開発者自らが検討する必要がある

サーバ、ストレージを、場所込みで
ネットワークを介して、月額利用料ベースで貸し出す

(*1) ミドルウェア － データベース、アプリケーション実行環境、管理ツール
(*2) 仮想マシン, ストレージ, ネットワーク等
(*) 本資料は ITpro Magazine Vol.2, p.24 を参考に独自に作成

核となる技術 ビジネスへの展開

●オープンかつ分散モデルによる全国規模のプラットフォームを実現
●企業・個人向けのアプリケーション／コンテンツの配信を行うプラットフォーム提供への業容拡大

プラットフォーム (分散型で構築)

配信されるアプリケーション

アプリケーション提供企業

1. ITHDグループ内にプラットフォーム (SaaS/PaaS型) ビジネスを実現する
●AP提供企業（=ITHDグループ）の事業構造のSaaSモデル化=高付加価値化を図る
●さらに、第三者APの提供によるスケーラブルな機能・サービス拡充と市場規模の最大化

2. プラットフォームそのものを商材として展開する新しい事業領域を創出する

地域キャリア/CATV

ITホールディングス
プラットフォーム配信

アプリ アプリ アプリ アプリ アプリ アプリ アプリ アプリアプリ

アプリ

アプリ

＜従来モデル＞
企業ユーザが個々にシステム～アプリを構築

所有から利用へ

＜独自のプラットフォームモデル＞
「アプリ開発」と「リソース提供」を分離する
独自 かつ 新規性のある仕組みを実現

ITホールディングス内に
プラットフォーム基盤事業を構築

従来SIやアウトソースも基盤上へ展開

プラットフォームモデル
(機能もリソースも利用型へ)

従来 (個別に構築)

(*) 技術的な鍵はクラウドコンピューティング
　 以下は同種のサービスの提供者 (予定を含む)
　 Google, Amazon, Yahoo, Microsoft, IBM

プラットフォーム = アプリケーション環境
(分散データベース, プラットフォーム機能群, etc)

アプリアプリ

ハードウエア

アプリケーション

地域の
通信キャリアやデータセンター

[3] アプリケーション配信

ミドルウエア

[2] 分散データベース

インストール

配信元＝ITHD

エンドユーザ
プラットフォームから送られてくる
どんなアプリケーションでも利用可能

アプリケーション提供者はプラットフォームに
新しいアプリケーションを登録する

プラットフォーム運用者は
その地元でcomputing 環境を準備する

配信元から送られてきた
分散型プラットフォームを共用する

[1] データ同期

プラットフォーム（=P/F)のデータ同期モデルでは
単一の名前を持つデータを、P/F上の異なる地点からの読み書きが可能

⇒ 協調型P/F上の任意のアプリケーションから統一的なデータアクセスの手段を提供

write to
/path/file/name

read from
/path/file/name

GW
gateway

GW
gateway独自のデータ同期モデル

どこからアクセスしても
同じ名前でデータにアクセスが可能

ex. /path/file/name

P/F上の任意の場所から「コンテンツ」及び「ユーザデータ」にアクセス
⇒ P/F上に配信された任意の「アプリケーション」から容易にデータ取得が可能

プラットフォーム(=P/F)の分散データベース
P/Fのデータ同期モデルを活用した、分散型のデータベースシステム

⇒ P/F上の任意のアプリケーションから「統一的な名前空間で」データベースへアクセスが可能

アプリ アプリ アプリ アプリ アプリ アプリ アプリ アプリ

分散データベース

＜シンプル＆高速＞
シンプルなDBの構成
table of <key, value>

読み書きはどこからでも  実データはネット上

＜サイジング不要＞
容量は事実上無制限

●テーブルのサイズ　●レコードのサイズ
運用は共通P/F上で統合管理

＜信頼性・高速読込＞
トランザクションの仕組みを提供 (予定)
同期・非同期の両モードをサポート

サービスはプラットフォーム上のリポジトリで管理
リポジトリ情報の共有によりアプリケーションと関連するプログラムの情報を共有
⇒ 多層型のアプリケーション配信モデル、第三者によるアプリケーション提供も可能

リポジトリ情報を共有
　(via XML/HTTP)
リポジトリ情報を共有
　(via XML/HTTP)

プログラムを配信
　(via HTTP)

サービス提供者
サービス概要
プログラム
その他必要なファイル

他サーバに委譲

配信元

配信先

サービスリポジトリ

Table. プラットフォームの機能分類

1. 拡張機能

2. 基本機能

3. 開発環境

4. 管理機能 プラットフォームサービスの保守・運用・管理などに必要な機能
リポジトリ・配信管理、オペレータ管理機能などを含む

アプリケーションとしてよく使われる機能 （3rd Partyによる提供も可能）
アプリケーションからの利用頻度が高いものが機能化されたもの

プラットフォームの制御に必須なコアとなる機能
プラットフォーム内の共通機能などのベース機能と、コンピューティングリソースの制御等を行うアダプテーション機能に
分類される

開発環境やSDKなど、プラットフォームの利用支援、及びアプリケーション開発で利用される機能

アプリケーション

コンピューティングリソース

1. 拡張機能

2. 基本機能

3. 開発環境

4. 管理機能

3.3  ITHDのビジネスプラットフォームの
　　 アーキテクチャ
　ITHDでの前述FS：事業化検討ではPaaSに含まれるべき機

能を以下の４つに分類し、その機能を整理した (図８)。

（１）拡張機能

　　　基本機能と拡張機能がアプリケーションプログラムへ

　　API提供される主要な機能群である。

　　　そのうち拡張機能はよりアプリケーション機能により近く、

　　特定の種類や業界用途でのアプリケーションで標準となる

　　機能を予めそろえている。

　　　拡張機能は従来の個別アプリケーションから類似のアプ

　　リケーションでも共通となる要素を抜粋したようなもので

　　あるため、プラットフォームサービス上に搭載するSaaS

　　アプリケーション種類が増えるにつれ、より多くの拡張機

　　能モジュールが必要となる。

（２）基本機能

　　　一方基本機能はアプリケーション種類等には依存せず、

　　データやトランザクションなどのサービス提供にとって不

　　可欠な基本処理の部分をそろえている。

　　　基本機能部分はさらにハードウエア制御に近い、回線

　　制御やリソース制御などの“アダプテーション機能”と、

　　アプリケーション種類を問わず必須となる処理機能、例え

　　ば認証や課金やメディア変換などを含む“ベース機能”で

　　構成されている。

（３）開発環境

　　　ソフトウエアを開発するためのキット（Software 

　　Development Kit: SDK）やPaaSの上位であるSaaS

　　アプリケーションの開発者のための利便性をあげる機能、

　　APIのための画面インターフェースなど開発環境もPaaS

　　内に準備される。

（４）管理機能

　　　PaaS部分にはまたプラットフォーム自身の保守や運用

　　や管理に必要な機能が備わる。

（３）アプリケーションの配信 (図７)

　　　アプリケーションの配信はITHDグループだけなく他社

　　のアプリケーションもビジネスプラットフォーム上へ搭

　　載し各ロケーションへ配信することが可能となるための

　　必要機能である。アプリケーションプログラムの構造が

　　リポジトリ構成であった場合、そのまま部分木を“送る”

　　ことも可能である。

　　　これまでのPaaSとSaaSのように、SaaSアプリケー   

　　ションが固定1か所のPaaS上にのみ存在するのではなく、

　　物理的に離れた別の場所にあるPaaS上へ送られ、その送

　　られた先の場所でSaaSアプリケーションとして機能する

　　という状況を実現する。

　　　この機能の実現によりアプリケーションとデータとを

　　分離した、これまでのプラットフォーム事業とは一線を

　　画す、柔軟で新しい可能性を秘めたサービス配信モデル

　　が可能となる。

4.1  クラウドソリューションの製品化第1弾
　前述のデータ同期機能は、ネットコアで取り組んできたク

ラウドソリューションの一機能であるが他のクラウド機能に

先んじて、その特徴的機能をストレージ製品としてITHDグルー

プのビジネスへフィードバックさせた。IUKが今後販売するこ

とになるこのストレージは以下のような特徴を持つ。

（１）高性能　並列処理によりリニアかつ無制限の性能向上が可能。

　  　　　　アクセス頻度に応じた動的な優先処理も実現。

（２）拡張性　コンポーネントを追加するだけで増設が可能。

　 　　　　動的な障害時自動切り離しなど、運用管理面の簡

　　　　　  易化も実現。

（３）信頼性　多重化を設定することにより、設定した冗長度の 

　　　　　　自動的な維持による信頼性の向上と、自動バック

　　　　　 アップやディザスタリカバリを実現。

　ITHDビジネスプラットフォームの実現のためにも、もちろん

今後このデータ同期機能はさらに進化させてゆく計画であるが、

このような形で研究開発に目途がついた機能を“切り出して”

ゆくことで、個別製品の創造という効果を ITHDグループ内に

研究成果として残してゆくことができることは、大変価値のあ

ることだと考えている。

4.2  ITHDビジネスプラットフォームの
　　 サービス化に向けた今後の取り組み
　インテック・ネットコアでは前述の分散型データベース、ア

プリケーション配信機能などを２００９年度中にプロトタイプ開

発することを予定している。

　しかしビジネスプラットフォーム全体の構成要素は非常に多

く、ITHDグループ単体での研究や開発の規模とスピードでは

とうてい全体を迅速に完成させる、ということには程遠い。

　SaaSアプリケーションへの支援機能としてSDKやAPI の

拡充、またプラットフォーム自体のサービス化準備としてアプ

リケーション配信、運用管理、課金などの共通機能、他事業者

間連携のための各機能など、まだ多くの研究開発すべき対象が

存在している。

　したがって２０１０年度以降はより多くの ITHD内研究開発担

当部署、開発や運用を担う事業部、さらにはSaaSを希望する

お客さま企業など、多方面かつ大勢の関係者の皆様と協力して、

開発を続けていくことが最も大切なことだと考えている。
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～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～
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1. はじめに
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概要
　本稿はSalesforce.com社のForce.com、Google社のGoogle App engineに代表されるプラットフォーム型

IT事業を、ITホールディングスが掲げる「ビジネスプラットフォーム」としてどう実現すべきかの研究報告である。

目指すべき方向性は、事業面では全国各地の複数のデータセンター事業者等がネットワークを介して同じサービス

を提供するマルチオペレータ型分散プラットフォームであり、開発面ではアプリケーション開発とリソース提供の分

離であると位置づけその３層構造での提供部分中、中核となるPaaS部分について １）データ同期 ２）分散データ

ベース ３）アプリケーションの配信、の３つのインテック・ネットコア独自の機能とそのアーキテクチャ概要を紹介す

る。このうちデータ同期に関する機能を先行して切り出し、クラウドコンピューティング技術を企業などが自組織内

で利用できる「プライベートクラウド」のストレージ製品として技術提供を開始した。

3.1 ビジネスプラットフォームへの２つの視点
　ITHDの掲げるビジネスプラットフォームの実現にむけて、

その目指すべき姿を事業面の視点からと開発面での視点からの、

２つの視点で描いた。

（1）事業面視点：マルチオペレータ型分散プラットフォーム

　　　新しい事業領域を広げるために、他社作成のアプリケー

　　ションが ITHDのビジネスプラットフォーム上に載り、か

　　つ他のオペレータ（たとえば地域の通信キャリアやケーブ

　　ルテレビ事業者、データセンター事業者など、各地域で通

　　信や情報処理の運用事業を行う企業）と全国分散型に構築

　　したプラットフォームで繋がる“マルチオペレータ型分散

　　プラットフォームモデル”を、ITHDのビジネスプラット

　　フォームの目指すべき姿とした（図２）。

（２）開発面視点：アプリケーション開発とリソース提供の分離

　　　アプリケーション開発ならびにそのサービスとしての提

　　供と、リソースつまりハードウエア・ミドルウエア・共通

　　機能群などの提供を分離することで“機能もリソースも利

　　用型”へコンピューティング環境と機能群としてのソフト

　　ウエアの利用のありようを大きく変革することが可能と

　　なることが、アプリケーション開発面視点でとらえたビ

　　ジネスプラットフォームのもうひとつの目指す姿である

　　（図３）。

1.1  買う開発から使う開発へ
　IT分野全体、特にソフトウエアを設計し開発する事業では

従来主に大企業向けの形態として受託開発が求められてきた。

それは個別に設計しリソースを用意して提供する言わば“買う”

開発だった。しかし近年の顧客企業の要望は変化してきており、

その時に必要であるリソース、機能、サービスを使うこと、

つまり顧客企業が必要分を随時“使う”開発への時代の流れ

が生まれてきている。

1.2  ITホールディングスにおける
　　 ビジネスプラットフォーム
　ITホールディングス(以下、ITHD)では、２００９年４月から

２０１２年３月までの第1次中期事業計画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、プラットフォーム

型IT事業として新規に取り組む“ビジネスプラットフォームサー

ビス事業”を掲げている。

　２００８年度下期に、ITHDはフィージビリティスタディ(事業

化検討)として、独自の配信機能を持つビジネスプラットフォー

ムの事業性、要素技術などをITHDグループ各社のメンバーと

共に集中的に検討した。（フィージビリティスタディの実施内

容は本特集の「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」を参照のこと。）

2. プラットフォーム概要
2.1  プラットフォーム型IT事業の隆盛
　機能やサービスを利用分だけ提供する事業形態の流れは確実

に広まっている。例えばアメリカ発のSalesforce.com社の

Force.comは欧州や日本へも既に進出し、エンタープライズ

むけ開発ならびに運用環境市場の一角を占め始めている。

　プラットフォーム型の IT事業は企業の業務向けの提供より

先に、一般のインターネット利用者向けに広く認知されている。

検索ならびにそれに付随する広告事業を世界規模に広げた

Google社のGoogle App Engine、書籍販売に端を発した

リソース従量提供プラットフォームを急速に拡大している

Amazon社のAmazon Elastic Compute Cloudが最も知ら

れているプラットフォーム型 IT事業である。またMicrosoft

社のような巨大ソフトウエアベンダーもWindows Azureとい

うプラットフォームサービスを発表した。

　現在このようなプラットフォーム型IT事業が多くのアプリケー

ション提供に採り入れられ、隆盛へと向かっている。

2.2  3層モデル
　プラットフォーム型 IT事業の形態を表現する記述として多く

用いられる３層による水平構造を用いて説明する。

　●  SaaS (サース：Software as a service)

　●  PaaS (パース：Platform as a service)

　●  IaaS (アイアス：Infrastructure as a service)

　全体としての特徴は、より上位の層から見た場合その下位の

層が隠蔽されていることである。言い換えると、下の層の仕組

みが上の層からは見えない、つまり決められたインターフェース

を用いて層間のやり取りをすることで、下位の動作状況・環境・

管理などを気にせずに上位層のソフトウエアは下位層の資源や

機能を用いてサービスを構築できる。なお、これらaaSで終

わる名称を総称してXaaS（エクサース：X as a service）

と呼ぶことが多い。

　実現への核となる要素技術は、SaaSではWeb2.0, Ajaxなど

ネット型アプリケーションと、利用しやすいGUI (Graphical 

User Interface)である。PaaSではSOA(Service Oriented 

Architecture)やクラウド、グリッドなどの分散処理技術、

IaaSでは仮想化やバーチャル IDC(Internet Data Center)

などの技術である。

3. 目指すプラットフォームモデル

図３  めざすプラットフォームモデルの概要

図４  インテック・ネットコアのサービス配信モデル　概要

図５  プラットフォーム上のデータ同期モデル

32 33

特
集

NAKAGAWA Ikuo

中川　郁夫

● 株式会社インテック・ネットコア　
　取締役CSO(Chief Strategic Officer：事業戦略担当役員)　
　博士（情報理工学）
● 次世代経路制御技術、IX(Internet eXchange)、MPLS、および
　次世代ネットワーク(NGN)に関する研究とコンサルティングに
　従事。現在はクラウドコンピューティングに関する研究開発も
　手掛ける。国際大学GLOCOMフェロー、次世代IX研究会幹事、
　インターネット技術研究会 RIBB分科会主査、MPLS Japan 
　2001-2009実行委員など。

HIRAI Hidemi

平井　日出美

● 株式会社インテック・ネットコア
　サービスプラットフォーム開発グループ主幹研究員
● 事業戦略コンサル（データセンター、CATV、NGN関連等）、
　新規事業コンサルなどに従事。現在はクラウド技術、
　プラットフォームビジネスに関する調査研究を主として活動。

図７  アプリケーションの配信 図８  プラットフォームの機能モデル

図２  マルチオペレータ型の分散プラットフォームの狙い

3.2 インテック・ネットコアのプラットフォーム
　　  が提供する機能
　プラットフォーム型サービスへの適用を検討してきたイン

テック・ネットコア独自の“サービス配信プラットフォーム”

には以下の3つのカテゴリーでの独自に設計開発した機能が

含まれる。

　●  プラットフォーム上のデータ同期

　●  プラットフォーム上の分散データベース

　●  アプリケーションの配信

　本稿に記載された上記３つの機能が将来すべて開発され、

構築が全国に広がった場合には、以下の状況が実現する。

配信元であるITHDは共用で用いる非常に多くのコンピューティ

ングリソースを保有し、そして第三者である事業者（通信キャ

リアやデータセンター事業者など）が個別に可能な範囲での

コンピューティングリソースを本プラットフォームのために準

備する。ITHDのビジネスプラットフォームはITHDのみならず、

こうしたマルチオペレータへ提供され、１つのビジネスプラット

フォームとしてのクラウド空間を形成する。

　このクラウド空間実現のためインテックシステム研究所内に、

本 ITHDビジネスプラットフォーム実現のための「クラウド事

業準備室」が２００９年８月より新設された（図４）。

図６  プラットフォーム上の分散データベース

4. ビジネス化に向けた取り組み

5. おわりに

以下順番に各機能の概要を説明する。

（１）プラットフォーム上のデータ同期 (図５)

　　　ストレージが物理的に設置される場所が離れていても、

　　本サービス配信モデル内では１つの論理的データ空間が

　　形成されており、どこからアクセスしても同じ名前でデー

　　タへアクセスすることが可能である。

　　　このデータ同期機能はインテック・ネットコアの独自

　　開発クラウドソリューションの第1弾として事業化フェー

　　ズへ移行しており、“クラウドストレージ”として２００９年

　　５月に報道発表を行い、株式会社IUKでの販売を行う新ス

　　トレージハードウエア製品に生かされている。

（２）プラットフォーム上の分散データベース (図６)

　　　前述のデータ同期の機能を活用した分散型データベース

　　である。市販のデータベースとの最大の違いはそのスケー

　　ラビリティ（拡張性）にあり、サイジングは不要で１つの

　　テーブルを多数のサーバで構成することにより実現する事

　　実上無制限のテーブルサイズ、レコードサイズを許容する

　　アーキテクチャである。

　　　この機能の実現によりロケーションを意識させないグロー

　　バルな分散環境での高速データアクセスが可能となる。

　日本ではNGNのサービスが開始されネットワーク上でのサー

ビス提供がいろいろな企業や団体から発表されるようになって

久しい。また海外ではGoogle、 Amazon、 Salesforce.com

などのサービス提供事業者だけでなくMicrosoft、Hewlett-

Packard、IBMなど大手製品ベンダーも独自のクラウド技術

を盛り込んだ、製品ではなく新しい“サービス”を毎月のよ

うに報道発表している。

　こうしたお客さまへ“使って頂く”事業はこれまでの買って

頂くモデルに比べ、提供する私達に対して、サービス実現まで

が非常に速いラピッド型開発、利用分のみをご請求する料金型

販売、そして鉄道などインフラ事業者と同様のサービスへの

対価に一括で含まれる保守運用など、新しいサービス対価価値観、

新しい顧客提供者間の関係までをも要求してくるものになる。

　一方、ITHDのような受託開発が事業の主力であるSI企業は

まだまだプラットフォームビジネスとは遠いビジネススタイル

でアプリケーション開発を行っていることもまた事実である。

すべてのアプリケーションがプラットフォーム型に移行すると

断言するものではないが、その多くがマルチオペレータ型の分

散配置を基本とした配信機能のあるビジネスプラットフォーム

を利用することで、これまでの開発／販売／保守を大転換する

新たな事業モデルを採用することが可能であると考えている。

図１  XaaSの分類と関連要素技術

2.3  PaaSについて
　SaaS、PaaS、IaaSの３層のうち、エンドユーザの接点と

なるアプリケーションへ、共通機能を提供しサービスの開発

効率を飛躍向上させるのがPaaS部分である。

　ITHDビジネスプラットフォームで実現されるべきPaaS部

分についての全体概構造と関連技術、そして２００８年度から

２００９年度第1四半期にかけてインテック・ネットコアで研究

開発してきた本PaaSの中心的特徴となる主要機能３つを以下

本稿では説明する。

SaaS (サース)
(Software as a Service)

Web2.0 / Ajax
ネット型アプリ＋GUI

PaaS (パース)
(Platform as a Service)

SOA
クラウドコンピューティング技術

/ GRID

IaaS (アイアス)
(Infrastructure as a Service)　　

仮想化技術
バーチャルIDC/ネットワーク

●サービスとして提供されるソフトウェア _ ex. salesforce.com など
●SFA, CRM などから普及が始まった

業務システム、業務支援システムなどを
ネットワークを介して、月額利用料ベースで貸し出す

●サービスとして提供される「プラットフォーム」, M/W (*1) も提供される
●開発者は「スケーリング」を意識せずにアプリケーションを開発できる
●開発言語は限定されている

開発環境やデータベース、管理システムなどを
ネットワークを介して、月額利用料ベースで貸し出す

●サービスとして提供される「インフラストラクチャ (*2)」
●開発者は好きなOSやM/Wをインストールし、アプリケーションを開発できる
●スケーリングは開発者自らが検討する必要がある

サーバ、ストレージを、場所込みで
ネットワークを介して、月額利用料ベースで貸し出す

(*1) ミドルウェア － データベース、アプリケーション実行環境、管理ツール
(*2) 仮想マシン, ストレージ, ネットワーク等
(*) 本資料は ITpro Magazine Vol.2, p.24 を参考に独自に作成

核となる技術 ビジネスへの展開

●オープンかつ分散モデルによる全国規模のプラットフォームを実現
●企業・個人向けのアプリケーション／コンテンツの配信を行うプラットフォーム提供への業容拡大

プラットフォーム (分散型で構築)

配信されるアプリケーション

アプリケーション提供企業

1. ITHDグループ内にプラットフォーム (SaaS/PaaS型) ビジネスを実現する
●AP提供企業（=ITHDグループ）の事業構造のSaaSモデル化=高付加価値化を図る
●さらに、第三者APの提供によるスケーラブルな機能・サービス拡充と市場規模の最大化

2. プラットフォームそのものを商材として展開する新しい事業領域を創出する

地域キャリア/CATV

ITホールディングス
プラットフォーム配信

アプリ アプリ アプリ アプリ アプリ アプリ アプリ アプリアプリ

アプリ

アプリ

＜従来モデル＞
企業ユーザが個々にシステム～アプリを構築

所有から利用へ

＜独自のプラットフォームモデル＞
「アプリ開発」と「リソース提供」を分離する
独自 かつ 新規性のある仕組みを実現

ITホールディングス内に
プラットフォーム基盤事業を構築

従来SIやアウトソースも基盤上へ展開

プラットフォームモデル
(機能もリソースも利用型へ)

従来 (個別に構築)

(*) 技術的な鍵はクラウドコンピューティング
　 以下は同種のサービスの提供者 (予定を含む)
　 Google, Amazon, Yahoo, Microsoft, IBM

プラットフォーム = アプリケーション環境
(分散データベース, プラットフォーム機能群, etc)

アプリアプリ

ハードウエア

アプリケーション

地域の
通信キャリアやデータセンター

[3] アプリケーション配信

ミドルウエア

[2] 分散データベース

インストール

配信元＝ITHD

エンドユーザ
プラットフォームから送られてくる
どんなアプリケーションでも利用可能

アプリケーション提供者はプラットフォームに
新しいアプリケーションを登録する

プラットフォーム運用者は
その地元でcomputing 環境を準備する

配信元から送られてきた
分散型プラットフォームを共用する

[1] データ同期

プラットフォーム（=P/F)のデータ同期モデルでは
単一の名前を持つデータを、P/F上の異なる地点からの読み書きが可能

⇒ 協調型P/F上の任意のアプリケーションから統一的なデータアクセスの手段を提供

write to
/path/file/name

read from
/path/file/name

GW
gateway

GW
gateway独自のデータ同期モデル

どこからアクセスしても
同じ名前でデータにアクセスが可能

ex. /path/file/name

P/F上の任意の場所から「コンテンツ」及び「ユーザデータ」にアクセス
⇒ P/F上に配信された任意の「アプリケーション」から容易にデータ取得が可能

プラットフォーム(=P/F)の分散データベース
P/Fのデータ同期モデルを活用した、分散型のデータベースシステム

⇒ P/F上の任意のアプリケーションから「統一的な名前空間で」データベースへアクセスが可能

アプリ アプリ アプリ アプリ アプリ アプリ アプリ アプリ

分散データベース

＜シンプル＆高速＞
シンプルなDBの構成
table of <key, value>

読み書きはどこからでも  実データはネット上

＜サイジング不要＞
容量は事実上無制限

●テーブルのサイズ　●レコードのサイズ
運用は共通P/F上で統合管理

＜信頼性・高速読込＞
トランザクションの仕組みを提供 (予定)
同期・非同期の両モードをサポート

サービスはプラットフォーム上のリポジトリで管理
リポジトリ情報の共有によりアプリケーションと関連するプログラムの情報を共有
⇒ 多層型のアプリケーション配信モデル、第三者によるアプリケーション提供も可能

リポジトリ情報を共有
　(via XML/HTTP)
リポジトリ情報を共有
　(via XML/HTTP)

プログラムを配信
　(via HTTP)

サービス提供者
サービス概要
プログラム
その他必要なファイル

他サーバに委譲

配信元

配信先

サービスリポジトリ

Table. プラットフォームの機能分類

1. 拡張機能

2. 基本機能

3. 開発環境

4. 管理機能 プラットフォームサービスの保守・運用・管理などに必要な機能
リポジトリ・配信管理、オペレータ管理機能などを含む

アプリケーションとしてよく使われる機能 （3rd Partyによる提供も可能）
アプリケーションからの利用頻度が高いものが機能化されたもの

プラットフォームの制御に必須なコアとなる機能
プラットフォーム内の共通機能などのベース機能と、コンピューティングリソースの制御等を行うアダプテーション機能に
分類される

開発環境やSDKなど、プラットフォームの利用支援、及びアプリケーション開発で利用される機能

アプリケーション

コンピューティングリソース

1. 拡張機能

2. 基本機能

3. 開発環境

4. 管理機能

3.3  ITHDのビジネスプラットフォームの
　　 アーキテクチャ
　ITHDでの前述FS：事業化検討ではPaaSに含まれるべき機

能を以下の４つに分類し、その機能を整理した (図８)。

（１）拡張機能

　　　基本機能と拡張機能がアプリケーションプログラムへ

　　API提供される主要な機能群である。

　　　そのうち拡張機能はよりアプリケーション機能により近く、

　　特定の種類や業界用途でのアプリケーションで標準となる

　　機能を予めそろえている。

　　　拡張機能は従来の個別アプリケーションから類似のアプ

　　リケーションでも共通となる要素を抜粋したようなもので

　　あるため、プラットフォームサービス上に搭載するSaaS

　　アプリケーション種類が増えるにつれ、より多くの拡張機

　　能モジュールが必要となる。

（２）基本機能

　　　一方基本機能はアプリケーション種類等には依存せず、

　　データやトランザクションなどのサービス提供にとって不

　　可欠な基本処理の部分をそろえている。

　　　基本機能部分はさらにハードウエア制御に近い、回線

　　制御やリソース制御などの“アダプテーション機能”と、

　　アプリケーション種類を問わず必須となる処理機能、例え

　　ば認証や課金やメディア変換などを含む“ベース機能”で

　　構成されている。

（３）開発環境

　　　ソフトウエアを開発するためのキット（Software 

　　Development Kit: SDK）やPaaSの上位であるSaaS

　　アプリケーションの開発者のための利便性をあげる機能、

　　APIのための画面インターフェースなど開発環境もPaaS

　　内に準備される。

（４）管理機能

　　　PaaS部分にはまたプラットフォーム自身の保守や運用

　　や管理に必要な機能が備わる。

（３）アプリケーションの配信 (図７)

　　　アプリケーションの配信はITHDグループだけなく他社

　　のアプリケーションもビジネスプラットフォーム上へ搭

　　載し各ロケーションへ配信することが可能となるための

　　必要機能である。アプリケーションプログラムの構造が

　　リポジトリ構成であった場合、そのまま部分木を“送る”

　　ことも可能である。

　　　これまでのPaaSとSaaSのように、SaaSアプリケー   

　　ションが固定1か所のPaaS上にのみ存在するのではなく、

　　物理的に離れた別の場所にあるPaaS上へ送られ、その送

　　られた先の場所でSaaSアプリケーションとして機能する

　　という状況を実現する。

　　　この機能の実現によりアプリケーションとデータとを

　　分離した、これまでのプラットフォーム事業とは一線を

　　画す、柔軟で新しい可能性を秘めたサービス配信モデル

　　が可能となる。

4.1  クラウドソリューションの製品化第1弾
　前述のデータ同期機能は、ネットコアで取り組んできたク

ラウドソリューションの一機能であるが他のクラウド機能に

先んじて、その特徴的機能をストレージ製品としてITHDグルー

プのビジネスへフィードバックさせた。IUKが今後販売するこ

とになるこのストレージは以下のような特徴を持つ。

（１）高性能　並列処理によりリニアかつ無制限の性能向上が可能。

　  　　　　アクセス頻度に応じた動的な優先処理も実現。

（２）拡張性　コンポーネントを追加するだけで増設が可能。

　 　　　　動的な障害時自動切り離しなど、運用管理面の簡

　　　　　  易化も実現。

（３）信頼性　多重化を設定することにより、設定した冗長度の 

　　　　　　自動的な維持による信頼性の向上と、自動バック

　　　　　 アップやディザスタリカバリを実現。

　ITHDビジネスプラットフォームの実現のためにも、もちろん

今後このデータ同期機能はさらに進化させてゆく計画であるが、

このような形で研究開発に目途がついた機能を“切り出して”

ゆくことで、個別製品の創造という効果を ITHDグループ内に

研究成果として残してゆくことができることは、大変価値のあ

ることだと考えている。

4.2  ITHDビジネスプラットフォームの
　　 サービス化に向けた今後の取り組み
　インテック・ネットコアでは前述の分散型データベース、ア

プリケーション配信機能などを２００９年度中にプロトタイプ開

発することを予定している。

　しかしビジネスプラットフォーム全体の構成要素は非常に多

く、ITHDグループ単体での研究や開発の規模とスピードでは

とうてい全体を迅速に完成させる、ということには程遠い。

　SaaSアプリケーションへの支援機能としてSDKやAPI の

拡充、またプラットフォーム自体のサービス化準備としてアプ

リケーション配信、運用管理、課金などの共通機能、他事業者

間連携のための各機能など、まだ多くの研究開発すべき対象が

存在している。

　したがって２０１０年度以降はより多くの ITHD内研究開発担

当部署、開発や運用を担う事業部、さらにはSaaSを希望する

お客さま企業など、多方面かつ大勢の関係者の皆様と協力して、

開発を続けていくことが最も大切なことだと考えている。
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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～
Service Delivery Platform :  Applying to IT Holdings' Business Platform and the Originality

1. はじめに
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概要
　本稿はSalesforce.com社のForce.com、Google社のGoogle App engineに代表されるプラットフォーム型

IT事業を、ITホールディングスが掲げる「ビジネスプラットフォーム」としてどう実現すべきかの研究報告である。

目指すべき方向性は、事業面では全国各地の複数のデータセンター事業者等がネットワークを介して同じサービス

を提供するマルチオペレータ型分散プラットフォームであり、開発面ではアプリケーション開発とリソース提供の分

離であると位置づけその３層構造での提供部分中、中核となるPaaS部分について １）データ同期 ２）分散データ

ベース ３）アプリケーションの配信、の３つのインテック・ネットコア独自の機能とそのアーキテクチャ概要を紹介す

る。このうちデータ同期に関する機能を先行して切り出し、クラウドコンピューティング技術を企業などが自組織内

で利用できる「プライベートクラウド」のストレージ製品として技術提供を開始した。

3.1 ビジネスプラットフォームへの２つの視点
　ITHDの掲げるビジネスプラットフォームの実現にむけて、

その目指すべき姿を事業面の視点からと開発面での視点からの、

２つの視点で描いた。

（1）事業面視点：マルチオペレータ型分散プラットフォーム

　　　新しい事業領域を広げるために、他社作成のアプリケー

　　ションが ITHDのビジネスプラットフォーム上に載り、か

　　つ他のオペレータ（たとえば地域の通信キャリアやケーブ

　　ルテレビ事業者、データセンター事業者など、各地域で通

　　信や情報処理の運用事業を行う企業）と全国分散型に構築

　　したプラットフォームで繋がる“マルチオペレータ型分散

　　プラットフォームモデル”を、ITHDのビジネスプラット

　　フォームの目指すべき姿とした（図２）。

（２）開発面視点：アプリケーション開発とリソース提供の分離

　　　アプリケーション開発ならびにそのサービスとしての提

　　供と、リソースつまりハードウエア・ミドルウエア・共通

　　機能群などの提供を分離することで“機能もリソースも利

　　用型”へコンピューティング環境と機能群としてのソフト

　　ウエアの利用のありようを大きく変革することが可能と

　　なることが、アプリケーション開発面視点でとらえたビ

　　ジネスプラットフォームのもうひとつの目指す姿である

　　（図３）。

1.1  買う開発から使う開発へ
　IT分野全体、特にソフトウエアを設計し開発する事業では

従来主に大企業向けの形態として受託開発が求められてきた。

それは個別に設計しリソースを用意して提供する言わば“買う”

開発だった。しかし近年の顧客企業の要望は変化してきており、

その時に必要であるリソース、機能、サービスを使うこと、

つまり顧客企業が必要分を随時“使う”開発への時代の流れ

が生まれてきている。

1.2  ITホールディングスにおける
　　 ビジネスプラットフォーム
　ITホールディングス(以下、ITHD)では、２００９年４月から

２０１２年３月までの第1次中期事業計画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、プラットフォーム

型IT事業として新規に取り組む“ビジネスプラットフォームサー

ビス事業”を掲げている。

　２００８年度下期に、ITHDはフィージビリティスタディ(事業

化検討)として、独自の配信機能を持つビジネスプラットフォー

ムの事業性、要素技術などをITHDグループ各社のメンバーと

共に集中的に検討した。（フィージビリティスタディの実施内

容は本特集の「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」を参照のこと。）

2. プラットフォーム概要
2.1  プラットフォーム型IT事業の隆盛
　機能やサービスを利用分だけ提供する事業形態の流れは確実

に広まっている。例えばアメリカ発のSalesforce.com社の

Force.comは欧州や日本へも既に進出し、エンタープライズ

むけ開発ならびに運用環境市場の一角を占め始めている。

　プラットフォーム型の IT事業は企業の業務向けの提供より

先に、一般のインターネット利用者向けに広く認知されている。

検索ならびにそれに付随する広告事業を世界規模に広げた

Google社のGoogle App Engine、書籍販売に端を発した

リソース従量提供プラットフォームを急速に拡大している

Amazon社のAmazon Elastic Compute Cloudが最も知ら

れているプラットフォーム型 IT事業である。またMicrosoft

社のような巨大ソフトウエアベンダーもWindows Azureとい

うプラットフォームサービスを発表した。

　現在このようなプラットフォーム型IT事業が多くのアプリケー

ション提供に採り入れられ、隆盛へと向かっている。

2.2  3層モデル
　プラットフォーム型 IT事業の形態を表現する記述として多く

用いられる３層による水平構造を用いて説明する。

　●  SaaS (サース：Software as a service)

　●  PaaS (パース：Platform as a service)

　●  IaaS (アイアス：Infrastructure as a service)

　全体としての特徴は、より上位の層から見た場合その下位の

層が隠蔽されていることである。言い換えると、下の層の仕組

みが上の層からは見えない、つまり決められたインターフェース

を用いて層間のやり取りをすることで、下位の動作状況・環境・

管理などを気にせずに上位層のソフトウエアは下位層の資源や

機能を用いてサービスを構築できる。なお、これらaaSで終

わる名称を総称してXaaS（エクサース：X as a service）

と呼ぶことが多い。

　実現への核となる要素技術は、SaaSではWeb2.0, Ajaxなど

ネット型アプリケーションと、利用しやすいGUI (Graphical 

User Interface)である。PaaSではSOA(Service Oriented 

Architecture)やクラウド、グリッドなどの分散処理技術、

IaaSでは仮想化やバーチャル IDC(Internet Data Center)

などの技術である。

3. 目指すプラットフォームモデル

図３  めざすプラットフォームモデルの概要

図４  インテック・ネットコアのサービス配信モデル　概要

図５  プラットフォーム上のデータ同期モデル
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● 株式会社インテック・ネットコア　
　取締役CSO(Chief Strategic Officer：事業戦略担当役員)　
　博士（情報理工学）
● 次世代経路制御技術、IX(Internet eXchange)、MPLS、および
　次世代ネットワーク(NGN)に関する研究とコンサルティングに
　従事。現在はクラウドコンピューティングに関する研究開発も
　手掛ける。国際大学GLOCOMフェロー、次世代IX研究会幹事、
　インターネット技術研究会 RIBB分科会主査、MPLS Japan 
　2001-2009実行委員など。

HIRAI Hidemi
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● 株式会社インテック・ネットコア
　サービスプラットフォーム開発グループ主幹研究員
● 事業戦略コンサル（データセンター、CATV、NGN関連等）、
　新規事業コンサルなどに従事。現在はクラウド技術、
　プラットフォームビジネスに関する調査研究を主として活動。

図７  アプリケーションの配信 図８  プラットフォームの機能モデル

図２  マルチオペレータ型の分散プラットフォームの狙い

3.2 インテック・ネットコアのプラットフォーム
　　  が提供する機能
　プラットフォーム型サービスへの適用を検討してきたイン

テック・ネットコア独自の“サービス配信プラットフォーム”

には以下の3つのカテゴリーでの独自に設計開発した機能が

含まれる。

　●  プラットフォーム上のデータ同期

　●  プラットフォーム上の分散データベース

　●  アプリケーションの配信

　本稿に記載された上記３つの機能が将来すべて開発され、

構築が全国に広がった場合には、以下の状況が実現する。

配信元であるITHDは共用で用いる非常に多くのコンピューティ

ングリソースを保有し、そして第三者である事業者（通信キャ

リアやデータセンター事業者など）が個別に可能な範囲での

コンピューティングリソースを本プラットフォームのために準

備する。ITHDのビジネスプラットフォームはITHDのみならず、

こうしたマルチオペレータへ提供され、１つのビジネスプラット

フォームとしてのクラウド空間を形成する。

　このクラウド空間実現のためインテックシステム研究所内に、

本 ITHDビジネスプラットフォーム実現のための「クラウド事

業準備室」が２００９年８月より新設された（図４）。

図６  プラットフォーム上の分散データベース

4. ビジネス化に向けた取り組み

5. おわりに

以下順番に各機能の概要を説明する。

（１）プラットフォーム上のデータ同期 (図５)

　　　ストレージが物理的に設置される場所が離れていても、

　　本サービス配信モデル内では１つの論理的データ空間が

　　形成されており、どこからアクセスしても同じ名前でデー

　　タへアクセスすることが可能である。

　　　このデータ同期機能はインテック・ネットコアの独自

　　開発クラウドソリューションの第1弾として事業化フェー

　　ズへ移行しており、“クラウドストレージ”として２００９年

　　５月に報道発表を行い、株式会社IUKでの販売を行う新ス

　　トレージハードウエア製品に生かされている。

（２）プラットフォーム上の分散データベース (図６)

　　　前述のデータ同期の機能を活用した分散型データベース

　　である。市販のデータベースとの最大の違いはそのスケー

　　ラビリティ（拡張性）にあり、サイジングは不要で１つの

　　テーブルを多数のサーバで構成することにより実現する事

　　実上無制限のテーブルサイズ、レコードサイズを許容する

　　アーキテクチャである。

　　　この機能の実現によりロケーションを意識させないグロー

　　バルな分散環境での高速データアクセスが可能となる。

　日本ではNGNのサービスが開始されネットワーク上でのサー

ビス提供がいろいろな企業や団体から発表されるようになって

久しい。また海外ではGoogle、 Amazon、 Salesforce.com

などのサービス提供事業者だけでなくMicrosoft、Hewlett-

Packard、IBMなど大手製品ベンダーも独自のクラウド技術

を盛り込んだ、製品ではなく新しい“サービス”を毎月のよ

うに報道発表している。

　こうしたお客さまへ“使って頂く”事業はこれまでの買って

頂くモデルに比べ、提供する私達に対して、サービス実現まで

が非常に速いラピッド型開発、利用分のみをご請求する料金型

販売、そして鉄道などインフラ事業者と同様のサービスへの

対価に一括で含まれる保守運用など、新しいサービス対価価値観、

新しい顧客提供者間の関係までをも要求してくるものになる。

　一方、ITHDのような受託開発が事業の主力であるSI企業は

まだまだプラットフォームビジネスとは遠いビジネススタイル

でアプリケーション開発を行っていることもまた事実である。

すべてのアプリケーションがプラットフォーム型に移行すると

断言するものではないが、その多くがマルチオペレータ型の分

散配置を基本とした配信機能のあるビジネスプラットフォーム

を利用することで、これまでの開発／販売／保守を大転換する

新たな事業モデルを採用することが可能であると考えている。

図１  XaaSの分類と関連要素技術

2.3  PaaSについて
　SaaS、PaaS、IaaSの３層のうち、エンドユーザの接点と

なるアプリケーションへ、共通機能を提供しサービスの開発

効率を飛躍向上させるのがPaaS部分である。

　ITHDビジネスプラットフォームで実現されるべきPaaS部

分についての全体概構造と関連技術、そして２００８年度から

２００９年度第1四半期にかけてインテック・ネットコアで研究

開発してきた本PaaSの中心的特徴となる主要機能３つを以下

本稿では説明する。

SaaS (サース)
(Software as a Service)

Web2.0 / Ajax
ネット型アプリ＋GUI

PaaS (パース)
(Platform as a Service)

SOA
クラウドコンピューティング技術

/ GRID

IaaS (アイアス)
(Infrastructure as a Service)　　

仮想化技術
バーチャルIDC/ネットワーク

●サービスとして提供されるソフトウェア _ ex. salesforce.com など
●SFA, CRM などから普及が始まった

業務システム、業務支援システムなどを
ネットワークを介して、月額利用料ベースで貸し出す

●サービスとして提供される「プラットフォーム」, M/W (*1) も提供される
●開発者は「スケーリング」を意識せずにアプリケーションを開発できる
●開発言語は限定されている

開発環境やデータベース、管理システムなどを
ネットワークを介して、月額利用料ベースで貸し出す

●サービスとして提供される「インフラストラクチャ (*2)」
●開発者は好きなOSやM/Wをインストールし、アプリケーションを開発できる
●スケーリングは開発者自らが検討する必要がある

サーバ、ストレージを、場所込みで
ネットワークを介して、月額利用料ベースで貸し出す

(*1) ミドルウェア － データベース、アプリケーション実行環境、管理ツール
(*2) 仮想マシン, ストレージ, ネットワーク等
(*) 本資料は ITpro Magazine Vol.2, p.24 を参考に独自に作成

核となる技術 ビジネスへの展開

●オープンかつ分散モデルによる全国規模のプラットフォームを実現
●企業・個人向けのアプリケーション／コンテンツの配信を行うプラットフォーム提供への業容拡大

プラットフォーム (分散型で構築)

配信されるアプリケーション

アプリケーション提供企業

1. ITHDグループ内にプラットフォーム (SaaS/PaaS型) ビジネスを実現する
●AP提供企業（=ITHDグループ）の事業構造のSaaSモデル化=高付加価値化を図る
●さらに、第三者APの提供によるスケーラブルな機能・サービス拡充と市場規模の最大化

2. プラットフォームそのものを商材として展開する新しい事業領域を創出する

地域キャリア/CATV

ITホールディングス
プラットフォーム配信

アプリ アプリ アプリ アプリ アプリ アプリ アプリ アプリアプリ

アプリ

アプリ

＜従来モデル＞
企業ユーザが個々にシステム～アプリを構築

所有から利用へ

＜独自のプラットフォームモデル＞
「アプリ開発」と「リソース提供」を分離する
独自 かつ 新規性のある仕組みを実現

ITホールディングス内に
プラットフォーム基盤事業を構築

従来SIやアウトソースも基盤上へ展開

プラットフォームモデル
(機能もリソースも利用型へ)

従来 (個別に構築)

(*) 技術的な鍵はクラウドコンピューティング
　 以下は同種のサービスの提供者 (予定を含む)
　 Google, Amazon, Yahoo, Microsoft, IBM

プラットフォーム = アプリケーション環境
(分散データベース, プラットフォーム機能群, etc)

アプリアプリ

ハードウエア

アプリケーション

地域の
通信キャリアやデータセンター

[3] アプリケーション配信

ミドルウエア

[2] 分散データベース

インストール

配信元＝ITHD

エンドユーザ
プラットフォームから送られてくる
どんなアプリケーションでも利用可能

アプリケーション提供者はプラットフォームに
新しいアプリケーションを登録する

プラットフォーム運用者は
その地元でcomputing 環境を準備する

配信元から送られてきた
分散型プラットフォームを共用する

[1] データ同期

プラットフォーム（=P/F)のデータ同期モデルでは
単一の名前を持つデータを、P/F上の異なる地点からの読み書きが可能

⇒ 協調型P/F上の任意のアプリケーションから統一的なデータアクセスの手段を提供

write to
/path/file/name

read from
/path/file/name

GW
gateway

GW
gateway独自のデータ同期モデル

どこからアクセスしても
同じ名前でデータにアクセスが可能

ex. /path/file/name

P/F上の任意の場所から「コンテンツ」及び「ユーザデータ」にアクセス
⇒ P/F上に配信された任意の「アプリケーション」から容易にデータ取得が可能

プラットフォーム(=P/F)の分散データベース
P/Fのデータ同期モデルを活用した、分散型のデータベースシステム

⇒ P/F上の任意のアプリケーションから「統一的な名前空間で」データベースへアクセスが可能

アプリ アプリ アプリ アプリ アプリ アプリ アプリ アプリ

分散データベース

＜シンプル＆高速＞
シンプルなDBの構成
table of <key, value>

読み書きはどこからでも  実データはネット上

＜サイジング不要＞
容量は事実上無制限

●テーブルのサイズ　●レコードのサイズ
運用は共通P/F上で統合管理

＜信頼性・高速読込＞
トランザクションの仕組みを提供 (予定)
同期・非同期の両モードをサポート

サービスはプラットフォーム上のリポジトリで管理
リポジトリ情報の共有によりアプリケーションと関連するプログラムの情報を共有
⇒ 多層型のアプリケーション配信モデル、第三者によるアプリケーション提供も可能

リポジトリ情報を共有
　(via XML/HTTP)
リポジトリ情報を共有
　(via XML/HTTP)

プログラムを配信
　(via HTTP)

サービス提供者
サービス概要
プログラム
その他必要なファイル

他サーバに委譲

配信元

配信先

サービスリポジトリ

Table. プラットフォームの機能分類

1. 拡張機能

2. 基本機能

3. 開発環境

4. 管理機能 プラットフォームサービスの保守・運用・管理などに必要な機能
リポジトリ・配信管理、オペレータ管理機能などを含む

アプリケーションとしてよく使われる機能 （3rd Partyによる提供も可能）
アプリケーションからの利用頻度が高いものが機能化されたもの

プラットフォームの制御に必須なコアとなる機能
プラットフォーム内の共通機能などのベース機能と、コンピューティングリソースの制御等を行うアダプテーション機能に
分類される

開発環境やSDKなど、プラットフォームの利用支援、及びアプリケーション開発で利用される機能

アプリケーション

コンピューティングリソース

1. 拡張機能

2. 基本機能

3. 開発環境

4. 管理機能

3.3  ITHDのビジネスプラットフォームの
　　 アーキテクチャ
　ITHDでの前述FS：事業化検討ではPaaSに含まれるべき機

能を以下の４つに分類し、その機能を整理した (図８)。

（１）拡張機能

　　　基本機能と拡張機能がアプリケーションプログラムへ

　　API提供される主要な機能群である。

　　　そのうち拡張機能はよりアプリケーション機能により近く、

　　特定の種類や業界用途でのアプリケーションで標準となる

　　機能を予めそろえている。

　　　拡張機能は従来の個別アプリケーションから類似のアプ

　　リケーションでも共通となる要素を抜粋したようなもので

　　あるため、プラットフォームサービス上に搭載するSaaS

　　アプリケーション種類が増えるにつれ、より多くの拡張機

　　能モジュールが必要となる。

（２）基本機能

　　　一方基本機能はアプリケーション種類等には依存せず、

　　データやトランザクションなどのサービス提供にとって不

　　可欠な基本処理の部分をそろえている。

　　　基本機能部分はさらにハードウエア制御に近い、回線

　　制御やリソース制御などの“アダプテーション機能”と、

　　アプリケーション種類を問わず必須となる処理機能、例え

　　ば認証や課金やメディア変換などを含む“ベース機能”で

　　構成されている。

（３）開発環境

　　　ソフトウエアを開発するためのキット（Software 

　　Development Kit: SDK）やPaaSの上位であるSaaS

　　アプリケーションの開発者のための利便性をあげる機能、

　　APIのための画面インターフェースなど開発環境もPaaS

　　内に準備される。

（４）管理機能

　　　PaaS部分にはまたプラットフォーム自身の保守や運用

　　や管理に必要な機能が備わる。

（３）アプリケーションの配信 (図７)

　　　アプリケーションの配信はITHDグループだけなく他社

　　のアプリケーションもビジネスプラットフォーム上へ搭

　　載し各ロケーションへ配信することが可能となるための

　　必要機能である。アプリケーションプログラムの構造が

　　リポジトリ構成であった場合、そのまま部分木を“送る”

　　ことも可能である。

　　　これまでのPaaSとSaaSのように、SaaSアプリケー   

　　ションが固定1か所のPaaS上にのみ存在するのではなく、

　　物理的に離れた別の場所にあるPaaS上へ送られ、その送

　　られた先の場所でSaaSアプリケーションとして機能する

　　という状況を実現する。

　　　この機能の実現によりアプリケーションとデータとを

　　分離した、これまでのプラットフォーム事業とは一線を

　　画す、柔軟で新しい可能性を秘めたサービス配信モデル

　　が可能となる。

4.1  クラウドソリューションの製品化第1弾
　前述のデータ同期機能は、ネットコアで取り組んできたク

ラウドソリューションの一機能であるが他のクラウド機能に

先んじて、その特徴的機能をストレージ製品としてITHDグルー

プのビジネスへフィードバックさせた。IUKが今後販売するこ

とになるこのストレージは以下のような特徴を持つ。

（１）高性能　並列処理によりリニアかつ無制限の性能向上が可能。

　  　　　　アクセス頻度に応じた動的な優先処理も実現。

（２）拡張性　コンポーネントを追加するだけで増設が可能。

　 　　　　動的な障害時自動切り離しなど、運用管理面の簡

　　　　　  易化も実現。

（３）信頼性　多重化を設定することにより、設定した冗長度の 

　　　　　　自動的な維持による信頼性の向上と、自動バック

　　　　　 アップやディザスタリカバリを実現。

　ITHDビジネスプラットフォームの実現のためにも、もちろん

今後このデータ同期機能はさらに進化させてゆく計画であるが、

このような形で研究開発に目途がついた機能を“切り出して”

ゆくことで、個別製品の創造という効果を ITHDグループ内に

研究成果として残してゆくことができることは、大変価値のあ

ることだと考えている。

4.2  ITHDビジネスプラットフォームの
　　 サービス化に向けた今後の取り組み
　インテック・ネットコアでは前述の分散型データベース、ア

プリケーション配信機能などを２００９年度中にプロトタイプ開

発することを予定している。

　しかしビジネスプラットフォーム全体の構成要素は非常に多

く、ITHDグループ単体での研究や開発の規模とスピードでは

とうてい全体を迅速に完成させる、ということには程遠い。

　SaaSアプリケーションへの支援機能としてSDKやAPI の

拡充、またプラットフォーム自体のサービス化準備としてアプ

リケーション配信、運用管理、課金などの共通機能、他事業者

間連携のための各機能など、まだ多くの研究開発すべき対象が

存在している。

　したがって２０１０年度以降はより多くの ITHD内研究開発担

当部署、開発や運用を担う事業部、さらにはSaaSを希望する

お客さま企業など、多方面かつ大勢の関係者の皆様と協力して、

開発を続けていくことが最も大切なことだと考えている。




