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変化するクラウド市場とインテックの取り組み
Analysis to the Changing Cloud Computing Market and Approach in INTEC to the Market

岸　逸郎
KISHI Itsuro

1. はじめに

概要
　クラウドコンピューティングには様々な定義が存在し、また多様なサービスが次々 と出現している。利用者の視

点ではクラウドサービスを利用することでコストの削減や資産の圧縮などの財務改善の手段として注目しがちで

あるが、一方ではビジネスイノベーションの原動力としての期待も高まっている。

　インテックでは創業以来、いつでもどこでも利便性の高いコンピュータ利用を提唱し、その実現に向けて事業

を展開してきた。まさにクラウドの原点である。

　本稿では、当社の事業展開を振り返ることで情報化の流れの中でのクラウドコンピューティングの位置付け

を認識し、現状を再確認した上で将来に向けての展望を論じる。

　また、本特集に掲載する各論文の索引として、当社が提供するサービスや研究開発の概要を述べる。

4.2  経済産業省のクラウド技術ロードマップ
　経済産業省では、政策を実現する上での克服するための技

術ロードマップにおいて、その検討すべき方策を「データセン

タに求められるネットワーク技術の技術開発」「高信頼化技

術」「環境負荷低減技術」「運用・保守技術の高度化」「国内

電力事情を考慮したデータセンタ構築技術」「データ間相互

連携・分析に関する技術」の６つに分類し、その具体的な技術

視点とその目指すべき短期的、中長期的な到達レベルが示さ

れている。

　例えば「データ間相互連携･分析に関する技術開発･標準化

支援」で示されているレイヤ図（図１）における各種の標準化

技術を積極的に受け止めて自らの事業環境に適合させること

は事業の効率化に貢献するだけではなく、他の事業者との高い

接続性による広範囲でスケーラブルなサービスが提供できる。

　また「DBのスケーラビリティ」や「大量データの分散保管技

術」などについては、インテックシステム研究所で長年取組ん

でいるグリッド技術などが活用できる。リソースの最適化技術

は、物理環境と仮想化環境を一元的かつダイナミックにコント

ロールしプライベートクラウドによるTCOの削減に貢献する。

 「大量データの処理や分析」には、データの収集、連結、解

析、可視化、配信など様々な技術の開発が必要であろうし、そ
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　当社では、「クラウドがIT全般にわたるパラダイムシフト」と

なる可能性が高いと捉え、インフラからアプリケーションまで

お客さまのニーズに適合する多様なサービス展開を行っている。

5.1  アプリケーションサービス
　アプリケーションサービスでは、複数企業間をまたがるサプ

ライチェーン全体で品質情報や食品製造に関する仕様書など

の情報共有を支援する「 i-TRe」を提供している。
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[1] 経済産業省：「クラウドコンピューティングと日本の競争力に関する

     研究会」報告書（2010年8月）

　日本でのクラウドコンピューティング（以下、クラウド）関連

のビジネスは、ここ１年で大きく様変わりした印象がある。

　リーマンショックの影響を受け、俄かにクラウドの注目度が

高まった２００９年の１０月頃は多くの企業や団体が設備投資に代

わる新たな ITの調達手段としてクラウド関連のサービスに大

きな期待が先行し、情報収集に躍起になっていた。一方で日本

のIT関連プロバイダーもGoogleやAmazonのビジネスモデル

2.1  共同計算センターとしての創業
　当社は、１９６４年（昭和３９）に富山県の自治体や産業界の共

同計算センターとして創業した。当時のコンピュータは高価で

あり、自治体や企業が単独で保有することが難しい時代であっ

た。当社では、この共同計算センターを全国各地に設置し、そ

れらを通信回線で接続することで、いつでもどこでも気軽にコ

ンピュータが使える社会を目指してビジネスを展開していっ

た。

　共同計算センタービジネスは、企業や団体がコンピュータ

を「所有」するのではなく「利用」する形態である。当初は、

バッチ処理が中心であったが、データ通信技術の発達によって

オンラインでの計算処理が提供されるようになった。また、オ

ンラインによるコンピュータリソースを時分割で提供するTSS

（Time Sharing Service）サービスなどは、使用されるネッ

トワーク技術やコンピュータ技術の違いはあるものの、ビジネ

スモデルは現在のクラウドコンピューティングと目指したもの

は同じであると言える。

2.2  通信事業分野への展開
　コンピュータが普及するにつれ、国内の高い通信コストが情

報化推進の大きな課題となり、国の直轄事業であった通信事

業に競争原理を導入する必要性が高まり、１９８５年（昭６０）に通

信事業の完全民間開放が実施された。この結果、通信料金が

大幅に低下しただけではなく、通信機器やサービスの多様化を

生み出し、携帯電話の普及などコミュニケーション手段の大き

3. 日本でのクラウドサービスの現状
　２００９年から２０１０年にかけて我が国では数多くのクラウド

サービスが発表され市場に投入された。IT基盤系のサービス

では既存の事業との相乗効果が期待できる分野での事業展開

が活発になっている。事業者を大別すると、コンピュータメー

カー系、SIer系、通信キャリア系、ISP系に分類され、表１に示

す通りそれぞれに特長のあるサービスを展開している。

　また、海外ベンダーではsalesforce.comやマイクロソフト

などが、アプリケーションの開発や実行の環境をクラウドサー

ビスとして積極的に展開しているのが印象的である。

　インフラからアプリケーションまでの総合的なサービスを展

開している企業がコンピュータメーカー系やSIer系を中心に数

多く存在するが、ここではレイヤ毎の視点で現状を確認する。

（図２参照）

3.1  ITインフラリソースとしての「IaaS」
　法人向け市場でのインフラサービスに対する期待は、厳し

い経済環境を背景として「 ITコストをできるだけ削減したい」

「資産を圧縮して財務体質を改善したい」が主なものである

が、経営環境の変化に即応するために「急な需要に対応した

い」などのニーズも顕在化しつつある。

　代表的なサービス企業としてGoogleやAmazonが挙げら

れるが、国内では主に法人向けのサービスとしてシェアード型

のホスティングサービスが数多く市場に投入されている。

　市場参入が活発ではある一方、価格以外での差別化が難し

い分野でもあり、今後の市場動向によっては体力勝負の消耗戦

も予想される。

3.2  アプリケーション実行環境としての「PaaS」
　アプリケーションを実行するプラットフォームサービスは、

開発フレームワークや運用管理系などの幅広いサービスが対

象と考えられるが、まずはアプリケーション開発コストの削減

につながる開発・実行環境のサービス提供が主流になりつつ

ある。

　Google APP Engine、Windows Azure、Force.comな

どの海外勢が代表的なサービスであり、国内では富士通がマイ

クロソフトと協業して国内のデータセンタでWindows Azure

のサービスを提供する以外は今のところ目立った動きが見ら

れない。今後は、アプリケーションの実行はクラウドサービス

利用し、データの保管は自社保有のリソースを利用するなど、

用途に応じリソースを使い分けることができるアプリケーション

基盤（ハイブリッドクラウド）の活用が進むと予想される。

3.3  共通プロセスのアプリケーション
       サービスとしての「SaaS」
　アプリケーションサービスは、パッケージベンダーの新たな

販売形態としての期待が高く、多くのサービスが市場を賑わし

ている。またNTTコミュニケーションズの「Biz City」などの

SaaS アグリゲータのような事業形態も今後は拡大するもの

と思われる。

　その一方で、ASPが期待したほどの成果が出ないまま一過

4.  今後のクラウドコンピューティングの展望
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れらは ITサービスプロバイダーが顧客に提供する付加価値を

実現するために重要な技術的要素でもある。

　このような、国による基盤や制度の整備と民間のビジネスに

対するアイディアや活力、産学での技術開発などが一体とな

り、高品質で利便性の高いクラウドサービスが生み出され、日

本の国際競争力が高まり経済発展につながるものと考える。

　本稿では、個々についての評価や議論に踏み込まないが、IT

サービスプロバイダーにとっても今後の事業展開における解決

すべき課題として参考になると考える。

参考に、自社の特長や強みを活かした新たなサービス開発に

取り組み、一部では試行サービスを開始していた。

　「所有から利用へ」のキャッチフレーズのもと、我が国の IT

産業のビジネスモデルが大きく転換する起点ともなった時期で

あったと言えるだろう。２０１０年後半の時点では、クラウドサー

ビスの本格的な活用にはまだ十分とはいえないまでも、一通

りのサービスは実用段階に入っており、ゆっくりとではあるが

展開期に移りつつあるという印象がある。

　クラウドサービスの実体が明らかになるにつれ、ユーザーの

表１  国内での代表的クラウドサービス

な変化につながっている。

　当社では、民間開放と同時に当時の特別第二種通信事業者

の第一号認可を受け通信事業の展開を開始した。インターネッ

トの原点であるパケット通信システムを導入して距離による料

金格差の少ない良質な通信サービスを提供し、またそれを利

用したデータ交換システムを開発した。これらを活用して、プ

ラネットやファイネットなどのデータ交換の仲介企業を業界各

社と共同で設立し、新たな企業間のデータ交換ビジネスを創出

した。

2.3  インターネットの普及
　１９９５年（平成７）前後を起点とした日本でのインターネット

の普及は、ビジネスでの IT活用ばかりではなく社会システム全

体に大きなインパクトがあったと言える。ブラウザの進化に

よって表現力が格段に向上し、ビジネスでの活用が急速に進ん

だ。特に２０００年（平成１２）前後の ITバブル全盛期には、多くの

ITベンチャー企業による新たなビジネスモデルや ITの活用ビ

ジネスが市場を賑わせた時期である。また、インターネットと

携帯電話の組合せは、情報伝達手段の多様化にとどまらず生

活の変化をも引き起こしている。

　当社でもインターネット接続事業やそれに続くデータセンタ

事業、またインターネット技術を活用した新しいシステムソ

リューションを提供してきた。

　情報化社会のインフラとも言えるインターネットは、ITを活

用した新たな産業やサービスを創出し日常的な社会活動全般

においても欠くことのできない存在となった。今後も新たなビ

ジネスを生み出していくと想定される。

2.4  クラウドコンピューティングへの期待
　このようにコンピュータとネットワーク利用の進化は、経済

活動の効率化や社会的コストの削減ばかりではなく新たなビ

ジネスの創出にもつながっている。

　クラウドサービスは、リーマンショックによる企業の財務状

況の悪化を背景にした ITコストの削減の手段として脚光を浴

びて一気にその活用機運が高まったが、通信事業の民間開放

やインターネットの普及などと同様に IT活用の大きなパラダイ

ムシフトと捉えるならば、「クラウドコンピューティング」に

よって新たな付加価値が社会に提供されるという視点でビジ

ネスを捉える必要がある。

性のブームと評価されたように、「SaaS」についても期待が先

行している感があり、クラウドサービスに名を変えただけの

ASPサービスが数多く存在するのも現実である。

　ユーザーのSaaSへの期待感としては、「標準的な機能の運

用負担を軽減したい」「ウイルスや災害などのリスク対策を専

門家に任せたい」などがあり、メールやポータルなど主にフロ

ントオフィス系やCRMなどの情報系のサービスが本格展開の

様相を呈している。

　フロントオフィス系では、Google、Salesforce.com、

Microsoftなどの主要な海外ベンダーが日本市場での攻勢を

強めており、サイボウズやデスクネッツなど日本製のグループ

ウェアベンダーが対抗する構図にある。グローバルなコミュニ

ケーションの視点では、海外勢が優勢と見られるが、操作性や

文化的な親和性では国内ベンダーが一定の市場を握る可能性

がある。

　情報系では、この分野もsalesforce.com、Oracle、Micro-

softなどの海外ベンダーが日本での本格的な展開に着手しつ

つある。グローバルの顧客管理手法や販売プロセスを日本企

業受け入れるかどうかが課題であろう。

　また、トレーサビリティなどの複数の企業間をまたがる情報

共有のニーズはクラウドサービスとの親和性が高く、活用の期

待度が高い分野である。

表２  クラウドサービスのニーズと主なサービス

4.1  経済産業省のクラウド政策
　２０１０年８月１６日に経済産業省が公表した「クラウドコン

ピューティングと日本の競争力に関する研究会」報告書によれ

　また、金融向けCRMシステム「Fキューブ」では、比較的小規

模の金融機関でも利用できるよう共同利用型のパッケージ開

発に着手している。

　これらの共同利用型のサービス要件を満たす「シングルイン

スタンス・マルチテナント型」のアプリケーション開発と運用

を実現するためのプラットフォームが必要である。この開発を

インテックシステム研究所で取組んでおり、当社のサービスへ

の適用に加えて他のSaaSプロバイダーへの提供も視野にい

れている。

5.2  独自技術によるプラットフォーム開発
　インテックシステム研究所では、さらに超並列分散処理技術

を用いた大量データの収集、保存、活用を実現するための独自

のプラットフォーム開発を数年前から行っている。これは、パ

フォーマンスを維持したまま利用量が増やせる「拡張性」、耐

障害性やアクセス集中時の性能維持に優れた「冗長性」、保守

作業や機材故障対応の負荷を軽減する「運用容易性」に特長

があり、既に仮想環境での大容量ストレージなどに利用されて

いる。

5.3  インフラサービス
　インフラサービスでは、当社の堅牢で安全なデータセンター

環境を活用したエンタープライズ向けクラウドサービス基盤

「EINS/SPS」を提供している。このサービスは設備面の信

頼性に加え、創業以来長年にわたり蓄積してきた運用面での

高い信頼性を備えており、基幹系アプリケーションのインフラ

としてもご利用いただいている。

　また、導入型のプライベートクラウド構築の支援サービスも

提供している。既に一般化しつつある仮想化統合基盤にインフ

ラを共同利用するためのビジネスプロセスや ITサービスのマ

ネージメント機能を付加することがプライベートクラウドの要

件となるとの前提で、設計・構築・運用の支援サービスを提供

している。

　このようなサービスで提供されるリソースとオンプレミスで

導入されたリソースとをシームレスに接続し、最適なIT環境を

実現するハイブリッド型のクラウド環境の需要はますます増加

すると想定され、それを支援するコンサルテーションやインテ

グレーションのサービスも併せて提供する予定である。

　「クラウド」は、コスト削減や資産の圧縮など財務的な視点

で、多くのユーザーはクラウドサービスを検討し、またＩＴベン

ダーの多くは利便性の高いサービスをいかに安価に提供する

かを競っている。

　一方で、iPADや液晶モニターなどはクラウド上の情報を

いつでもどこでも好きな時に好きな形で入手できるデバイスと

して多様化の様相を呈しており、文化論的な視点では生活スタ

イルに変化を及ぼした携帯電話と同様に、街角の風景を一変

させる可能性を秘めている。

　技術的な視点で「クラウド」を考察するならば、仮想化技術

はさらに進化するであろうし、大量のデータを扱うための技術

やグリッド的な分散技術はクラウドを活用するうえで重要な要

素である。また、異なるシステムを効率的に接続する手法や

ツールなどの重要性は益々高まり、システム展開ツールなどの

運用技術の進化にも目が離せない。

　情報の所有や統制においては政策的な配慮が必要となるで

あろう。多くの課題はあるものの「クラウド」は我々の経済活動

の様々な側面において大きな変化をもたらす可能性がある。

　クラウドコンピューティングとクラウドサービスは、ユーザー

にとっては多様な ITリソースの利用形態が提供されることで

あり、ベンダーにとっては販売型からサービス提供型へとビジ

ネスモデルが変化することである。しかながら、それに留まる

ことなくIT全般における大きなパラダイムシフトと捉え、複合

的かつ中長期的な視点で各々のビジネスへのインパクトを考

察する必要がある。

6. おわりに

2. コンピューティングモデルの変遷と
    当社のビジネス

期待感にも変化が生じつつある。当初期待したほどのコスト削

減が望めないこと、利用に際して相応の制約事項があること、

セキュリティ対策等の自社のシステム管理基準の遵守が難し

い点があることなどの課題が表面化し、「クラウドサービスに

何が期待できるのか」といった本質的な問いに直面している

ケースも多く見られる。

　当社は創業以来、コンピュータユーティリティを提唱し、コン

ピュータをネットークで結び様々な ITサービスを展開してきた。

　本稿では、まずは当社のビジネスの変遷を振り返った上で、

現在のクラウドサービスの状況を確認し、サービスプロバイ

ダーとしてのクラウドへの取り組みの要点を論じる。

ば、クラウド基盤の整備・充実、制度整備と社会的コンセンサ

ス形成、イノベーション創出の三位一体の政策を進めると表明

している。（表３）

 この報告書では、基盤の整備として「高信頼・環境負荷低減

技術」「データセンタ」「機器・端末」「人材育成強化」の４つ

のキーワードを挙げている。また「プライバシー」「品質・責任

関係の透明化」「政府の活用促進」「国際ルール策定」などに

関する制度整備を行い、これらのクラウド環境を国として整え

ることで「大量データを利活用した新サービス・新産業を創

出」といったイノベーションを生み出そうという考えである。)

　これらのイノベーションが生み出す電力、医療、教育などの

「革新的な社会システム」を輸出することで国際展開を図り、

日本の経済発展につなげようと提言している。

5. インテックでのクラウドコンピュー
     ティングの取組み

図１  標準化レイヤ

表３  三位一体の政策

メーカー系

Sler系

キャリア系

ISP系

●富士通（Trust-Service Platform）
●日立（Hermonious Cloud）
●NEC（RIACUBE）

●自社H/Wを利用したクラウドソリューション
●高信頼性、高可用性
●S/P/IaaS全てのサービスを提供
●プライベートクラウドがメイン

タイプ別　                  企業例（代表サービス）　                                                特徴

●比較的安価なサービス
●コンシューマ～中小企業向けサービスが多い
●パブリッククラウドが中心
●法人向けに力を入れ始めている

●ネットワーク接続サービス（VPN接続など）に強みを持つ
●サービスの主体はP/IaaS、不足分はパートナー企業との連携で補う
●プライベート／パブリック両方を提供

●他ソリューションとの組み合わせなど、インテグレーションが得意
●高信頼性、高可用性
●SlerによってはS/P/IaaS全てのサービスを提供
●プライベートクラウドがメイン

●IIJ（IIJ GIO）
●ニフティ（ニフティクラウド）
●DTI（ServersMan@VPS）
●GMO（TrueCLOUD）

●NTTコミュニケーションズ（BizCITY）
●KDDI（KDDIクラウドサーバサービス）
●ソフトバンクテレコム（ホワイトクラウド）

●NTTデータ（BizXaaS）
●新日鉄ソリューションズ（absonne）
●伊藤忠テクノソリューションズ（TechnoCUVIC）
●日本ユニシス（ICTホスティングサービス）
●TIS（TIS Enterprise Ondemand Service）
●インテック（EINS/SPS）

●TCOを削減したい
●資産を圧縮して財務体質を改善したい
●急な需要に対応したい
●需要に応じたコスト構造にしたい
　→利用量に応じた安価で柔軟なホスティングサービスが欲しい

現実的な市場のニーズ　                          形態
日本で展開している代表的なサービス
海外企業　　　　　　　国内企業

●環境変化に即応したアプリケーションが求められる
●アプリケーション開発のコストを削減したい
　→開発環境～運用まで一貫した利用サービスが欲しい
　→共通的なコンポーネントを利用したい

●標準的なビジネス機能の運用負担を減らしたい 
●組織や企業を超えたコミュニケーションを実現したい
●ウイルスや災害などのリスク対策を任せたい
●エンドユーザーサポートを任せたい
　→メール、ポータル、CRMなどの情報系、フロントオフィス系サービスが
　　欲しい

IaaS

PaaS

SaaS

Amazon Web Services

Windows Azure
Force.Com Google App

Engine

Google Apps
BPOS(MS)

Salesforce CRM
Net Suite
Oracle CRM

IIJGIO

（その他）
メーカー系
キャリア系

－

サイボウズガルーン
デスクネッツ

（その他）
ASP

政策　　　　　     内容　                     目的

基盤整備

制度整備

イノベーション
創出

市場の健全な発展を
通じたクラウド基盤
の整備・充実

データの外部保存・
利活用を促す制度整
備と社会コンセンサ
ス形成

クラウドを活用したビ
ジネスの国際展開に
繋がるイノベーション
創出の後押し

社会システムを支える
高信頼でクリーンなク
ラウドコンピューティン
グ基盤を確立

「データ」を外部へ／
利活用可能に

大量データを利活用し
た新サービス・新産業
を創出

出典：「クラウドコンピューティングと日本の競争力に関する研究会」報告書
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ストレージ

ネットワーク
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ソフトウェアカーネル（OS,VM Manager））
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＊Open Cloud Manifesto “Cloud Computing Use Cases White Paper”を参考に作成
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アプリケーションとプラッ
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プラットフォームとクラウ
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クラウドインフラと仮想
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仮想化環境とハードウェ
ア間の標準化

ネットワークとプラットフ
ォーム・アプリケーション
間の標準化

ネットの外側と内側間の
標準化

企業アプリとクラウドサ
ービス間の標準化

クラウド・コンピューティング
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変化するクラウド市場とインテックの取り組み
Analysis to the Changing Cloud Computing Market and Approach in INTEC to the Market

岸　逸郎
KISHI Itsuro

1. はじめに

概要
　クラウドコンピューティングには様々な定義が存在し、また多様なサービスが次々 と出現している。利用者の視

点ではクラウドサービスを利用することでコストの削減や資産の圧縮などの財務改善の手段として注目しがちで

あるが、一方ではビジネスイノベーションの原動力としての期待も高まっている。

　インテックでは創業以来、いつでもどこでも利便性の高いコンピュータ利用を提唱し、その実現に向けて事業

を展開してきた。まさにクラウドの原点である。

　本稿では、当社の事業展開を振り返ることで情報化の流れの中でのクラウドコンピューティングの位置付け

を認識し、現状を再確認した上で将来に向けての展望を論じる。

　また、本特集に掲載する各論文の索引として、当社が提供するサービスや研究開発の概要を述べる。

4.2  経済産業省のクラウド技術ロードマップ
　経済産業省では、政策を実現する上での克服するための技

術ロードマップにおいて、その検討すべき方策を「データセン

タに求められるネットワーク技術の技術開発」「高信頼化技

術」「環境負荷低減技術」「運用・保守技術の高度化」「国内

電力事情を考慮したデータセンタ構築技術」「データ間相互

連携・分析に関する技術」の６つに分類し、その具体的な技術

視点とその目指すべき短期的、中長期的な到達レベルが示さ

れている。

　例えば「データ間相互連携･分析に関する技術開発･標準化

支援」で示されているレイヤ図（図１）における各種の標準化

技術を積極的に受け止めて自らの事業環境に適合させること

は事業の効率化に貢献するだけではなく、他の事業者との高い

接続性による広範囲でスケーラブルなサービスが提供できる。

　また「DBのスケーラビリティ」や「大量データの分散保管技

術」などについては、インテックシステム研究所で長年取組ん

でいるグリッド技術などが活用できる。リソースの最適化技術

は、物理環境と仮想化環境を一元的かつダイナミックにコント

ロールしプライベートクラウドによるTCOの削減に貢献する。

 「大量データの処理や分析」には、データの収集、連結、解

析、可視化、配信など様々な技術の開発が必要であろうし、そ

KISHI Itsuro
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● ITプラットフォームサービス事業部長
   兼　クラウドビジネス推進室長
● ITコーディネータ／システムアナリスト／システム監査

　当社では、「クラウドがIT全般にわたるパラダイムシフト」と

なる可能性が高いと捉え、インフラからアプリケーションまで

お客さまのニーズに適合する多様なサービス展開を行っている。

5.1  アプリケーションサービス
　アプリケーションサービスでは、複数企業間をまたがるサプ

ライチェーン全体で品質情報や食品製造に関する仕様書など

の情報共有を支援する「 i-TRe」を提供している。

参考文献

[1] 経済産業省：「クラウドコンピューティングと日本の競争力に関する

     研究会」報告書（2010年8月）

　日本でのクラウドコンピューティング（以下、クラウド）関連

のビジネスは、ここ１年で大きく様変わりした印象がある。

　リーマンショックの影響を受け、俄かにクラウドの注目度が

高まった２００９年の１０月頃は多くの企業や団体が設備投資に代

わる新たな ITの調達手段としてクラウド関連のサービスに大

きな期待が先行し、情報収集に躍起になっていた。一方で日本

のIT関連プロバイダーもGoogleやAmazonのビジネスモデル

2.1  共同計算センターとしての創業
　当社は、１９６４年（昭和３９）に富山県の自治体や産業界の共

同計算センターとして創業した。当時のコンピュータは高価で

あり、自治体や企業が単独で保有することが難しい時代であっ

た。当社では、この共同計算センターを全国各地に設置し、そ

れらを通信回線で接続することで、いつでもどこでも気軽にコ

ンピュータが使える社会を目指してビジネスを展開していっ

た。

　共同計算センタービジネスは、企業や団体がコンピュータ

を「所有」するのではなく「利用」する形態である。当初は、

バッチ処理が中心であったが、データ通信技術の発達によって

オンラインでの計算処理が提供されるようになった。また、オ

ンラインによるコンピュータリソースを時分割で提供するTSS

（Time Sharing Service）サービスなどは、使用されるネッ

トワーク技術やコンピュータ技術の違いはあるものの、ビジネ

スモデルは現在のクラウドコンピューティングと目指したもの

は同じであると言える。

2.2  通信事業分野への展開
　コンピュータが普及するにつれ、国内の高い通信コストが情

報化推進の大きな課題となり、国の直轄事業であった通信事

業に競争原理を導入する必要性が高まり、１９８５年（昭６０）に通

信事業の完全民間開放が実施された。この結果、通信料金が

大幅に低下しただけではなく、通信機器やサービスの多様化を

生み出し、携帯電話の普及などコミュニケーション手段の大き

3. 日本でのクラウドサービスの現状
　２００９年から２０１０年にかけて我が国では数多くのクラウド

サービスが発表され市場に投入された。IT基盤系のサービス

では既存の事業との相乗効果が期待できる分野での事業展開

が活発になっている。事業者を大別すると、コンピュータメー

カー系、SIer系、通信キャリア系、ISP系に分類され、表１に示

す通りそれぞれに特長のあるサービスを展開している。

　また、海外ベンダーではsalesforce.comやマイクロソフト

などが、アプリケーションの開発や実行の環境をクラウドサー

ビスとして積極的に展開しているのが印象的である。

　インフラからアプリケーションまでの総合的なサービスを展

開している企業がコンピュータメーカー系やSIer系を中心に数

多く存在するが、ここではレイヤ毎の視点で現状を確認する。

（図２参照）

3.1  ITインフラリソースとしての「IaaS」
　法人向け市場でのインフラサービスに対する期待は、厳し

い経済環境を背景として「 ITコストをできるだけ削減したい」

「資産を圧縮して財務体質を改善したい」が主なものである

が、経営環境の変化に即応するために「急な需要に対応した

い」などのニーズも顕在化しつつある。

　代表的なサービス企業としてGoogleやAmazonが挙げら

れるが、国内では主に法人向けのサービスとしてシェアード型

のホスティングサービスが数多く市場に投入されている。

　市場参入が活発ではある一方、価格以外での差別化が難し

い分野でもあり、今後の市場動向によっては体力勝負の消耗戦

も予想される。

3.2  アプリケーション実行環境としての「PaaS」
　アプリケーションを実行するプラットフォームサービスは、

開発フレームワークや運用管理系などの幅広いサービスが対

象と考えられるが、まずはアプリケーション開発コストの削減

につながる開発・実行環境のサービス提供が主流になりつつ

ある。

　Google APP Engine、Windows Azure、Force.comな

どの海外勢が代表的なサービスであり、国内では富士通がマイ

クロソフトと協業して国内のデータセンタでWindows Azure

のサービスを提供する以外は今のところ目立った動きが見ら

れない。今後は、アプリケーションの実行はクラウドサービス

利用し、データの保管は自社保有のリソースを利用するなど、

用途に応じリソースを使い分けることができるアプリケーション

基盤（ハイブリッドクラウド）の活用が進むと予想される。

3.3  共通プロセスのアプリケーション
       サービスとしての「SaaS」
　アプリケーションサービスは、パッケージベンダーの新たな

販売形態としての期待が高く、多くのサービスが市場を賑わし

ている。またNTTコミュニケーションズの「Biz City」などの

SaaS アグリゲータのような事業形態も今後は拡大するもの

と思われる。

　その一方で、ASPが期待したほどの成果が出ないまま一過

4.  今後のクラウドコンピューティングの展望
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れらは ITサービスプロバイダーが顧客に提供する付加価値を

実現するために重要な技術的要素でもある。

　このような、国による基盤や制度の整備と民間のビジネスに

対するアイディアや活力、産学での技術開発などが一体とな

り、高品質で利便性の高いクラウドサービスが生み出され、日

本の国際競争力が高まり経済発展につながるものと考える。

　本稿では、個々についての評価や議論に踏み込まないが、IT

サービスプロバイダーにとっても今後の事業展開における解決

すべき課題として参考になると考える。

参考に、自社の特長や強みを活かした新たなサービス開発に

取り組み、一部では試行サービスを開始していた。

　「所有から利用へ」のキャッチフレーズのもと、我が国の IT

産業のビジネスモデルが大きく転換する起点ともなった時期で

あったと言えるだろう。２０１０年後半の時点では、クラウドサー

ビスの本格的な活用にはまだ十分とはいえないまでも、一通

りのサービスは実用段階に入っており、ゆっくりとではあるが

展開期に移りつつあるという印象がある。

　クラウドサービスの実体が明らかになるにつれ、ユーザーの

表１  国内での代表的クラウドサービス

な変化につながっている。

　当社では、民間開放と同時に当時の特別第二種通信事業者

の第一号認可を受け通信事業の展開を開始した。インターネッ

トの原点であるパケット通信システムを導入して距離による料

金格差の少ない良質な通信サービスを提供し、またそれを利

用したデータ交換システムを開発した。これらを活用して、プ

ラネットやファイネットなどのデータ交換の仲介企業を業界各

社と共同で設立し、新たな企業間のデータ交換ビジネスを創出

した。

2.3  インターネットの普及
　１９９５年（平成７）前後を起点とした日本でのインターネット

の普及は、ビジネスでの IT活用ばかりではなく社会システム全

体に大きなインパクトがあったと言える。ブラウザの進化に

よって表現力が格段に向上し、ビジネスでの活用が急速に進ん

だ。特に２０００年（平成１２）前後の ITバブル全盛期には、多くの

ITベンチャー企業による新たなビジネスモデルや ITの活用ビ

ジネスが市場を賑わせた時期である。また、インターネットと

携帯電話の組合せは、情報伝達手段の多様化にとどまらず生

活の変化をも引き起こしている。

　当社でもインターネット接続事業やそれに続くデータセンタ

事業、またインターネット技術を活用した新しいシステムソ

リューションを提供してきた。

　情報化社会のインフラとも言えるインターネットは、ITを活

用した新たな産業やサービスを創出し日常的な社会活動全般

においても欠くことのできない存在となった。今後も新たなビ

ジネスを生み出していくと想定される。

2.4  クラウドコンピューティングへの期待
　このようにコンピュータとネットワーク利用の進化は、経済

活動の効率化や社会的コストの削減ばかりではなく新たなビ

ジネスの創出にもつながっている。

　クラウドサービスは、リーマンショックによる企業の財務状

況の悪化を背景にした ITコストの削減の手段として脚光を浴

びて一気にその活用機運が高まったが、通信事業の民間開放

やインターネットの普及などと同様に IT活用の大きなパラダイ

ムシフトと捉えるならば、「クラウドコンピューティング」に

よって新たな付加価値が社会に提供されるという視点でビジ

ネスを捉える必要がある。

性のブームと評価されたように、「SaaS」についても期待が先

行している感があり、クラウドサービスに名を変えただけの

ASPサービスが数多く存在するのも現実である。

　ユーザーのSaaSへの期待感としては、「標準的な機能の運

用負担を軽減したい」「ウイルスや災害などのリスク対策を専

門家に任せたい」などがあり、メールやポータルなど主にフロ

ントオフィス系やCRMなどの情報系のサービスが本格展開の

様相を呈している。

　フロントオフィス系では、Google、Salesforce.com、

Microsoftなどの主要な海外ベンダーが日本市場での攻勢を

強めており、サイボウズやデスクネッツなど日本製のグループ

ウェアベンダーが対抗する構図にある。グローバルなコミュニ

ケーションの視点では、海外勢が優勢と見られるが、操作性や

文化的な親和性では国内ベンダーが一定の市場を握る可能性

がある。

　情報系では、この分野もsalesforce.com、Oracle、Micro-

softなどの海外ベンダーが日本での本格的な展開に着手しつ

つある。グローバルの顧客管理手法や販売プロセスを日本企

業受け入れるかどうかが課題であろう。

　また、トレーサビリティなどの複数の企業間をまたがる情報

共有のニーズはクラウドサービスとの親和性が高く、活用の期

待度が高い分野である。

表２  クラウドサービスのニーズと主なサービス

4.1  経済産業省のクラウド政策
　２０１０年８月１６日に経済産業省が公表した「クラウドコン

ピューティングと日本の競争力に関する研究会」報告書によれ

　また、金融向けCRMシステム「Fキューブ」では、比較的小規

模の金融機関でも利用できるよう共同利用型のパッケージ開

発に着手している。

　これらの共同利用型のサービス要件を満たす「シングルイン

スタンス・マルチテナント型」のアプリケーション開発と運用

を実現するためのプラットフォームが必要である。この開発を

インテックシステム研究所で取組んでおり、当社のサービスへ

の適用に加えて他のSaaSプロバイダーへの提供も視野にい

れている。

5.2  独自技術によるプラットフォーム開発
　インテックシステム研究所では、さらに超並列分散処理技術

を用いた大量データの収集、保存、活用を実現するための独自

のプラットフォーム開発を数年前から行っている。これは、パ

フォーマンスを維持したまま利用量が増やせる「拡張性」、耐

障害性やアクセス集中時の性能維持に優れた「冗長性」、保守

作業や機材故障対応の負荷を軽減する「運用容易性」に特長

があり、既に仮想環境での大容量ストレージなどに利用されて

いる。

5.3  インフラサービス
　インフラサービスでは、当社の堅牢で安全なデータセンター

環境を活用したエンタープライズ向けクラウドサービス基盤

「EINS/SPS」を提供している。このサービスは設備面の信

頼性に加え、創業以来長年にわたり蓄積してきた運用面での

高い信頼性を備えており、基幹系アプリケーションのインフラ

としてもご利用いただいている。

　また、導入型のプライベートクラウド構築の支援サービスも

提供している。既に一般化しつつある仮想化統合基盤にインフ

ラを共同利用するためのビジネスプロセスや ITサービスのマ

ネージメント機能を付加することがプライベートクラウドの要

件となるとの前提で、設計・構築・運用の支援サービスを提供

している。

　このようなサービスで提供されるリソースとオンプレミスで

導入されたリソースとをシームレスに接続し、最適なIT環境を

実現するハイブリッド型のクラウド環境の需要はますます増加

すると想定され、それを支援するコンサルテーションやインテ

グレーションのサービスも併せて提供する予定である。

　「クラウド」は、コスト削減や資産の圧縮など財務的な視点

で、多くのユーザーはクラウドサービスを検討し、またＩＴベン

ダーの多くは利便性の高いサービスをいかに安価に提供する

かを競っている。

　一方で、iPADや液晶モニターなどはクラウド上の情報を

いつでもどこでも好きな時に好きな形で入手できるデバイスと

して多様化の様相を呈しており、文化論的な視点では生活スタ

イルに変化を及ぼした携帯電話と同様に、街角の風景を一変

させる可能性を秘めている。

　技術的な視点で「クラウド」を考察するならば、仮想化技術

はさらに進化するであろうし、大量のデータを扱うための技術

やグリッド的な分散技術はクラウドを活用するうえで重要な要

素である。また、異なるシステムを効率的に接続する手法や

ツールなどの重要性は益々高まり、システム展開ツールなどの

運用技術の進化にも目が離せない。

　情報の所有や統制においては政策的な配慮が必要となるで

あろう。多くの課題はあるものの「クラウド」は我々の経済活動

の様々な側面において大きな変化をもたらす可能性がある。

　クラウドコンピューティングとクラウドサービスは、ユーザー

にとっては多様な ITリソースの利用形態が提供されることで

あり、ベンダーにとっては販売型からサービス提供型へとビジ

ネスモデルが変化することである。しかながら、それに留まる

ことなくIT全般における大きなパラダイムシフトと捉え、複合

的かつ中長期的な視点で各々のビジネスへのインパクトを考

察する必要がある。

6. おわりに

2. コンピューティングモデルの変遷と
    当社のビジネス

期待感にも変化が生じつつある。当初期待したほどのコスト削

減が望めないこと、利用に際して相応の制約事項があること、

セキュリティ対策等の自社のシステム管理基準の遵守が難し

い点があることなどの課題が表面化し、「クラウドサービスに

何が期待できるのか」といった本質的な問いに直面している

ケースも多く見られる。

　当社は創業以来、コンピュータユーティリティを提唱し、コン

ピュータをネットークで結び様々な ITサービスを展開してきた。

　本稿では、まずは当社のビジネスの変遷を振り返った上で、

現在のクラウドサービスの状況を確認し、サービスプロバイ

ダーとしてのクラウドへの取り組みの要点を論じる。

ば、クラウド基盤の整備・充実、制度整備と社会的コンセンサ

ス形成、イノベーション創出の三位一体の政策を進めると表明

している。（表３）

 この報告書では、基盤の整備として「高信頼・環境負荷低減

技術」「データセンタ」「機器・端末」「人材育成強化」の４つ

のキーワードを挙げている。また「プライバシー」「品質・責任

関係の透明化」「政府の活用促進」「国際ルール策定」などに

関する制度整備を行い、これらのクラウド環境を国として整え

ることで「大量データを利活用した新サービス・新産業を創

出」といったイノベーションを生み出そうという考えである。)

　これらのイノベーションが生み出す電力、医療、教育などの

「革新的な社会システム」を輸出することで国際展開を図り、

日本の経済発展につなげようと提言している。

5. インテックでのクラウドコンピュー
     ティングの取組み

図１  標準化レイヤ

表３  三位一体の政策

メーカー系

Sler系

キャリア系

ISP系

●富士通（Trust-Service Platform）
●日立（Hermonious Cloud）
●NEC（RIACUBE）

●自社H/Wを利用したクラウドソリューション
●高信頼性、高可用性
●S/P/IaaS全てのサービスを提供
●プライベートクラウドがメイン

タイプ別　                  企業例（代表サービス）　                                                特徴

●比較的安価なサービス
●コンシューマ～中小企業向けサービスが多い
●パブリッククラウドが中心
●法人向けに力を入れ始めている

●ネットワーク接続サービス（VPN接続など）に強みを持つ
●サービスの主体はP/IaaS、不足分はパートナー企業との連携で補う
●プライベート／パブリック両方を提供

●他ソリューションとの組み合わせなど、インテグレーションが得意
●高信頼性、高可用性
●SlerによってはS/P/IaaS全てのサービスを提供
●プライベートクラウドがメイン

●IIJ（IIJ GIO）
●ニフティ（ニフティクラウド）
●DTI（ServersMan@VPS）
●GMO（TrueCLOUD）

●NTTコミュニケーションズ（BizCITY）
●KDDI（KDDIクラウドサーバサービス）
●ソフトバンクテレコム（ホワイトクラウド）

●NTTデータ（BizXaaS）
●新日鉄ソリューションズ（absonne）
●伊藤忠テクノソリューションズ（TechnoCUVIC）
●日本ユニシス（ICTホスティングサービス）
●TIS（TIS Enterprise Ondemand Service）
●インテック（EINS/SPS）

●TCOを削減したい
●資産を圧縮して財務体質を改善したい
●急な需要に対応したい
●需要に応じたコスト構造にしたい
　→利用量に応じた安価で柔軟なホスティングサービスが欲しい

現実的な市場のニーズ　                          形態
日本で展開している代表的なサービス
海外企業　　　　　　　国内企業

●環境変化に即応したアプリケーションが求められる
●アプリケーション開発のコストを削減したい
　→開発環境～運用まで一貫した利用サービスが欲しい
　→共通的なコンポーネントを利用したい

●標準的なビジネス機能の運用負担を減らしたい 
●組織や企業を超えたコミュニケーションを実現したい
●ウイルスや災害などのリスク対策を任せたい
●エンドユーザーサポートを任せたい
　→メール、ポータル、CRMなどの情報系、フロントオフィス系サービスが
　　欲しい

IaaS

PaaS

SaaS

Amazon Web Services

Windows Azure
Force.Com Google App

Engine

Google Apps
BPOS(MS)

Salesforce CRM
Net Suite
Oracle CRM

IIJGIO

（その他）
メーカー系
キャリア系

－

サイボウズガルーン
デスクネッツ

（その他）
ASP

政策　　　　　     内容　                     目的

基盤整備

制度整備

イノベーション
創出

市場の健全な発展を
通じたクラウド基盤
の整備・充実

データの外部保存・
利活用を促す制度整
備と社会コンセンサ
ス形成

クラウドを活用したビ
ジネスの国際展開に
繋がるイノベーション
創出の後押し

社会システムを支える
高信頼でクリーンなク
ラウドコンピューティン
グ基盤を確立

「データ」を外部へ／
利活用可能に

大量データを利活用し
た新サービス・新産業
を創出

出典：「クラウドコンピューティングと日本の競争力に関する研究会」報告書

Cloud Function Reference Model＊におけるレイヤー
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ービス間の標準化
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変化するクラウド市場とインテックの取り組み
Analysis to the Changing Cloud Computing Market and Approach in INTEC to the Market

岸　逸郎
KISHI Itsuro

1. はじめに

概要
　クラウドコンピューティングには様々な定義が存在し、また多様なサービスが次々 と出現している。利用者の視

点ではクラウドサービスを利用することでコストの削減や資産の圧縮などの財務改善の手段として注目しがちで

あるが、一方ではビジネスイノベーションの原動力としての期待も高まっている。

　インテックでは創業以来、いつでもどこでも利便性の高いコンピュータ利用を提唱し、その実現に向けて事業

を展開してきた。まさにクラウドの原点である。

　本稿では、当社の事業展開を振り返ることで情報化の流れの中でのクラウドコンピューティングの位置付け

を認識し、現状を再確認した上で将来に向けての展望を論じる。

　また、本特集に掲載する各論文の索引として、当社が提供するサービスや研究開発の概要を述べる。

4.2  経済産業省のクラウド技術ロードマップ
　経済産業省では、政策を実現する上での克服するための技

術ロードマップにおいて、その検討すべき方策を「データセン

タに求められるネットワーク技術の技術開発」「高信頼化技

術」「環境負荷低減技術」「運用・保守技術の高度化」「国内

電力事情を考慮したデータセンタ構築技術」「データ間相互

連携・分析に関する技術」の６つに分類し、その具体的な技術

視点とその目指すべき短期的、中長期的な到達レベルが示さ

れている。

　例えば「データ間相互連携･分析に関する技術開発･標準化

支援」で示されているレイヤ図（図１）における各種の標準化

技術を積極的に受け止めて自らの事業環境に適合させること

は事業の効率化に貢献するだけではなく、他の事業者との高い

接続性による広範囲でスケーラブルなサービスが提供できる。

　また「DBのスケーラビリティ」や「大量データの分散保管技

術」などについては、インテックシステム研究所で長年取組ん

でいるグリッド技術などが活用できる。リソースの最適化技術

は、物理環境と仮想化環境を一元的かつダイナミックにコント

ロールしプライベートクラウドによるTCOの削減に貢献する。

 「大量データの処理や分析」には、データの収集、連結、解

析、可視化、配信など様々な技術の開発が必要であろうし、そ

KISHI Itsuro

岸　逸郎

● ITプラットフォームサービス事業部長
   兼　クラウドビジネス推進室長
● ITコーディネータ／システムアナリスト／システム監査

　当社では、「クラウドがIT全般にわたるパラダイムシフト」と

なる可能性が高いと捉え、インフラからアプリケーションまで

お客さまのニーズに適合する多様なサービス展開を行っている。

5.1  アプリケーションサービス
　アプリケーションサービスでは、複数企業間をまたがるサプ

ライチェーン全体で品質情報や食品製造に関する仕様書など

の情報共有を支援する「 i-TRe」を提供している。

参考文献

[1] 経済産業省：「クラウドコンピューティングと日本の競争力に関する

     研究会」報告書（2010年8月）

　日本でのクラウドコンピューティング（以下、クラウド）関連

のビジネスは、ここ１年で大きく様変わりした印象がある。

　リーマンショックの影響を受け、俄かにクラウドの注目度が

高まった２００９年の１０月頃は多くの企業や団体が設備投資に代

わる新たな ITの調達手段としてクラウド関連のサービスに大

きな期待が先行し、情報収集に躍起になっていた。一方で日本

のIT関連プロバイダーもGoogleやAmazonのビジネスモデル

2.1  共同計算センターとしての創業
　当社は、１９６４年（昭和３９）に富山県の自治体や産業界の共

同計算センターとして創業した。当時のコンピュータは高価で

あり、自治体や企業が単独で保有することが難しい時代であっ

た。当社では、この共同計算センターを全国各地に設置し、そ

れらを通信回線で接続することで、いつでもどこでも気軽にコ

ンピュータが使える社会を目指してビジネスを展開していっ

た。

　共同計算センタービジネスは、企業や団体がコンピュータ

を「所有」するのではなく「利用」する形態である。当初は、

バッチ処理が中心であったが、データ通信技術の発達によって

オンラインでの計算処理が提供されるようになった。また、オ

ンラインによるコンピュータリソースを時分割で提供するTSS

（Time Sharing Service）サービスなどは、使用されるネッ

トワーク技術やコンピュータ技術の違いはあるものの、ビジネ

スモデルは現在のクラウドコンピューティングと目指したもの

は同じであると言える。

2.2  通信事業分野への展開
　コンピュータが普及するにつれ、国内の高い通信コストが情

報化推進の大きな課題となり、国の直轄事業であった通信事

業に競争原理を導入する必要性が高まり、１９８５年（昭６０）に通

信事業の完全民間開放が実施された。この結果、通信料金が

大幅に低下しただけではなく、通信機器やサービスの多様化を

生み出し、携帯電話の普及などコミュニケーション手段の大き

3. 日本でのクラウドサービスの現状
　２００９年から２０１０年にかけて我が国では数多くのクラウド

サービスが発表され市場に投入された。IT基盤系のサービス

では既存の事業との相乗効果が期待できる分野での事業展開

が活発になっている。事業者を大別すると、コンピュータメー

カー系、SIer系、通信キャリア系、ISP系に分類され、表１に示

す通りそれぞれに特長のあるサービスを展開している。

　また、海外ベンダーではsalesforce.comやマイクロソフト

などが、アプリケーションの開発や実行の環境をクラウドサー

ビスとして積極的に展開しているのが印象的である。

　インフラからアプリケーションまでの総合的なサービスを展

開している企業がコンピュータメーカー系やSIer系を中心に数

多く存在するが、ここではレイヤ毎の視点で現状を確認する。

（図２参照）

3.1  ITインフラリソースとしての「IaaS」
　法人向け市場でのインフラサービスに対する期待は、厳し

い経済環境を背景として「 ITコストをできるだけ削減したい」

「資産を圧縮して財務体質を改善したい」が主なものである

が、経営環境の変化に即応するために「急な需要に対応した

い」などのニーズも顕在化しつつある。

　代表的なサービス企業としてGoogleやAmazonが挙げら

れるが、国内では主に法人向けのサービスとしてシェアード型

のホスティングサービスが数多く市場に投入されている。

　市場参入が活発ではある一方、価格以外での差別化が難し

い分野でもあり、今後の市場動向によっては体力勝負の消耗戦

も予想される。

3.2  アプリケーション実行環境としての「PaaS」
　アプリケーションを実行するプラットフォームサービスは、

開発フレームワークや運用管理系などの幅広いサービスが対

象と考えられるが、まずはアプリケーション開発コストの削減

につながる開発・実行環境のサービス提供が主流になりつつ

ある。

　Google APP Engine、Windows Azure、Force.comな

どの海外勢が代表的なサービスであり、国内では富士通がマイ

クロソフトと協業して国内のデータセンタでWindows Azure

のサービスを提供する以外は今のところ目立った動きが見ら

れない。今後は、アプリケーションの実行はクラウドサービス

利用し、データの保管は自社保有のリソースを利用するなど、

用途に応じリソースを使い分けることができるアプリケーション

基盤（ハイブリッドクラウド）の活用が進むと予想される。

3.3  共通プロセスのアプリケーション
       サービスとしての「SaaS」
　アプリケーションサービスは、パッケージベンダーの新たな

販売形態としての期待が高く、多くのサービスが市場を賑わし

ている。またNTTコミュニケーションズの「Biz City」などの

SaaS アグリゲータのような事業形態も今後は拡大するもの

と思われる。

　その一方で、ASPが期待したほどの成果が出ないまま一過

4.  今後のクラウドコンピューティングの展望
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れらは ITサービスプロバイダーが顧客に提供する付加価値を

実現するために重要な技術的要素でもある。

　このような、国による基盤や制度の整備と民間のビジネスに

対するアイディアや活力、産学での技術開発などが一体とな

り、高品質で利便性の高いクラウドサービスが生み出され、日

本の国際競争力が高まり経済発展につながるものと考える。

　本稿では、個々についての評価や議論に踏み込まないが、IT

サービスプロバイダーにとっても今後の事業展開における解決

すべき課題として参考になると考える。

参考に、自社の特長や強みを活かした新たなサービス開発に

取り組み、一部では試行サービスを開始していた。

　「所有から利用へ」のキャッチフレーズのもと、我が国の IT

産業のビジネスモデルが大きく転換する起点ともなった時期で

あったと言えるだろう。２０１０年後半の時点では、クラウドサー

ビスの本格的な活用にはまだ十分とはいえないまでも、一通

りのサービスは実用段階に入っており、ゆっくりとではあるが

展開期に移りつつあるという印象がある。

　クラウドサービスの実体が明らかになるにつれ、ユーザーの

表１  国内での代表的クラウドサービス

な変化につながっている。

　当社では、民間開放と同時に当時の特別第二種通信事業者

の第一号認可を受け通信事業の展開を開始した。インターネッ

トの原点であるパケット通信システムを導入して距離による料

金格差の少ない良質な通信サービスを提供し、またそれを利

用したデータ交換システムを開発した。これらを活用して、プ

ラネットやファイネットなどのデータ交換の仲介企業を業界各

社と共同で設立し、新たな企業間のデータ交換ビジネスを創出

した。

2.3  インターネットの普及
　１９９５年（平成７）前後を起点とした日本でのインターネット

の普及は、ビジネスでの IT活用ばかりではなく社会システム全

体に大きなインパクトがあったと言える。ブラウザの進化に

よって表現力が格段に向上し、ビジネスでの活用が急速に進ん

だ。特に２０００年（平成１２）前後の ITバブル全盛期には、多くの

ITベンチャー企業による新たなビジネスモデルや ITの活用ビ

ジネスが市場を賑わせた時期である。また、インターネットと

携帯電話の組合せは、情報伝達手段の多様化にとどまらず生

活の変化をも引き起こしている。

　当社でもインターネット接続事業やそれに続くデータセンタ

事業、またインターネット技術を活用した新しいシステムソ

リューションを提供してきた。

　情報化社会のインフラとも言えるインターネットは、ITを活

用した新たな産業やサービスを創出し日常的な社会活動全般

においても欠くことのできない存在となった。今後も新たなビ

ジネスを生み出していくと想定される。

2.4  クラウドコンピューティングへの期待
　このようにコンピュータとネットワーク利用の進化は、経済

活動の効率化や社会的コストの削減ばかりではなく新たなビ

ジネスの創出にもつながっている。

　クラウドサービスは、リーマンショックによる企業の財務状

況の悪化を背景にした ITコストの削減の手段として脚光を浴

びて一気にその活用機運が高まったが、通信事業の民間開放

やインターネットの普及などと同様に IT活用の大きなパラダイ

ムシフトと捉えるならば、「クラウドコンピューティング」に

よって新たな付加価値が社会に提供されるという視点でビジ

ネスを捉える必要がある。

性のブームと評価されたように、「SaaS」についても期待が先

行している感があり、クラウドサービスに名を変えただけの

ASPサービスが数多く存在するのも現実である。

　ユーザーのSaaSへの期待感としては、「標準的な機能の運

用負担を軽減したい」「ウイルスや災害などのリスク対策を専

門家に任せたい」などがあり、メールやポータルなど主にフロ

ントオフィス系やCRMなどの情報系のサービスが本格展開の

様相を呈している。

　フロントオフィス系では、Google、Salesforce.com、

Microsoftなどの主要な海外ベンダーが日本市場での攻勢を

強めており、サイボウズやデスクネッツなど日本製のグループ

ウェアベンダーが対抗する構図にある。グローバルなコミュニ

ケーションの視点では、海外勢が優勢と見られるが、操作性や

文化的な親和性では国内ベンダーが一定の市場を握る可能性

がある。

　情報系では、この分野もsalesforce.com、Oracle、Micro-

softなどの海外ベンダーが日本での本格的な展開に着手しつ

つある。グローバルの顧客管理手法や販売プロセスを日本企

業受け入れるかどうかが課題であろう。

　また、トレーサビリティなどの複数の企業間をまたがる情報

共有のニーズはクラウドサービスとの親和性が高く、活用の期

待度が高い分野である。

表２  クラウドサービスのニーズと主なサービス

4.1  経済産業省のクラウド政策
　２０１０年８月１６日に経済産業省が公表した「クラウドコン

ピューティングと日本の競争力に関する研究会」報告書によれ

　また、金融向けCRMシステム「Fキューブ」では、比較的小規

模の金融機関でも利用できるよう共同利用型のパッケージ開

発に着手している。

　これらの共同利用型のサービス要件を満たす「シングルイン

スタンス・マルチテナント型」のアプリケーション開発と運用

を実現するためのプラットフォームが必要である。この開発を

インテックシステム研究所で取組んでおり、当社のサービスへ

の適用に加えて他のSaaSプロバイダーへの提供も視野にい

れている。

5.2  独自技術によるプラットフォーム開発
　インテックシステム研究所では、さらに超並列分散処理技術

を用いた大量データの収集、保存、活用を実現するための独自

のプラットフォーム開発を数年前から行っている。これは、パ

フォーマンスを維持したまま利用量が増やせる「拡張性」、耐

障害性やアクセス集中時の性能維持に優れた「冗長性」、保守

作業や機材故障対応の負荷を軽減する「運用容易性」に特長

があり、既に仮想環境での大容量ストレージなどに利用されて

いる。

5.3  インフラサービス
　インフラサービスでは、当社の堅牢で安全なデータセンター

環境を活用したエンタープライズ向けクラウドサービス基盤

「EINS/SPS」を提供している。このサービスは設備面の信

頼性に加え、創業以来長年にわたり蓄積してきた運用面での

高い信頼性を備えており、基幹系アプリケーションのインフラ

としてもご利用いただいている。

　また、導入型のプライベートクラウド構築の支援サービスも

提供している。既に一般化しつつある仮想化統合基盤にインフ

ラを共同利用するためのビジネスプロセスや ITサービスのマ

ネージメント機能を付加することがプライベートクラウドの要

件となるとの前提で、設計・構築・運用の支援サービスを提供

している。

　このようなサービスで提供されるリソースとオンプレミスで

導入されたリソースとをシームレスに接続し、最適なIT環境を

実現するハイブリッド型のクラウド環境の需要はますます増加

すると想定され、それを支援するコンサルテーションやインテ

グレーションのサービスも併せて提供する予定である。

　「クラウド」は、コスト削減や資産の圧縮など財務的な視点

で、多くのユーザーはクラウドサービスを検討し、またＩＴベン

ダーの多くは利便性の高いサービスをいかに安価に提供する

かを競っている。

　一方で、iPADや液晶モニターなどはクラウド上の情報を

いつでもどこでも好きな時に好きな形で入手できるデバイスと

して多様化の様相を呈しており、文化論的な視点では生活スタ

イルに変化を及ぼした携帯電話と同様に、街角の風景を一変

させる可能性を秘めている。

　技術的な視点で「クラウド」を考察するならば、仮想化技術

はさらに進化するであろうし、大量のデータを扱うための技術

やグリッド的な分散技術はクラウドを活用するうえで重要な要

素である。また、異なるシステムを効率的に接続する手法や

ツールなどの重要性は益々高まり、システム展開ツールなどの

運用技術の進化にも目が離せない。

　情報の所有や統制においては政策的な配慮が必要となるで

あろう。多くの課題はあるものの「クラウド」は我々の経済活動

の様々な側面において大きな変化をもたらす可能性がある。

　クラウドコンピューティングとクラウドサービスは、ユーザー

にとっては多様な ITリソースの利用形態が提供されることで

あり、ベンダーにとっては販売型からサービス提供型へとビジ

ネスモデルが変化することである。しかながら、それに留まる

ことなくIT全般における大きなパラダイムシフトと捉え、複合

的かつ中長期的な視点で各々のビジネスへのインパクトを考

察する必要がある。

6. おわりに

2. コンピューティングモデルの変遷と
    当社のビジネス

期待感にも変化が生じつつある。当初期待したほどのコスト削

減が望めないこと、利用に際して相応の制約事項があること、

セキュリティ対策等の自社のシステム管理基準の遵守が難し

い点があることなどの課題が表面化し、「クラウドサービスに

何が期待できるのか」といった本質的な問いに直面している

ケースも多く見られる。

　当社は創業以来、コンピュータユーティリティを提唱し、コン

ピュータをネットークで結び様々な ITサービスを展開してきた。

　本稿では、まずは当社のビジネスの変遷を振り返った上で、

現在のクラウドサービスの状況を確認し、サービスプロバイ

ダーとしてのクラウドへの取り組みの要点を論じる。

ば、クラウド基盤の整備・充実、制度整備と社会的コンセンサ

ス形成、イノベーション創出の三位一体の政策を進めると表明

している。（表３）

 この報告書では、基盤の整備として「高信頼・環境負荷低減

技術」「データセンタ」「機器・端末」「人材育成強化」の４つ

のキーワードを挙げている。また「プライバシー」「品質・責任

関係の透明化」「政府の活用促進」「国際ルール策定」などに

関する制度整備を行い、これらのクラウド環境を国として整え

ることで「大量データを利活用した新サービス・新産業を創

出」といったイノベーションを生み出そうという考えである。)

　これらのイノベーションが生み出す電力、医療、教育などの

「革新的な社会システム」を輸出することで国際展開を図り、

日本の経済発展につなげようと提言している。

5. インテックでのクラウドコンピュー
     ティングの取組み

図１  標準化レイヤ

表３  三位一体の政策

メーカー系

Sler系

キャリア系

ISP系

●富士通（Trust-Service Platform）
●日立（Hermonious Cloud）
●NEC（RIACUBE）

●自社H/Wを利用したクラウドソリューション
●高信頼性、高可用性
●S/P/IaaS全てのサービスを提供
●プライベートクラウドがメイン

タイプ別　                  企業例（代表サービス）　                                                特徴

●比較的安価なサービス
●コンシューマ～中小企業向けサービスが多い
●パブリッククラウドが中心
●法人向けに力を入れ始めている

●ネットワーク接続サービス（VPN接続など）に強みを持つ
●サービスの主体はP/IaaS、不足分はパートナー企業との連携で補う
●プライベート／パブリック両方を提供

●他ソリューションとの組み合わせなど、インテグレーションが得意
●高信頼性、高可用性
●SlerによってはS/P/IaaS全てのサービスを提供
●プライベートクラウドがメイン

●IIJ（IIJ GIO）
●ニフティ（ニフティクラウド）
●DTI（ServersMan@VPS）
●GMO（TrueCLOUD）

●NTTコミュニケーションズ（BizCITY）
●KDDI（KDDIクラウドサーバサービス）
●ソフトバンクテレコム（ホワイトクラウド）

●NTTデータ（BizXaaS）
●新日鉄ソリューションズ（absonne）
●伊藤忠テクノソリューションズ（TechnoCUVIC）
●日本ユニシス（ICTホスティングサービス）
●TIS（TIS Enterprise Ondemand Service）
●インテック（EINS/SPS）

●TCOを削減したい
●資産を圧縮して財務体質を改善したい
●急な需要に対応したい
●需要に応じたコスト構造にしたい
　→利用量に応じた安価で柔軟なホスティングサービスが欲しい

現実的な市場のニーズ　                          形態
日本で展開している代表的なサービス
海外企業　　　　　　　国内企業

●環境変化に即応したアプリケーションが求められる
●アプリケーション開発のコストを削減したい
　→開発環境～運用まで一貫した利用サービスが欲しい
　→共通的なコンポーネントを利用したい

●標準的なビジネス機能の運用負担を減らしたい 
●組織や企業を超えたコミュニケーションを実現したい
●ウイルスや災害などのリスク対策を任せたい
●エンドユーザーサポートを任せたい
　→メール、ポータル、CRMなどの情報系、フロントオフィス系サービスが
　　欲しい

IaaS

PaaS

SaaS

Amazon Web Services

Windows Azure
Force.Com Google App

Engine

Google Apps
BPOS(MS)

Salesforce CRM
Net Suite
Oracle CRM

IIJGIO

（その他）
メーカー系
キャリア系

－

サイボウズガルーン
デスクネッツ

（その他）
ASP

政策　　　　　     内容　                     目的

基盤整備

制度整備

イノベーション
創出

市場の健全な発展を
通じたクラウド基盤
の整備・充実

データの外部保存・
利活用を促す制度整
備と社会コンセンサ
ス形成

クラウドを活用したビ
ジネスの国際展開に
繋がるイノベーション
創出の後押し

社会システムを支える
高信頼でクリーンなク
ラウドコンピューティン
グ基盤を確立

「データ」を外部へ／
利活用可能に

大量データを利活用し
た新サービス・新産業
を創出

出典：「クラウドコンピューティングと日本の競争力に関する研究会」報告書
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仮想化環境とハードウェ
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ネットワークとプラットフ
ォーム・アプリケーション
間の標準化

ネットの外側と内側間の
標準化

企業アプリとクラウドサ
ービス間の標準化

クラウド・コンピューティング



4 5

8 9

6 7

変化するクラウド市場とインテックの取り組み
Analysis to the Changing Cloud Computing Market and Approach in INTEC to the Market

岸　逸郎
KISHI Itsuro

1. はじめに

概要
　クラウドコンピューティングには様々な定義が存在し、また多様なサービスが次々 と出現している。利用者の視

点ではクラウドサービスを利用することでコストの削減や資産の圧縮などの財務改善の手段として注目しがちで

あるが、一方ではビジネスイノベーションの原動力としての期待も高まっている。

　インテックでは創業以来、いつでもどこでも利便性の高いコンピュータ利用を提唱し、その実現に向けて事業

を展開してきた。まさにクラウドの原点である。

　本稿では、当社の事業展開を振り返ることで情報化の流れの中でのクラウドコンピューティングの位置付け

を認識し、現状を再確認した上で将来に向けての展望を論じる。

　また、本特集に掲載する各論文の索引として、当社が提供するサービスや研究開発の概要を述べる。

4.2  経済産業省のクラウド技術ロードマップ
　経済産業省では、政策を実現する上での克服するための技

術ロードマップにおいて、その検討すべき方策を「データセン

タに求められるネットワーク技術の技術開発」「高信頼化技

術」「環境負荷低減技術」「運用・保守技術の高度化」「国内

電力事情を考慮したデータセンタ構築技術」「データ間相互

連携・分析に関する技術」の６つに分類し、その具体的な技術

視点とその目指すべき短期的、中長期的な到達レベルが示さ

れている。

　例えば「データ間相互連携･分析に関する技術開発･標準化

支援」で示されているレイヤ図（図１）における各種の標準化

技術を積極的に受け止めて自らの事業環境に適合させること

は事業の効率化に貢献するだけではなく、他の事業者との高い

接続性による広範囲でスケーラブルなサービスが提供できる。

　また「DBのスケーラビリティ」や「大量データの分散保管技

術」などについては、インテックシステム研究所で長年取組ん

でいるグリッド技術などが活用できる。リソースの最適化技術

は、物理環境と仮想化環境を一元的かつダイナミックにコント

ロールしプライベートクラウドによるTCOの削減に貢献する。

 「大量データの処理や分析」には、データの収集、連結、解

析、可視化、配信など様々な技術の開発が必要であろうし、そ
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　当社では、「クラウドがIT全般にわたるパラダイムシフト」と

なる可能性が高いと捉え、インフラからアプリケーションまで

お客さまのニーズに適合する多様なサービス展開を行っている。

5.1  アプリケーションサービス
　アプリケーションサービスでは、複数企業間をまたがるサプ

ライチェーン全体で品質情報や食品製造に関する仕様書など

の情報共有を支援する「 i-TRe」を提供している。
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[1] 経済産業省：「クラウドコンピューティングと日本の競争力に関する

     研究会」報告書（2010年8月）

　日本でのクラウドコンピューティング（以下、クラウド）関連

のビジネスは、ここ１年で大きく様変わりした印象がある。

　リーマンショックの影響を受け、俄かにクラウドの注目度が

高まった２００９年の１０月頃は多くの企業や団体が設備投資に代

わる新たな ITの調達手段としてクラウド関連のサービスに大

きな期待が先行し、情報収集に躍起になっていた。一方で日本

のIT関連プロバイダーもGoogleやAmazonのビジネスモデル

2.1  共同計算センターとしての創業
　当社は、１９６４年（昭和３９）に富山県の自治体や産業界の共

同計算センターとして創業した。当時のコンピュータは高価で

あり、自治体や企業が単独で保有することが難しい時代であっ

た。当社では、この共同計算センターを全国各地に設置し、そ

れらを通信回線で接続することで、いつでもどこでも気軽にコ

ンピュータが使える社会を目指してビジネスを展開していっ

た。

　共同計算センタービジネスは、企業や団体がコンピュータ

を「所有」するのではなく「利用」する形態である。当初は、

バッチ処理が中心であったが、データ通信技術の発達によって

オンラインでの計算処理が提供されるようになった。また、オ

ンラインによるコンピュータリソースを時分割で提供するTSS

（Time Sharing Service）サービスなどは、使用されるネッ

トワーク技術やコンピュータ技術の違いはあるものの、ビジネ

スモデルは現在のクラウドコンピューティングと目指したもの

は同じであると言える。

2.2  通信事業分野への展開
　コンピュータが普及するにつれ、国内の高い通信コストが情

報化推進の大きな課題となり、国の直轄事業であった通信事

業に競争原理を導入する必要性が高まり、１９８５年（昭６０）に通

信事業の完全民間開放が実施された。この結果、通信料金が

大幅に低下しただけではなく、通信機器やサービスの多様化を

生み出し、携帯電話の普及などコミュニケーション手段の大き

3. 日本でのクラウドサービスの現状
　２００９年から２０１０年にかけて我が国では数多くのクラウド

サービスが発表され市場に投入された。IT基盤系のサービス

では既存の事業との相乗効果が期待できる分野での事業展開

が活発になっている。事業者を大別すると、コンピュータメー

カー系、SIer系、通信キャリア系、ISP系に分類され、表１に示

す通りそれぞれに特長のあるサービスを展開している。

　また、海外ベンダーではsalesforce.comやマイクロソフト

などが、アプリケーションの開発や実行の環境をクラウドサー

ビスとして積極的に展開しているのが印象的である。

　インフラからアプリケーションまでの総合的なサービスを展

開している企業がコンピュータメーカー系やSIer系を中心に数

多く存在するが、ここではレイヤ毎の視点で現状を確認する。

（図２参照）

3.1  ITインフラリソースとしての「IaaS」
　法人向け市場でのインフラサービスに対する期待は、厳し

い経済環境を背景として「 ITコストをできるだけ削減したい」

「資産を圧縮して財務体質を改善したい」が主なものである

が、経営環境の変化に即応するために「急な需要に対応した

い」などのニーズも顕在化しつつある。

　代表的なサービス企業としてGoogleやAmazonが挙げら

れるが、国内では主に法人向けのサービスとしてシェアード型

のホスティングサービスが数多く市場に投入されている。

　市場参入が活発ではある一方、価格以外での差別化が難し

い分野でもあり、今後の市場動向によっては体力勝負の消耗戦

も予想される。

3.2  アプリケーション実行環境としての「PaaS」
　アプリケーションを実行するプラットフォームサービスは、

開発フレームワークや運用管理系などの幅広いサービスが対

象と考えられるが、まずはアプリケーション開発コストの削減

につながる開発・実行環境のサービス提供が主流になりつつ

ある。

　Google APP Engine、Windows Azure、Force.comな

どの海外勢が代表的なサービスであり、国内では富士通がマイ

クロソフトと協業して国内のデータセンタでWindows Azure

のサービスを提供する以外は今のところ目立った動きが見ら

れない。今後は、アプリケーションの実行はクラウドサービス

利用し、データの保管は自社保有のリソースを利用するなど、

用途に応じリソースを使い分けることができるアプリケーション

基盤（ハイブリッドクラウド）の活用が進むと予想される。

3.3  共通プロセスのアプリケーション
       サービスとしての「SaaS」
　アプリケーションサービスは、パッケージベンダーの新たな

販売形態としての期待が高く、多くのサービスが市場を賑わし

ている。またNTTコミュニケーションズの「Biz City」などの

SaaS アグリゲータのような事業形態も今後は拡大するもの

と思われる。

　その一方で、ASPが期待したほどの成果が出ないまま一過

4.  今後のクラウドコンピューティングの展望
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れらは ITサービスプロバイダーが顧客に提供する付加価値を

実現するために重要な技術的要素でもある。

　このような、国による基盤や制度の整備と民間のビジネスに

対するアイディアや活力、産学での技術開発などが一体とな

り、高品質で利便性の高いクラウドサービスが生み出され、日

本の国際競争力が高まり経済発展につながるものと考える。

　本稿では、個々についての評価や議論に踏み込まないが、IT

サービスプロバイダーにとっても今後の事業展開における解決

すべき課題として参考になると考える。

参考に、自社の特長や強みを活かした新たなサービス開発に

取り組み、一部では試行サービスを開始していた。

　「所有から利用へ」のキャッチフレーズのもと、我が国の IT

産業のビジネスモデルが大きく転換する起点ともなった時期で

あったと言えるだろう。２０１０年後半の時点では、クラウドサー

ビスの本格的な活用にはまだ十分とはいえないまでも、一通

りのサービスは実用段階に入っており、ゆっくりとではあるが

展開期に移りつつあるという印象がある。

　クラウドサービスの実体が明らかになるにつれ、ユーザーの

表１  国内での代表的クラウドサービス

な変化につながっている。

　当社では、民間開放と同時に当時の特別第二種通信事業者

の第一号認可を受け通信事業の展開を開始した。インターネッ

トの原点であるパケット通信システムを導入して距離による料

金格差の少ない良質な通信サービスを提供し、またそれを利

用したデータ交換システムを開発した。これらを活用して、プ

ラネットやファイネットなどのデータ交換の仲介企業を業界各

社と共同で設立し、新たな企業間のデータ交換ビジネスを創出

した。

2.3  インターネットの普及
　１９９５年（平成７）前後を起点とした日本でのインターネット

の普及は、ビジネスでの IT活用ばかりではなく社会システム全

体に大きなインパクトがあったと言える。ブラウザの進化に

よって表現力が格段に向上し、ビジネスでの活用が急速に進ん

だ。特に２０００年（平成１２）前後の ITバブル全盛期には、多くの

ITベンチャー企業による新たなビジネスモデルや ITの活用ビ

ジネスが市場を賑わせた時期である。また、インターネットと

携帯電話の組合せは、情報伝達手段の多様化にとどまらず生

活の変化をも引き起こしている。

　当社でもインターネット接続事業やそれに続くデータセンタ

事業、またインターネット技術を活用した新しいシステムソ

リューションを提供してきた。

　情報化社会のインフラとも言えるインターネットは、ITを活

用した新たな産業やサービスを創出し日常的な社会活動全般

においても欠くことのできない存在となった。今後も新たなビ

ジネスを生み出していくと想定される。

2.4  クラウドコンピューティングへの期待
　このようにコンピュータとネットワーク利用の進化は、経済

活動の効率化や社会的コストの削減ばかりではなく新たなビ

ジネスの創出にもつながっている。

　クラウドサービスは、リーマンショックによる企業の財務状

況の悪化を背景にした ITコストの削減の手段として脚光を浴

びて一気にその活用機運が高まったが、通信事業の民間開放

やインターネットの普及などと同様に IT活用の大きなパラダイ

ムシフトと捉えるならば、「クラウドコンピューティング」に

よって新たな付加価値が社会に提供されるという視点でビジ

ネスを捉える必要がある。

性のブームと評価されたように、「SaaS」についても期待が先

行している感があり、クラウドサービスに名を変えただけの

ASPサービスが数多く存在するのも現実である。

　ユーザーのSaaSへの期待感としては、「標準的な機能の運

用負担を軽減したい」「ウイルスや災害などのリスク対策を専

門家に任せたい」などがあり、メールやポータルなど主にフロ

ントオフィス系やCRMなどの情報系のサービスが本格展開の

様相を呈している。

　フロントオフィス系では、Google、Salesforce.com、

Microsoftなどの主要な海外ベンダーが日本市場での攻勢を

強めており、サイボウズやデスクネッツなど日本製のグループ

ウェアベンダーが対抗する構図にある。グローバルなコミュニ

ケーションの視点では、海外勢が優勢と見られるが、操作性や

文化的な親和性では国内ベンダーが一定の市場を握る可能性

がある。

　情報系では、この分野もsalesforce.com、Oracle、Micro-

softなどの海外ベンダーが日本での本格的な展開に着手しつ

つある。グローバルの顧客管理手法や販売プロセスを日本企

業受け入れるかどうかが課題であろう。

　また、トレーサビリティなどの複数の企業間をまたがる情報

共有のニーズはクラウドサービスとの親和性が高く、活用の期

待度が高い分野である。

表２  クラウドサービスのニーズと主なサービス

4.1  経済産業省のクラウド政策
　２０１０年８月１６日に経済産業省が公表した「クラウドコン

ピューティングと日本の競争力に関する研究会」報告書によれ

　また、金融向けCRMシステム「Fキューブ」では、比較的小規

模の金融機関でも利用できるよう共同利用型のパッケージ開

発に着手している。

　これらの共同利用型のサービス要件を満たす「シングルイン

スタンス・マルチテナント型」のアプリケーション開発と運用

を実現するためのプラットフォームが必要である。この開発を

インテックシステム研究所で取組んでおり、当社のサービスへ

の適用に加えて他のSaaSプロバイダーへの提供も視野にい

れている。

5.2  独自技術によるプラットフォーム開発
　インテックシステム研究所では、さらに超並列分散処理技術

を用いた大量データの収集、保存、活用を実現するための独自

のプラットフォーム開発を数年前から行っている。これは、パ

フォーマンスを維持したまま利用量が増やせる「拡張性」、耐

障害性やアクセス集中時の性能維持に優れた「冗長性」、保守

作業や機材故障対応の負荷を軽減する「運用容易性」に特長

があり、既に仮想環境での大容量ストレージなどに利用されて

いる。

5.3  インフラサービス
　インフラサービスでは、当社の堅牢で安全なデータセンター

環境を活用したエンタープライズ向けクラウドサービス基盤

「EINS/SPS」を提供している。このサービスは設備面の信

頼性に加え、創業以来長年にわたり蓄積してきた運用面での

高い信頼性を備えており、基幹系アプリケーションのインフラ

としてもご利用いただいている。

　また、導入型のプライベートクラウド構築の支援サービスも

提供している。既に一般化しつつある仮想化統合基盤にインフ

ラを共同利用するためのビジネスプロセスや ITサービスのマ

ネージメント機能を付加することがプライベートクラウドの要

件となるとの前提で、設計・構築・運用の支援サービスを提供

している。

　このようなサービスで提供されるリソースとオンプレミスで

導入されたリソースとをシームレスに接続し、最適なIT環境を

実現するハイブリッド型のクラウド環境の需要はますます増加

すると想定され、それを支援するコンサルテーションやインテ

グレーションのサービスも併せて提供する予定である。

　「クラウド」は、コスト削減や資産の圧縮など財務的な視点

で、多くのユーザーはクラウドサービスを検討し、またＩＴベン

ダーの多くは利便性の高いサービスをいかに安価に提供する

かを競っている。

　一方で、iPADや液晶モニターなどはクラウド上の情報を

いつでもどこでも好きな時に好きな形で入手できるデバイスと

して多様化の様相を呈しており、文化論的な視点では生活スタ

イルに変化を及ぼした携帯電話と同様に、街角の風景を一変

させる可能性を秘めている。

　技術的な視点で「クラウド」を考察するならば、仮想化技術

はさらに進化するであろうし、大量のデータを扱うための技術

やグリッド的な分散技術はクラウドを活用するうえで重要な要

素である。また、異なるシステムを効率的に接続する手法や

ツールなどの重要性は益々高まり、システム展開ツールなどの

運用技術の進化にも目が離せない。

　情報の所有や統制においては政策的な配慮が必要となるで

あろう。多くの課題はあるものの「クラウド」は我々の経済活動

の様々な側面において大きな変化をもたらす可能性がある。

　クラウドコンピューティングとクラウドサービスは、ユーザー

にとっては多様な ITリソースの利用形態が提供されることで

あり、ベンダーにとっては販売型からサービス提供型へとビジ

ネスモデルが変化することである。しかながら、それに留まる

ことなくIT全般における大きなパラダイムシフトと捉え、複合

的かつ中長期的な視点で各々のビジネスへのインパクトを考

察する必要がある。

6. おわりに

2. コンピューティングモデルの変遷と
    当社のビジネス

期待感にも変化が生じつつある。当初期待したほどのコスト削

減が望めないこと、利用に際して相応の制約事項があること、

セキュリティ対策等の自社のシステム管理基準の遵守が難し

い点があることなどの課題が表面化し、「クラウドサービスに

何が期待できるのか」といった本質的な問いに直面している

ケースも多く見られる。

　当社は創業以来、コンピュータユーティリティを提唱し、コン

ピュータをネットークで結び様々な ITサービスを展開してきた。

　本稿では、まずは当社のビジネスの変遷を振り返った上で、

現在のクラウドサービスの状況を確認し、サービスプロバイ

ダーとしてのクラウドへの取り組みの要点を論じる。

ば、クラウド基盤の整備・充実、制度整備と社会的コンセンサ

ス形成、イノベーション創出の三位一体の政策を進めると表明

している。（表３）

 この報告書では、基盤の整備として「高信頼・環境負荷低減

技術」「データセンタ」「機器・端末」「人材育成強化」の４つ

のキーワードを挙げている。また「プライバシー」「品質・責任

関係の透明化」「政府の活用促進」「国際ルール策定」などに

関する制度整備を行い、これらのクラウド環境を国として整え

ることで「大量データを利活用した新サービス・新産業を創

出」といったイノベーションを生み出そうという考えである。)

　これらのイノベーションが生み出す電力、医療、教育などの

「革新的な社会システム」を輸出することで国際展開を図り、

日本の経済発展につなげようと提言している。

5. インテックでのクラウドコンピュー
     ティングの取組み

図１  標準化レイヤ

表３  三位一体の政策

メーカー系

Sler系

キャリア系

ISP系

●富士通（Trust-Service Platform）
●日立（Hermonious Cloud）
●NEC（RIACUBE）

●自社H/Wを利用したクラウドソリューション
●高信頼性、高可用性
●S/P/IaaS全てのサービスを提供
●プライベートクラウドがメイン

タイプ別　                  企業例（代表サービス）　                                                特徴

●比較的安価なサービス
●コンシューマ～中小企業向けサービスが多い
●パブリッククラウドが中心
●法人向けに力を入れ始めている

●ネットワーク接続サービス（VPN接続など）に強みを持つ
●サービスの主体はP/IaaS、不足分はパートナー企業との連携で補う
●プライベート／パブリック両方を提供

●他ソリューションとの組み合わせなど、インテグレーションが得意
●高信頼性、高可用性
●SlerによってはS/P/IaaS全てのサービスを提供
●プライベートクラウドがメイン

●IIJ（IIJ GIO）
●ニフティ（ニフティクラウド）
●DTI（ServersMan@VPS）
●GMO（TrueCLOUD）

●NTTコミュニケーションズ（BizCITY）
●KDDI（KDDIクラウドサーバサービス）
●ソフトバンクテレコム（ホワイトクラウド）

●NTTデータ（BizXaaS）
●新日鉄ソリューションズ（absonne）
●伊藤忠テクノソリューションズ（TechnoCUVIC）
●日本ユニシス（ICTホスティングサービス）
●TIS（TIS Enterprise Ondemand Service）
●インテック（EINS/SPS）

●TCOを削減したい
●資産を圧縮して財務体質を改善したい
●急な需要に対応したい
●需要に応じたコスト構造にしたい
　→利用量に応じた安価で柔軟なホスティングサービスが欲しい

現実的な市場のニーズ　                          形態
日本で展開している代表的なサービス
海外企業　　　　　　　国内企業

●環境変化に即応したアプリケーションが求められる
●アプリケーション開発のコストを削減したい
　→開発環境～運用まで一貫した利用サービスが欲しい
　→共通的なコンポーネントを利用したい

●標準的なビジネス機能の運用負担を減らしたい 
●組織や企業を超えたコミュニケーションを実現したい
●ウイルスや災害などのリスク対策を任せたい
●エンドユーザーサポートを任せたい
　→メール、ポータル、CRMなどの情報系、フロントオフィス系サービスが
　　欲しい

IaaS

PaaS

SaaS

Amazon Web Services

Windows Azure
Force.Com Google App

Engine

Google Apps
BPOS(MS)

Salesforce CRM
Net Suite
Oracle CRM

IIJGIO

（その他）
メーカー系
キャリア系

－

サイボウズガルーン
デスクネッツ

（その他）
ASP

政策　　　　　     内容　                     目的

基盤整備

制度整備

イノベーション
創出

市場の健全な発展を
通じたクラウド基盤
の整備・充実

データの外部保存・
利活用を促す制度整
備と社会コンセンサ
ス形成

クラウドを活用したビ
ジネスの国際展開に
繋がるイノベーション
創出の後押し

社会システムを支える
高信頼でクリーンなク
ラウドコンピューティン
グ基盤を確立

「データ」を外部へ／
利活用可能に

大量データを利活用し
た新サービス・新産業
を創出

出典：「クラウドコンピューティングと日本の競争力に関する研究会」報告書

Cloud Function Reference Model＊におけるレイヤー
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Cloud Software Environment

Cloud Infrastructure

Cloud Application

サービス提供者 サービス
開発者

仮想化リソース 仮想化イメージ

CPU

Etc.

SLA管理

ストレージ

ネットワーク

メタデータ

イメージ

ソフトウェアカーネル（OS,VM Manager））

ハードウェア

ネットワークAPI

Enterprise

マネジメント

レポーティング

ケイパビリティ
設計

課金
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分析

＊Open Cloud Manifesto “Cloud Computing Use Cases White Paper”を参考に作成

凡例

共通アプリと個別アプリ
間の標準化

アプリケーションとプラッ
トフォーム間の標準化

プラットフォームとクラウ
ドインフラ間の標準化

クラウドインフラと仮想
化環境間の標準化

仮想化環境とハードウェ
ア間の標準化

ネットワークとプラットフ
ォーム・アプリケーション
間の標準化

ネットの外側と内側間の
標準化

企業アプリとクラウドサ
ービス間の標準化

クラウド・コンピューティング
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変化するクラウド市場とインテックの取り組み
Analysis to the Changing Cloud Computing Market and Approach in INTEC to the Market

岸　逸郎
KISHI Itsuro

1. はじめに

概要
　クラウドコンピューティングには様々な定義が存在し、また多様なサービスが次々 と出現している。利用者の視

点ではクラウドサービスを利用することでコストの削減や資産の圧縮などの財務改善の手段として注目しがちで

あるが、一方ではビジネスイノベーションの原動力としての期待も高まっている。

　インテックでは創業以来、いつでもどこでも利便性の高いコンピュータ利用を提唱し、その実現に向けて事業

を展開してきた。まさにクラウドの原点である。

　本稿では、当社の事業展開を振り返ることで情報化の流れの中でのクラウドコンピューティングの位置付け

を認識し、現状を再確認した上で将来に向けての展望を論じる。

　また、本特集に掲載する各論文の索引として、当社が提供するサービスや研究開発の概要を述べる。

4.2  経済産業省のクラウド技術ロードマップ
　経済産業省では、政策を実現する上での克服するための技

術ロードマップにおいて、その検討すべき方策を「データセン

タに求められるネットワーク技術の技術開発」「高信頼化技

術」「環境負荷低減技術」「運用・保守技術の高度化」「国内

電力事情を考慮したデータセンタ構築技術」「データ間相互

連携・分析に関する技術」の６つに分類し、その具体的な技術

視点とその目指すべき短期的、中長期的な到達レベルが示さ

れている。

　例えば「データ間相互連携･分析に関する技術開発･標準化

支援」で示されているレイヤ図（図１）における各種の標準化

技術を積極的に受け止めて自らの事業環境に適合させること

は事業の効率化に貢献するだけではなく、他の事業者との高い

接続性による広範囲でスケーラブルなサービスが提供できる。

　また「DBのスケーラビリティ」や「大量データの分散保管技

術」などについては、インテックシステム研究所で長年取組ん

でいるグリッド技術などが活用できる。リソースの最適化技術

は、物理環境と仮想化環境を一元的かつダイナミックにコント

ロールしプライベートクラウドによるTCOの削減に貢献する。

 「大量データの処理や分析」には、データの収集、連結、解

析、可視化、配信など様々な技術の開発が必要であろうし、そ

KISHI Itsuro

岸　逸郎

● ITプラットフォームサービス事業部長
   兼　クラウドビジネス推進室長
● ITコーディネータ／システムアナリスト／システム監査

　当社では、「クラウドがIT全般にわたるパラダイムシフト」と

なる可能性が高いと捉え、インフラからアプリケーションまで

お客さまのニーズに適合する多様なサービス展開を行っている。

5.1  アプリケーションサービス
　アプリケーションサービスでは、複数企業間をまたがるサプ

ライチェーン全体で品質情報や食品製造に関する仕様書など

の情報共有を支援する「 i-TRe」を提供している。

参考文献

[1] 経済産業省：「クラウドコンピューティングと日本の競争力に関する

     研究会」報告書（2010年8月）

　日本でのクラウドコンピューティング（以下、クラウド）関連

のビジネスは、ここ１年で大きく様変わりした印象がある。

　リーマンショックの影響を受け、俄かにクラウドの注目度が

高まった２００９年の１０月頃は多くの企業や団体が設備投資に代

わる新たな ITの調達手段としてクラウド関連のサービスに大

きな期待が先行し、情報収集に躍起になっていた。一方で日本

のIT関連プロバイダーもGoogleやAmazonのビジネスモデル

2.1  共同計算センターとしての創業
　当社は、１９６４年（昭和３９）に富山県の自治体や産業界の共

同計算センターとして創業した。当時のコンピュータは高価で

あり、自治体や企業が単独で保有することが難しい時代であっ

た。当社では、この共同計算センターを全国各地に設置し、そ

れらを通信回線で接続することで、いつでもどこでも気軽にコ

ンピュータが使える社会を目指してビジネスを展開していっ

た。

　共同計算センタービジネスは、企業や団体がコンピュータ

を「所有」するのではなく「利用」する形態である。当初は、

バッチ処理が中心であったが、データ通信技術の発達によって

オンラインでの計算処理が提供されるようになった。また、オ

ンラインによるコンピュータリソースを時分割で提供するTSS

（Time Sharing Service）サービスなどは、使用されるネッ

トワーク技術やコンピュータ技術の違いはあるものの、ビジネ

スモデルは現在のクラウドコンピューティングと目指したもの

は同じであると言える。

2.2  通信事業分野への展開
　コンピュータが普及するにつれ、国内の高い通信コストが情

報化推進の大きな課題となり、国の直轄事業であった通信事

業に競争原理を導入する必要性が高まり、１９８５年（昭６０）に通

信事業の完全民間開放が実施された。この結果、通信料金が

大幅に低下しただけではなく、通信機器やサービスの多様化を

生み出し、携帯電話の普及などコミュニケーション手段の大き

3. 日本でのクラウドサービスの現状
　２００９年から２０１０年にかけて我が国では数多くのクラウド

サービスが発表され市場に投入された。IT基盤系のサービス

では既存の事業との相乗効果が期待できる分野での事業展開

が活発になっている。事業者を大別すると、コンピュータメー

カー系、SIer系、通信キャリア系、ISP系に分類され、表１に示

す通りそれぞれに特長のあるサービスを展開している。

　また、海外ベンダーではsalesforce.comやマイクロソフト

などが、アプリケーションの開発や実行の環境をクラウドサー

ビスとして積極的に展開しているのが印象的である。

　インフラからアプリケーションまでの総合的なサービスを展

開している企業がコンピュータメーカー系やSIer系を中心に数

多く存在するが、ここではレイヤ毎の視点で現状を確認する。

（図２参照）

3.1  ITインフラリソースとしての「IaaS」
　法人向け市場でのインフラサービスに対する期待は、厳し

い経済環境を背景として「 ITコストをできるだけ削減したい」

「資産を圧縮して財務体質を改善したい」が主なものである

が、経営環境の変化に即応するために「急な需要に対応した

い」などのニーズも顕在化しつつある。

　代表的なサービス企業としてGoogleやAmazonが挙げら

れるが、国内では主に法人向けのサービスとしてシェアード型

のホスティングサービスが数多く市場に投入されている。

　市場参入が活発ではある一方、価格以外での差別化が難し

い分野でもあり、今後の市場動向によっては体力勝負の消耗戦

も予想される。

3.2  アプリケーション実行環境としての「PaaS」
　アプリケーションを実行するプラットフォームサービスは、

開発フレームワークや運用管理系などの幅広いサービスが対

象と考えられるが、まずはアプリケーション開発コストの削減

につながる開発・実行環境のサービス提供が主流になりつつ

ある。

　Google APP Engine、Windows Azure、Force.comな

どの海外勢が代表的なサービスであり、国内では富士通がマイ

クロソフトと協業して国内のデータセンタでWindows Azure

のサービスを提供する以外は今のところ目立った動きが見ら

れない。今後は、アプリケーションの実行はクラウドサービス

利用し、データの保管は自社保有のリソースを利用するなど、

用途に応じリソースを使い分けることができるアプリケーション

基盤（ハイブリッドクラウド）の活用が進むと予想される。

3.3  共通プロセスのアプリケーション
       サービスとしての「SaaS」
　アプリケーションサービスは、パッケージベンダーの新たな

販売形態としての期待が高く、多くのサービスが市場を賑わし

ている。またNTTコミュニケーションズの「Biz City」などの

SaaS アグリゲータのような事業形態も今後は拡大するもの

と思われる。

　その一方で、ASPが期待したほどの成果が出ないまま一過

4.  今後のクラウドコンピューティングの展望
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れらは ITサービスプロバイダーが顧客に提供する付加価値を

実現するために重要な技術的要素でもある。

　このような、国による基盤や制度の整備と民間のビジネスに

対するアイディアや活力、産学での技術開発などが一体とな

り、高品質で利便性の高いクラウドサービスが生み出され、日

本の国際競争力が高まり経済発展につながるものと考える。

　本稿では、個々についての評価や議論に踏み込まないが、IT

サービスプロバイダーにとっても今後の事業展開における解決

すべき課題として参考になると考える。

参考に、自社の特長や強みを活かした新たなサービス開発に

取り組み、一部では試行サービスを開始していた。

　「所有から利用へ」のキャッチフレーズのもと、我が国の IT

産業のビジネスモデルが大きく転換する起点ともなった時期で

あったと言えるだろう。２０１０年後半の時点では、クラウドサー

ビスの本格的な活用にはまだ十分とはいえないまでも、一通

りのサービスは実用段階に入っており、ゆっくりとではあるが

展開期に移りつつあるという印象がある。

　クラウドサービスの実体が明らかになるにつれ、ユーザーの

表１  国内での代表的クラウドサービス

な変化につながっている。

　当社では、民間開放と同時に当時の特別第二種通信事業者

の第一号認可を受け通信事業の展開を開始した。インターネッ

トの原点であるパケット通信システムを導入して距離による料

金格差の少ない良質な通信サービスを提供し、またそれを利

用したデータ交換システムを開発した。これらを活用して、プ

ラネットやファイネットなどのデータ交換の仲介企業を業界各

社と共同で設立し、新たな企業間のデータ交換ビジネスを創出

した。

2.3  インターネットの普及
　１９９５年（平成７）前後を起点とした日本でのインターネット

の普及は、ビジネスでの IT活用ばかりではなく社会システム全

体に大きなインパクトがあったと言える。ブラウザの進化に

よって表現力が格段に向上し、ビジネスでの活用が急速に進ん

だ。特に２０００年（平成１２）前後の ITバブル全盛期には、多くの

ITベンチャー企業による新たなビジネスモデルや ITの活用ビ

ジネスが市場を賑わせた時期である。また、インターネットと

携帯電話の組合せは、情報伝達手段の多様化にとどまらず生

活の変化をも引き起こしている。

　当社でもインターネット接続事業やそれに続くデータセンタ

事業、またインターネット技術を活用した新しいシステムソ

リューションを提供してきた。

　情報化社会のインフラとも言えるインターネットは、ITを活

用した新たな産業やサービスを創出し日常的な社会活動全般

においても欠くことのできない存在となった。今後も新たなビ

ジネスを生み出していくと想定される。

2.4  クラウドコンピューティングへの期待
　このようにコンピュータとネットワーク利用の進化は、経済

活動の効率化や社会的コストの削減ばかりではなく新たなビ

ジネスの創出にもつながっている。

　クラウドサービスは、リーマンショックによる企業の財務状

況の悪化を背景にした ITコストの削減の手段として脚光を浴

びて一気にその活用機運が高まったが、通信事業の民間開放

やインターネットの普及などと同様に IT活用の大きなパラダイ

ムシフトと捉えるならば、「クラウドコンピューティング」に

よって新たな付加価値が社会に提供されるという視点でビジ

ネスを捉える必要がある。

性のブームと評価されたように、「SaaS」についても期待が先

行している感があり、クラウドサービスに名を変えただけの

ASPサービスが数多く存在するのも現実である。

　ユーザーのSaaSへの期待感としては、「標準的な機能の運

用負担を軽減したい」「ウイルスや災害などのリスク対策を専

門家に任せたい」などがあり、メールやポータルなど主にフロ

ントオフィス系やCRMなどの情報系のサービスが本格展開の

様相を呈している。

　フロントオフィス系では、Google、Salesforce.com、

Microsoftなどの主要な海外ベンダーが日本市場での攻勢を

強めており、サイボウズやデスクネッツなど日本製のグループ

ウェアベンダーが対抗する構図にある。グローバルなコミュニ

ケーションの視点では、海外勢が優勢と見られるが、操作性や

文化的な親和性では国内ベンダーが一定の市場を握る可能性

がある。

　情報系では、この分野もsalesforce.com、Oracle、Micro-

softなどの海外ベンダーが日本での本格的な展開に着手しつ

つある。グローバルの顧客管理手法や販売プロセスを日本企

業受け入れるかどうかが課題であろう。

　また、トレーサビリティなどの複数の企業間をまたがる情報

共有のニーズはクラウドサービスとの親和性が高く、活用の期

待度が高い分野である。

表２  クラウドサービスのニーズと主なサービス

4.1  経済産業省のクラウド政策
　２０１０年８月１６日に経済産業省が公表した「クラウドコン

ピューティングと日本の競争力に関する研究会」報告書によれ

　また、金融向けCRMシステム「Fキューブ」では、比較的小規

模の金融機関でも利用できるよう共同利用型のパッケージ開

発に着手している。

　これらの共同利用型のサービス要件を満たす「シングルイン

スタンス・マルチテナント型」のアプリケーション開発と運用

を実現するためのプラットフォームが必要である。この開発を

インテックシステム研究所で取組んでおり、当社のサービスへ

の適用に加えて他のSaaSプロバイダーへの提供も視野にい

れている。

5.2  独自技術によるプラットフォーム開発
　インテックシステム研究所では、さらに超並列分散処理技術

を用いた大量データの収集、保存、活用を実現するための独自

のプラットフォーム開発を数年前から行っている。これは、パ

フォーマンスを維持したまま利用量が増やせる「拡張性」、耐

障害性やアクセス集中時の性能維持に優れた「冗長性」、保守

作業や機材故障対応の負荷を軽減する「運用容易性」に特長

があり、既に仮想環境での大容量ストレージなどに利用されて

いる。

5.3  インフラサービス
　インフラサービスでは、当社の堅牢で安全なデータセンター

環境を活用したエンタープライズ向けクラウドサービス基盤

「EINS/SPS」を提供している。このサービスは設備面の信

頼性に加え、創業以来長年にわたり蓄積してきた運用面での

高い信頼性を備えており、基幹系アプリケーションのインフラ

としてもご利用いただいている。

　また、導入型のプライベートクラウド構築の支援サービスも

提供している。既に一般化しつつある仮想化統合基盤にインフ

ラを共同利用するためのビジネスプロセスや ITサービスのマ

ネージメント機能を付加することがプライベートクラウドの要

件となるとの前提で、設計・構築・運用の支援サービスを提供

している。

　このようなサービスで提供されるリソースとオンプレミスで

導入されたリソースとをシームレスに接続し、最適なIT環境を

実現するハイブリッド型のクラウド環境の需要はますます増加

すると想定され、それを支援するコンサルテーションやインテ

グレーションのサービスも併せて提供する予定である。

　「クラウド」は、コスト削減や資産の圧縮など財務的な視点

で、多くのユーザーはクラウドサービスを検討し、またＩＴベン

ダーの多くは利便性の高いサービスをいかに安価に提供する

かを競っている。

　一方で、iPADや液晶モニターなどはクラウド上の情報を

いつでもどこでも好きな時に好きな形で入手できるデバイスと

して多様化の様相を呈しており、文化論的な視点では生活スタ

イルに変化を及ぼした携帯電話と同様に、街角の風景を一変

させる可能性を秘めている。

　技術的な視点で「クラウド」を考察するならば、仮想化技術

はさらに進化するであろうし、大量のデータを扱うための技術

やグリッド的な分散技術はクラウドを活用するうえで重要な要

素である。また、異なるシステムを効率的に接続する手法や

ツールなどの重要性は益々高まり、システム展開ツールなどの

運用技術の進化にも目が離せない。

　情報の所有や統制においては政策的な配慮が必要となるで

あろう。多くの課題はあるものの「クラウド」は我々の経済活動

の様々な側面において大きな変化をもたらす可能性がある。

　クラウドコンピューティングとクラウドサービスは、ユーザー

にとっては多様な ITリソースの利用形態が提供されることで

あり、ベンダーにとっては販売型からサービス提供型へとビジ

ネスモデルが変化することである。しかながら、それに留まる

ことなくIT全般における大きなパラダイムシフトと捉え、複合

的かつ中長期的な視点で各々のビジネスへのインパクトを考

察する必要がある。

6. おわりに

2. コンピューティングモデルの変遷と
    当社のビジネス

期待感にも変化が生じつつある。当初期待したほどのコスト削

減が望めないこと、利用に際して相応の制約事項があること、

セキュリティ対策等の自社のシステム管理基準の遵守が難し

い点があることなどの課題が表面化し、「クラウドサービスに

何が期待できるのか」といった本質的な問いに直面している

ケースも多く見られる。

　当社は創業以来、コンピュータユーティリティを提唱し、コン

ピュータをネットークで結び様々な ITサービスを展開してきた。

　本稿では、まずは当社のビジネスの変遷を振り返った上で、

現在のクラウドサービスの状況を確認し、サービスプロバイ

ダーとしてのクラウドへの取り組みの要点を論じる。

ば、クラウド基盤の整備・充実、制度整備と社会的コンセンサ

ス形成、イノベーション創出の三位一体の政策を進めると表明

している。（表３）

 この報告書では、基盤の整備として「高信頼・環境負荷低減

技術」「データセンタ」「機器・端末」「人材育成強化」の４つ

のキーワードを挙げている。また「プライバシー」「品質・責任

関係の透明化」「政府の活用促進」「国際ルール策定」などに

関する制度整備を行い、これらのクラウド環境を国として整え

ることで「大量データを利活用した新サービス・新産業を創

出」といったイノベーションを生み出そうという考えである。)

　これらのイノベーションが生み出す電力、医療、教育などの

「革新的な社会システム」を輸出することで国際展開を図り、

日本の経済発展につなげようと提言している。

5. インテックでのクラウドコンピュー
     ティングの取組み

図１  標準化レイヤ

表３  三位一体の政策

メーカー系

Sler系

キャリア系

ISP系

●富士通（Trust-Service Platform）
●日立（Hermonious Cloud）
●NEC（RIACUBE）

●自社H/Wを利用したクラウドソリューション
●高信頼性、高可用性
●S/P/IaaS全てのサービスを提供
●プライベートクラウドがメイン

タイプ別　                  企業例（代表サービス）　                                                特徴

●比較的安価なサービス
●コンシューマ～中小企業向けサービスが多い
●パブリッククラウドが中心
●法人向けに力を入れ始めている

●ネットワーク接続サービス（VPN接続など）に強みを持つ
●サービスの主体はP/IaaS、不足分はパートナー企業との連携で補う
●プライベート／パブリック両方を提供

●他ソリューションとの組み合わせなど、インテグレーションが得意
●高信頼性、高可用性
●SlerによってはS/P/IaaS全てのサービスを提供
●プライベートクラウドがメイン

●IIJ（IIJ GIO）
●ニフティ（ニフティクラウド）
●DTI（ServersMan@VPS）
●GMO（TrueCLOUD）

●NTTコミュニケーションズ（BizCITY）
●KDDI（KDDIクラウドサーバサービス）
●ソフトバンクテレコム（ホワイトクラウド）

●NTTデータ（BizXaaS）
●新日鉄ソリューションズ（absonne）
●伊藤忠テクノソリューションズ（TechnoCUVIC）
●日本ユニシス（ICTホスティングサービス）
●TIS（TIS Enterprise Ondemand Service）
●インテック（EINS/SPS）

●TCOを削減したい
●資産を圧縮して財務体質を改善したい
●急な需要に対応したい
●需要に応じたコスト構造にしたい
　→利用量に応じた安価で柔軟なホスティングサービスが欲しい

現実的な市場のニーズ　                          形態
日本で展開している代表的なサービス
海外企業　　　　　　　国内企業

●環境変化に即応したアプリケーションが求められる
●アプリケーション開発のコストを削減したい
　→開発環境～運用まで一貫した利用サービスが欲しい
　→共通的なコンポーネントを利用したい

●標準的なビジネス機能の運用負担を減らしたい 
●組織や企業を超えたコミュニケーションを実現したい
●ウイルスや災害などのリスク対策を任せたい
●エンドユーザーサポートを任せたい
　→メール、ポータル、CRMなどの情報系、フロントオフィス系サービスが
　　欲しい

IaaS

PaaS

SaaS

Amazon Web Services

Windows Azure
Force.Com Google App

Engine

Google Apps
BPOS(MS)

Salesforce CRM
Net Suite
Oracle CRM

IIJGIO

（その他）
メーカー系
キャリア系

－

サイボウズガルーン
デスクネッツ

（その他）
ASP

政策　　　　　     内容　                     目的

基盤整備

制度整備

イノベーション
創出

市場の健全な発展を
通じたクラウド基盤
の整備・充実

データの外部保存・
利活用を促す制度整
備と社会コンセンサ
ス形成

クラウドを活用したビ
ジネスの国際展開に
繋がるイノベーション
創出の後押し

社会システムを支える
高信頼でクリーンなク
ラウドコンピューティン
グ基盤を確立

「データ」を外部へ／
利活用可能に

大量データを利活用し
た新サービス・新産業
を創出

出典：「クラウドコンピューティングと日本の競争力に関する研究会」報告書
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＊Open Cloud Manifesto “Cloud Computing Use Cases White Paper”を参考に作成
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企業アプリとクラウドサ
ービス間の標準化

クラウド・コンピューティング
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変化するクラウド市場とインテックの取り組み
Analysis to the Changing Cloud Computing Market and Approach in INTEC to the Market

岸　逸郎
KISHI Itsuro

1. はじめに

概要
　クラウドコンピューティングには様々な定義が存在し、また多様なサービスが次々 と出現している。利用者の視

点ではクラウドサービスを利用することでコストの削減や資産の圧縮などの財務改善の手段として注目しがちで

あるが、一方ではビジネスイノベーションの原動力としての期待も高まっている。

　インテックでは創業以来、いつでもどこでも利便性の高いコンピュータ利用を提唱し、その実現に向けて事業

を展開してきた。まさにクラウドの原点である。

　本稿では、当社の事業展開を振り返ることで情報化の流れの中でのクラウドコンピューティングの位置付け

を認識し、現状を再確認した上で将来に向けての展望を論じる。

　また、本特集に掲載する各論文の索引として、当社が提供するサービスや研究開発の概要を述べる。

4.2  経済産業省のクラウド技術ロードマップ
　経済産業省では、政策を実現する上での克服するための技

術ロードマップにおいて、その検討すべき方策を「データセン

タに求められるネットワーク技術の技術開発」「高信頼化技

術」「環境負荷低減技術」「運用・保守技術の高度化」「国内

電力事情を考慮したデータセンタ構築技術」「データ間相互

連携・分析に関する技術」の６つに分類し、その具体的な技術

視点とその目指すべき短期的、中長期的な到達レベルが示さ

れている。

　例えば「データ間相互連携･分析に関する技術開発･標準化

支援」で示されているレイヤ図（図１）における各種の標準化

技術を積極的に受け止めて自らの事業環境に適合させること

は事業の効率化に貢献するだけではなく、他の事業者との高い

接続性による広範囲でスケーラブルなサービスが提供できる。

　また「DBのスケーラビリティ」や「大量データの分散保管技

術」などについては、インテックシステム研究所で長年取組ん

でいるグリッド技術などが活用できる。リソースの最適化技術

は、物理環境と仮想化環境を一元的かつダイナミックにコント

ロールしプライベートクラウドによるTCOの削減に貢献する。

 「大量データの処理や分析」には、データの収集、連結、解

析、可視化、配信など様々な技術の開発が必要であろうし、そ

KISHI Itsuro

岸　逸郎

● ITプラットフォームサービス事業部長
   兼　クラウドビジネス推進室長
● ITコーディネータ／システムアナリスト／システム監査

　当社では、「クラウドがIT全般にわたるパラダイムシフト」と

なる可能性が高いと捉え、インフラからアプリケーションまで

お客さまのニーズに適合する多様なサービス展開を行っている。

5.1  アプリケーションサービス
　アプリケーションサービスでは、複数企業間をまたがるサプ

ライチェーン全体で品質情報や食品製造に関する仕様書など

の情報共有を支援する「 i-TRe」を提供している。

参考文献

[1] 経済産業省：「クラウドコンピューティングと日本の競争力に関する

     研究会」報告書（2010年8月）

　日本でのクラウドコンピューティング（以下、クラウド）関連

のビジネスは、ここ１年で大きく様変わりした印象がある。

　リーマンショックの影響を受け、俄かにクラウドの注目度が

高まった２００９年の１０月頃は多くの企業や団体が設備投資に代

わる新たな ITの調達手段としてクラウド関連のサービスに大

きな期待が先行し、情報収集に躍起になっていた。一方で日本

のIT関連プロバイダーもGoogleやAmazonのビジネスモデル

2.1  共同計算センターとしての創業
　当社は、１９６４年（昭和３９）に富山県の自治体や産業界の共

同計算センターとして創業した。当時のコンピュータは高価で

あり、自治体や企業が単独で保有することが難しい時代であっ

た。当社では、この共同計算センターを全国各地に設置し、そ

れらを通信回線で接続することで、いつでもどこでも気軽にコ

ンピュータが使える社会を目指してビジネスを展開していっ

た。

　共同計算センタービジネスは、企業や団体がコンピュータ

を「所有」するのではなく「利用」する形態である。当初は、

バッチ処理が中心であったが、データ通信技術の発達によって

オンラインでの計算処理が提供されるようになった。また、オ

ンラインによるコンピュータリソースを時分割で提供するTSS

（Time Sharing Service）サービスなどは、使用されるネッ

トワーク技術やコンピュータ技術の違いはあるものの、ビジネ

スモデルは現在のクラウドコンピューティングと目指したもの

は同じであると言える。

2.2  通信事業分野への展開
　コンピュータが普及するにつれ、国内の高い通信コストが情

報化推進の大きな課題となり、国の直轄事業であった通信事

業に競争原理を導入する必要性が高まり、１９８５年（昭６０）に通

信事業の完全民間開放が実施された。この結果、通信料金が

大幅に低下しただけではなく、通信機器やサービスの多様化を

生み出し、携帯電話の普及などコミュニケーション手段の大き

3. 日本でのクラウドサービスの現状
　２００９年から２０１０年にかけて我が国では数多くのクラウド

サービスが発表され市場に投入された。IT基盤系のサービス

では既存の事業との相乗効果が期待できる分野での事業展開

が活発になっている。事業者を大別すると、コンピュータメー

カー系、SIer系、通信キャリア系、ISP系に分類され、表１に示

す通りそれぞれに特長のあるサービスを展開している。

　また、海外ベンダーではsalesforce.comやマイクロソフト

などが、アプリケーションの開発や実行の環境をクラウドサー

ビスとして積極的に展開しているのが印象的である。

　インフラからアプリケーションまでの総合的なサービスを展

開している企業がコンピュータメーカー系やSIer系を中心に数

多く存在するが、ここではレイヤ毎の視点で現状を確認する。

（図２参照）

3.1  ITインフラリソースとしての「IaaS」
　法人向け市場でのインフラサービスに対する期待は、厳し

い経済環境を背景として「 ITコストをできるだけ削減したい」

「資産を圧縮して財務体質を改善したい」が主なものである

が、経営環境の変化に即応するために「急な需要に対応した

い」などのニーズも顕在化しつつある。

　代表的なサービス企業としてGoogleやAmazonが挙げら

れるが、国内では主に法人向けのサービスとしてシェアード型

のホスティングサービスが数多く市場に投入されている。

　市場参入が活発ではある一方、価格以外での差別化が難し

い分野でもあり、今後の市場動向によっては体力勝負の消耗戦

も予想される。

3.2  アプリケーション実行環境としての「PaaS」
　アプリケーションを実行するプラットフォームサービスは、

開発フレームワークや運用管理系などの幅広いサービスが対

象と考えられるが、まずはアプリケーション開発コストの削減

につながる開発・実行環境のサービス提供が主流になりつつ

ある。

　Google APP Engine、Windows Azure、Force.comな

どの海外勢が代表的なサービスであり、国内では富士通がマイ

クロソフトと協業して国内のデータセンタでWindows Azure

のサービスを提供する以外は今のところ目立った動きが見ら

れない。今後は、アプリケーションの実行はクラウドサービス

利用し、データの保管は自社保有のリソースを利用するなど、

用途に応じリソースを使い分けることができるアプリケーション

基盤（ハイブリッドクラウド）の活用が進むと予想される。

3.3  共通プロセスのアプリケーション
       サービスとしての「SaaS」
　アプリケーションサービスは、パッケージベンダーの新たな

販売形態としての期待が高く、多くのサービスが市場を賑わし

ている。またNTTコミュニケーションズの「Biz City」などの

SaaS アグリゲータのような事業形態も今後は拡大するもの

と思われる。

　その一方で、ASPが期待したほどの成果が出ないまま一過

4.  今後のクラウドコンピューティングの展望
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れらは ITサービスプロバイダーが顧客に提供する付加価値を

実現するために重要な技術的要素でもある。

　このような、国による基盤や制度の整備と民間のビジネスに

対するアイディアや活力、産学での技術開発などが一体とな

り、高品質で利便性の高いクラウドサービスが生み出され、日

本の国際競争力が高まり経済発展につながるものと考える。

　本稿では、個々についての評価や議論に踏み込まないが、IT

サービスプロバイダーにとっても今後の事業展開における解決

すべき課題として参考になると考える。

参考に、自社の特長や強みを活かした新たなサービス開発に

取り組み、一部では試行サービスを開始していた。

　「所有から利用へ」のキャッチフレーズのもと、我が国の IT

産業のビジネスモデルが大きく転換する起点ともなった時期で

あったと言えるだろう。２０１０年後半の時点では、クラウドサー

ビスの本格的な活用にはまだ十分とはいえないまでも、一通

りのサービスは実用段階に入っており、ゆっくりとではあるが

展開期に移りつつあるという印象がある。

　クラウドサービスの実体が明らかになるにつれ、ユーザーの

表１  国内での代表的クラウドサービス

な変化につながっている。

　当社では、民間開放と同時に当時の特別第二種通信事業者

の第一号認可を受け通信事業の展開を開始した。インターネッ

トの原点であるパケット通信システムを導入して距離による料

金格差の少ない良質な通信サービスを提供し、またそれを利

用したデータ交換システムを開発した。これらを活用して、プ

ラネットやファイネットなどのデータ交換の仲介企業を業界各

社と共同で設立し、新たな企業間のデータ交換ビジネスを創出

した。

2.3  インターネットの普及
　１９９５年（平成７）前後を起点とした日本でのインターネット

の普及は、ビジネスでの IT活用ばかりではなく社会システム全

体に大きなインパクトがあったと言える。ブラウザの進化に

よって表現力が格段に向上し、ビジネスでの活用が急速に進ん

だ。特に２０００年（平成１２）前後の ITバブル全盛期には、多くの

ITベンチャー企業による新たなビジネスモデルや ITの活用ビ

ジネスが市場を賑わせた時期である。また、インターネットと

携帯電話の組合せは、情報伝達手段の多様化にとどまらず生

活の変化をも引き起こしている。

　当社でもインターネット接続事業やそれに続くデータセンタ

事業、またインターネット技術を活用した新しいシステムソ

リューションを提供してきた。

　情報化社会のインフラとも言えるインターネットは、ITを活

用した新たな産業やサービスを創出し日常的な社会活動全般

においても欠くことのできない存在となった。今後も新たなビ

ジネスを生み出していくと想定される。

2.4  クラウドコンピューティングへの期待
　このようにコンピュータとネットワーク利用の進化は、経済

活動の効率化や社会的コストの削減ばかりではなく新たなビ

ジネスの創出にもつながっている。

　クラウドサービスは、リーマンショックによる企業の財務状

況の悪化を背景にした ITコストの削減の手段として脚光を浴

びて一気にその活用機運が高まったが、通信事業の民間開放

やインターネットの普及などと同様に IT活用の大きなパラダイ

ムシフトと捉えるならば、「クラウドコンピューティング」に

よって新たな付加価値が社会に提供されるという視点でビジ

ネスを捉える必要がある。

性のブームと評価されたように、「SaaS」についても期待が先

行している感があり、クラウドサービスに名を変えただけの

ASPサービスが数多く存在するのも現実である。

　ユーザーのSaaSへの期待感としては、「標準的な機能の運

用負担を軽減したい」「ウイルスや災害などのリスク対策を専

門家に任せたい」などがあり、メールやポータルなど主にフロ

ントオフィス系やCRMなどの情報系のサービスが本格展開の

様相を呈している。

　フロントオフィス系では、Google、Salesforce.com、

Microsoftなどの主要な海外ベンダーが日本市場での攻勢を

強めており、サイボウズやデスクネッツなど日本製のグループ

ウェアベンダーが対抗する構図にある。グローバルなコミュニ

ケーションの視点では、海外勢が優勢と見られるが、操作性や

文化的な親和性では国内ベンダーが一定の市場を握る可能性

がある。

　情報系では、この分野もsalesforce.com、Oracle、Micro-

softなどの海外ベンダーが日本での本格的な展開に着手しつ

つある。グローバルの顧客管理手法や販売プロセスを日本企

業受け入れるかどうかが課題であろう。

　また、トレーサビリティなどの複数の企業間をまたがる情報

共有のニーズはクラウドサービスとの親和性が高く、活用の期

待度が高い分野である。

表２  クラウドサービスのニーズと主なサービス

4.1  経済産業省のクラウド政策
　２０１０年８月１６日に経済産業省が公表した「クラウドコン

ピューティングと日本の競争力に関する研究会」報告書によれ

　また、金融向けCRMシステム「Fキューブ」では、比較的小規

模の金融機関でも利用できるよう共同利用型のパッケージ開

発に着手している。

　これらの共同利用型のサービス要件を満たす「シングルイン

スタンス・マルチテナント型」のアプリケーション開発と運用

を実現するためのプラットフォームが必要である。この開発を

インテックシステム研究所で取組んでおり、当社のサービスへ

の適用に加えて他のSaaSプロバイダーへの提供も視野にい

れている。

5.2  独自技術によるプラットフォーム開発
　インテックシステム研究所では、さらに超並列分散処理技術

を用いた大量データの収集、保存、活用を実現するための独自

のプラットフォーム開発を数年前から行っている。これは、パ

フォーマンスを維持したまま利用量が増やせる「拡張性」、耐

障害性やアクセス集中時の性能維持に優れた「冗長性」、保守

作業や機材故障対応の負荷を軽減する「運用容易性」に特長

があり、既に仮想環境での大容量ストレージなどに利用されて

いる。

5.3  インフラサービス
　インフラサービスでは、当社の堅牢で安全なデータセンター

環境を活用したエンタープライズ向けクラウドサービス基盤

「EINS/SPS」を提供している。このサービスは設備面の信

頼性に加え、創業以来長年にわたり蓄積してきた運用面での

高い信頼性を備えており、基幹系アプリケーションのインフラ

としてもご利用いただいている。

　また、導入型のプライベートクラウド構築の支援サービスも

提供している。既に一般化しつつある仮想化統合基盤にインフ

ラを共同利用するためのビジネスプロセスや ITサービスのマ

ネージメント機能を付加することがプライベートクラウドの要

件となるとの前提で、設計・構築・運用の支援サービスを提供

している。

　このようなサービスで提供されるリソースとオンプレミスで

導入されたリソースとをシームレスに接続し、最適なIT環境を

実現するハイブリッド型のクラウド環境の需要はますます増加

すると想定され、それを支援するコンサルテーションやインテ

グレーションのサービスも併せて提供する予定である。

　「クラウド」は、コスト削減や資産の圧縮など財務的な視点

で、多くのユーザーはクラウドサービスを検討し、またＩＴベン

ダーの多くは利便性の高いサービスをいかに安価に提供する

かを競っている。

　一方で、iPADや液晶モニターなどはクラウド上の情報を

いつでもどこでも好きな時に好きな形で入手できるデバイスと

して多様化の様相を呈しており、文化論的な視点では生活スタ

イルに変化を及ぼした携帯電話と同様に、街角の風景を一変

させる可能性を秘めている。

　技術的な視点で「クラウド」を考察するならば、仮想化技術

はさらに進化するであろうし、大量のデータを扱うための技術

やグリッド的な分散技術はクラウドを活用するうえで重要な要

素である。また、異なるシステムを効率的に接続する手法や

ツールなどの重要性は益々高まり、システム展開ツールなどの

運用技術の進化にも目が離せない。

　情報の所有や統制においては政策的な配慮が必要となるで

あろう。多くの課題はあるものの「クラウド」は我々の経済活動

の様々な側面において大きな変化をもたらす可能性がある。

　クラウドコンピューティングとクラウドサービスは、ユーザー

にとっては多様な ITリソースの利用形態が提供されることで

あり、ベンダーにとっては販売型からサービス提供型へとビジ

ネスモデルが変化することである。しかながら、それに留まる

ことなくIT全般における大きなパラダイムシフトと捉え、複合

的かつ中長期的な視点で各々のビジネスへのインパクトを考

察する必要がある。

6. おわりに

2. コンピューティングモデルの変遷と
    当社のビジネス

期待感にも変化が生じつつある。当初期待したほどのコスト削

減が望めないこと、利用に際して相応の制約事項があること、

セキュリティ対策等の自社のシステム管理基準の遵守が難し

い点があることなどの課題が表面化し、「クラウドサービスに

何が期待できるのか」といった本質的な問いに直面している

ケースも多く見られる。

　当社は創業以来、コンピュータユーティリティを提唱し、コン

ピュータをネットークで結び様々な ITサービスを展開してきた。

　本稿では、まずは当社のビジネスの変遷を振り返った上で、

現在のクラウドサービスの状況を確認し、サービスプロバイ

ダーとしてのクラウドへの取り組みの要点を論じる。

ば、クラウド基盤の整備・充実、制度整備と社会的コンセンサ

ス形成、イノベーション創出の三位一体の政策を進めると表明

している。（表３）

 この報告書では、基盤の整備として「高信頼・環境負荷低減

技術」「データセンタ」「機器・端末」「人材育成強化」の４つ

のキーワードを挙げている。また「プライバシー」「品質・責任

関係の透明化」「政府の活用促進」「国際ルール策定」などに

関する制度整備を行い、これらのクラウド環境を国として整え

ることで「大量データを利活用した新サービス・新産業を創

出」といったイノベーションを生み出そうという考えである。)

　これらのイノベーションが生み出す電力、医療、教育などの

「革新的な社会システム」を輸出することで国際展開を図り、

日本の経済発展につなげようと提言している。

5. インテックでのクラウドコンピュー
     ティングの取組み

図１  標準化レイヤ

表３  三位一体の政策

メーカー系

Sler系

キャリア系

ISP系

●富士通（Trust-Service Platform）
●日立（Hermonious Cloud）
●NEC（RIACUBE）

●自社H/Wを利用したクラウドソリューション
●高信頼性、高可用性
●S/P/IaaS全てのサービスを提供
●プライベートクラウドがメイン

タイプ別　                  企業例（代表サービス）　                                                特徴

●比較的安価なサービス
●コンシューマ～中小企業向けサービスが多い
●パブリッククラウドが中心
●法人向けに力を入れ始めている

●ネットワーク接続サービス（VPN接続など）に強みを持つ
●サービスの主体はP/IaaS、不足分はパートナー企業との連携で補う
●プライベート／パブリック両方を提供

●他ソリューションとの組み合わせなど、インテグレーションが得意
●高信頼性、高可用性
●SlerによってはS/P/IaaS全てのサービスを提供
●プライベートクラウドがメイン

●IIJ（IIJ GIO）
●ニフティ（ニフティクラウド）
●DTI（ServersMan@VPS）
●GMO（TrueCLOUD）

●NTTコミュニケーションズ（BizCITY）
●KDDI（KDDIクラウドサーバサービス）
●ソフトバンクテレコム（ホワイトクラウド）

●NTTデータ（BizXaaS）
●新日鉄ソリューションズ（absonne）
●伊藤忠テクノソリューションズ（TechnoCUVIC）
●日本ユニシス（ICTホスティングサービス）
●TIS（TIS Enterprise Ondemand Service）
●インテック（EINS/SPS）

●TCOを削減したい
●資産を圧縮して財務体質を改善したい
●急な需要に対応したい
●需要に応じたコスト構造にしたい
　→利用量に応じた安価で柔軟なホスティングサービスが欲しい

現実的な市場のニーズ　                          形態
日本で展開している代表的なサービス
海外企業　　　　　　　国内企業

●環境変化に即応したアプリケーションが求められる
●アプリケーション開発のコストを削減したい
　→開発環境～運用まで一貫した利用サービスが欲しい
　→共通的なコンポーネントを利用したい

●標準的なビジネス機能の運用負担を減らしたい 
●組織や企業を超えたコミュニケーションを実現したい
●ウイルスや災害などのリスク対策を任せたい
●エンドユーザーサポートを任せたい
　→メール、ポータル、CRMなどの情報系、フロントオフィス系サービスが
　　欲しい

IaaS

PaaS

SaaS

Amazon Web Services

Windows Azure
Force.Com Google App

Engine

Google Apps
BPOS(MS)

Salesforce CRM
Net Suite
Oracle CRM

IIJGIO

（その他）
メーカー系
キャリア系

－

サイボウズガルーン
デスクネッツ

（その他）
ASP

政策　　　　　     内容　                     目的

基盤整備

制度整備

イノベーション
創出

市場の健全な発展を
通じたクラウド基盤
の整備・充実

データの外部保存・
利活用を促す制度整
備と社会コンセンサ
ス形成

クラウドを活用したビ
ジネスの国際展開に
繋がるイノベーション
創出の後押し

社会システムを支える
高信頼でクリーンなク
ラウドコンピューティン
グ基盤を確立

「データ」を外部へ／
利活用可能に

大量データを利活用し
た新サービス・新産業
を創出

出典：「クラウドコンピューティングと日本の競争力に関する研究会」報告書
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凡例

共通アプリと個別アプリ
間の標準化

アプリケーションとプラッ
トフォーム間の標準化

プラットフォームとクラウ
ドインフラ間の標準化

クラウドインフラと仮想
化環境間の標準化

仮想化環境とハードウェ
ア間の標準化

ネットワークとプラットフ
ォーム・アプリケーション
間の標準化

ネットの外側と内側間の
標準化

企業アプリとクラウドサ
ービス間の標準化
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