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「F3クラウドサービス」が実現する
サービス型ビジネスモデルへの転換

鴨川　慎太郎

概要
　サービス型ビジネスモデルの本質は、クラウドコンピューティングに代表されるような技術論ではなく、「顧客が
求める要件の実現」から「サービス提供者としての能動的かつ利用者にとって価値のあるサービスの実現」によって
対価を得ることにある。
　F3クラウドサービスのサービスコンセプトを事例として、当社がサービス型ビジネスモデルへの転換する意義及び
その実現のためのガバナンスの構築、カスタマイズに関する考え方、そして低価格を実現するためのメカニズム
について紹介する。

  1.  はじめに
　クラウド、SaaS、IaaS・・・サービス型ビジネスモデルの

代名詞として使われるこれらのキーワードに対し、何を思い浮

かべるだろうか。「顧客が資産を持つことなく、インターネット

や特定のネットワークを通じて、必要なときに利用できるアプ

リケーションや基盤のサービス」が簡易な定義だが、これに対

し、すぐさま「マルチテナント」「仮想基盤」といった実装技術

を論じられるケースも少なくない。

　しかし、サービス型ビジネスモデルへ転換することの本質は

「モノを作って対価を得るスタイル」から「サービスに満足いた

だいて、その対価を得るスタイル」へ転換することにある。上

記を達成する過程として、先述した実装技術は重要な要素では

あるものの、本質的には従来の販売・開発・運用スタイルをトー

タルで変換することが求められているのである。

　本稿では、２０１４年２月に稼動した「F3クラウドサービス」構築

の過程で得たノウハウを軸に、サービス型ビジネスモデルがサー

ビス利用者・提供者の双方もたらす、新たな価値について論じる。
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  2.  F3クラウドサービスの概要
2.1  本サービスが生まれた背景
　当社は、業務機能の体系化と業務単位のコンポーネント化で

合理的なシステム導入と優れた拡張性を実現した金融機関向

け総合情報システム「F3 （エフキューブ）」を提供している。F3

は地域金融機関市場の SFA/CRM 分野で圧倒的な強みを持っ

ており、特に、地銀におけるシェアは２０１２年３月時点において

すでに５０% 以上 (上位３０行では７３%) に達しており、業界トップ

ブランドとして、今現在においても多くのお客さまにご愛顧い

ただいているパッケージ商品である。

　これまでの「パッケージベースド・ソリューション（導入型 SI

モデル）」は、システム導入費用が高額となることから、前述し

た上位規模の地銀を除く、中小規模の金融機関（第二地銀、信

金・信組を含む）においては、導入事例は比較的少ない状況に

あった。しかし、中小規模の金融機関ほど地域への渉外活動を

中心に事業を展開している。ユーザとなる行員（職員）数も計

１８万人に及び、多くの潜在ニーズが存在する市場である。これ

まで高額な投資が行えず、導入が難しかった層の金融機関のた

めに月次課金というサービス型で F3 をご利用いただく環境を

創造することは、多くの金融機関に育てていただいた F3 事業

者としての責務であると考えた。

2.2  サービス全体概要
　「F3 クラウドサービス」は前項で述べた課題を解決するため

に、「F3 CRM/SFA」の標準機能について、当社が共同出資し

た DC に構築し、運用も含めてサービス型（SaaS アプリケー

ション）として提供するソリューションである。金融機関でも安

心してご利用いただけるよう、本サービスへの接続は閉域網で

の接続のみを許可し、サービス利用テナント（1） のみで共有する

「コミュニティクラウド」形式を採用する（図1参照。個別要素

の詳細は各章にて後述）。
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図１  F3 クラウドサービス全体概要図

（1）  テナント：サービスの利用者を企業毎にカウントする単位
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　F3 ( エフキューブ ) クラウドサービスのファシリティには、

富山県富山市に位置する富山 DC を利用する。富山 DC は

２０１１年６月竣工の最新のデータセンターであり、ファシリティ

設備は基礎部分の造成工事による水害対策や、基礎免震構造

による耐震設備によって天災に対する十分な耐災害性を有す

る。また、冗長構成の電源・空調設備による安全な機器設置環境、

第三者機関からの ISMS 認証を取得した高いセキュリティ管理

体制・設備を備え、FISC 安全対策基準にも準拠した信頼性の

高いデータセンターである。特に、２０１１年３月の震災に見舞わ

れた東北地方のお客さまを複数行、本ソリューションの提案時に

当センターの見学にご案内した際には、いずれも高評価を頂いて

いる。

　この堅牢なファシリティの中に F3クラウドサービスを構築

し、閉域網を前提としたアクセス方式とすることで、悪意のある

攻撃がサービスに加えられるリスクを極小化することができる。

富山DC

閉域網

閉域網

①

② ③ ③

②

①

A銀行様

B銀行様

ロード
バランサ APサーバ DBサーバ バックアップ

サーバ

ファイル中継
サーバ

バッチ実行
サーバ

ジョブ管理
サーバ

（エンタープライズ向けクラウド基盤サービス）

オンライン利用時

外部情報取込時

外部セグメント
※接続形式により、
　テナント毎に
　構成が異なる

Webゾーン
閉域網を通じ、テナントからアクセス可能。
但し、原則としてここでは業務データは
保管しない

DBゾーン
業務データを格納する。
テナントは直接アクセス不可であり、
サービス管理者のみがアクセス可能

※各サーバは必要に応じてスケールアップ/スケールアウトにより拡張する

図２  F3 クラウドサービス利用に関するアクセス経路

3.1  サービス化実現にあたって克服すべき課題
　本サービスを一過性の企画に終わらせず、長く利用いただき」

「事業を支える」仕組みとするために、サービス化にあたり克服

に取り組んだ課題を表１にまとめた。いずれも F3 に限らず、サー

ビス型ビジネスモデル構築にあたっては、必ず一度は検討する

内容と思われる。本章では、F3クラウドサービスで導き出した

解決策について論じる。

3.2  金融機関に「サービス利用」に踏み切って
　　  いただくために
　世間における「クラウドサービス」という言葉の浸透とは裏腹

に、実際のサービス運営はサービス事業者（＝外部）にて行うた

めか「得体が知れないもの」という評価を受ける一面もあるこ

  3. 「サービス化における課題」に対する
　　　F3クラウドサービスの解

とは否めず、いざ利用する際には二の足を踏む企業も少なくな

い。特に、F3が対象とする金融業界は、あらゆる業種の中でも

最もシステム運用ガバナンス、セキュリティに厳しい業界と言わ

れている。

　このことから、F3クラウドサービスでは、「金融機関にまずは

安心感・信頼感を持っていただくには」という観点でサービス仕

様を決定した。

課題 　　　　　　　　　　  概要

② 低価格サービスの
　 実現

「サービス型」というハードルを越えるための
メリット・リスクヘッジをお客さまに理解いただくこと

サービス構築費・運用費を下げることで、投資余力の
ないお客さまにもご利用いただける価格を実現する
こと

他社と一線を画した付加価値を提供すること

① （顧客サイドの）
　 サービス導入の
　 モチベーション

③ 付加価値の提供

表１  サービス化のために克服しなければならない3つの課題
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3.2.2  金融機関に通用するガバナンスの構築
　金融庁検査においては外部委託に関連するシステムリスク管

理態勢の不備が指摘され、行政処分を受けている金融機関も

散見される。今後委託先の管理体制についてはよりいっそう厳

しい目で見られる傾向にあり、受託会社（つまり当社）において

もシステムリスク管理体制の整備が求められる。

　F3クラウドサービスでは、金融機関から委託される立場とし

てのガバナンスを整備すべく、外部の監査法人のコンサルを仰

ぎ、FISC 安全対策基準・金融検査マニュアルに対応できるガ

バナンス体制、SLO（２） の整備を行った。ガバナンス / 統制は、

まず組織のマネジメント層によるサービスに対する考え（ポリ

シー）があり、その考えが組織 /人、管理プロセスに展開され、

さらにインフラ / テクノロジーに展開される。その流れ、内容

を踏まえて全体概要図を作成し、かつ手順を整理、文書化す

る必要がある。サービス構築過程においても、いざ整備ににと

りかかると、要求事項に対して現状できていることだと認識し

ていることにおいても、根拠となる資料が「意外にない」こと

が多かった。監査機関のような、事情を知らない第三者に「で

きている」と明示するための材料を網羅、可視化することには

非常に苦慮した反面、金融機関にも安心いただけるノウハウを

蓄積できたと考える。

3.2.3  セキュアなマルチテナント制御
　従来のパッケージ製品と異なり、複数のテナントに対してサー

ビス提供するアプリケーションはコスト・メンテナンス性の観点

から、業務アプリケーションのバージョンを統一して共同利用い

ただくことが通例である（シングルインスタンス・マルチテナン

ト型）。F3クラウドサービスにおいてもこの考え方については例

F3（エフキューブ）クラウドサービスガバナンス運用方針

監査
　● セルフチェック/内部監査／外部監査

サービスストラテジ
● 財務管理
● 需要管理
● サービス販売管理
● サービスポートフォリオ管理

サービスデザイン
● サービスカタログ管理
● サービスパッケージ
● サービスレベル管理
● システム稼働管理
● キャパシティ管理
● バックアップ管理
● ファシリティ管理
● ITサービス継続管理
● リスク管理
● 情報セキュリティ管理
● サプライヤ管理

サービストランジション
● サービス資産管理/構成管理
● 変更管理
● 追加機能・改善/リリース管理
● サービスの妥当性確認/テスト
● 評価
● ナレッジ管理

サービスオペレーション
● オペレーション/ジョブ運用管理
● イベント管理
● インシデント管理
● 要求実現
● 問題管理
● アクセス管理

継続的サービス改善
● 改善プロセス
● サービス報告
● サービス測定

図３ F3 クラウドサービスガバナンス運用方針

外ではないものの、マルチテナント環境は他テナントと同じテー

ブルを共有するタイプのアーキテクチャが多く、セキュリティを

懸念する意見は根強い。

　上記課題を解決するための独自マルチテナント機構を構築す

べく、F3 クラウドサービスでは従来の開発フレームワークを刷

新し、「 F3 開発フレームワークV４」を開発した。「F3 開発フレー

ムワーク V４」の特徴として、アプリケーション層ではなく、あ

くまで DB のレイヤ（スキーマ）にてテーブルを分割し、テナ

ントごとに適切なアクセスルートを提供できる（図４）。このこ

とにより、RDB という開発・運用の両面において馴染みのあ

るテーブル環境下で複数テナントが排他的に一つのアプリケー

ションを共有する仕組みを達成している。当該制御はフレーム

ワーク内に閉じ込めることで、SQL プログラムミスなどのエ

ラー要因で他テナントに情報が漏洩するリスクを極小化させる

ことができている。

（2）  SLO（Service Level Objectives ）：サービスが達成すべき品質目標

図４  マルチテナント制御下のアクセスルート方針

ポイント

接続元テナントをN/Wレイヤで識別し、接続先を特定する。

テナントA

テナントB

テナントC

テナントD

集約
スイッチ

ロードバランサ

ロードバランサ

DB Ａ

DB Ｂ

DB C

DB D

共通アプリ
領域

共通アプリ
領域

共通アプリ
領域

共通アプリ
領域
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3.3  低価格を実現するためのメカニズム
3.3.1  基盤の共有化
　サービス化することが低価格につながる一番の理由は「複数

のテナントでリソースを共有できる」ということにある。本サー

ビスにおける共有化をハードウェア層とソフトウェア層に分け

て論じると、ハードウェア層については、当社のクラウドサー

ビスの一つである、EINS/SPS（Shared Platform Service）

を利用している。EINS/SPS は迅速な対応が求められるよう

になったビジネスニーズに応えるべく、高品質・高可用性の仮

想化基盤を提供するIaaS 型のサービスである。F3( エフキュー

ブ ) クラウドでは EINS/SPS を利用することで、仮想サーバ

ホスティング機能、ネットワーク及びネットワークセキュリティ

機能、監視機能、個別環境との接続を可能とするハイブリッド

環境接続機能といった環境を迅速及び高品質で提供すること

が可能となる。また、提供サービスを構成するシステム基盤

運用（障害対応、老朽化対応等）も合わせて提供するため、

テナントが独自で基盤を運用し続けるよりも安価で高品質な

基盤を提供することができる。

　ソフトウェア層については、先述した「F3 開発フレームワー

ク V４」にてアプリケーションをシングルインスタンス・マルチ

テナント型で提供できるため、少ない仮想基盤リソース、ソフ

トウェアライセンス数の基盤構成を実現し、結果として低価格

でサービスを提供することができる。

標準機能のモジュール群

テナントC用の独自モジュール群

テナント独自の
モジュールリスト

（アプリケーション変数）

マルチ
テナント

制御

Action Logic JSP

  Action
（テナント

  C用）

 Logic
（テナント

  C用）

JSP
（テナント

  C用）

テナントA

テナントB

テナントC

図５  個別カスタマイズを帯びたテナント独自モジュールへの対処

3.2.4  カスタマイズ要望への許容
　先述したマルチテナント制御のデメリットの一つとして、「複数

の金融機関で異なる要望が発生した場合、単一バージョンのア

プリケーションで個別のカスタマイズを施すことが難しい」こと

があげられる。「クラウドサービスはカスタマイズが難しい」と

いうことはもはや一般論化されており、お客さまへ提案する中

ではこのことを理由にサービスを敬遠されるケースも発生する。

この難題を解決するために、F3 クラウドサービスでは、カスタ

マイズの融通性を高める「ブランディング機能」を有している

（「F3 開発フレームワーク V４」の特性の一つである）。

　本機能の実装にあたって、過去の F3 のカスタマイズ事例を

整理したところ、「パラメータ設定レベルで対応できるもの」と「完

全に個別プログラミングによる対応が必要なもの」の大きく２パ

ターンに分けて考えられることが分かった。

　そこで、前者についてはサービスの標準機能として、個別に

調整できる仕組みとした（表２）

　また、後者については標準モジュールとは別にテナントオリジ

ナルのモジュールを、アクセス元のテナントによって切り分けら

れる仕組みを、「F3 開発フレームワーク V４」に設けた（図５）。

　当該対応はお客さまごとの個別カスタマイズ費用を頂いた

上で行うことになるため、本サービスとしてはあくまでも「標

準機能のままご利用いただく」ことを推奨するが、「ここだけ

は譲れない」という個別ニーズをかなえられる仕組みがあると

いうことは、現在導入中のお客さまからも安心いただく結果

となっている。

設定要素 　　　　　　    概略

ラベル名

利用可能機能

メニューレイアウト

データソート・抽出条件

権限設定の適用範囲

その他

メニュー名・項目名をテナントの任意の文字列へ変更
できる

本サービス中の業務機能の中でテナントが意図的に
利用しない機能は、非表示にできる

定型パターンを前提とした上で、メニューレイアウトを
変更できる

一覧機能について左記の切り口でカスタマイズ設定
できる

各情報の開示範囲を左記の切り口でカスタマイズ設定
できる

各情報の開示・編集範囲を左記の切り口でカスタ
マイズ設定できる

「日別訪問計画の承認者の数」のように、数値で定義
できるテナント別設定できる

店・エリア設定の
適用範囲

表２  設定ベースで行えるカスタマイズ要素
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3.3.2  OSSを中心としたソフトウェア構成
　通常のシステム導入と異なり、サービスを構成するソフトウェア

については、SLO を満たすことを大前提に、当社の裁量内でソフ

トウェアを選択することができる（導入型の場合、他システムとの

構成を合わせる意図で、何らかの制約を科されることが多い）。

　昨今においては OSS も業務システムとしても十分に採用で

きる仕様・品質を有している。サービス構築・運用にかかるコ

ストを下げるために、F3クラウドサービスでは、OSS を軸と

した構成でコストを下げる方策を採った。当然、当該ソフトウェ

アについてはプロジェクト初期段階で調査を入念に行い、SLO

を満たすに十分なものであることを確認済みであり、サービス

イン後においても安定稼動を実現できている。

3.3.3  販売モデル
　先述した仕組みにて構築している本サービスは、一定のSLA（３）

に準拠した形でサービスデスク機能・基盤運用機能を兼ね備

えたサービス料金体系（月次課金）を確立することで、従来の

「個別導入＋システム保守」モデルよりも低価格でサービスを提

供する。諸条件によって一概には適用できないケースはあるも

のの、「従来型パッケージ導入」と「F3クラウドサービス利用」

ときの５年総額を試算比較した結果、従来の半分以下のコスト

でサービスを利用いただける形態を確立するに至っている。

3.4  競争力を上げるための付加価値
3.4.1  継続的な機能追加
　F3クラウドサービスでは、サービスインした時点のベースコ

ア機能に加えて、定期的に機能開発を行う方針である。お客さ

まの声、市場動向、日々の運用の中で見いだす改善点をきっか

けとしたサービス戦略を推進することもガバナンスに組み込ん

でおり、サービスそのものの価値を継続して高めていくことも、

サービスポリシーに含めている。

　これらの機能拡張は「旬なタイミングで」「安全に（デグレー

ドを起こすことなく）」行わなければならない。これを実現すべ

く、「軽量な実装基盤」と「回帰テストの容易性（自動テスト）」

を開発プロセスに組み込むことで、開発生産性と品質を飛躍的

にアップさせた。

3.4.2 「システム利用」を超えたF3ブランド体験
　クラウドサービスというと、「申し込むとすぐに使える」のが一

般的であるが、これまでも F3は単なるシステム販売を目的とし

ていない。F3は「金融機関と顧客における、良好で長期的な関

係維持」を実現するためのソリューションであり、顧客管理基準

や行動管理業務に特化した形でのデータモデルを軸に、画面構

成・遷移においてもユーザとの対話を意識したインタフェースを

確立している。言い換えると、「使いこなし、業務に役立てるこ

とができる」ところまでをソリューションの範囲としている。

　通常のパッケージ導入であれば、お客さまは「要件定義」「基

本設計」という上流工程の中で十分に仕様を理解することが

できるが、単に「システム的な意味で」機能を使える環境を用

意したとしても、その状態では「F3」を自行の業務運用に適用

することはできず、結果、顧客満足度を下げることになりかね

ない。そのため、本サービス機能をお客さまの実運用に取り込

めるよう、通常の開発で指す上流工程にあたる行為を短期間で

かけぬけるための「業務導入支援プロセス」を初期導入工程に

組み込んだ。一般的なクラウドサービスのようなインスタント

方式ではないにせよ、サービス仕様は既定されていることから、

業務導入支援プロセスに必要な資料は原則としてそのまま流

用することができるため、「少ない労力と時間」かつ「腹に落ち

た形」でお客さまにサービスを理解いただくことができるスキー

ムを構築している。

　その他、業種を特定しているために、サービス提供者である

当社は「ユーザの声」を機能にダイレクトに受け止め、機能拡

張につながることができる（もちろん、お客さまから頂くサー

ビス利用料の中から一定の投資を行う予定であり、都度、追加

料金が発生しないモデルとする）。また、ユーザとなる金融機関

同士の「ユーザ会（コミュニティリンク）」を開催することで、顧

客管理・折衝の最新トレンドを共有し、共通の課題に対する新

たなソリューションを研究する場を創ることも可能である。

　F3クラウドは、ツールの提供にとどまらず、「ソリューション

（＝事業課題解決）」という枠組みでサービスを提供しており、

他社のサービスとは一線を画した付加価値の提供が可能な

サービスであると考える。

（3）  SLA（Service Level Agreement ）：サービス提供者と利用者の間で交わされる品質合意

4.1  既存事業における付加価値創出
　前章で述べた要素はサービス型ビジネスモデル以前の既存ソ

リューションにも転用可能なものが含まれている。たとえば、こ

れから新たに作るプロダクトは当該フレームワークを基に作れ

  4. 既存事業も含めた継続的な
　　PlusOneValueの実現
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  5.  むすびに
　以上、F3クラウドサービスについて「サービス型ビジネスモ

デルの確立」に不可欠な要素、加えて一般論にとどまらない、

付加価値実現のための取り組みを述べさせていただいた。サー

ビス型ビジネスモデルを創り上げる過程において発生する「開

発基盤・運用体制の仕組みにおける転換」は確かに困難なこ

とであるが、真に困難なことは「継続してお客さまのパートナー

の資格を持ち続けること」である。昨今においてお客さまが

我々 IT ベンダーへ求める期待は非常に高い。「要件の通りに

システムを作る」というスタンスではお客さまは離れてしまい、

ICT 市場からも淘汰されてしまう。

　サービス型ビジネスは、自分たちでお客さまの求める姿を

思い描き、付加価値を提供して初めて収益を得ることになる

ため、より一層ハードルが高い分野となる。サービス型ビジネ

スを成功させるためには、仕組みだけでなく、個人レベルでも

Plus One の成長を成し遂げなければならない（＝仕組みだけ

ではなく、「対価を頂く者としてのマインド」の変化）。

　従来レベルのアプリケーション開発は本稿で述べた基盤を用

いることで、かつてほど時間はかからなくなる。それだけに、「よ

り高い付加価値を生み出すには」という構想のもと、俊敏な仮

説検証を繰り返すことにエネルギーを注がなければ、サービ

ス対価を支払っていただけるほどの満足度を得ることはできな

い。F3 クラウドサービスは「不易流行」の精神に立ち、過去の

経験や方法に固執せず、常にお客さま目線で「本当に価値ある

もの」を創り続けるための不断の努力を続けていく。

ばアジャイルさながらの開発生産性・回帰テスト手順を確保で

きる。既存のF3パッケージにおいてもF3クラウドサービスで得

たユーザの声をパッケージ製品にも反映させることで商品価値

を高め、新たな機能提案へつながることも可能である。

4.2  技術革新を起点とした付加価値向上の循環
　本サービスはストックビジネスである。すなわち、多くのお客

さまに利用いただくことで、安定した収益基盤を構築するとい

うビジネスモデルである。これが意味することは単純な「利益

の安定化」ではなく、常に一定のチャレンジができる投資基盤

を得ることを意味する。たとえば、セキュアなモバイルアプリの

開発や、大容量データに対するビジネスマッチング検索などは

現段階においては技術面でも実証実験的な要素が強く、いまだ

実案件に至ったケースは少ない。本サービスでは、そういった

先進ニーズである一方で、技術リスクを伴った機能に果敢に挑

戦していくことができる。技術革新によって生まれた新たなサー

ビス機能は「F3クラウドサービス」のサービス価値はもちろん

のこと、従来のパッケージ導入案件開発においても新たなオプ

ションラインナップを備えるに至り、製品の付加価値をさらに高

めることになる。すなわち、「収益確保→付加価値向上」の循環

を起こすことができる。結果として、これらのノウハウは全社に

も展開され、技術立社としても当社は他社と差別化を図ることが

でき、お客さまの継続的な満足度向上へとつなぐ施策となる。
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