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2013 年 4 月 24 日 

第 14 回クラウドビジネス交流会での発表サマリー 

 

主催：ASPIC (特定非営利活動法人 ASP・SaaS・クラウドコンソーシアム) 
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「良いことづくめ、オフィスまるごとクラウドへ移行のご提案の背景について」、というテーマ

でお話させていただきます。このテーマは昨年の 11 月 29 日に、BCP をテーマとした第５０回

ＮＴＴコミュニケーションのＩＣＴセミナーで私がお話した時のテーマです。 

本日は、このテーマの背景について、お話させていただきます。 

 

２００９年１０月に会社を設立し、eTotal Service という Citrix を使ったシンクライアントの

ASP でのサービス提供をしております。 

キャッチフレーズとしては、「ネットにつながるすべてのパソコンがいつもの自分のパソコンに

なる。だれのパソコンでも、どこの国のパソコンでも、ログインするだけで、いつもの自分のデ

スクトップが使え、ビジネスを止めることがありません。パソコンの故障、破損、紛失、盗難に

も、震災、災害でも安心です。」というのが提供サービスの概念です。 

サービス内容は、Citrix の仮想デスクトップを MS OFFICE 付で、お１人様から１クライアン

ト月額 12000 円での提供です。 

 

特徴は、Windows の機能制限を付けたアカウントの提供です。 

何でも出来るアカウントと、印刷もメールも Web も出来なく。仮想デスクトップの中だけで決

められたアプリケーションだけを使っての仕事しか出来ないテンポラリーユーザーアカウント

の提供です。 

対象は情報セキュリティにセンシティブな、中小企業の中で特に東京・関東に集中している特許 

弁理士事務所を現在はメインターゲットとしています。 

お客様の要求に最適なクラウドデーターセンターを使ってのシステム構築を承っております。 

 

 



この 「デジタル情報漏洩リスク

応するリスクの全体を明示したものです

データバックアップも出来る仕組

ステムである NTT コミュニケーションのものを

99.999999 という eleven nine のデータ

これは、「オフィスまる

ごとクラウドへ移行」で

実施している絵ですが、

賃貸オフィスの事務所

でのサーバースペース

は、数台のサーバーが、

ＵＰＳ付で２４時間稼

動しており、雑然として

おります。また、ちょっ

と IT リテラシーの高

い人が、運用管理を片手

間で任されてされてお

ります。 

これを「オフィスまるご

とクラウドへ移行」することによりルータ

サーバー１台で電気代月１万円ぐらいになりますので

ンテナンスフリーのサーバーの運用管理
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�事務所

�運用管理者

�データの

�定期的

�新しい

�サーバーのハードの

�停電対策

�常時稼働
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リスク経路の全体像」という絵は、２００５年の個人情報保護法

したものです。結論は、「データーセンター集中管理

ントシス

解決できることです

弊社のシステムは

ラウドデーターセン

ターでお

を一日一回

ッ ク ア ッ プ と

Symantec

イルスチェックおよ

び、ログイン

す ま し

PhoneFactor

をしております

また、

ーターセンターへの

仕組の提供もしております。これは、Amazon の

コミュニケーションのものを使って行っております。これにより

のデータ保証が出来るサービスとの連携となっております

することによりルータ１台だけとなります。 

ぐらいになりますので、その料金に少々上乗せした

運用管理サービスを提供しております。 
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既存既存既存既存システムシステムシステムシステムイメージイメージイメージイメージ】】】】

オフィスまるとクラウドオフィスまるとクラウドオフィスまるとクラウドオフィスまるとクラウド

【【【【クラウドクラウドクラウドクラウド移行移行移行移行

UPS

業務サーバー

オフィスオフィスオフィスオフィス

社内サーバーをクラウド

データセンターに移行

Rou ter

VPN接続

データセンターにある

File Serverに
何所 からでもアクセス

ICA

圧 縮され ている

の で高速 です

事務所が壊れたらサーバーも壊れる

運用管理者が必要

データの定期バックアップをしなければならない

定期的にハードを買い替えなければならない

しいWindowsOSを買い替えなければならない

サーバーのハードの保守料金がかかる

停電対策のためUPSを用意しなければならない

常時稼働させておくため電気代がかかる

クラウド データセンタークラウド データセンタークラウド データセンタークラウド データセンター

社内社内社内社内にサーバーがあるということはにサーバーがあるということはにサーバーがあるということはにサーバーがあるということは クラウドデータセンターにクラウドデータセンターにクラウドデータセンターにクラウドデータセンターに

�事務所が壊れてもサーバーは

�運用管理者が不要

�データの定期バックアップはシステムで

� ハードを買い替えることもなく

を利用することができる

�電気代がかからない、 停電対策

�eTotal service と組み合

でも安全に業務サーバーを

業 務サー バー

個人情報保護法に対

集中管理のシンクライア

ントシステム」でほぼ

できることです。 

のシステムは、ク

ラウドデーターセン

ターでお客様データ

一日一回の差分バ

ッ ク ア ッ プ と 、

Symantec によるウ

イルスチェックおよ

ログイン時の成り

す ま し 防 止 の

PhoneFactor の設定

をしております。 

、別のクラウドデ

ーターセンターへの

の S3 やその互換シ

これにより SLA で

となっております。 

せした月額料金でメ
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オフィスまるとクラウドオフィスまるとクラウドオフィスまるとクラウドオフィスまるとクラウド移行移行移行移行とはとはとはとは？？？？

移行移行移行移行システムシステムシステムシステムイメージイメージイメージイメージ】】】】

オフィスオフィスオフィスオフィス

Rou ter

データセンターにある業務システム＆共有

にeTotal service で

からでもアクセス可能

クラウドデータセンターにクラウドデータセンターにクラウドデータセンターにクラウドデータセンターに移行移行移行移行するということはするということはするということはするということは

れてもサーバーは保全（BCP対応）

バックアップはシステムで実行される

えることもなく、最新のWindowsOS

停電対策のUPSも不要

合わせることで何所から

サーバーを利用することができる
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これは、クレイトン

クリステンセンの

破壊的技術を、コン

ピュータ技術に当

てはめたものです。 

回線の高速化にと

もなって、社内電算

室から、ハウジング

から、クラウドデー

ターセンターへと

安全性とコストパ

フォーマンスの高

い方に移ると考え

ております。 

 

 

 

これは、今私が、海外の巨大クラウドデーターセンターから日本のデーターセンターを守るには

と訴えている内容です。 

データセンター

業者間でアライ

アンスを組んで

お互いのクラウ

ドデーターセン

ターを高速回線

で結びバックア

ップし合う仕組

みで連携すれば

よいと思ってお

ります。 

阻害要因は、ハ

ウジングの売り

上げのカンニバ

ライズではない

かと思いますが、もたもたしている間に、海外の巨大クラウドデーターセンターにどんどん顧客

を持っていかれてしまうのではないかと危惧しております。 
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1980 1990 2000 2010

メインフレームメインフレームメインフレームメインフレーム オフコンオフコンオフコンオフコン

パソコンパソコンパソコンパソコン

回線回線回線回線

スピー ドスピー ドスピー ドスピー ド

仮想仮想仮想仮想デスクトップデスクトップデスクトップデスクトップ

仮想化技術仮想化技術仮想化技術仮想化技術のののの進化進化進化進化

クラウドデータセンタークラウドデータセンタークラウドデータセンタークラウドデータセンターハウジングハウジングハウジングハウジング

ホスティングホスティングホスティングホスティング

仮想化技術仮想化技術仮想化技術仮想化技術

無線無線無線無線をををを含含含含めためためためた

インターネットインターネットインターネットインターネット通信網通信網通信網通信網のののの拡大拡大拡大拡大・・・・高速化高速化高速化高速化

IIJGIO ,cloubn
Amazon(EC2,,S3),Google,Salesforce,,

社内電算室社内電算室社内電算室社内電算室

2020
1200bps

56Kbps

×××× ××××

××××

△△△△

環境問題

Green IT

○○○○

○○○○

�情報集中

�集中管理

�効率化

�正確さ

�情報の属人化

�情報漏洩

�不正利用

1960

参考：Harvard Business School の Clayton M Christensen

100Mbps

1560倍

PCサーバーサーバーサーバーサーバー 仮想仮想仮想仮想サーバーサーバーサーバーサーバー

�集中管理

�安全

△△△△

×××× ○○○○

陳腐化陳腐化陳腐化陳腐化したしたしたした技術技術技術技術 破壊的技術破壊的技術破壊的技術破壊的技術

固定電話 ＩＰ電話

テレックス ＦＡＸ

真空管 半導体

ブラウン管テレビ 液晶テレビ

メインフレーム オフコン

オフコン PCサーバー
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将来将来将来将来のあるべきクラウドデーターセンターのあるべきクラウドデーターセンターのあるべきクラウドデーターセンターのあるべきクラウドデーターセンター

�国内のクラウドデーターセンター間を高速回線で結ぶことにより、ク

ラウドデーターセンター間のバックアップ体制を作る

�海外の巨大クラウドデーターセンタービジネスへの対応

�日本企業の情報を守るには日本のデーターセンター企業でないと守

りきれない

地震地震地震地震のののの危険性危険性危険性危険性のののの多多多多いがいがいがいが、、、、国土国土国土国土のののの狭狭狭狭いいいい日本日本日本日本のデーターセンターのあるべきのデーターセンターのあるべきのデーターセンターのあるべきのデーターセンターのあるべき姿姿姿姿

ク ラウドデータセン ターク ラウドデータセン ターク ラウドデータセン ターク ラウドデータセン ター

クラ ウドデー タセンタークラ ウドデー タセンタークラ ウドデー タセンタークラ ウドデー タセンター

クラ ウドデータセンタークラ ウドデータセンタークラ ウドデータセンタークラ ウドデータセンター

ク ラウドデ ータセンターク ラウドデ ータセンターク ラウドデ ータセンターク ラウドデ ータセンター

クラウ ドデータセンタークラウ ドデータセンタークラウ ドデータセンタークラウ ドデータセンター

クラ ウドデータセンタークラ ウドデータセンタークラ ウドデータセンタークラ ウドデータセンター

ク ラウドデータセン ターク ラウドデータセン ターク ラウドデータセン ターク ラウドデータセン ター

クラウドデータセンタークラウドデータセンタークラウドデータセンタークラウドデータセンター

クラウドデータセンタークラウドデータセンタークラウドデータセンタークラウドデータセンター

阻害要因阻害要因阻害要因阻害要因

�ハウジング提供業者のビジネス

モデルのカンニバライズ

“Discovered economy of scale:5-7x cheaper than provisioning a mdium-sized (100’s machines) facili ty”

カリフォルニア大学バークレー校

Above the Clouds: A Berkeley View 
of Cloud Computing
UC Berkeley  Reli able Adaptive 
Distributed Systems  Laboratory
The Beauty and Joy of  Computing
Cloud Comput ing with 
Prof.Armando Fox（参考）

【【【【巨大巨大巨大巨大データセンターのデータセンターのデータセンターのデータセンターの規模規模規模規模のののの経済経済経済経済のののの変化変化変化変化】】】】

データセンターデータセンターデータセンターデータセンター規模規模規模規模 中規模中規模中規模中規模（（（（サーバーサーバーサーバーサーバー台数台数台数台数）））） 大規模大規模大規模大規模（（（（サーバーサーバーサーバーサーバー台数台数台数台数）））） 倍率倍率倍率倍率

調査年 2009年 2010年 2009年 2010年

ネットワークコスト1Mbit/s 1,000台 100台 50,000台 10,000台 7.1倍

ストレージコスト1Gbite 1,000台 100台 50,000台 10,000台 5.7倍

管理コスト台数/人 1,000台 100台 50,000台 10,000台 7.1倍
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これは、企業の IT

管理者は、企業の本

来業務に専念して、

運用管理などシステ

ムの自動設定で出来

ることをするのでは

なく、IT を使ってど

んなビジネスができ

るかに能力を使って

いただきたいと考え

ております。 

また、仮想デスクト

ップを使うことで、

どこでも安全に仕事

ができることによる

新しいワークスタイル環境ができると思っております。 

 

最後に、弊社はクラ

ウドインテグレータ

ーとして、Citrix シ

ステムの構築と様々

なクラウドデーター

センターを使ったお

客様のオフィス環境

のクラウドへの移行

を承っておりますの

で、ご賛同いただけ

る方は、是非 コン

タクトをお待ちして

おります。 

 

 

以上。 
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ランコムシステムのeTotal service が目指すもの

• 企業が本来（コア）業務に専念できる環境の提供

– コンピュータシステムの運用管理業務のミニマイズ

– 安全なコンピューター環境の提供

• 情報システム部の本来業務を考えていただける環境の提供

– ITをどう使うか？

– ITを使ってどんなビジネスができるか？

– IＴは経営にどう役に立つのか？

• 新しいWorking環境の提供

– ネットにつながるどんなディバイスからでも、自分のデスクトップ環境

でいつでも仕事ができる

– バーチャルなイントラネット環境の提供

– デスクトップの仕様をメンバーの役割に応じて様々に設定可能

（Windowsの機能制限）

7

eTotal Service
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弊社弊社弊社弊社のののの強強強強みとビジネスみとビジネスみとビジネスみとビジネス連携希望内容連携希望内容連携希望内容連携希望内容
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� CitrixのXenServer、XenApp、XenDeskTopのシステム構築

� お客様の要求仕様に最適なクラウドデーターセンターを使っての社内業務

サーバー等の移行・構築

� クラウドデーターセンターに移行した業務サーバーと社内を結ぶVPNシステ

ム構築

� 構築したお客様専用システムと eTotal 仮想デスクトップシステムの連携

� IIJ GIO,NTTcommunication Cloudn,Amazon AWS 等、様々なパブリック、プラ

イペートクラウドサービスを使ってのシステム構築および運用管理

弊社グラウドインテグレーターとしての強強強強みみみみ

ビジネスビジネスビジネスビジネス連携希望内容連携希望内容連携希望内容連携希望内容

� お客様クライアント環境のクラウド化アライアンス

� アプリケーションベンダー様のクラウドサービス化アライアンス

� お客様社内サーバーのクラウドデーターセンター移行のお手伝い

� 営業・販売アライアンス

問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先：：：：kaneko@runcom.co.jp


