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ハードウェアやOSの仮想化でリソースの共有をしながら拡張性

このシステムは、クラウドコンピューティングを活用しています
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が、構築にあたってはその特徴を理解し、効果的に適用すること

なアプリケーション機能、
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です。利用者（ユーザー企業、ベンダー）による開発や運用の部分

て、当社が考えるクラウドコンピューティング・プラットフォーム

が少ない分、“Force.com”上での開発はスピーディにかつ容易

（ハイブリッド型クラウドサービス）をご紹介します。
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図2. ISIDが考えるクラウドコンピューティング・プラットフォームの提供レイヤー
（注）SFDCのサービスとは異なります
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ース）を複数ユーザーで共有する技術です。マルチテナントを実

た、開発は、主要機能単位に、要

現しないとコンピュータリソースの有効活用ができないため、ユ

件定義、設計開発、テスト・修正
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をそれぞれ原則1週間単位のペ
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ースで進めました。求められるシ

ASPはシングルテナントであり、
リソース配分やバージョンアッ

ステムの機能内容から考えて、驚

プの柔軟性は基本的にありません。

異的なスピードでの立ち上げだ

■開発生産性

ったといえます。

“Force.com”プラットフォームはエンタープライズ仕様のシステ

なお、本事業では米国のセールス

ム開発に必要となる機能をあらかじめ揃えています。
これらの機

フォ ース・ドットコ ム 社（ 以 下

能を一から開発せずに利用できるので開発効率が向上するとと

SFDC）のクラウドコンピューテ

もに、
より高度な処理の開発が可能となります。

ィング・プラットフォームを利用し

■プロトタイピング開発

ました。

図1. 家電エコポイントのHP

“Force.com”プラットフォーム上では、ユーザーと一緒に開発画
面を確認しながら
「カスタマイズ」
というプロトタイピングを行うこ

クラウドコンピューティング・プラットフォーム

とができるので、相談しながらシステムを作り上げていくことが可
能です。
このような進め方は、
システム開発スタート時に業務（仕
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SFDCといえば“Salesforce CRM”に代表される営業支援、マ

様）
が完全に確定していない場合などでは非常に有効です。今回の

ーケティング、カスタマーサービスの機能を備えたASPサービス

場合も、要件定義から立ち上げまでをこの手法で実施することで、

を思い浮かべる方も多いと思います。今回は、
これらのプラットフ

短時間で各関係者の納得のいくものを仕上げることができました。

ォームとして実績のある“Force.com”上で開発を行いました。

■既存技術との整合性
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“Force.com”は、独自言語、独自環境でありながら、それを感じ

■開発者が少ない

させない使い慣れたインターフェースにより、教育コスト、時間の

クラウドコンピューティングの活用は着実に広がっていますが、

低減を図っています。

現時点では開発者の絶対数が少なく、当面の間、開発者の確保
が困難な状況が続くと思われます。

クラウドコンピューティングの今後の課題
ハイブリッド型クラウドサービス
一方、クラウドコンピューティングの適用には、開発を成功させ
最大効果を得るためにも、十分その特徴を認識することが大切

クラウドコンピューティングの特徴を最大限に生かしつつ、留意

であると思います。以下は、当社がクラウドコンピューティングの

すべき点をカバーできれば、より強固なシステムプラットフォー

適用にあたって留意すべき点と考えているものです。

ムを構築することが可能です。短期間の開発で、大量アクセスを

■バッチ処理について
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発揮するプラットフォームのため、まとめて処理を実行するバッ

ト型クラウドサービスこそが理想的なクラウドコンピューティン

チ処理については、一考することが望まれます。エコポイントで

グと考えます。

は、バッチ処理を実行するサーバーを別のデータセンターに設

例えば、クラウドで集めた日々の受発注データを基に、社内基幹

置し、クラウド側サーバーとデータをやり取りしながら処理を進

システムで一括請求および総合予算管理をするような形態が挙

めるという方式をとりました。

げられます。システムのトータルデザインとして、クラウドで処理

■画面デザインについて

する範囲と独自に処理する範囲を切り分け、役割を分担してそ

プラットフォームの特徴を生かした画面設計を行うことが、短期
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開発のコツです。過度に自由な画面デザインにこだわると、
クラウ
ドの特性である開発期間の短縮化が図れない場合があります。

ISIDでは、自社のPaaSサービスである“DMAP”（ Webプロモー

■クラウドであっても消費するリソースは効率的に

ションに関わる一連の機能を短納期・低価格で提供するASPサー

どのクラウドサービスも、あくまで複数テナントが共有して使用し

ビス）を専用データセンターで運用し、クラウドと連携させたハイ
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一方、
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す。
エコポイント事業も、
この形態に比較的近い形をとっています。
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す。ISIDでは、家電エコポイントをはじめとするクラウド上での
アプリケーション開発経験を蓄積し、上述のような独自のハイ
ブリッド型クラウドサービスを築いています。今後は、このサー
ビスを従来オンプレミス※で提案していた分野へも積極的に拡
大していきたいと考えています。

※統計解析など
複雑な応用分析
への活用を想定

※情報システムを自社管理の設備、ハードウェア、
ソフトウェアにより運用するこ
図3. ISID提供のハイブリッド型クラウドサービス例

と。自社運用。
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