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概要：クラウドコンピューティングの利用は着実に広がっている．特に一般利用者向けにサービスを提供
するパブリッククラウドはすでに多様な分野で利用されており，クラウドの特徴を最大限に活用した事例
も豊富である．一方で，企業向けのプライベートクラウドではクラウドのコストメリットを活かそうとす
る動きが主流である．本稿では，クラウドの特徴の 1 つであるオンデマンド・セルフサービスを活かした
プライベートクラウドの企業内での利用モデルを提案し検証する．検証手段として，実際の業務に利用で
きる IaaS 型のプライベートクラウドをおよそ 19 カ月にわたり提供し 198 名に自由に利用してもらい，結
果を分析した．検証の結果，提案するプライベートクラウドの利用モデルにより職場のコミュニケーショ
ンが活性化したり，プライベートクラウドを中心とした価値の流通や再利用が見られるなど，企業内の業
務が改善されることを実証した．さらに，効果的なプライベートクラウドを提供するためのポイントを明
らかにした．
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Abstract: The use of cloud computing is expanding steadily. Especially public cloud, which is used from
public access, has already used in various ﬁelds, and there are a lot of case studies of utilizing the characteristic features of cloud. On the other hand, most of the case studies of private cloud in companies focus
on the cost eﬀectiveness of cloud. In this study, we propose and evaluate a practical use model of private
cloud in companies, in which we make use of ‘on-demand and self-service’ characteristic on cloud. The
evaluation method is providing a practical IaaS private cloud for 19 months which is used by 198 workers,
and analyzing the results of usage. As a result of the evaluation, we found that private cloud is capable
of making some characteristic improvements such as facilitating communication and circulating values via
private cloud. Furthermore, we clariﬁed some points for providing eﬀective private cloud.
Keywords: cloud computing, private cloud, IaaS, case study
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近年，仮想化技術を活用したクラウドコンピューティン
グ（以下，クラウド）の利用が広がっている．クラウドは，
一般利用者向けにサービスを提供する「パブリッククラウ
ド」と，企業や特定の組織向けに構築する「プライベート
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クラウド」に大別される．パブリッククラウドで提供され
る新しいサービスが注目されることが多いが，企業向けの
プライベートクラウドについても着実に利用が広がりを見
せている．

1.1 IaaS パブリッククラウドの特徴的なサービス
パブリッククラウドにおいては，上記のクラウドの特徴
をうまく活用した事例が多く報告されている．

IaaS のパブリッククラウドとして著名な Amazon Web

プライベートクラウドの利用増加の背景には，仮想化技

Services（AWS）の Web サイトの事例集 [2] には，研究分

術によりコンピュートリソースをオンデマンドで自由に払

野に限らず数多くの企業での IaaS 活用事例があげられて

い出して柔軟な管理を行うことができる点や，CPU やディ

いる．また，AWS の成功事例として Animoto [3] が紹介さ

スクのオーバコミットによるリソースの効率的な利用と，

れることも多いが，同サービスは特徴 ( 4 ) を活かして独自

それにともなう設備投資の削減による経済効果があげられ

にスケーラビリティを持たせたことでトラヒックのピーク

る．さらに進んで，クラウドの進展によりコンピュートリ

をうまく処理する仕組みを実現している．類似の事例とし

ソースは従来の投資から費用と考えることが可能になり，

て，文献 [4] にはサイトの負荷に応じて柔軟にリソースを

そのコストも従来のシステム構築に比べ劇的に下がりつつ

増減させる取り組みが紹介されている．

ある．
他方，NIST によるクラウドコンピューティングの定

研究分野のパブリックラウドの活用事例として，文献 [5]
では気象予測分野での適用実験が述べられている．また，

義 [1] によると，クラウドコンピューティングの基本的な

文献 [6] ではバイオインフォマティクス分野でのパブリッ

特徴として，以下の 5 つがあげられている．

ククラウドの適用が報告されている．どちらも，特徴 ( 1 )，

( 1 ) オ ン デ マ ン ド・セ ル フ サ ー ビ ス（On-demand self-

( 2 ) および特徴 ( 4 ) を活用した事例である．AWS などの

service）

パブリッククラウドを利用する前提として，独自にコン

事前の計画なしに，かつ，運用者の手を借りずに利用

ピュートリソースを準備する場合に比べ，かかる費用が安

者自らの操作によって即座にコンピュートリソースを

い，ということがある．パブリッククラウドにおいては，

利用できる．

低価格でのサービス提供を実現するために特徴 ( 3 )，( 4 )

( 2 ) 幅広いネットワークアクセス（Broad network access）

および ( 5 ) が実現されている [7]．

パソコンだけでなく，スマートフォンや携帯電話など

企業や自治体においても，業務によってはパブリックク

インターネット経由で利用できるサービスが提供さ

ラウドを利用する動きも広がっている．一方で，パブリッ

れている（特にパブリッククラウドの場合に顕著で

ククラウドの利用が難しい業務も企業には多く存在する．

ある）．

企業においてプライベートクラウドを構築する最も大きな

( 3 ) リソースの共用（Resource pooling）

理由の 1 つとして，パブリッククラウドのセキュリティ上

リソースの共用による利用効率の向上と，それにとも

の不安をあげるケースが多い [8], [9]．このほか，稼働率や

なう費用削減が実現される．

レスポンスタイムなどのサービスレベルの面で利用が難し

( 4 ) スピーディな拡張性（Rapid elasticity）

いという場合も存在する．

迅速かつ柔軟に，借り出したコンピュートリソースを
拡大および縮小できる．

( 5 ) サービスが計測可能であること（Measured Service）
課金などのために，クラウドで提供されるサービスの
利用状況は計測可能である必要がある．
本稿は，上記の 5 つの特徴を前提とし，プライベートク

1.2 プライベートクラウドでの特徴的な利用
上記の理由により，企業独自にクラウド環境を所有する
プライベートクラウドに取り組む動きが見られる．
具体的な動きとして，コスト面でのプライベートクラウ
ドの評価 [10] は研究されており，実際にコスト削減を目指

ラウドの構築および活用に関する議論を行う．また，前述

してプライベートクラウドを利用するケース [11] が見られ

の NIST の定義によると，クラウドコンピューティングの

る．しかし，これらの取り組みはプライベートクラウドを

サービスモデルとして，

活用するためのコスト面からの評価が中心で，特徴 ( 3 ) を

(a) ソフトウェアをクラウドで提供する Software as a

活用するための取り組みであると考えられる．本稿ではコ

Service（SaaS）
(b) ミドルウエアプラットフォームを提供する Platform
as a Service（PaaS）
(c) OS などの基盤を提供する Infrastructure as a Service
（IaaS）

スト面もさることながら，特徴 ( 1 ) を活かして新たな価
値を生み出す活用方法に関して検討を行う立場を取ってお
り，本稿とは立場が異なる．
最近の事例として教育分野へのプライベートクラウドの
利用 [12], [13], [14] も提案されており，これらはコスト以

の 3 種類に分類される．本稿では，汎用性が高くサービス

外にも特徴 ( 1 ) および ( 2 ) をプライベートクラウド上で実

の特徴に依存し難いと考えられる IaaS に着目し検討する

現しようとするものであると考えられる．しかし，これら

こととした．

の研究は，特定のコミュニケーション支援アプリケーショ
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ンのクラウド上の動作確認であったり，分散処理の教育の

が見られる．

ために Hadoop 環境をクラウド上に構築してサンプルアプ
リケーションの走行確認であったりと，実験的な検証にと
どまっているのが現状である．なお，本稿では，より実践
的な活動の中で特徴 ( 1 ) を活かす方法を提案し評価するこ

2.2 検証方法
クラウドの特徴を活用しやすい業務の 1 つとして研究開
発業務が考えられる．

とに主眼があるため，教育でクラウドを活用する方法を実

受託開発など工程や開発スタイルがある程度決まった業

験的に探ることを目的としているこれらの事例とは前提条

務とは異なり，研究開発業務は以下の対応が求められる場

件が異なる．

合が経験的に多く存在する．

これまでも企業内プライベートクラウドの導入事例は報
告されているが，その主な目的はシステム統合によるコス

• 新たな発想やアイデアが出た場合，すぐにプログラム
を作成して試して結果を得たい．

ト削減であり，利用者による価値創造や業務の効率化を主

• 自ら作成したアルゴリズムや研究用プログラムをなる

眼とした事例はない．そこで筆者らは，オンデマンド・セ

べく性能の高い，もしくは特定の性能要件のあるサー

ルフサービス型で手軽に利用可能なコンピュートリソース

バ上で動作させ，その評価をしたい．

を提供する企業内のプラベートクラウドの利用モデルを提
案する．これにより，企業内でのコミュニケーションが活
性化し，業務効率を向上させるとともに，新たなアイデア
やサービスが創出されると期待している．
本稿においては，IaaS プライベートクラウドの実業務で
の利用モデルに関する仮説の立案と，これまでに例がない

• 新しく発表されたソフトウエアやシステムを自ら構築
したサーバで動かし，試すことで知見を得たい．
これらのニーズがクラウドの特徴と合致するため，研究
開発業務はクラウドを有効に活用することが可能な分野の

1 つであると考えられる．
このため，研究開発業務を取り上げ，クラウドの特徴を

規模・期間でのプライベートクラウドの実証実験，および，

活用できるプライベートクラウドを提供し，業務に自由に

実験結果の分析を行った．

利用してもらうことで，上記の仮説を検証することとした．

本稿の章立てを以下に記す．

2 章では，本研究で立案した，プライベートクラウドの利

2.3 検証のための環境条件

用モデルに関する仮説と検証手法について説明する．3 章

満足な検証を実施するためには，提供期間に関する条件・

では，構築・提供した検証用サービス概要について説明す

参加者に関する条件・システムの環境条件の 3 つの条件を

る．4 章では，本研究で実施した評価実験の内容について

検討する必要がある．それぞれについて，本稿では以下の

説明する．5 章では，2 章で立案した仮説に対する検証結

ような条件を設定した．

果について説明する．6 章では，評価実験の結果を考察す

期間 研究開発業務の特性として，1 年単位で大きなテー

る．最後に 7 章では，本研究のまとめと今後の課題につい

マが設定される，という点があげられる．有用な検証

て述べる．

のためには，少なくとも 1 つのテーマの開始から終

2. 利用モデルに関する仮説と検証方法
本章では，本稿で提案する利用モデルに関する仮説と，
その検証方法について説明する．

了まで利用可能である必要があると考えられる．この
ことから，1 年以上の提供を検証用サービスの条件と
する．
参加者 実業務は最大で 10 名程度の規模のチームで実施
されることが多い．この規模のチーム単位でクラウド

2.1 利用モデルに関する仮説

を利用すると仮定し，有用な検証のためには少なくと

特徴 ( 1 ) オンデマンド・セルフサービスを持つ，自由か

も 50 研究グループ，100 名規模の利用が必要と考えら

つ手軽に利用可能なプライベートクラウドを提供すること

れる．このことから，50 研究グループ，100 名以上で

で，企業内に以下の事象が観測できる．

の利用を検証用サービスの条件とする．

( 1 ) プライベートクラウドが業務の中で実際に活用される

システム 本稿で注目しているクラウドの特徴 ( 1 ) を満足

ようになる

するよう，利用者が自らの操作だけでコンピュートリ

業務の特性に提供したプライベートクラウドが適合し

ソースの借り出しができる点がシステム上の条件とし

ている場合，提供を続けるにつれて利用者にメリット

てあげられる．また，実業務で利用するのに支障がな

が理解され，プライベートクラウドを業務に活用する

いように，業務時間中の運用，業務環境からのアクセ

動きは拡大していくと考えられる．

ス性も確保する必要がある．

( 2 ) プライベートクラウドによる業務改善効果が見られる

実際の検証としては，研究開発業務にあたる部門向けに

プライベートクラウドにより，コスト削減効果だけで

セルフサービス型 IaaS のプライベートクラウドを構築し，

なく業務の効率化や業務のやり方の改善といった効果

およそ 19 カ月の間評価のために提供した．提供したプラ
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イベートクラウドを利用した利用者はサービス期間全体で
延べ 198 名，101 研究グループ*1 である．
期間・参加者・システムいずれの特性も検証のための条
件を満足する判断できる．
効果の測定のため，利用者アンケートおよびヒアリン
グを実施した．また，利用者のログの分析を実施し，アン
ケート結果とつきあわせることで，利用の実態を把握する
手法をとった．

3. 検証用サービス概要
本章では，筆者らが検証用に提供したプライベートクラ
ウドのサービス概要について説明する．

3.1 システムの設計指針
仮説検証のためのサービスを構成するにあたり，設計指

図 1 プライベートクラウドのシステム構成

Fig. 1 System architecture of the private cloud.

針として以下の項目を設定した．
セルフサービス性の重視 あらゆる操作が運用者の介在な

この構成で構築したプライベートクラウドで提供できる

しに手軽に実施できること．コンピュートリソースの

コンピュートリソースの詳細を表 2 に示す．利用者は，仮

借り出しだけでなく，利用登録なども手軽に実施でき

想マシンの性能，および，仮想マシンの OS をそれぞれ 1

ることが望ましい．この点は，利用者の利便性だけで

つずつ選択して仮想マシンを借り出すことができる．

なく，オンデマンド・セルフサービス型のプライベー
トクラウドの効果検証のためには重要である．
広範囲な利用目的 研究開発部門の業務であれば特に目的

3.3 サービス形態
以下に提供したプライベートクラウドのサービス形態に

を問わず，自由に利用可能であること．業務改善や新

ついて説明する．

しい業務のやり方を促進するために，利用者側の自由

利用可能な人

な発想で業務に利用してもらうことを重視する．
以下の節では，本設計指針を満足する検証用サービスの
詳細について述べる．

IT に関する研究開発部門に所属する社員・協働者で部門
アカウントを有するおよそ 300 名を対象とした．研究開発
の分野は，クラウドやネットワークといった IT インフラ
に関わる分野から，セキュリティ，ソフトウェア工学，ビ

3.2 システム構成
筆者らが提供したプライベートクラウドは，クラウド
基盤ソフトウェアとして Amazon EC2 [15] と API レベル

ジネスインテリジェンスなど多岐にわたる．
利用登録
部門の認証システムと連動しており，部門アカウントを

で互換性を持つ OSS である，Eucalyptus [16] を採用した．

所有する人であれば特に利用申請なしにプライベートクラ

ニーズに応じて Windows 仮想マシン，および，ルートディ

ウドの利用を開始できるようにした．利用者は事前の計画

スクを永続化する起動方式のサポートや，バグフィックス

なしに，クラウドからコンピュートリソースを払い出すこ

などの独自の修正を加えている．

とができ，クラウドの特徴 ( 1 ) を満足するといえる．な

提供したプライベートクラウドは，利用者がセルフサー

お，利用中の研究グループ ID や利用者名などの情報がロ

ビスでクラウドからのコンピュートリソースの払い出し

グには出力されており，運用者は日々ログを閲覧して新規

作業を実施する．利用者からの払い出し要求を受付けるフ

利用者の有無を把握し，利用者メーリングリストへの登録

ロントサーバと，実際に仮想マシンの形でコンピュートリ

などのユーザ管理作業を実施した．

ソースを払い出すノードの 2 種類のサーバによりクラウド

利用方法

は構成されている．クラウドそのものに加えて，効率的な

プライベートクラウドに対する仮想マシンの払い出しな

運用のために，クラウド基盤の監視・バックアップを担う

どの操作は専用の GUI クライアントソフトウェア（クラ

サーバを 1 台導入している．

ウドクライアント，図 2）を使って行う．利用者はクラウ

提供したプライベートクラウドのシステム構成を図 1
に，サーバ一覧を表 1 に示す．
*1

研究グループはプライベートクラウド利用の目的別に作成され
る．1 人の利用者が複数の研究グループに所属できる．
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表 1 プライベートクラウドのサーバ一覧

Table 1 Server list of the private cloud.
CPU

RAM

HDD

フロントサーバ

Xeon 2.66 GHz 2x4cores

18 GB

144 GB

1

ノード (1)

Xeon 2.66 GHz 2x4cores

18 GB

144 GB

5

ノード (2)

Xeon 2.54 GHz 2x4cores

18 GB

144 GB

7

監視バックアップ

Xeon 2.66 GHz 2x4cores

18 GB

144 GB

1

Core2Duo 3.33 GHz 1x2cores

1 GB

160 GB

1

分類

用途


クラウド
運用
その他

Web サーバ

台数

表 2 提供コンピュートリソースの詳細

Table 2 Details of the provided compute resource.
項目

内容

提供する仮想 CPU の総数

192 コア
13 TB

提供するディスク容量

(a) m1.small (1core/768 MB RAM/10 GB HDD)
(b) c1.medium (2cores/1536 MB RAM/15 GB HDD)
サポートする仮想マシンの性能

(c) m1.large (2cores/1536 MB RAM/20 GB HDD)
(d) m1.xlarge (3cores/2304 MB RAM/30 GB HDD)
(e) c1.xlarge (4cores/3072 MB RAM/40 GB HDD)

サポートする仮想マシンの OS

CentOS 5.x, Windows XP, Windows 7
Windows Server 2003, Windows Server 2008

監視
運用の手間を軽減しつつ，運用状況を容易に把握するた
め，ノードや運用サーバなどの監視に監視ソフトウェアを
使用している．死活・プロセスの有無・ネットワークポー
ト応答の有無・性能・リソースといった指標を一元的に監視
しており，異常が検出されると監視画面に警告やエラーが
出力されるようにした．運用者は日次で監視画面をチェッ
クし，警告やエラーがあれば対処を実施する，という運
用手順を実施した．なお，サーバは二重化されておらず，
サーバ故障時には実行中の仮想マシンの情報は失われる．
バックアップ
バックアップソフトウェアを使用し，定時バックアップ
図 2

クラウドクライアント

Fig. 2 Cloud client.

の特徴 ( 1 ) を満足するといえる．なお，実際に借り出した
仮想マシンは，利用者の端末からネットワーク経由で SSH
や RDP などで接続して利用する．
課金
自由な利用を促進するため，無料とした．
ネットワーク
借り出された仮想マシンからはファイアウォールを経由
してインターネットに接続が可能にした．

3.4 運用
提供したプライベートクラウドの運用の基本的な項目に
ついて以下に説明する．

を自動で取得するようにした．バックアップ対象は仮想マ
シンなどのユーザデータとシステムデータであり，利用者
からのリストア要求に応じて運用者がデータのリストアを
実施する．
リソース運用
提供したプライベートクラウドは上限 192 個の仮想 CPU
を払い出せる．利用者側に払い出せる CPU コア数の制限
をつけることも可能であるが，本検証では制限をつけてい
ない．有限のリソースを効率良く提供するため，利用者ご
とのリソース利用状況を定期的に棚卸しし，使わないリ
ソースは開放してもらうよう促す，というリソース運用作
業を実施した．

4. 評価実験
本章では，前述したプライベートクラウドサービスを利
用した評価実験について述べる．実施した評価実験の概要
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表 3

評価実験の概要

Table 3 Summary of the evaluation experiment.
項目

内容

期間

およそ 19 カ月（2010 年 8 月 23 日〜2012 年 3 月 31 日）

198 名

利用人数

101 研究グループ

利用グループ数

利用ログおよび利用者アンケートの分析

評価方法

表 4

利用者アンケートの概要

Table 4 Abstract of user questionnaire.
項目

内容

登録利用者数

198

研究グループ数

101
33

有効回答数

1. 利用期間
2. 利用目的
質問項目

3. 改善すべき点
4. 良かった点
5. サービスの印象
図 3 プライベートクラウドの利用率

を表 3 に示す．

Fig. 3 History of usage of the private cloud.

4.1 評価手法
プライベートクラウドの利用者に対してアンケート調査
を実施した．利用者アンケートの概要を表 4 に示す．評
価期間は 2010 年 8 月 23 日から 2012 年 3 月 31 日の 19 カ
月間である．これに加え，運用過程でリソースの利用状況
などのログを取得した．これらを評価対象とし評価を実施
した．

4.2 評価結果
4.2.1 利用ログによる客観評価
クラウド全体の利用率とその推移

図 4

研究グループごとの CPU 借り出し時間の分布

Fig. 4 Distribution of used cpu time per group.

プライベートクラウドの利用率としては，最大 192 個の
うちどれだけの CPU コアが利用者によって借り出されて

している．

いたか，および，何台の仮想マシンが借り出されていたか

研究グループごとの CPU 借り出し時間

を，ログから抽出して評価した．図 3 で，図の縦軸は利用

全 101 研究グループが，クラウドからどれだけの時間仮

者に貸し出された数，横軸は日付を表しており，淡色が借

想マシンを借り出していたかをログから分析した．CPU

り出されていた CPU 数，濃色が借り出されていた仮想マ

をどれだけの時間借り出した研究グループが多かったかを

シンの台数を示している．

示した分布を図 4 に，CPU 借り出し時間の降順に研究グ

評価実験開始当初の 4 カ月程度は，利用率は全体の半分

ループを並べ累積借り出し時間をプロットしたグラフを

弱で推移している．これは，サービス開始にともない利用

図 5 に示す．なお，CPU コア数は表 2 に示すとおり仮想

者が試験的に軽く利用してみて利用を停止する，という事

マシンの性能タイプによってあらかじめ決まっている．す

象が多く見られたことが原因として考えられる．

なわち，m1.small の仮想マシンを 1 時間借りれば，CPU

それ以降の期間は，サービス提供を続けるにつれて利用

コア借り出し時間は 1 時間，c1.xlarge の仮想マシンを 1 時

率は上がっていく傾向にある．なお，CPU コアの利用数

間借りれば CPU コア借り出し時間は 4 時間としている．

が 192 で頭打ちになっている時期があるのは，提供できる

図 4 が示すとおり，研究グループの 80%は CPU 借り出

コンピュートリソースをすべて貸し出しており，追加の借

し時間が少ない範囲（30,000 時間以下）に分類される．ま

り出し要求を受付けられないという状態が続いたことを表

た，図 5 から，全体の 30%の研究グループで総 CPU 借り
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表 6

改善すべき点

Table 6 Improvement points.
改善すべき点

件数

リソース不足で必要なときに仮想マシンを起動できない

14

サービス停止時間が長かった

4

サポートされる OS の種類が少ない

4

マニュアル，FAQ をもっと充実させてほしい

3

安定性を向上してほしい

3

無回答

5

いる．
図 5

ソフトウェア開発・試験が最も多く，次いでソフトウェ

CPU 借り出し時間の累積

Fig. 5 Accumulation of used cpu time.

ア試行・検証という用途も多く見られる．加えて，社内情
報共有用途での利用も多く見られることが明らかになっ
た．また，クラウドそのものの試行が 3 件見られる．
改善すべき点
利用者から見た提供したプライベートクラウドの改善
すべき点を表 6 に示す．4.2.1 項で触れたように，プライ
ベートクラウドのリソースをすべて払い出してしまい，新
規の借り出し要求に応えられなかった時期があった点に意
見が集中した．3.4 節で記したリソース運用作業を行って
いたが，運用でやりくりできる範囲を超えて利用要求が発

図 6

研究グループごとのプライベートクラウドの利用期間の分布

Fig. 6 Distribution of usage period of the private cloud per

生していたことが原因である．リソース借り出しの手軽さ
を保ちながらも，効率的にリソースを割り当てるリソース
運用の仕組みは，プライベートクラウド提供のポイントの

research group.

1 つといえる．

表 5 利用目的

良かった点

Table 5 Purpose of use.
利用目的

利用者アンケートの結果得られた，提供したプライベー
件数

ソフトウェア開発・試験

16

ソフトウェア試行・検証

15

社内情報共有

9

クラウドそのものの試行・検証

3

出し時間の 75%程度を占めていることが分かる．極端な偏
りではないが，多数のライトユーザと少数のヘビーユーザ，

トクラウドの良かった点を表 7 に示す．
環境の払い出しの手軽さなど，利用のための手続きの手
軽さを評価する声が多く見られたほか，広範囲のネット
ワーク接続を評価する声も見られたことが分かる．

4.3 具体的な利用事例
具体的なプライベートクラウドの活用事例を以下にあ

という利用者層の傾向が見られる．

げる．

4.2.2 利用者アンケートによる主観評価

4.3.1 部門内コミュニケーションメディアとしての利用

利用期間

研究グループ内のコミュニケーションを促進する環境を

利用者アンケートの結果得られた，研究グループごとの

プライベートクラウドから払い出して利用する事例が見

利用期間の分布を図 6 に示す．サービス提供期間は 19 カ

受けられた．メンバの在席するフロアが分かれていると

月である中で，ほぼ期間全体である 16 カ月以上継続して

いう理由から，円滑なコミュニケーションのために Web

利用した研究グループが最も多い．次いで 0〜2 カ月とい

ベースのチャットシステム（図 7）をプライベートクラウ

う短い期間で利用をやめたものが多いが，これは，とりあ

ドで払い出して利用していた．また，部門内で使用できる

えずクラウドを試用してみる，という利用形態が多く見ら

Twitter [17] のようなミニブログや簡易 SNS が有志により

れたことが原因と考えられる．

クラウド上で提供（図 8）されており，そこで技術的な議

利用目的

論や Q&A が活発に実施されている例も見受けられた．さ

利用者アンケートの結果得られた，プライベートクラウ

らに，グループ内情報共有の手段として，距離的に離れた

ドの利用目的と件数を表 5 に示す．なお，本項目は複数

拠点間での共有ファイルサーバをクラウド上に構築して利

回答を認めたため，総数が有効回答件数の 33 件を超えて

用する事例も見られた．
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表 7 良かった点

Table 7 Good points.
良かった点

件数

必要なときに即座にマシン環境を取得，破棄も簡単にできて手軽であった

11

利用するための手続きが簡単であった

5

社内ネットワークから利用できインターネットにも接続できた

5

マニュアルが充実していた

4

無償で利用することができた

4

無回答

4

て理解するために利用するケースも見られた．

5. 仮説検証
本章では，2.1 節で立案した仮説の真偽について，評価
実験の結果から検証する．

5.1 プライベートクラウドの実業務での活用
4.2.1 項に示したように，プライベートクラウドの提供
を続けている間は利用は拡大している．サービス提供開始
図 7

クラウド上のコミュニケーションメディア例：Web ベースの
チャットシステム

Fig. 7 Example of communication media on cloud: web-based
chat system.

当初の 3 カ月程度は 80CPU コア，50 仮想マシン程度で前
後していたが，その後のサービス提供ではいずれも計画停
止完了後 3 カ月程度で 140CPU コア，80 仮想マシン程度
まで利用が増加する傾向にある．これらのことは，プライ
ベートクラウドの業務利用が定着していることを示して
いる．また，図 4 では，CPU 借り出し時間が 30,000 時間
より長い研究グループが 20 存在しており，図 5 では，30
研究グループで全体の 75%の CPU 借り出し時間を占めて
いることが分かる．相応の数の研究グループが積極的にク
ラウドを利用している傾向が定量的に見てとれる．また，

4.2.2 項の利用期間の評価では，最も多くの研究グループ
（34%）がクラウドのサービス期間を通して利用を継続した
図8

と回答しており，この点からも利用者が積極的に利用する
クラウド上のコミュニケーションメディア例：部門内 Twitter

Fig. 8 Example of communication media on cloud: sectorinternal twitter.

傾向が見られる．
本実証実験においてはプライベートクラウドの有用性は
利用者に十分に理解され利用が定着し，実際の業務に活用

4.3.2 研究開発成果の展開
研究成果を展開するにあたり，動画によるデモンスト
レーション環境や紹介 Web ページをプライベートクラウ

されたと判断できる．継続的に利用されている状況をログ
およびアンケートから確認し，仮説 ( 1 ) の活用条件は満た
されている．

ドから払い出した環境で提供する事例が見受けられた．さ
らに，成果物である Web アプリケーションが導入済みの
仮想マシン環境を，興味のある利用者に提供し実際に利用

5.2 プライベートクラウドによる業務改善
表 5 に示したとおり，ソフトウェア開発・試験，および，

してもらう，という，IaaS プライベートクラウドならでは

ソフトウェア試行・検証という用途が利用目的の 72.1%と

活用方法も見られた．

多数を占めている．これらの目的のためにサーバ機器を購

4.3.3 基盤技術の教育・育成

入していれば，調達・設置・配線などの作業が必要となる．

メンバの教育・育成のためにプライベートクラウドを利

たとえレンタルやホスティングという手段をとったとして

用する事例が見受けられた．Linux の基本操作やその他ソ

も，契約などの手続きは避けられない．これらの目的つい

フトウェアの環境構築・利用操作を習熟するために，すぐ

ては，クラウドの大きな特徴であるオンデマンド・セルフ

に払い出せて失敗しても問題ない環境として利用してい

サービスにより，環境の準備コストが大きく削減されたと

た．また，クラウドや IaaS という技術そのものを体感し

考えられる．

c 2013 Information Processing Society of Japan


706

情報処理学会論文誌

Vol.54 No.2 699–709 (Feb. 2013)

他方，用途として社内情報共有をあげる利用者が 9 件
（20.9%）見られている．4.3 節の具体的な活用事例に記し

ション活性化のためのサービスを導入し活用する動きが見
られたことは興味深い．

たとおり，クラウド上で研究グループ内の情報共有のため

この効果から考えると，少人数，短期間で成果を出す

のサーバを立ち上げ，内部のコミュニケーション活性化に

チームが継続して生まれるような職場，たとえばアジャイ

クラウドを活用する事例が見られている．この事例に関し

ルソフトウェア開発 [21] を実施している職場には，特にプ

ても，クラウドの利用により，コミュニケーション活性化

ライベートクラウドの提供が適すると考えられる．

を実施するための敷居が大きく下がったと考えられる．
加えて，少数ではあるが，クラウドや OS といった IT 基

6.2 プライベートクラウドによる価値の流通と再利用の
促進

盤に関わる技術分野の教育・育成用途での利用事例も 3 件
見られている．さらに，4.3 節で示した事例の中では，クラ

4.3 節に記したように，研究成果をクラウド上で展開する

ウドを利用して研究開発成果を展開する動きも見られてい

事例が見られた．成果物であるソフトウェアを載せた仮想

る．これらの事例に関しては，オンデマンド・セルフサー

マシンのテンプレートを用意し，他の利用者がセルフサー

ビスなどのクラウドの特徴を生かした事例であり，単なる

ビスでそのテンプレートから起動することで，利用者が自

コンピュートリソースの提供では見られなかった業務改善

らの専用環境としてソフトウェアを利用できる，というク

効果といえる．

ラウドの特徴をうまく活かした成果展開の方法*2 をとって

すなわち，クラウドの提供により観測された業務改善効
果は以下の点があげられる．

• ソフトウェア開発・試験・試行・検証のコストを削減

いた．また，前述のコミュニケーション活性化用に構築し
た仮想マシンを，利用者間で複製して再利用する，という
使い方も行われていた．
今回提供したクラウドは単なる「集約 IT 基盤」ではな

した．

• 内部のコミュニケーション活性化を促進した．

く，オンデマンド・セルフサービス，および，迅速な拡張

• IT 基盤に関わる技術分野の教育・育成用途で活用さ

性といった特徴を持っている．これらの特徴により，利用

れた．

者が創造した価値が容易にクラウド上に設置でき，他の利

• 研究開発成果を展開する目的で活用された．

用者に展開するといったことが可能となっている．クラウ

以上の点から，プライベートクラウドの提供が業務の効

ドという自由にかつ柔軟に利用できる IT 基盤が提供され

率化や新たな業務のやり方の創造に貢献したと判断できる．

ることで，価値の流通と再利用が促進されているといえる．

利用目的とその割合から判断し，仮説 ( 2 ) の業務効率化

この効果は，クラウドの利用者間の交流が活発になれば

に効果があったといえる．また，考察で述べるクラウドな

さらに促進されると考えられる．利用者同士が交流し，う

らではの新たな活用方法も出現しており，単なる効率化以

まい利用事例などを互いにアピールする，ユーザフォーラ

上の質的な改善があったと考えられる．

ムのような仕組みをプライベートクラウドといっしょに提

6. 考察

供することで，クラウドを中心とした価値の流通と再利用
はさらに活発に行われると考えられる．

本章では，検証実験と結果から得られたプライベートク
ラウドの効果や，効果的なプライベートクラウド提供のポ

6.3 効果的なプライベートクラウド提供のポイント

イントについても考察する．

クラウドから環境を借り出すのは，新規利用・拡張いず
れの場合も非常に手軽である．クラウドがなければ必要で

6.1 プライベートクラウドによるコミュニケーション活
性化

あった調達・設置・配線・設定といった環境の準備作業の
削減は，利用者にクラウドの最大のメリットとして受け取

企業内というある程度絞られたプライベート環境で，利

られていた．表 7 で利用者からクラウドを最も評価してい

用者同士が主体的に情報を活発にやりとりする場である

るのは，
「環境の借り出し，返却が手軽であった」という点

ソーシャルメディア [18] を提供することにより，内部のコ

であったし，次いで「利用のための手続きが簡単」という

ミュニケーションが円滑になり，社内満足度や個人の生産

点も評価されている．

性向上につながる [19], [20] といわれている．

コミュニケーション活性化，および，クラウドを中心と

評価実験では，4.3.1 項に記したようにコミュニケーショ

した価値の流通・再利用の促進という前述したクラウドの

ンを活性化するためのサービスがクラウド上に実際に構築

効果の根底には，クラウドの基本的な特徴である「リソー

されている．本来であればサーバを設置・配線して環境構

ス借り出しの手軽さ」が存在していると考えられる．いい

築する，という負荷の大きな準備作業があるところを，ク
ラウド上から仮想マシンを借り出すだけで済むため，数名
程度のある程度小さな集団でも，こういったコミュニケー
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*2

パブリッククラウドにおける同様の展開として，BitNami [22]
は各種 OSS がインストール・設定済の環境を AWS 上でテンプ
レートとして提供している．
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換えると，初期登録や利用開始，利用拡大のための利用者

として，初期登録や利用開始，利用拡大のための利用者手

手続きをなるべく簡略化し，
「オンデマンド・セルフサービ

続きを大きく簡略化することが重要であることや，ユーザ

ス」および「スピーディな拡張性」といった特徴の強いク

フォーラムのような場の提供がプライベートクラウドの効

ラウドを提供することが，効果的なプライベートクラウド

果を拡大することも明らかになった．

の導入のためのポイントといえる．

本研究で明らかになったプライベートクラウドの課題と

また，表 6 でクラウドに対する改善点としてあげられて

して，リソース運用モデルの検討があげられる．
「オンデ

いるのは，リソースが借り出せない時間があった，という

マンド・セルフサービス」や「迅速な拡張性」という特徴

点である．
「リソースが必要なときに払い出せない」という

を活かしつつ，プライベートクラウドの限られたリソース

ことはクラウドの提供では極力避けなければならない．利

をどのように利用者同士で分け合うモデルが良いのかは，

用者満足度の高いプライベートクラウドを提供するために

プライベートクラウドの効果と運用負荷のバランスの観点

は，リソース借り出しの手軽さを保ちつつ，有限のリソー

から，さらなる研究および考察が必要と考えられる．

スを効率的に運用できる，リソース運用モデルの検討が重
要である．
総括として，プライベートクラウド提供には以下の点を

謝辞 本稿を作成するにあたり，
（株）NTT データの山
田大輔氏に多大なるご協力をいただきました．ここに感謝
の意を表します．

具体的に実現するとよいと考えられる．

• セルフサービス型を重視し，利用開始やリソースの増
減のための人手が介する手続きを限りなくなくす．利
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