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データの蓄積と活用に関する一般ユーザーの IT スキルを不要とするには，ネットを介してサービスを提供
するクラウド・コンピューティングが有効である。この方向を目指し，2009 年にサービスが開始された，
ホットアルバム（写真データ保存・共有），Subio（遺伝子等データ解析プラットホーム提供），サポチュー（小
企業向け顧客管理）を例に紹介する。この分野の可能性は大きく，そのインフラ整備が急務である。
Cloud Computing which provides IT service via internet is expected as the best solution for public
users who handle data storage and applications by themselves.“Hot Album“
（digital photo storage and
sharing service）
,“Subio”
（genetic data analyzing platform）and“Support you”
（Customer Rerationship
Management service for small companies）which all started the services in 2009 are introduced as
good examples toward the scheme. Big is the possibility of this field, urgent establishment of the
national infrastructure is necessary.
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広がり，容量の問題はほとんど解決したかに思え

はじめに

るが，それだけに，寿命の問題がクローズアップ

電子データ活用の裾野が広がり，小規模ビジネ

されてきている。図 1 は各種ストレージの寿命 2）

ス，研究者・自営業者，さらに一般の個人生活にも

を図化したものだが，HD の短さが顕著である。

深く入りこんでいる。しかしパソコンの障害時に

またメモリカードも書き換え回数との兼ね合い

は，それなりのITスキルがないと対応が難しい。

で，5 ～ 10 年ともいわれている。

また最近，こんな話を聞いた。久しぶりに返し
てもらった DVD を点検したところ，半分くらい
が再生できなかったそうだ。元々品質の劣る媒体
にコピーした場合，利用や保管状態によっては，
驚くほど劣化が速く進むという。
一方活用の面でも，携帯電話で写した画像の保

図1

ストレージの推定寿命

管のために，SD メモリカードを何枚も持ってい
る人が多いとも聞く。

データセンター等のサーバーで使用している

このような一般の人々のために，IT スキル不要

ストレージでは，HD の冗長化とバックアップに

で電子データの保管や利用が容易な環境を実現し

よって，データを保護している。しかし我々が

ている中小企業の IT サービスを紹介しながら，こ

手元で日常使用するパソコンでは，単一 HD のた

の課題の考察を試みたい。なおこれらの例は筆者

め，ローカルに置かれたソフトやデータが，常に

が東京都中小企業振興公社の事業可能性評価事業

障害にさらされるリスクを抱えている。

により支援している企業のサービスである。

1）

2

ストレージの寿命

3

写真データの保存と活用

3.1

無料写真ストレージ

最近は個人で使用できるハードディスク

富士フィルム（株）の Fotonoma やフォト蔵

（HD）の容量がテラ（10 ）バイトの領域まで

など，ネット上で写真をあずかるサービスが多く
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提供されている。この狙いは，友達と旅行に行っ

し，各社写真プリントと仕様の互換性を持たせて

た写真をネット上で共有し，見て楽しんでもらう

ある。さらにデジタル・フォトフレームや高精細

と共に，プリントの発注を受け付けるという，写

テレビへスライドショー表示すれば，従来からの

真プリント事業の一環であるが，便利なのでネッ

写真アルバムのように，デジタル写真が家庭団欒

トに写真をためているユーザーが多いという。さ

の中心となる。

らに写真に限らず，無料ストレージがネット上に

（5）トリプル保管（将来）

多数あり，容量が数ギガバイトクラスのものもあ

ホットアルバムでは，図 2 に示すトリプル保

るため，ここにためておくことも可能である。し

管を理想として，その方向での開発を推進してい

かしながら蓄積したデータのより永続的な保管に

る。つまり現在のダブル保管でも安全性は高まっ

ついては，必ずしも保証されていないといわれて

ているが，阪神淡路大震災で家族の写真を失った

いる。

悲しみを踏まえて，手元の光ディスク，パソコン
と同時に EVERPLAY規格でネットにも保管する

3.2

ホットアルバム

3）

というシステムである。

電子写真アルバムサービスのホットアルバム

このように分散保管と EVERPLAY 規格でデ

は，2009 年 1 月から，ダウンロードサービスを

ジタル写真を永く残す考えであるが，1 社だけの

開始したが，代表的な機能に次のものがある。

サービスではユーザーが不安に思うため，有力な

（1）ス キル不要：簡単見たまま直感操作。ジャ
ケットには中身の一覧表示で，プリント注
文が容易
（2）ダ ブル保管：単一操作でパソコンと光ディ
スクの両方に保管

提携先との協業を想定している。

4

オミクスデータ解析

4.1

オミクスデータ解析とは

オミクス（Omics）とは，遺伝子の網羅的研

（3）高 耐用光ディスク：高品質ディスク採用，

究であり，Genomics（遺伝子の網羅的解析），

専用遮光ケース使用，エラー率の低い内周

Transcriptomics（遺伝子発現の網羅的解析，

領域の使用，冗長書込による頑健化

Proteomics（たんぱく質の網羅的解析）の総称

（4）EVERPLAY規格 ：次世代媒体に移行可能

である。現在公開データとして，例えば GEO（遺

ここで EVERPLAY 規格は大手カメラ企業 3

伝子発現バンク）には 34 万件以上が蓄積されて

社で作成したものであり，画像データに目次と索

おり，1 件あたり数万遺伝子データが含まれてい

引ファイルを加えて，従来の画像ファイル規格と

る。この解析には，高額な専用ソフトか，利用の

互換性を持たせつつ，次世代媒体への移行を配慮

難しい汎用統計解析ソフトを用いるため，実験研

したものである。またアルバム単位での保管に適

究者とは別の，解析研究者が担当している。

4）

一方，この実応用での可能性だが，例えばある
ガン患者に対して，処方 A と B が候補にあがっ
たとして，どちらが有効で副作用が少ないかを見
極める手段のひとつとして，従来の治療例の患者
の遺伝子パターンと，今回の患者のそれを比較し
て，統計的により安全で有意な方法を選択する。
このような臨床への応用は始まったばかりである
が，データの蓄積により，通常の医療の現場での
活用が期待される。
図2

ホットアルバムのトリプル保管
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4.2

Subio プラットホーム 5）

図 3 に，2009 年 4 月からサービスが開始され

高まる。そのためにも Subio は英語サイトであ
り，世界中の解析が蓄積されることを期待してい

たオミクスデータ解析のための Subio（読みはサ

る。

ビオ）プラットホームの概念を示す。Subio は研
究者自身のデータベース（DB）および公開 DB

5

スモールビジネス向け CRM

を読み込んで解析し，それを図化する機能を有す

5.1

CRM とは

る。

CRM
（Customer Relationship Management）
とは，IT の利用により顧客との長期的な関係を構
築する手法であり，商品の販売からアフターサー
ビスまでを一貫して管理することで，顧客ニーズ
を詳細に把握し，顧客満足を高めることで，リ
ピート率を高めるものである。世界的には 150
万ユーザーといわれる salesforce.com（セール
スフォース・ドットコム）が最有力であるが，効
果を出すには，企業側の顧客管理体制が整ってい
る必要があるといわれている。
5.2
図3

Subio プラットホーム

サポチュー 6）

サポチュー（Support you）は小規模企業向

次に図 4 に解析結果共有のイメージを示す。

けの CRM として企画された。図 5 は 2009 年 4

解析研究者は有料の解析プラグインソフトを利用

月からサービスが開始された，最初のバージョン

して解析を行い，その結果を可視化する。一方，

の単純化した構成図である。

実験担当の共同研究者は解析結果を，同じプラッ
トホーム上で確認できるので，すぐにディスカッ
ションが行える。この可視化機能は無料であり，
共有に制限がない。
Subioは扱うデータ量が非常に多いため，現在
はソフトをダウンロードし，ローカルのパソコン
にインストールして利用することで，操作性を確

図5

サポチューの初期構成

保している。将来可視化機能がウェブアプリケー

ここでフォームとは，各組織のホームページでよ

ション化できれば，医療等の現場利用の可能性が

く見かける，資料請求，メルマガ入会などの申し込
みページの書式である。例えば展示会を開催する度
に，そのイベント向けフォームの作成が営業部門で
簡単に作成できるように工夫されている。
この機能のうち，フォーム作成とメルマガ配信
は他にも廉価なツールがあるが，データベースを
介して一貫させた所に特徴がある。例えば請求さ
れた資料をそれぞれの担当者に申込者の情報を振
り分けたり，イベント情報を顧客のプロフィール
によって選別して送ることができる。

図4

10

Subio プラットホームによる情報共有

このデータベースはサポチューのサーバーに蓄
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積されるので，ユーザーはこの機能とデータを，

しつつある。

ブラウザを介して，単にサービスとして利用でき

この方式はクラウド・コンピューティングと呼

る。したがって情報処理の専門家を必要とせず，

ばれている。図 6 にそのイメージを示すが，この

企業の営業部門，学校の事務部門，サークル内の

方式の主なユーザーメリットは次のようである。

会員管理者などの担当部門（者）による運用が可

（1）データバックアップ，ソフト更新が不要

能である。

（2）小容量端末が使用でき，モバイル性が高い

さらに利便性と共にサービスの信頼性に顧客
ニーズがあるので，基本に徹した対策をとってお

（3）必要なサービスを必要な時に受けられる
また主なデメリットは次のようである。

り，手元にデータがないことは社内からの情報漏

（1）クラウド側の障害，通信障害の影響が大きい

洩リスクを低減させていると考えている。

（2）情報漏洩の懸念が常につきまとう

今後は，ユーザー企業の拡大と共に，業種毎の
機能を充実させ，普及を促進する計画である。

6

クラウド・コンピューティング

以上の 3 例に共通しているのは，ネットを活用
して，サービスとして機能を提供しようとする所
にある。

（3）サービス提供側の方針に影響を受ける
クラウドはまだまだリスクもあり，成長過程で
あるが，今後大きなポテンシャルがある。

7

おわりに

データの蓄積と活用において，それらをサー
ビスとして提供するクラウド・コンピューティン

現在のパソコン利用の主流はクライアント・

グがひとつの答えとして期待される。現在のクラ

サーバ型であり，ローカルな手元のパソコンに

ウドはまだまだ発展途上であり，技術上，運用上

ワープロなどのソフトやデータを入れ，必要に応

の課題が残されている。セキュリティの要求もあ

じてサーバーから読み込み，また書き込むもので

り，従来システムと共存しながら普及が進むと思

ある。操作性のために，ローカル側にソフトと

われる。

データが必要であった。
しかし本例のように，特に個人や小規模企業向

なおクラウドの技術基盤を社会インフラとして
構築するには，国策としての対応が急務である。

けの情報サービスは，現場部門での運用が可能な
ように，ネット利用が主流になりつつある。従来
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図6

クラウド・コンピューティングのイメージ

URL：http://www7b.biglobe.ne.jp/~enomoto-pe-office/

11

