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ネットワンシステムズとブロードバンドタワー、SOA*1（サービス志向 

アーキテクチャ）を実現するハイブリッド・データセンター 

サービスの開発・提供を目指して戦略的業務提携 

ネットワンシステムズ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：澤田 脩、以下ネットワンシス

テムズ）と株式会社ブロードバンドタワー（本社：東京都港区、代表取締役：中村 高根、以下ブロー

ドバンドタワー）は、事業継続／内部統制等のコンプライアンス意識の高まりを背景としたアウトソース

需要に対応するハイブリッド・データセンターサービスを共同開発、提供するため、業務提携することで合

意いたしました。 

今回の提携により、ネットワーク企業のリーディングカンパニーとしてネットワンシステムズが培って

きた IP（インターネットプロトコル）ネットワーク技術、運用サービスと、ブロードバンドタワーの提供する

高品質なデータセンターサービス、インターネット接続環境等のインフラを組み合わせることで、マルチベ

ンダー対応のハイブリッドなソリューションが提供可能となります。 

 求められるデータセンターの新しいサービス形態 

近年、企業のセキュリティ対策や災害復旧など事業継続への関心の高まりを受け、データセンターに

おける IT サービスの需要は急激に増加しており、国内のデータセンターサービス市場は 2010 年には

9,854 億円（※IDC Japan 調べ）に達するものと予測されております。 

また、企業の IT 投資が、単なるコスト削減から事業強化へと目的が大きくシフトしており、それに伴い顧

客ニーズは、ワンストップでかつ広範囲な IT アウトソース需要を満たすサービスへと変化しています。 

このような市場環境の中、従来のデータセンター（スペース貸しと電源供給にとどまった第 1世代～ホス

ティングや限定的な MSP*2 機能を付け加えた第 2 世代）から、より高付加価値なサービスを柔軟かつ総

合的に提供できる次世代型のデータセンターが求められています。 

一方、中心的ユーザーとして想定されるエンタープライズ市場のトータルなアウトソース需要に対応す

るには、サーバ類の構築やそれらを繋ぐネットワークの運用サービスを統合し、包括的なソリューションを

提供する必要があります。 

 ハイブリッド・データセンターのコンセプト 

サーバ統合や仮想化・自律化技術の発展、SaaS*3 の拡がりに備え、両社の持つ付加価値サービスの

有機的な集合体として、ハイブリッド・データセンターの構築を目指します。この次世代型のデータセン

ターサービスは、ブロードバンドタワーが取り組むユーティリティコンピューティングを発展させると共に
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ネットワンシステムズが持つエキスパートオペレーションセンター（以下 XOC）を組み合わせたフルサ

ポート体制を構築し、これにより両社が目指す仮想化・自律化を中心としたマネージドサービスを提供す

ることが特徴です。運用プロセスを可視化し標準化を進めることにより、将来的には、通信・情報産業にお

いて SOA に基づくプラットフォーム機能を担うことを目指します。 

 

次世代の次世代のData Center Data Center SolutionSolution

スペース貸し
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 ネットワンシステムズとブロードバンドタワーの業務提携によるアドバンテージと今後の展開 

ネットワンシステムズとブロードバンドタワーは、両社における IP ネットワーク技術やデータセン

ター運用ノウハウなどの豊富な経験と経営資源を相互に供与し、より広範囲な IT アウトソーシングサービ

スの開発を進めます。今後の社会とビジネスに不可欠な IT 基盤をいち早く確立することで、これから益々

ニーズの高まるエンタープライズ市場でのシェア拡大を目指します。 

さらに、相互理解と連携を深めシナジーを最大化するため、両社に本提携を推進する組織を構築し、

将来的には資本提携も視野に入れ、サービスメニューの共通化や人材の交流などの検討を進めてまいり

ます。 

ブロードバンドタワーブロードバンドタワーネットワンシステムズネットワンシステムズ

・・ 中立中立

・・ データセンタファシリティデータセンタファシリティ
／運用ノウハウ／運用ノウハウ

・・ Flex HostingFlex Hosting
・・ Collective HostingCollective Hosting
・・ 高速高速IXIX接続接続

・・ ネット系ユーザーネット系ユーザー

・・ 中立中立

・・ NINI力力（（product/serviceproduct/service））／／
IPIPネットワーク技術ネットワーク技術

・・ XXOOCC（運用センター）（運用センター）

・・ QCQC／物流センター／物流センター

・・ 知名度知名度

・・ 顧客基盤顧客基盤

・・SOX, ComplianceSOX, Compliance
・・BCP/BCM/CDPBCP/BCM/CDP
・・SecuritySecurity

・施設の老朽化・施設の老朽化

・収益率・収益率
・競合過多・競合過多

ニーズニーズ // TrendTrend
・管理・管理//運用のアウトソーシング運用のアウトソーシング

・パフォーマンス重視・パフォーマンス重視
・サービス指向・サービス指向
・・ECOECO

DCDCの抱える問題の抱える問題

・スペース・スペース
・熱対策・熱対策
・省電力・省電力

エンタープライズ市場エンタープライズ市場

SynergySynergy
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 本件に関するお客様からのお問い合わせ先 

ネットワンシステムズ株式会社 ナレッジセンター マーケティング・コミュニケーションチーム 
Tel：03-5462-0772 Fax：03-5462-0890 
E-mail：media@netone.co.jp 

株式会社ブロードバンドタワー 広報 IR 室 
Tel：03-5573-8172 Fax：03-5573-8180 
E-mail：bbtower-ir-web-j@bbtower.co.jp 

ネットワンシステムズ株式会社 
ネットワンシステムズは、常に最先端技術動向を見極め､自ら検証した製品に高品質な技術サービ

スを付加し､ネットワークシステムとして提供している企業です｡技術研究を行うテクニカルセンター､入出

荷検査を行う品質管理センター、技術者教育を提供するネットワークアカデミーなど充実した事業基盤を

保有し､コンサルティング、設計、構築、運用サービスなどを包括した高信頼性･高付加価値ソリューション

をワンストップで提供しています。 

株式会社ブロードバンドタワー                                              
ブロードバンドタワーは、高度な運用技術と信頼性の高いハウジングサービス、インターネット接続サー

ビス、及びホスティングサービスなどのインターネットデータセンターサービスを提供しています。アクセス

の良い都心にインターネットデータセンターをはじめとしたネットワークインフラストラクチャー資産を有し、

複数のインターネット関連企業から高い信頼を得ています。 

 [註] 
*1 SOA (Service Oriented Architecture) 

サービス志向アーキテクチャ 。システムをサービスの集合体と考え、独立した複数のサービスを組み合わ

せて構築する手法。 

*2 MSP (Management Services Provider) 
サービス利用者のサーバやネットワーク等の運用・監視・保守などを請け負う事業者のこと。 

*3 SaaS (Software as a Service) 
ソフトウェアの機能の内、ユーザーが必要とするものだけをネットワークを通じてサービスとして提供する形

態。 
 
 
ＮｅｔＯｎｅＳｙｓｔｅｍｓ、ロゴはネットワンシステムズ株式会社の登録商標です。その他の社名､製品名は各社

の商標または登録商標です。 
 
 

会   社   概   要 

名   称 ネットワンシステムズ株式会社  www.netone.co.jp  
本   社 東京都品川区東品川 2-2-8 スフィアタワー天王洲 
代表者  澤田 脩 
設   立   1988 年 2 月 
売上高  1,092 億 92 百万円（2007 年 3 月期連結） 
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会   社   概   要 

名   称 株式会社ブロードバンドタワー   www.bbtower.co.jp  
本   社 東京都港区赤坂 4-2-6 住友不動産新赤坂ビル 
代表者  中村 高根 
設   立   2000 年 2 月 
売上高  72 億 94 百万円（2006 年 6 月期連結） 
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