報道関係各位
2016 年 2 月 8 日
さくらインターネット株式会社
さくらインターネット、「さくらの IoT Platform」を 2016 年度中に提供
～本日より「さくらの IoT Platform α」のパートナー募集開始～
インターネットデータセンター事業を運営するさくらインターネット株式会社（本
社：大阪市中央区、代表取締役社長：田中 邦裕）は、新サービスとして「さくらの
IoT Platform」を 2016 年度中に提供開始します。それに先駆け、2016 年 4 月より
「さくらの IoT Platform α」、9 月より「さくらの IoT Platform β」を提供いたしま
す。
「さくらの IoT Platform α」のパートナー募集は本日 2 月 8 日から開始します。
＜「さくらの IoT Platform」について＞
「さくらの IoT Platform」とは、通信環境とデータの保存や処理システムを一体型で
提供する IoT のプラットフォームです。「さくらの IoT 通信モジュール」と、キャリア
ネットワークを L2 接続した閉域網を用意し、ストレージ、データベース、ルールエン
ジンを含むバックエンド、外部のクラウドやアプリケーションサービスと連携できる
API までを垂直統合型で提供します。将来的にはお客さまがデータ販売を可能とする
プラットフォームも構築していきます。
また、当社が提供する「さくらの IoT 通信モジュール」は、キャリアネットワークを
通じて当社の閉域網にのみデータの送受信を行うことができます。ソフトバンク株式
会社と株式会社ソラコムの 2 社の通信網を利用用途に応じて選択していただけます。
「さくらの IoT Platform」の提供開始は 2016 年度中を予定しています。
■サービス概念図

＜「さくらの IoT Platform α」について＞

「さくらの IoT Platform」の提供開始に先駆け、無料でお使いいただける「さくらの
IoT Platform α」を 4 月から提供し、参加パートナー様には「さくらの IoT 通信モジュ
ール」を貸与します。本日 2 月 8 日より、下記ウェブサイトにてパートナーの募集を
受け付けます。
■「さくらの IoT Platform α」サービスロゴ

■「さくらの IoT Platform α」パートナー申込サイト
https://iot.sakura.ad.jp
■募集期間：2 月 8 日～3 月 15 日（予定）
■提供時期：4 月 1 日～（予定）
■「さくらの IoT Platform α」に関するお問い合わせ
https://iot.sakura.ad.jp/inquiry/iot-platform.html
＜「さくらの IoT Platform β」について＞
2016 年 9 月に提供開始予定です。申込受付時期は別途ご案内いたします。
＜価格について＞
「さくらの IoT 通信モジュール」は、「さくらの IoT Platform α」では無料で貸与、
「さくらの IoT Platform β」および正式版では販売いたします。また正式版ではデー
タのやり取りや保存する際などに課金を予定しております。
＜提供開始スケジュールについて＞
2016 年 4 月
「さくらの IoT Platform α」
2016 年 9 月
「さくらの IoT Platform β」
2016 年度中
「さくらの IoT Platform」
＜各社のエンドースメントコメント＞
今回の取り組みにあたり、各社よりエンドースメントコメントをいただいておりま
す。
（五十音順）

■インテル株式会社 常務執行役員 ビジネスデベロップメント 平野 浩介様
インテルは今回の取り組みを歓迎するとともに、さくらイン
ターネット様と広範に渡って協力できることをうれしく思い
ます。データセンターや先日発表された高火力コンピューテ
ィングにおいては、インテル® Xeon® プロセッサーをご活用
いただいており、また「さくらの IoT Platform」にはインテ
ル® Edison モジュールをご採用いただきました。インテルの
製品やテクノロジーがエッジからデータセンターまで貢献し、IoT のビジネスが拡大す
ることを期待しています。
（http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/homepage.html）
■株式会社ウフル CTO 古城 篤様
株式会社ウフルは、さくらインターネット様の「さくらの
IoT Platform」提供を心より歓迎いたします。本プラットフ
ォームを通じて、IoT サービスの開発や運用のハードルが下
がり、これまで流通することのなかったデータが、あらゆる
シーンで利活用されることを期待しております。当社サービ
ス「Milkcocoa（ミルクココア）
」の「さくらの IoT Platform」バージョンの提供と、
さくらインターネット様の同サービス運用におけるインフラ提供による協業を通じ
て、今後も IoT エコシステムの発展に寄与する所存です。
（http://uhuru.co.jp/）
■株式会社スイッチサイエンス 代表取締役 金本 茂様
当社は、電子工作用の電子部品を設計、製造、輸入し、イン
ターネット上で販売する事業を行っています。IoT デバイス
の試作を行う際、どうしても問題になるのがデータをクラウ
ドに届け、蓄積する部分です。プロジェクトごとに個別に試
行錯誤が行われているのが現状です。特に、電池稼働を前提とした場合、IoT デバイス
上の計算機性能には大きな制限があり、インターネットを通過させるのに充分なセキ
ュリティを確保するには大変な苦労があります。
「さくらの IoT Platform」は、これら
の課題を解決するものであると期待しています。
（https://www.switch-science.com/）
■双日株式会社 執行役員 航空産業・情報本部長 山口 幸一様
双日は「さくらの IoT Platform」の発表を歓迎いたします。
本サービスにより様々な IoT ビジネスがチャレンジし易くな
り、結果として多くの事業が生まれることを期待します。双
日は総合商社の持つ国内外の様々な業界への広範なネットワークを通じて、そうした
個々の IoT ビジネスを具体的に支援することにより「さくらの IoT Platform」が更に
大きなエコシステムとして飛躍することに寄与いたします。
（https://www.sojitz.com/jp/）

■日本アイ・ビー・エム株式会社 執行役員 クラウド事業統括担当 小池 裕幸様
近年、インターネット技術と各種センサー技術の進化によ
り、世界中のさまざまなモノがインターネットにつながり
始めています。日本 IBM は、国内外のお客様とのビジネス
で培った業界の知見をもとに、IBM Bluemix 上でパートナー様が開発した各種 API や
アプリケーション開発の技術支援を行い、アナリティクスまでつなげることにより、
新しいビジネスモデルの構築を推進しています。
「さくらの IoT Platform」のようなサ
ービスが増えることで、クラウドは今後、益々、お客様にとって価値あるものとなり
ます。
（http://www.ibm.com/jp-ja/）

※Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Xeon、Intel Edison は、米国および／またはその他の国
におけるインテル コーポレーションの商標です。
※本文中のその他の商品名は、各社の商標または登録商標です。
※プレスリリースに掲載されている内容は発表時点の情報です。その後、予告せず変更とな
る場合があります。

■さくらインターネット株式会社について
本 社：大阪市中央区南本町 1 丁目 8 番 14 号
設 立：1999 年 8 月 17 日（サービス開始：1996 年 12 月 23 日）
従業員：324 名
資本金：8 億 9,530 万円
売上高：105 億 7,600 万円（平成 27 年 3 月期）
URL ：http://www.sakura.ad.jp/
■この件に関する報道関係者からのお問い合わせ先
さくらインターネット株式会社 広報宣伝室
TEL：03-5332-7072
E-mail：press-ml@sakura.ad.jp

