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国内初となるサポートサービス付き Linux OS を搭載した
クラウドサービスの提供開始
当社の 100％子会社である TOKAI コミュニケーションズ（以下、TOKAI COM）が提供するクラウ
ドサービスにおいて、ミラクル・リナックス株式会社（以下、ミラクル・リナックス）のサポートサ
ービス付き Linux OS を搭載したクラウドサービスの提供を開始することにつきまして、別添の通り
お知らせいたします。
ミラクル・リナックスは、「日本品質」の技術およびサポートにより、オンプレミス（自社で保有し
自社内で運用）
、クラウド、組込みのあらゆる領域で活用できる Linux OS を提供しています。
Linux OS は、世界市場におけるクラウドサービス分野の OS 導入率において、機能面・セキュリテ
ィ面・コスト面の優位性により、Windows OS の約 3 倍※のシェアと報告されております。
今般、TOKAI COM は、国内のクラウドサービス事業者の中でも、データセンター、通信、システ
ムインテグレーション、全てのサービスを取り扱っていること、お客様への訴求力が高いこと等が評
価を受け、ミラクル・リナックスとの間で、5 月 1 日付で「ミラクル・リナックス・パートナー契約」
を締結しました。これにより、クラウドサービス事業者として、日本国内では初めて、サポートサー
ビス付き Linux OS を搭載したクラウドサービスの提供を開始いたします。
これまで、Linux OS を搭載したクラウドサービスは、お客様とベンダー間で別途ライセンス契約が
必要な場合や商用サポートが提供されない場合があることが課題でしたが、今回のミラクル・リナッ
クスとのパートナー連携により、クラウド環境で安価な Linux OS が商用サポート付きで利用可能と
なり、今まで以上に Linux ユーザを取り込み易くなりました。
近年のクラウドサービス利用の広がりを背景に、今後も、法人のお客様のニーズに合わせた多角的
な ICT ソリューションをワンストップで提案してまいります。

以

上

※ 出典：Linux Foundation・Yeoman Technology Group「2014 Enterprise End User Trends Report」によれば、クラウドプラット
フォームに Linux を採用する企業が 75%に達している一方で、Windows は 24%、UNIX 2%は満たないとされている。
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TOKAI コミュニケーションズのクラウドサービスで
ミラクル・リナックスのエンタープライズ Linux OS を提供開始
～パートナー連携を強化し、サポートサービスの提供をはじめ OSS ビジネス展開を推進～

株式会社ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ（本社：静岡県静岡市、代表取締役社長：鴇田 勝彦、以
下 ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ）とミラクル・リナックス株式会社（本社：東京都新宿区、代表
取締役社長：伊東 達雄、以下 ミラクル・リナックス）は、ＴＯＫＡＩコミュニケーションズが提供す
る「BroadCenter クラウドプラットフォームサービス VM シリーズ（以下 CloudPlatform VM）」に
おいて、ミラクル・リナックスのエンタープライズ Linux OS※1「Asianux Server 4 == MIRACLE
LINUX V6」とサポートサービスの提供を開始いたします。これにより、
「CloudPlatform VM」におい
て、標準でサポート付きの Linux OS がインストールされた仮想マシンのプランを選択することができ
るようになり、本サービス上で Linux OS をご利用のお客様の運用コスト削減を実現いたします。
「CloudPlatform VM」は、Windows 系または Linux 系の OS インストール済み仮想マシンの複数の
プランをラインアップしております。これまで、Linux 系のプランでは、Red Hat Enterprise Linux（以
下 RHEL）※2 および CentOS※3 の Linux OS に対応していましたが、RHEL のライセンスはお客様と
ベンダー間で別途契約が必要な場合があり、また、CentOS は商用サポートが提供されていないため、
トラブル発生時やセキュリティの対応が課題となっていました。
今回、ミラクル・リナックス「Asianux Server 4 == MIRACLE LINUX V6」がラインアップに加わ
ることで、
「CloudPlatform VM」のお客様においては、商用サポート付きで安価な Linux OS を利用す
るという選択肢が増え、商用システムの構築がより簡単に実現できるようになります。国産メーカーな
らではの高品質なサポートにより、
クラウド上で安心して Linux OS を利用することが可能となります。
ＴＯＫＡＩコミュニケーションズとミラクル・リナックスでは、パートナーとしての連携を強化し、
最新バージョンの Linux OS の対応や、
「BroadCenter クラウドプラットフォームサービス」上で自動
構築できるテンプレートの共同開発など、今後もさまざまな協業を計画しています。これらの取組みに
より、お客様が安心して利用できるクラウドの選択肢を増やし、クラウド活用を検討する企業ユーザを
積極的に支援してまいります。
以上
【参考】
■BroadCenter クラウドプラットフォームサービスについて
BroadCenter クラウドプラットフォームサービスは、VMware を基盤とした IaaS 型クラウドサー
ビスで、製造業・流通業・金融業をはじめ多数の導入実績を有しています。企業ユーザ向けにさまざま
な接続形態・用途に対応できる自由度を有し、お客様のご要望に応じて、ＴＯＫＡＩコミュニケーショ
ンズが仮想サーバの構築・変更作業を行うマネージドタイプのクラウドサービスです。

今回ミラクル・リナックスの Linux OS の提供を開始する「VM シリーズ（CloudPlatform VM）
」に
加え、岡山データセンター上のクラウド基盤「VR シリーズ（CloudPlatform VR）」
、ベアメタルサーバ
によるお客様専有環境を提供する「VC シリーズ（CloudPlatform VC）」の各シリーズをラインアップ
し、お客様の用途に応じ、最適なクラウドサービスを提供しております。
http://www.broadcenter.jp/cloudservice/cloudplatform_vm/
■株式会社ＴＯＫＡＩコミュニケーションズについて
ＴＯＫＡＩコミュニケーションズは、自社で保有する光ファイバーネットワークと複数のデータセン
ター、さらにシステムインテグレータとして長年培った技術・ノウハウを活用した幅広いソリューショ
ンを提供しております。設計から構築、運用・保守まで、上流から下流までをワンストップで提供し、
お客様のさらなるビジネス推進を多角的にサポートします。
■ミラクル・リナックス株式会社について
ミラクル・リナックスは、
「日本品質」の技術およびサポートにより、オンプレミス、クラウド、組
込みのあらゆる領域で活用できるエンタープライズ Linux OS を提供しています。通信事業や公共、金
融事業など幅広いエンタープライズ領域での採用実績に加えて、Linux OS のカーネル技術をさまざま
な分野に応用し、カーナビゲーション、自動販売機、医療用端末、映像配信機器など用途別専用機器や、
デジタルサイネージ用プレイヤーにも組込み Linux OS の実績を伸ばしています。さらに、オープンソ
ースベースの企業向け統合監視ツールやバックアップソフトウェアを開発しているほか、統合運用ソフ
トウェアを開発し、オープンソースとしてコミュニティに公開するなど、オープンソースの活性化に向
けた取組みも積極的に行っています。
※1 Linux OS は、コンピュータ用のオペレーティングシステム（OS）の一つです。
※2 Red Hat Enterprise Linux（RHEL）は、Red Hat 社が開発・販売している企業向けの商用 Linux ディストリビュ
ーション（OS の中核となるカーネルをはじめ、OS の動作に必要なライブラリ、ソフトウェア等をまとめたパッケー
ジ）です。
※3 CentOS は、Red Hat Enterprise Linux（RHEL）のソースコードを基に RHEL との完全互換を目指し開発された
フリー（無償）の Linux ディストリビューションです。
* MIRACLE LINUX の名称およびロゴは、ミラクル・リナックス株式会社の登録商標です。
* Linux は、Linus Torvalds 氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。
* その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。
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