
ivalue は、高額な初期構築費用を必要とする従来型の Web サイト構築手法の概念を

変える革新的な SaaS 型 IT プロダクトとして、2020 年 11 月に全国提供を開始しま

した。いま持つべきホームページの仕様や性能を規格化して、アカウント方式によ

るサブスクリプション提供を実現。その他、サイトの表示高速化やアプリ機能を実

現する SPA 技術＆PWA 技術の各採用、ノーコード＆ノーマニュアル操作を可能に

するオリジナル CMS とプリセット Web サイトの標準提供などを実現。その優れた

製品性とサービス性が認められて、導入先のお客様はもちろん、第三者機関や大手

の販売パートナー希望企業など、多方面からの引き合いと支持をいただいています。

この ivalue をつくり上げた各分野の技術者たちの平均年齢は、27.6 歳。これから先

へと続く、より多くのお客様と地域社会への貢献を目指して、開発チームとメンバー

それぞれの挑戦が始まっています。そしてこのたび、ivalue の理想をさらに追求し

ていくために、新しい仲間を募集することになりました。私たちが大切にしている

ことは、ivalue というチャレンジングな「ものづくり」を通じて、自分たちの「会

社づくり」と、もっとも大事な「自分づくり」を、三位一体で伸ばすことができること。

あなたが考える自己成長の夢や目標を重ねて、私たちといっしょに夢とやり甲斐の

あるこの仕事をやっていきましょう！

メッセージ

主に下記の職種で募集しています。希望の職種をもと
に、複数兼任など広い分野で配属も可能です。

募集分野

サブスクリプション型
ホームページ構築サービス

募 集 職 種 は

『
』

サブスクリプション型ホームページ構築サービス - 
を共につくり上げていく開発チームメンバーを募集します。

TOKYO / SENDAI [Head Office] / HIROSAKI / NIIGATA / INCRAVE R&D　　
incrave.co.jp

TOKYO / SENDAI　　
blueness.co.jp

ivalue開発チーム

ivalue製品企画（バージョンアップや次期機能の企画と開発・
検証・テスト）・各種モジュールの企画・技術開発の推進と
管理・チームマネジメント・その他

プロダクト企画

 ivalue製品に関するアプリケーション開発全般・JS フレーム
ワーク (VueJS) 又は PHP フレームワーク (Laravel) による Web
アプリケーション開発全般・ハイブリッド又はネイティブアプ
リ開発・CI/CD および DevOps などの管理運用知識・その他

プロダクト開発  [ アプリケーション ]

ivalue製品に関するインフラ設計と開発、管理運用全般・
LinuxOSおよび関連ミドルウェア関連の管理運用全般・
HCI,AWS 等の管理運用・その他

プロダクト開発  [ インフラ ]

ivalueマーケティング計画の立案と実行・デザイン開発全般・
販売網構築戦略の立案と実行・SNS や各種コンテンツによ
る販促宣伝プランの立案と実行・その他

マーケティング＆デザイン開発

ivalueの営業企画・新規顧客開拓・ivalueの提案やヒアリン
グ業務、クライアント企業との折衝や調整業務・CMS を使っ
た ivalue サイトの構築作業・その他

セールスサポート＆ ivalue サイト構築

ivalueの問い合わせ対応全般・定期情報の立案と実行・稼働
アカウント管理・インタビュー取材・各種セミナー運営全般・
製品サービスのテストと検証・その他

カスタマーサポート

応募の他、ご質問やお問い合わせは、ivalue 採用ページのフォームよりご連絡ください。

※すべての応募情報は秘密厳守にて取り扱います。現職中の方もご安心ください

ivalue 開発チーム

ivalue 採用窓口
https://ivalue.jp/recruit/

アイバリュー

公式サイト



ー たった 1 つのアカウント負荷テストからつくる

千単位や万単位のアカウントを収容する SaaS プロダクトを開発するうえで

大事なことは、その収容量による同時接続時の総負荷や処理速度低下を恐れ

るあまり、初めから闇雲に高い処理能力を有する『システム基幹（ネットワー

ク）』を用意しないこと、なんです。というのも、IRD（インクレイブ R&D）

が開発する『システム心臓部（アプリケーション）』側が意図したそもそも

の処理能力のことが、過剰性能な『システム基幹』によって、単一性能や相

性の基礎地点がわからなくなってしまうことを避ける意味があります。

先々、製品性が拡張していったときに、アプリケーション側にさらに重い大

きな処理をさせていく可能性は十分にあるサービス構想なので、ひとつのア

カウントの「仕事量」と「仕事能力」の限界点をしっかり見極めておく必要

があるわけです。例えば、高性能なクルマをつくろうとしたときに、闇雲に

エンジンパワーばかりを上げても、それが安全に「止まれる・曲がれる」こ

とを保証しません。お客様が実際に走行する一般道路という他のクルマやヒ

トがいる社会環境に適合しないようなクルマになってしまう恐れまで起こる

わけです。1 台のクルマをつくるには、1 台のクルマとしての『作り方』が

確かなものになっていないと、肝心の量産と最適性能が適いません。

ー システム基幹は ivalue専用設計

ivalue の場合、システムが自動生成するホームページを SPA 化＆PWA 化し

て SaaS プロダクトとして提供していくことを実現するという新しい提供思

想や技術的チャレンジがあります。これを実現するための『システム基幹

（ネットワーク）』は、①アプリケーションサーバ、②データベースサーバ、③

ストレージサーバ、④およびこれらサーバを支える HCI（ハイブリッドクラ

ウドインフラストラクチャー）などが、高機能に通信して繋がる独自構成で

成り立っています。まさに、ivalue 専用仕様の『システム基幹（ネットワーク）』

です（詳しいサーバ構成や採用技術等は非公表）。そして、約 10 ヶ月ほどを

かけて、この『システム基幹（ネットワーク）』のうえに乗る『システム心

臓部（アプリケーション）』の一次試作（プロトタイプ）が、IRD から上がっ

てきました。

ここでもうひとつ欠かせないのが、インクレイブの『デザイン開発チーム』

が併行的に開発を進めてきた ivalue 仕様のプロトタイプ版 Web サイト。こ

れを IRD が開発した『システム心臓部（アプリケーション）』のなかでシス

テム的に結合させて、管理画面から ivalue 仕様の Web サイトをトータルコ

ントロールする仕組みになっています。そして、このシステム結合させたア

プリケーション全体を、仮設計で用意した『システム基幹』に乗せて、実際

ivalue 開発チームブログ

の負荷テスト＆データ取りを行うわけです。もちろん仮設計とは言え、アプリ

ケーション側の開発要件を先読みして「これで問題はないはず」という根拠に

照らして時間をかけて用意してきたものなので、自信はありました。

ー 話しにならない第一回目テストの結果

こうして迎えた第一回目となる負荷テストの日。… な、なんと、結果は散々な

ものでした。ivalue のたった 1 つのアカウントがやるであろう、あらゆる操作

状態を『システム基幹』に送って、それぞれの操作シーンでの詳細な負荷状態

を調べてデータ化して見守りましたが、CPU 使用率が早い段階から怪しい。

試しにアカウントを 10 倍に増やした状態をつくって負荷テストをやってみる

と、この段階で CPU がパンク（使用率 100％）。これじゃ、とてもじゃないけど、

SaaS製品として成り立ちません。果たしてこれは『システム基幹』の弱さなのか、

それとも『システム心臓部』の重さなのか、操作パターンごとに負荷データを

取得して問題領域をセグメントしながら、慎重に両側の基礎性能を見極めてい

きました。結果として『システム基幹』側にも見直す点がたくさん出て、『シス

テム心臓部』側にもたくさんの課題と改善点が見つかりました。

こういう改良と実験、負荷テストを何度も何度も繰り返して、アカウントの百

単位・千単位・万単位に耐えうる『システム基幹（ネットワーク）』の仕様をつ

くり上げていきました。もちろん、同時進行で『システム心臓部（アプリケーショ

ン）』側の改善とチューニングが絶えず繰り返されていき、最終的な ivalue の基

本性能や仕様が固まっていきました。とくに、『システム心臓部（アプリケーショ

ン）』においては、ivalue ベータ版提供中のお客様から寄せられた改善要望やア

イデア等があったので、これに応えながらのブラッシュアップはなかなか大変

でした。でも、こういう「マーケットイン」論理を用いて、お客様といっしょ

により良い製品をつくり育てていくことが、とても大事だと思うんです。ivalue

開発チームが「永遠のベータ版」精神を貫いていきたい理由です。

『システム基幹（ネットワーク）』チームと『システム心臓部（アプリケーション）』

チーム。ivalue 開発チームを構成する技術者の一人ひとりが何度も何度もトラ

イ＆エラーを繰り返しながら、理想とする ivalue 完成を目指してチーム一丸で

つくり上げていきました。

ー そしてようやく完成した『ivalue』

ivalue は、こういう裏側にあるたくさんの仕事が集まって、完成。

BLUENESS と INCRAVE グループが ONE チームになった努力と英知、そしてお

客様の希望やアイデアがたくさん詰まった自信作です。令和 2 年 11 月 10 日、

全国リリースを各メディアに対して発表。4 ヶ月のベータ版を経て、全国提供

を開始しました。そして、休むことなく、その翌日からすぐに『2nd エディション』

に向けたと ivalue 開発フェーズへとみんなで突入していきました。

『コミコミ定額でみんなにナイスなホームページを』＆『ホームページの新しい持

ち方＆活かし方』というコンセプトをカタチにした『サブスク型ホームページ

構築システム - ivalue( アイバリュー )』が実現したいこと、その結果でお客様と

地域社会に貢献したいことは、まだまだあります。

「 ivalue を支えるシステム基幹  - その 2 - 」プロダクト開発（インフラ）偏

ivalue 開発チームブログ

プロダクト開発の裏舞台を発信中

ivalue( アイバリュー ) 公式 note
ivalue のことをもっと知ってもらいたい・

伝えたいという想いから公式 note を開設。

関わるすべての「コト・モノ・ヒト」にフォー

カスした記事を配信していきます。https://note.com/ivalue_jp

ivalue 開発チームが運営する「ivalue 公式 note」の中から一つの
記事をご紹介します。それぞれの技術分野にいるスタッフたちが、
日々どのような想いをもって仕事に挑み続けているのか、その様子
を少しだけ覗いてみてください。

～「ivalueを支えるシステム基幹  - その１ - 」からの続き～


