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クラウドによる経済成長の実現

はじめに

日本のクラウドコンピューティング（クラウド）の活用は急速に発展して
おり、グローバルなクラウドサービスプロバイダ	（CSP）が国内 IT関連
コミュニティの中で占める地位はますます重要になってきている。
COVID-19のパンデミック下で官民双方がクラウドに立脚したソリュー
ションの導入を加速させており、多くの日本企業はクラウド技術を活用
することで在宅勤務への需要の高まりに対応している。また、クラウド
は、オンライン教育やオンラインヘルスケアサービスを普及させるだけ
でなく、リモートワークやビデオ会議のようないわゆるコラボレーション
サービスの隆盛に伴って増加したトラフィック量が企業内部のバックエ
ンドITプロセスにかける負担を低減している。

さらに、クラウドデータセンターにおけるエネルギー効率は高く、2050
年までに温室効果ガス排出量実質ゼロを達成するという日本政府の目
標実現に向けて、二酸化炭素排出量削減に貢献することができる。日
本政府はこうしたメリットに気づいており、クラウド技術がイノベーショ
ンの達成や型破りなビジネスモデルの確立に向けた起爆剤になるとの
認識の下、クラウド推進のための種々の取組に着手している。1	そうし
た取組の積み重ねによって、日本はクラウドに有利な国・地域に関す
る世界ランキングで上位を維持し、グローバルCSPによる大規模な投
資先となっている。2	しかしながら、クラウドサービスセグメントの成長
を育む国としての評判を日本が維持するには、次章以降で詳述する課
題に向き合う必要がある。

クラウド導入の経済効果については既に野村総合研究所の調査でも取
り上げられている。同調査は、民間企業のクラウド導入率が高い都道
府県ほど1人当りGDPの伸び率も高いという相関関係を示唆している。
3	クラウド技術はスタートアップ企業の原動力であり、また既存企業の
変革を促す触媒でもある。クラウドコンピューティングによって、企業は
より効率的で、合理的で、機動性が高く、コネクティッドになれる。これ
により人口減少が招く課題への対処に欠かせないコストとリソースの浪

費を防ぐことができる。4	加えて、ほとんどすべてのCSPがビルトインで
提供する自動化ソリューションを活用することで、企業の IT部門がより
革新的かつ効果的なツールを開発することも可能となった。公共部門
にとっても、クラウド導入は公的デジタル基盤やデータストレージ、そし
て中央および地方政府の分析能力強化にとって重大な意味を持つ。ま
た、デジタルクラウドエコシステムの一部として創出された新たな雇用
が IT関連雇用を急増させる契機となり、日本におけるIT人材やデジタ
ル労働力の発展を促進している。5

クラウドサービスセグメントが日本経済全体へもたらす効果を増幅させ
るには、多種多様な売り手が展開するラインアップに対して、国内の買
い手が可能な限り広範なアクセスを持つことが前提となる。サービスの
多様性は、各企業が自社の個別需要に沿ったクラウド導入・利用に関
する知識と手段を手にするだけでなく、クラウド実装についても適切な
デューディリジェンスとベストプラクティスに基づく十分な情報に基づい
た意思決定（「インフォームド・デシジョン」）を下せるようになることを
意味する。さらに、データのプライバシーやセキュリティの問題に目を光
らせつつ、クラウドサービスセグメントにおけるプレーヤーに対して開放
的であり続けることは、日本がクラウドサービス開発における主要市場
であり続けるためには欠かせない。こうした努力によってこそ、日本は
アジア太平洋地域のクラウドサービスの中心となり、経済や国民全体が
より多くの利益を享受しうる。

本稿はクラウド技術の日本における重要性と日本社会へもたらす利益
について検証する。具体的には、Amazon	Web	Services	(AWS)	の協
力を得て、Deloitteが、クラウド導入に少なからぬ恩恵を受けている日
本企業―その中でも一定の歴史と実績を持つ企業―へインタビューを
行い、彼らがいかにしてクラウドソリューションを最大限に有効活用しク
ラウド導入の価値を最大化させることができたのか、そのベストプラク
ティスを収集した。

1		https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-11-17-gartner-forecasts-worldwide-public-cloud-end-user-spending-to-grow-
18-percent-in-2021

2		https://cloudscorecard.bsa.org/2018/pdf/BSA_2018_Global_Cloud_Scorecard.pdf	
3		http://innovation-nippon.jp/reports/NRI_Internet%20and%20Japan%20Economy_hi.pdf	
4		https://www.salesforce.com/eu/blog/2020/12/economic-benefits-cloud-computing.html	
5		https://www.salesforce.com/eu/blog/2020/12/economic-benefits-cloud-computing.html

https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-11-17-gartner-forecasts-worldwide-public-cloud-end-user-spending-to-grow-18-percent-in-2021
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-11-17-gartner-forecasts-worldwide-public-cloud-end-user-spending-to-grow-18-percent-in-2021
https://cloudscorecard.bsa.org/2018/pdf/BSA_2018_Global_Cloud_Scorecard.pdf
http://innovation-nippon.jp/reports/NRI_Internet and Japan Economy_hi.pdf
https://www.salesforce.com/eu/blog/2020/12/economic-benefits-cloud-computing.html
https://www.salesforce.com/eu/blog/2020/12/economic-benefits-cloud-computing.html
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1.1. クラウド導入の効果―地域的な視点と世界的な視点

国内のクラウドサービスセグメントは直近10年間にわたり継続的な成
長を遂げている。それにもかかわらず、総務省「令和2年通信利用動
向調査」によると、クラウド技術を部分的または全社的に利用している
と回答した企業は、全2,223社のうち68.7%に止まる。6	この数値は
他の主要国のクラウド導入達成率を下回っており、特に2012年には
70.6%に達していた米国との差は歴然だ。7

日本が官民双方によるさらなるクラウド導入を促進すれば、IT基盤の
柔軟性と労働生産性は高まるだろう。それは転じて、日本が忍び寄る
労働力不足とITリテラシーに関連する課題にうまく対処し、ひいては経
済成長とイノベーションを実現させる手掛かりにもなりうる。

総務省「令和元年版情報通信白書」においても、クラウドを含む ICT産
業は2000年以降の日本のGDP成長に他産業と比べても大きく貢献し
ていると報告されている。8

実質GDP成長率への情報通信産業の寄与度 9

クラウドおよびクラウドサービスプロバイダが日本企業や日本にもたらす経済効果

第1章
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6		https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/statistics/data/210618_1.pdf
7		https://www.rieti.go.jp/jp/publications/dp/15j027.pdf
8		https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r01/pdf/n3100000.pdf
9		https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r01/pdf/n3100000.pdf

クラウドサービスの経済効果は様々な要素から成るが、それらはビジネ
スで使用されるITインフラのパフォーマンス向上と、ビジネスクリティカ
ルなタスクへのリソース割当ての改善の二つに大別されよう。クラウド
導入の利点を細分化すると、あらゆるCSPに共通するものもあれば、

大規模かつ国際的に事業を展開するCSPにおいて特に顕著なものも
ある。以降は各節において、クラウド技術が日本社会や産業界に与えう
る効果の裏付けとして、日本の民間企業や団体の責任者・代表者から
得たコメントを引用する。

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/statistics/data/210618_1.pdf
https://www.rieti.go.jp/jp/publications/dp/15j027.pdf
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r01/pdf/n3100000.pdf
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優れたスケーラビリティと負担感の少ない運用コスト―スピーディーな市場参入

日本から世界へ―グローバルCSPとの提携によるアウトリーチの強化

クラウドを用いれば、ユーザーは ITインフラの構築・運用なしに、さま
ざまなリソース、分析ツールキット、クリエイティブな環境や、データスト
レージへアクセスできる。10	また、クラウドは ITインフラを急速に拡張
させることもできるため、あらゆる規模の企業において、ITが事業拡大
の障壁となる状況を打破できるようになる。

クラウドの優れたスケーラビリティはいかなる規模の企業にも作用する
が、スタートアップ企業はよりその恩恵を受けやすい。ITインフラ構築
に要する資本として捉えると、クラウドサービスは十分にスタートアップ
企業の手の届く範囲にある。クラウド利用により、スタートアップ企業は
システムの運用保守に煩わされることなく、人的資本や資金をユーザや
サービスに直結する活動に割けるようなり、結果的にスピード感を持っ
て市場へ参入できるようになる。

さらに、クラウドの利用は有形の IT資産を削減あるいは完全に排除し、
かつ従量課金制により運用コストの削減を可能にする。野村総合研究
所の調査では、クラウド導入をした国内企業の一般管理費は2016年
に全体で1.4%削減されたが、これは日本経済全体に当てはめると19
兆円の経済効果に匹敵する。11	

上述のスケーラビリティによるメリットはいずれのCSPを選んでも得ら
れるものの、世界標準のセキュリティ機能、国外市場での慣行やより質
の高いエンジニア人材へアクセスするには、グローバルCSPを選ぶ方
が有利だ。

クラウドの環境構築には認定クラウドアーキテクトのスキルを要するこ
とが多い。この点、認定エンジニアは日本国内のプロバイダーよりもグ
ローバルに展開しているプロバイダーのシステムに習熟している蓋然性
が高い点で、グローバルCSPに分がある。

グローバルCSPの更なる利点は、事業展開エリアの広さ及び高い応答
性にある。これにより日本企業は世界中の顧客、ベンダー、およびサプ
ライヤと接触でき、国外市場でアプリケーションを展開する際にローカ
リゼーションや現地の規制要件への準拠にかかる負担を軽減すること
ができる。

また、オンプレのインフラを海外で構築する際に必要な費用のわずか数
分の一で最高水準の ITインフラやリソースを即座に利用できることで、
市場参入への障壁は大幅に減り、日本企業が海外市場に容易に進出
することができる。

クラウドサービスの持つアジリティとスケーラビリ
ティは私たちに大きなフレキシビリティをもたらし、
そのおかげで事業をスピーディーに立ち上げるこ
とができました。

将来の ITリソースへの要件定義は、事業の変化
に伴って劇的に変化するため予測が困難です。そ
の点、クラウドのスケーラビリティは変動するニー
ズに合わせてサービスを適時に拡張あるいは縮
小することができます。クラウドに顕著なこの特
徴はオンプレミスソリューションでは決して持ちえ
ないものです。

WHILL株式会社 CTO 福岡 宗明氏

私たちは、海外で最高水準のアウトリーチとサー
ビス提供実績を有すると判断したクラウドサービ
スプロバイダを選びました。これにより、世界中
のベストプラクティスや最新の業界トレンドを知る
ことができました。

宇宙産業は本質的に国境にとらわれない業界で
あり、私たちも世界のあらゆる場所でビジネス
チャンスを発掘する努力をしています。

この意味で、グローバルCSPとの提携は事業の
国際的に発展させる道筋をつけるのにも等しいで
す。

株式会社QPS研究所執行役員 開発部 部長 
上津原 正彦氏

10	https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-145/final	
11	http://innovation-nippon.jp/reports/NRI_Internet%20and%20Japan%20Economy_hi.pdf

https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-145/final
http://innovation-nippon.jp/reports/NRI_Internet and Japan Economy_hi.pdf
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リソースの割当てとインフラの信頼性の向上

国内におけるデジタル人材不足は著しく、日本企業は IT人材の確保・
育成戦略を立てる必要に迫られている。クラウド導入を通じて ITシステ
ムを維持管理するサードパーティを利用し、実質的な人材確保を達成す
ることで、企業の IT部門は、サーバやアプリケーション、インフラのバッ
クアップ作業といったルーティーンタスクから解放され、事業戦略に沿っ
たオペレーションに専念し、利益を生み出すプロセスに優先して取り組
むことができる。

それまで ITの維持管理に特化していたリソースに余裕ができると、事業
運営そのものにも間接的にイノベーションをもたらす。12	経済産業研究
所	(RIETI)	が日本企業10,044社の研究開発	(R&D)	集約度	(付加価値
額当たりの研究開発コスト)	を比較した結果、クラウドを導入した企業
では研究開発に割り当てることのできるリソース数がほぼ倍増している
ことが分かったが、これはクラウド導入が日本企業内のイノベーション
を促進する可能性があることを示唆している。

さらに、ほとんどすべてのCSPは99.5%から99.99%の範囲で稼働率
が保証されたソリューションを複数実装している。このため、IT資産の
可用性に影響を与えるシステム停止はオンプレよりも少ない。

グローバル人材育成に役立つ世界水準の研修

企業において事業変革、またその他多くのことを達成するために必要
なクラウド関連のスキルを確立し検証するために、グローバルCSPはク
ラウドの実務者、経営層、IT部門の従業員向けに幅広い研修を提供し
ている。13	また、主要なグローバルCSPはクラウド導入に関する研修を
地方自治体や業界団体と連携して実施している。14	機械学習、高度な
ネットワーク技術、データ分析、データセキュリティ、サーバレスコン
ピューティング、DevOpsなど、クラウド関連の広範なトピックについて
研修を提供することで、グローバルCSPは日本企業に海外企業と同等
の機会を提供し、日本のデジタル人材の成長を促している。これにより
国内デジタル人材市場の柔軟性と流動性は高まり、国際的に利用され
るクラウドインフラに習熟した人材を国外からも確保することが可能に
なる。

データと知的財産の保護

昨今サイバーインシデントがますます注目される中、クラウドは高度な
レジリエンスと安全性を備えた基盤の上に事業オペレーションを構築す
ることで、悪意を持った行為者が引き起こすリスクを軽減できる。クラウ
ドユーザがセキュリティを確保しつつクラウドサービスの特性を活用し
たいと考える場合、ユーザは契約締結に関するベストプラクティスを理
解する必要がある。この重要な点については次章で詳しく検討する。

2012年頃に社内の ITインフラを全面的にクラウ
ドに移行しました。これにより、ITシステムのメン
テナンスやアップグレードに煩わされることなく、
ビジネスクリティカルな活動と利益確保に集中で
きています。

クラウドサービスを使用すると、オンプレミスのソ
リューションの使用時と比べて、社内の IT運用が
簡素化されてIT部門の負担は軽くなります。

結果的に、社内の ITエンジニアにはアプリケー
ションとインフラの両分野で力を発揮できるよう
になるほどの余裕が生まれました。

弁護士ドットコム株式会社CTO 市橋 立氏

12		https://www.rieti.go.jp/jp/columns/s20_0012.html
13		https://aws.amazon.com/training/?nc1=h_ls	
14		https://netsugen.jp/event/6-8/

https://www.rieti.go.jp/jp/columns/s20_0012.html
https://aws.amazon.com/training/?nc1=h_ls
https://netsugen.jp/event/6-8/
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世界中のベストプラクティスと国際標準のサイバーセキュリティ機能へのアクセス

グローバルCSPの事業展開規模は大きく、それは多くの名だたる大企
業を優に凌ぐ額の投資をセキュリティおよびコンプライアンス分野に
行っている。世界的に認知されたセキュリティ認証を数多く満たし、軍
事機関や銀行その他の極めて高度な機密性を要する組織の要件を満た
している。そのため、ユーザはセキュリティに関するグローバルCSPの
経験と投資を活用して独自のコンプライアンス要件を充足できる。CSP
は他に例を見ないほど耐障害性に優れたインフラをユーザに提供し、
インシデントが故意であれ偶発的であれ、あるいは自然事象によるもの
であれ、迅速な復旧と運用継続が可能な環境構築を実現している。

CSPはまた、セキュリティ、アクセス、暗号化およびログ取得等の高度
な機能をセットで提供し、ユーザ側でのデータの完全な制御と保護を
可能にする。ユーザはデータが保存されている地域・管轄区域を選択
し複数地域でコンテンツを複製およびバックアップすることができる。ま
た、ユーザの同意なしに選択された管轄区域外ではデータを移動また
は複製しないという特定の合意をCSPと交わすこともできる。

事業の立ち上げ時点でクラウドサービスを選択し
ていなければ、現在と同等水準の情報セキュリ
ティは実現できていなかったでしょう。

WHILL株式会社 CTO 福岡 宗明氏

当社が利用するクラウドサービスプロバイダは、ISO/IEC 27001、PCI DSS、SOC 1といった複数の認証や証明
書を取得しています。それらは、第三者の独立した監査・評価機関によって発行され、定期的な見直しもされてい
るものです。当該プロバイダのサービスは、世界で広く採用されているセキュリティ管理基準を満たしており、日本
の銀行や金融機関に適用されるFISC安全対策基準など国内のセキュリティ関連要件に対応する管理策が示され
ています。

私たちは当局が金融機関に求める厳格なセキュリティに関する要件を遵守できるよう、常に細心の注意を払ってい
ます。その点、当社が利用するクラウドサービスプロバイダは、国内当局が設定した要件を満たすためのセキュリティ
分野のベストプラクティスについても知見を備えています。

ソニー銀行株式会社 執行役員 福嶋 達也氏
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個人を特定できる情報のような取扱いに注意を要しつつ規制対象とな
るデータを扱う場合や、防衛・金融・与信・医療・保険など高い機密
性が求められる業界では、対象データの機密性を常に保持して悪意あ
るアクセスを受けるリスクを回避し、さらに内部と外部の双方の脅威か
ら保護することが重要となる。15

クラウドベースのソリューションを用いると、ユーザとデータセンターと
の間で転送されるすべてのデータおよび保存されているデータはいず
れも効果的に暗号化される。16	しかし、つい最近まで最も厳しい水準
のセキュリティが求められる状況で、機密データを処理することはクラ
ウドが抱える課題の一つだった。

この点、コンフィデンシャルコンピューティングは機密性の高いデータ処
理に最適である。コンフィデンシャルコンピューティングでは、特殊な
ハードウェアとソフトウェアを使用して処理中の機密コードとデータに
対する外部アクセスを遮断する。これにより、基盤であるクラウドインフ
ラ経由のアクセスだけでなく、企業の ICT環境内にあるその他の信頼性
の低いコンポーネントからもアクセスされる恐れがなくなる。17

大手CSPは既に各々のユーザにコンフィデンシャルコンピューティング
のサービス提供を始めている。同サービスの台頭により、日本のユーザ
は非常に高いセキュリティとプライバシー水準でワークロードをクラウ
ドへ移行し、より安心してクラウド上で機密データを処理することができ
る。

世界中の企業はまた、企業のネットワーク環境がリモートワークの急増
によってますます分散化・複雑化していく事態に直面している。これに
より所在地に関係なくあらゆるユーザーのエンドポイントからのすべて
のアクションを確実に対応しなければならないため、組織のサイバーセ
キュリティインフラにとっての課題となっている。

多くの場合、従来のサイバーセキュリティにおける防御機能は、ネット
ワーク制御または安全なネットワーク境界の設定に基づく周辺環境の
制御に基づいている。すなわち、ネットワーク境界内にあれば信頼され、
境界外にあれば信頼されないという原則に依拠している。しかしながら、
従業員が在宅勤務を進め企業ネットワークが分散化されるにつれ、上
記アプローチの効果は薄れてきている。

「ゼロトラスト」原則をセキュリティ戦略に取り入れることは、企業組織
が機密データやシステムおよびサービスを保護するのに役立つ。「ゼロ
トラスト」セキュリティモデルの初期設定ではいかなるユーザーによるど
のようなアクセスも信頼されていない。ユーザーには最小限のアクセス
しか与えられず、あらゆるエンドポイントからのすべての接続試行は厳
密な認証を経てのみ許可され、さらに補足的な技術を用いることでリア
ルタイムでのモニタリング制御さえ実施される。ゼロトラスト戦略はデー
タの漏洩・流出リスク軽減に効果的である。18

多くのCSPは既にゼロトラストを実践しており、個人認証用APIとその
他いくつかのソリューションを組み込んでユーザのクラウドネットワーク
においてゼロトラストを実装している。

クラウド、コンフィデンシャルコンピューティング、ゼロトラスト：日本のデータセキュリティを一つ上のレベルへ

私たちがクラウドを選んだ理由の一つは、セキュ
リティ面における優位性です。衛星から取得した
データを処理するため、ITシステムについては内
閣府から個別の許可を得る必要があります。

技術的に考えて、求められるコンプライアンスを
実現するための厳格な要件を満たすには、高度
なセキュリティ対策を施したシステムを一から開
発するよりも、クラウドを利用する方が私たちに
は良い選択肢でした。

株式会社QPS研究所執行役員 開発部 部長 
上津原 正彦氏

15		https://aws.amazon.com/blogs/aws/aws-nitro-enclaves-isolated-ec2-environments-to-process-confidential-data/
16		https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/logical-separation/encrypting-data-at-rest-and--in-transit.html	
17		https://aws.amazon.com/blogs/security/confidential-computing-an-aws-perspective/
18		https://aws.amazon.com/jp/blogs/publicsector/how-to-think-about-zero-trust-architectures-on-aws/	;	https://aws.amazon.com/security/zero-trust/

https://aws.amazon.com/blogs/aws/aws-nitro-enclaves-isolated-ec2-environments-to-process-confidential-data/
https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/logical-separation/encrypting-data-at-rest-and--in-transit.html
https://aws.amazon.com/blogs/security/confidential-computing-an-aws-perspective/
https://aws.amazon.com/jp/blogs/publicsector/how-to-think-about-zero-trust-architectures-on-aws/
https://aws.amazon.com/security/zero-trust/
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1.2. 活力ある国内 IT産業の確立に向けて- 政策的配慮と経済的影響

日本で利用されているクラウド技術やグローバルCSPは、国内 IT産業の一翼を担っている。日本のクラウドプラットフォームサービスセグメントの
規模は2019年に7,800億円、2020年に1兆円に達しており、さらに2023年には1兆6,700億円に達するとの推計がある。19	データセンター
サービスセグメントの規模は2019年に1兆3,100億円、2020年に1兆4,400億円に達しており、2026年には2兆400億円に達する見込みで
ある。20

日本市場は、グローバルCSPによる投資の増加を受けて国内外の企業
から幅広いソリューションを取り入れているため、サービス全体の多様
性が高まっている。中でもよく知られているのは、国内プロバイダーでは
NTTデータ、KDDI、ソフトバンクグループ、富士通、NEC日本電気など、
国外プロバイダーはAWS、Microsoft、Google、IBMなどである。23

国内クラウド産業の成長は、クラウド導入の拡大を目的とした国や地方
自治体の種々のイニシアティブ（一連の税制上の優遇措置や補助金を
含む）に後押しされてきた。しかしながら、日本政府と規制当局には、
もたらされる利益が長期的に損なわれないようにするため、政策立案
活動においてより一層の努力を求めたい。なぜなら、これまでの政策は
イノベーションを促進するビジネス条件や国際的なクラウドサービスセ
グメントのプレーヤーに開かれた IT市場を形成するという観点からは、
決して包括的とは言い難いからだ。

例えば、経済産業省	(METI)	では2017年度からクラウドサービスの調
達を含む IT投資を行う組織向けに「IT導入補助金制度」を設置・運用
している。厚生労働省	(MHLW)	は昨年、COVID-19のパンデミックに
より事業活動に大きな影響を受けた組織に対してリモートワークの実
施を支援する「働き方改革推進支援助成金（テレワークコース）」を開
始した。24	総務省ではクラウドサービス等 IT機器の契約費用や設備費
の購入を支援している。

直近では民間企業だけでなく、政府機関でのクラウドサービスの利用
に対する機運も高まっている。

2021年3月、政府は「政府情報システムにおけるクラウドサービスの
利用に係る基本方針」25	を公表しており、その中で「クラウド・バイ・
デフォルト原則」に則ってクラウドサービスをITシステム選定時の第一

19		https://www.statista.com/statistics/824531/japan-cloud-platform-services-iaas-and-paas-market-size/
20		https://www.statista.com/statistics/1025459/japan-data-center-market-size/
21		https://www.statista.com/statistics/1025459/japan-data-center-market-size/
22		https://www.statista.com/statistics/824531/japan-cloud-platform-services-iaas-and-paas-market-size/
23		https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=42f7c33e-8bb4-4eda-afe3-b06c42a5bf93
24		https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/telework_10026.html	
25		https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/cio/kettei/20210330kihon.pdf

日本におけるクラウドサービスセグメント及びデータセンターサービスセグメントの売上高

2019~2023年度にかけて CSPセグメントの規模は日本でますます重要に（予測値を含む )21, 22
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https://www.statista.com/statistics/824531/japan-cloud-platform-services-iaas-and-paas-market-size/
https://www.statista.com/statistics/1025459/japan-data-center-market-size/
https://www.statista.com/statistics/1025459/japan-data-center-market-size/
https://www.statista.com/statistics/824531/japan-cloud-platform-services-iaas-and-paas-market-size/
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=42f7c33e-8bb4-4eda-afe3-b06c42a5bf93
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/telework_10026.html
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/cio/kettei/20210330kihon.pdf
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26		https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/cio/dai77/sankou.pdf
27		https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/Gov-cloud_byLocalgoverments20210831.pdf	
28		https://www.soumu.go.jp/main_content/000564745.pdf	
29		https://www.digital.go.jp/posts/ZlptjPro	
30		https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/pdf/20210618/siryou3.pdf	
31		https://www.digital.go.jp/policies/priority-policy-program#document
32		https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/digital/20211224_policies_priority_measures.pdf	;	https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/

digital/20211224_policies_priority_overview.pdf	
33		https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/digital/20211224_policies_priority_summary.pdf
34		https://cloudscorecard.bsa.org/2018/pdf/BSA_2018_Global_Cloud_Scorecard.pdf

候補として検討すると定めている。26	この転換を進めるため、日本政府
は異なる階層の政府組織間で共有可能なクラウドサービス利用のため
のシステム環境（いわゆるGov	Cloud）構築に着手しており、2025年
度末までにすべての地方自治体のデータのGov	Cloudへの移行を目
指している。27

都道府県レベルでは、地方自治体が「クラウド・バイ・デフォルト原則」
に共鳴するようにクラウド活用を経済戦略やデジタル化戦略の柱に据
えている。総務省はこうした取組を推進するため、2018年の地方財政
計画におい	て「自治体情報システム構造改革推進事業」	に予算1,500
億円を計上し、自治体クラウド推進に取り組む際にかかるコンサルティ
ング・職員研修・データ移行などの費用を補助した。28

さらに2021年6月18日、日本政府は「デジタル社会重点計画」を発
表した。29	同計画は国や地方自治体におけるクラウド基盤への完全な
移行、政府系データセンターの最適化、各種行政手続のデジタル化等、
日本のデジタル変革の重点分野を定めている。

政府は同日、「包括的データ戦略」も公表した。30	同戦略は日本のデー
タ利活用に関する目標・現状・必要な取組、ガバナンスの在り方等を
まとめており、耐障害性と信頼性に優れたデータ・インフラの重要性を
強調しするほか、質の高いクラウドインフラを産業・社会・行政のイン
フラとして戦略的に活用する将来像も示している。こうしたことから、日
本政府が目指しているデジタル化は他の主要国と調和をなしているこ
とが分かる。

2021年12月24日には同年に新設されたデジタル庁が「デジタル社
会の実現に向けた重点計画」31を打ち出した。同計画は、「デジタルの
活用により、一人ひとりのニーズに合ったサービスを選ぶことができ、
多様な幸せが実現できる社会」の実現に向けて、重点的に実施される
べき施策等を定めている。32	また、上記デジタル社会の実現を支える
理念・原則の一つとして「クラウド・バイ・デフォルト原則」を改めて
掲げている。33

国内のクラウドサービスセグメントは上述された一連の取り組みを歓迎
している。ただし、日本はまだまだこれからもクラウド導入を促進する
ための政府や規制当局の取り組みを継続し、クラウドにフレンドリーな
国としての卓越した地位を維持しなければならない。これにより、世界
中のベストプラクティスや国外のプレーヤーに対して日本のクラウド
サービスセグメントが開かれた状態が維持され、国内 IT市場の活力を
維持・育成することが可能となる。反対に、グローバルCSPを制限す
るビジネス環境が広がる場合、国内におけるクラウド導入は阻害され、
ひいては経済全体へ悪影響が及ぼされる恐れすらある。

1.3. 日本がクラウドに最適な市場としての地位を維持し、アジア太平
洋地域の中でもクラウドサービスに関する傑出したハブと認識される
には

クラウドサービスセグメントが日本経済の成長にとって重要な推進力と
して日本の産業界全体のイノベーションに望ましい影響を与え続ける
ためには、補助金や包括的な政策枠組に加えて、政府と規制当局のレ
ベルで統一されたビジョンが打ち出されなければならない。

BSA|The	Software	Alliance	(BSA)	 が2018年に発表した最新版
Global	Cloud	Computing	Scorecardによると、世界に向けてクラウ
ド事業を展開するのに適している国として、日本は世界24か国中第2
位	(首位はドイツ)	にランクインした。このランキングはデータのプライ
バシー、セキュリティ、サイバー犯罪規制などの要素を、自由貿易促進
やインフラの状況と併せて評価・作成されており34、比較対象の国々は
大まかに3つのカテゴリーに分けられる。一つ目は高パフォーマンス国

（EU諸国、日本、米国、オーストラリア、シンガポール、カナダ)で、こ
れに中位国の韓国、メキシコ、マレーシア、南アフリカなどが続く。下位
にランクされているのがロシア、中国、インドネシア、ベトナムといった
国際的な枠組みを受け入れていない国々である。

日本は、前回までは毎回ランキング1位を占め、今回も政策関連のほ
ぼ全項目で高い数値を出しているが、	「産業主導型標準に対する支援」
と「基準等の国際的な調和」では非常に低い数値しか獲得できていな
い。実のところ（少なくともランキング対象国の中では）日本は電子商
取引に関する包括的な法律を有していない唯一の主要市場なのだ。

日本が首位から転落するきっかけとなったであろうその他の要因として、
報告書は	(1)	「クラウドサービスの調達に差別的な慣習が存在しないこ
とを保証する国際協定に対する日本の署名・批准とその実施との乖離」
や	(2)	「クラウドサービスに特化したセキュリティ監査要件を定めるガイ
ドラインや法律の整備」といった分野でさらなる改善を要すると記して
いる。

日本が以上の課題を解決してクラウド関連事業を育成し、国外からの
投資を誘致し人材を確保し続けるためには、日本のユーザに対して価
格競争力のある新しいソリューションを提供し、日本がアジア太平洋地
域全体におけるクラウドハブとなって関連市場を成長させていかなけ
ればならない。

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/cio/dai77/sankou.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_content/000564745.pdf
https://www.digital.go.jp/posts/ZlptjPro
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/pdf/20210618/siryou3.pdf
https://www.digital.go.jp/policies/priority-policy-program#document
https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/digital/20211224_policies_priority_measures.pdf
https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/digital/20211224_policies_priority_overview.pdf
https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/digital/20211224_policies_priority_overview.pdf
https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/digital/20211224_policies_priority_summary.pdf
https://cloudscorecard.bsa.org/2018/pdf/BSA_2018_Global_Cloud_Scorecard.pdf
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BSA報告書に話を戻すと、クラウド分野で最も有利な上位10カ国に
入っているAPAC地域の国は日本を除けばオーストラリアとシンガポー
ルだけであり、日本は同地域内でクラウドのハブとなれる地政学的なソ
フトパワーも比較的優れているといえよう。しかし、同地域の競合国家
は ITインフラ、データプライバシー、貿易障壁の問題に対処することで
その差を縮めうるため、日本は国外からのクラウド投資にとって魅力的
ではなくなるかもしれない。そうなれば国内クラウドサービスセグメント
は停滞し、人材育成とイノベーションにとっては多大な機会損失とにな
る。

日本企業が多様なサービスの利用を認めることはイノベーションを促
し日本市場で機会を多く生むことに繋がる。しかし、クラウドの可能性
を最大限に引き出すには特定のベストプラクティスを実施した上で、契
約、責任共有モデル、実装などの点に関して、CSPとユーザがそれぞ
れ持つ役割と責任を明確に理解しなければならない。次章ではこれら
の点について掘り下げるとともに、ある仮の事業体におけるクラウド導
入過程を例にとって、潜在リスクの評価とその軽減策、ベストプラクティ
スについて解説する。

日本で事業を展開するCSPは、過去10年間に渡りエンドユーザの多
様なニーズに応えるべくサービスを強化してきた。CSPと、オンプレあ
るいはデータコロケーションソリューションプロバイダーの間の競争が
サービスの価格を低下させ、クラウドソリューションの費用効率を高め
ている。クラウドがあらゆる規模の企業にとってさらに手の届きやすい
価格になるためには、活発で競争力のある市場を維持することが欠か
せないが、これはクラウド導入を促進する上でも必須である。

価格が下がり続けている他の理由としてはハイパースケールクラウド
データセンターによるスケールメリットとそこで使用されている先進技
術を挙げることができる。35	近年日本では、国内外のCSPによる投資
により空前のデータセンター建設ブームが巻き起こっている。Synergy	

Research	Groupによれば日本はデータセンター建設地の分散という
観点からはそれほど目立っていない。2020年の第四半期時点で世界
597のハイパースケールデータセンターの建設先として日本は米国と
中国に次ぐ第3位ではあるものの、割合ではわずか6%を占めるに過
ぎない。しかしIDC	Japanによると、2020年末時点で、日本における
データセンターの総床面積は35万平方メートルにも上っている。また
同社は、5	G設置面積も124万平方メートルにまで拡大すると予想し
ており、これは国内外のCSPが日本で事業を拡大させる足掛かりにと
なる。36

規制の枠組みをクラウドサービスセグメントにおける国内外のあらゆる
のプレーヤーに開放することで、日本へのクラウド関連の投資は促進さ
れ、グローバルCSPが国内のCSPと同じ土俵で競える環境を整えるこ
とができる。これは日本がアジア太平洋地域におけるクラウド技術のハ
ブとして重大な役割を担い続けることに通ずる。

小括

日本がアジア太平洋地域のクラウドハブになるためには、CSPにとって
も最適な環境を維持すべきだ。クラウドは国内の産業界に恩恵をもた
らし、革新的なビジネスアイデアを加速度的に展開させ、日本経済のセ
クター群における競争を活性化させるからだ。

それらがすべて実現したとしてもなお、クラウド実装の際によく陥りがち
な誤りを避けるためには一定の知識が必要となる。次章では、意思決
定段階からクラウドのデューデリジェンスとガバナンスに至るまでのあ
る架空の事業体の行動過程を例に、クラウド実装でしばしば起こる課
題の解決策を議論する。第2章では、ベンダーロックインや設定ミスと
いった、クラウドソリューション導入に対する疑念をもたらしかねないリ
スクをいかに企業が避けることができるかに焦点を当てる。

35		https://www.zdnet.com/article/the-cloud-price-war-continues-amazon-cuts-its-cloud-storage-prices-again/#:~:text=Retrievals%20cost%20%240.03%20per%20
GB,which%20costs%20%24100%20per%20month

36		https://asia.nikkei.com/Business/Companies/Mitsui-to-invest-2.7bn-to-develop-data-centers-in-Japan-by-2026

https://www.zdnet.com/article/the-cloud-price-war-continues-amazon-cuts-its-cloud-storage-prices-again/#:~:text=Retrievals cost %240.03 per GB,which costs %24100 per month
https://www.zdnet.com/article/the-cloud-price-war-continues-amazon-cuts-its-cloud-storage-prices-again/#:~:text=Retrievals cost %240.03 per GB,which costs %24100 per month
https://asia.nikkei.com/Business/Companies/Mitsui-to-invest-2.7bn-to-develop-data-centers-in-Japan-by-2026
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クラウド導入が国内の官民両セクターに独自のメリットをもたらすことは第1章で見た通りである。クラウドが彼らの事業に与えるプラスの影響を
最大化するには、国内のユーザにおいて多種多様なプロバイダが展開する幅広いラインアップにアクセスできること、個別の需要に沿ったクラウド
導入・利用に関する知識と手段に習熟していること、適切なデューディリジェンスとベストプラクティスに基づく十分な情報に基づいた意思決定（「イ
ンフォームド・デシジョン」）を下すこと、の3つが必要となる。

本章では架空の事業体におけるクラウド導入および活用の過程を軸に、
関連するベストプラクティスを明らかにし、クラウド実装がはらむ一般
的な課題に対するリスク軽減策を提案する。ここで提案された導入過
程における各段階は、広義ではあるが、業務推進にクラウドの利用を
選択する企業には官民を問わずおよそ共通する。段階ごとに分けて考
えることで、クラウド導入のリスクとメリットをよりよく理解し、また比較
するのに役立つ。

以降の節では、本稿執筆のために行われたインタビューの内容の一部
を、日本企業のクラウド導入現場における「生の声」として随所に引用
する。また、業界全体の重要課題についてバランスのとれた見解を提供
すべくクラウドサービスセグメントの主要プレイヤーの意見も取り入れ
ると同時に、彼らがユーザにとってのより良いサービス提供のためにど
のように諸課題の解決に取り組んでいるかも示している。

クラウドの潜在能力を最大限に引き出す、実用的なロードマップ

第2章

2

1

4

3出発地点
ITソリューションの更新期間

クラウドの選択 クラウドの評価

クラウドの実装

顧客
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2.1. ITソリューションの更新期間ー俯瞰的に考える時間 

COVID-19はビジネスの変革が世界中のあらゆる地域において喫緊の
課題であることを明らかにした。市場での地位を維持するため、あるい
は倒産リスクを回避するために、デジタル変革とイノベーションが必要
だと初めて身に沁みて実感した企業も少なくないであろう。37

このような異常事態を除けば、ITソリューションへの投資の再検討を始
めるのは、ほとんどの企業において現行サービスの契約期間満了が
迫った時期である。この時期、企業は自社業務を見直し、オンプレを含
むレガシーシステムを継続して使用するか、それとも革新に向けて行動

を起こすかの岐路に立っている。日本企業は業務の自動化、データの
保存、迅速なユーザ対応を叶えるデジタルソリューションを多岐に渡る
選択肢から選ぶことができる。

ただし、クラウドネイティブなビジネスについては例外がある。日本企
業がクラウドソリューションを導入するとき、契約更新時にその新しい
サービスの予算を確保しようとする。クラウドの実装は、通常は戦略的
意思決定および事業そのものの有機的な成長に鑑みて各企業によって
異なる方法でなされる。しかし一般的に、ITソリューションの更新は四
つの結末のいずれかに帰着し、それによって当該企業の中長期的な IT
インフラ構成が決定される。

クラウドを活用した ITソリューションの経済性、柔軟性、セキュリティ機
能を評価してオンプレシステムを更新せずに、クラウドソリューションを
選択する日本企業が近年増えている。しかし、ワークロードをクラウド
へ移行するか否か、あるいはどの程度移行するのか等は各ユーザーの
IT戦略と事業運営上の個別のニーズ次第であるため、唯一無二の最適
解は存在しない。Gartnerの調査によると、世界の IT支出は2021年

に4兆2000億ドルに達し、うち約9％相当の3960億ドルがパブリック
クラウドに対する支出との見込みだ。38,	39	2022年までに世界中の企業
の9割超が、オンプレ、プライベートクラウド、パブリッククラウド、レガ
シーシステムを組み合わせることで各社の個別要件を満たすインフラを
実現させるだろう。

37		https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/in/Documents/Consulting/in-consulting-cii-cloud-and-the-age-of-disruption-noexp.pdf
38		https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-07-14-gartner-forecasts-worldwide-it-spending-to-grow-9-percent-2021	;	https://www.statista.com/

statistics/268938/global-it-spending-by-segment/	
39		https://www.statista.com/statistics/273818/global-revenue-generated-with-cloud-computing-since-2009/

既存のオンプレハードウェアおよびソ
フトウェアライセンスの更新

ハイブリッドクラウドまたは
オンプレミスでの運用

クラウドへの完全な
移行

ITソリューションをマネージドサービスとして ITソリュー
ションプロバイダにアウトソーシングする。例：マネージド
ソフトウェアからマネージドプライベートデータセンターへ
のソリューションへの移行

ITソリューションの更新
期間 - 予想される結末

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/in/Documents/Consulting/in-consulting-cii-cloud-and-the-age-of-disruption-noexp.pdf
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-07-14-gartner-forecasts-worldwide-it-spending-to-grow-9-percent-2021
https://www.statista.com/statistics/268938/global-it-spending-by-segment/
https://www.statista.com/statistics/268938/global-it-spending-by-segment/
https://www.statista.com/statistics/273818/global-revenue-generated-with-cloud-computing-since-2009/
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2.2.クラウドの選択ークラウド移行の国内事例

クラウドの受容が広まっているものの、その導入に対する懸念は未だに
根強いものがある。総務省「令和2年通信利用動向調査」結果では、
企業がクラウドサービスを利用しない最大の理由として「必要がない」
が42%を、次いで「情報漏えいなどセキュリティに不安がある」が
37％をそれぞれ占めていた。40	

一般的には第1章で注目したクラウドのメリットに対する理解不足やク
ラウド導入に伴うリスクに対する過大評価が国内におけるクラウド導入
拡大を阻害していると見られる。クラウドサービスセグメントのプレー
ヤー、規制当局、および政府が一丸となってこうした阻害要因の解消に
努め、クラウドの信頼を高める必要がある。また、いわゆるレイトマジョ
リティやラガードと呼ばれる消費者層にもクラウドの持つメリットを認識
させるには、日本のユーザにこれまで以上の技術優位性を有するソ
リューションをより競争力のある価格で提供するため、主要プレーヤー
がしのぎを削る活気のあるIT市場の形成が不可欠である。

40		https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/statistics/pdf/HR202000_002.pdf

2013年から、顧客への影響が少ない一般社内シ
ステムや銀行業務周辺系システムのクラウド移行
を始めました。データセンタを自社で所有してお
らず、クラウドへの移行がコスト削減に直接寄与
する状況であったことからクラウド導入は比較的
容易に終えることができました。同時に、クラウド
利用に関するノウハウを蓄積して業務に生かすこ
とで、クラウドサービスをより効果的に利用できる
よう努めています。

ソニー銀行株式会社 執行役員 福嶋 達也氏

ITソリューションを検討する際、クラウド以外のオ
プションも検討しましたが、クラウドが当社のビジ
ネスニーズと目標を最も満たすと分かりました。
いつ発生するか定かでない最大量のワークロード
に備えてITシステムに多額の先行投資を行うの
ではなく、小規模で始めて、必要に応じて柔軟に
拡張させていく道を選びました。

株式会社QPS研究所執行役員 開発部 部長 
上津原 正彦氏

2

1

4

3出発地点
ITソリューションの更新期間

クラウドの選択 クラウドの評価

クラウドの実装

顧客

オンプレミスソリューションを選択するには ITリソースに対する将来ニーズが十分に予測できていなければなりま
せんが、これは事業運営の初期段階にあるスタートアップにはほとんど不可能です。スタートアップ企業にはクラウ
ドを活用して小さくスタートさせてから数年のうちにスケールアップするやり方が合っています。

TRENDE株式会社 テクノロジーディレクター 武田 泰弘氏

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/statistics/pdf/HR202000_002.pdf


16

クラウドによる経済成長の実現

2.2 a-クラウドへの完全移行、またはハイブリッドクラウドやオンプレ
ミスでの運用

企業は、ITインフラとソフトウェアを完全にクラウド上に移行するか、ハ
イブリッドクラウドやオンプレ基盤上で運用するかにかかわらず、時間を
かけてビジネスケースを作成し、移行コストをかけるだけの価値がある
ということ、およびリスクが十分に軽減可能であるということを検証し
なければならない。クラウドへの完全移行は適切に実施されれば企業
利益を最大化するものの、クラウドとオンプレの双方を利用するハイブ
リッドモデルは依然として有効な選択肢の一つである。特に、クラウド
はオンプレのリソースが処理可能な範囲を広げてワークロード全体のバ
ランスを改善し、これによってネットワークトラフィックを最適化する。

一部であれ全体であれ、クラウド移行はユーザーにオペレーションの変
更を迫る。オペレーションをより効率的かつ効果的にするには、クラウ
ドソリューションの購入と導入に関するガイドラインを企業単位で作成
することも欠かせない。ソフトウェアを比較・調達する際は、その特性
や機能だけでなく運用パフォーマンスを評価基準に入れるべきである。
この分野では、クラウド業界の動向を継続的に見ていくことが重要であ

り、ベンダー評価の基準たるユーザーの IDとアクセス権の管理、デー
タ保護、インシデント対応、データ保管などの分野において、コンプラ
イアンスおよび規制要件に関する基本的なガイドラインが確立される必
要がある。41	関連する評価枠組みは世界・地域・国といった規模別、
または医療・金融など業界別に存在する。例えば日本国内では多数の
ISO証明書、PCI-DSS、HIPPAガイドライン、FISCガイドライン、
ISMAPが適用される。42	

他方、欧州ではCISPE	(Cloud	Infrastructure	Services	Providers	
in	Europe)	がクラウドインフラサービスプロバイダーに対する最低限の
期待値・項目を設定し、一連のリソースを公開することでクラウド調達
の原則が概ね確立されている。また、CISPEの行動規範では、GDPR
に即したCSPとユーザそれぞれの役割について、データ保護のどのよ
うな側面についてどちらがどのような責任を負うのかを明示している
（例えば、CSPは当該サービスが運用される施設の物理セキュリティ管
理を担う)。同行動規範によれば、ゲストOSやその他の関連アプリケー
ションおよびセキュリティ向上施策の設定等の管理に対してはユーザが
サービス約款に則った責任を有する。43	

2.2 b-より良い成果を引き出すためのより良い契約実務

ユーザがあるCSPと契約を結ぶには、プロバイダ自身とその製品に対
するデューデリジェンスを含む、プロバイダー選定基準が明確になって
いなければならない。

デューデリジェンスを行うことでユーザはセキュリティに関する懸念に
対処し、検討中のプロバイダが提案するサービス内容をよりよく理解し、
必要があれば交渉を行うことができる。また、機能や特徴をくまなく見
て導入に伴うリスクを軽減するために、試用期間を設けてサービスを検
証することも推奨される。

相手方CSPとこうしたやり取りを済ませると、実際の契約手続が待って
いる。

契約手続では、検討中の契約がユーザのデータ所有権を保証するか、
プロバイダの乗り換えを遅らせる原因となりうるスイッチングコストを最
小限に抑えているかなど、さまざまな考慮事項がある。また、クラウド
サービス契約事項に最低契約期間や長期契約義務の定めが含まれな
いことを確認するのも重要である。多くのグローバルCSPはライセンス
契約と従量課金制度を採用することでスイッチングコストの発生を防い
でいる。

公共部門における調達手法や契約慣行の大半は、ゼロベースで開発さ
れた物理ハードウェアや物理サーバなど従来の IT技術製品を想定して
設計されている。そこでは従量課金制度が有効な選択肢と捉えられて
いない。このことから、現行の手法・慣行は公共部門におけるクラウド
サービスを選択する余地を狭めるだけでなく、クラウドサービスの導入
を検討する際に選択肢を限ってしまうのである。

41		https://cispe.cloud/code-of-conduct/	
42		https://aws.amazon.com/compliance/programs/	
43		https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/data_protection_code_of_conduct_for_cloud_infrastructure_services_providers_-_cispe_-_english_version.pdf

当市ではハイブリッドモデルをベースにクラウドを利用しています。クラウド技術の活用により従来の ITインフラ構
成では達成できなかった幅広いサービスを利用しつつも、オンプレミスでのデータセンター利用も必要であると考
えています。

北九州市 デジタル市役所推進室 高尾 芳彦氏

https://cispe.cloud/code-of-conduct/
https://aws.amazon.com/compliance/programs/
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/data_protection_code_of_conduct_for_cloud_infrastructure_services_providers_-_cispe_-_english_version.pdf
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44		https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067
45		https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_11380145_po_f2107c.pdf?contentNo=1&alternativeNo=

公共部門で遍く用いられる従来の調達および契約手法では、ハードウェアなどの物理的 IT資産の購入を含めて設
計されます。この価格とリソース固定型の契約手法は、クラウドサービスが採用する従量課金制度や予期せぬス
ケールアウト―水道、ガス、電気などと同様に利用分に見合った料金を払う方式―にはそぐわないのです。

この不一致はクラウドへの移行にとって相応の障害となるでしょう。クラウドのメリットを実現するには、国、地方自
治体、クラウド事業者が三位一体で状況の改善に取り組むべきです。

北九州市 デジタル市役所推進室 高尾 芳彦氏

地方自治体では、年度を通じたサービス需要の予測は困難なためにクラウドサービス向けの予算確保に苦戦して
いる事例が見られます。

政府による補助金の大半は物理設備の購入や設備投資を優遇しており、クラウドサービス料金をはじめとする運用
コストは除外されています。

一般社団法人 コード・フォー・ジャパン副代表理事 陣内 一樹氏

さらなる制限は公共部門における予算編成の原則に由来する。これは
地方自治法第208条の、一会計年度に確保された予算の当該年度中
の消費を定める「単年度原則」のことである（いくつかある例外事項に
はクラウドサービスの利用は含まれないようだ)。44,	45	公共機関が当該

会計年度内に予算を執行しなかった場合、次年度予算は高い確率で削
減されてしまう。従量課金制に基づくクラウドサービスは、年間運用コ
ストが従来の ITシステム契約と比べて変動しやすいため、この原則は
公共部門におけるクラウド利用の推進には逆効果である。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067
https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_11380145_po_f2107c.pdf?contentNo=1&alternativeNo=
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2.3.クラウドの実装

プロバイダと主要契約事項を話し合った後、実装の初期段階において
は、ユーザはクラウドサービス全体に大きな影響を与えうる特定分野に
ついて考慮が求められる。

考慮対象事項は事業全体のクラウド戦略の中で取り上げられるべきで
あり、例としてはCSPネイティブなサービスの利用、マルチクラウドおよ
びデータポータビリティとセキュリティ、アプリケーションポータビリティ、
さらにクラウドガバナンスの原則などが挙げられる。

2.3 a-シングルクラウドモデルとマルチクラウドモデルの戦略的な使
い分け

固有ニーズに最も合致するサービスモデルを選択した後は各ユーザー
に最適なデプロイメントモデルの検討に移る。

その最たる例として、単一のCSPで様々なクラウド関連ニーズに対応す
るか、複数のCSPの異なるサービスを取り入れるかを決めなければな
らない。

どのクラウド上でも同じコードを実行するためのアーキテクチャと運用
ツールとプロセスを構築しようとすると、ワークロードの構築と実行の
複雑さが増す。これにより、企業においてCSPが提供する価値あるサー
ビスの利用ができないだけでなく、開発者の機動性と市場参入までの
所要時間が最小限に抑えられなくなる恐れがある。クラウドを利用しな
いソリューションを維持運用する場合、開発者には基盤技術の構築が
求められるため、その労力は単一のCSP	を利用する場合と比べて相当
程度大きくなる。このことからクラウドを単にコモディティ化されたデー
タセンターとしてしか利用しないような、特定のプラットフォームに依存
しないアーキテクチャが選ばれることが多い。しかし、これでは企業が
クラウドの真のメリットを十分に享受できなくなるかもしれない。ほとん

どのグローバルCSPは特定のプラットフォームに依存しない様々なリ
ソースとオープンリソースとの互換性を確保しし、マルチクラウドであれ
既存オンプレ資産の継続利用であれ、ユーザが自身のニーズに最適な
手法を選択できるようにしている。46	

ユーザはあらゆる選択肢から最良の価格、機能およびインフラコンポー
ネントを選び、より豊富なストレージを得て、単一プロバイダーへの依
存を減らしたいと考えるため、マルチクラウドおよびハイブリッドクラウ
ドは日本でも広く採用されている戦略である。47	一見すると理に適った
戦略だが、CSPによって、認証、許可、コンポーネントの強化・監視・
更改およびパッチ適用に用いる標準、方法論、構成、閾値、ポリシーが
異なるため、総合的なユーザのセキュリティ機能は損なわれるかもしれ
ない。ポリシーの統合とツールの同期は不可能ではないが、これだけ
の違いを持つ不揃いな IT環境の管理は骨が折れる上に人的ミスを誘
発する。また、ユーザ IT部門における特定のクラウド環境への習熟に
必要な時間と労力、およびマルチクラウドの管理に精通した従業員が
在籍しているかどうかについても考慮が必要である。さらに、ほとんど
すべてのCSPでは価格表にボリュームディスカウントが組み込まれてい
るため、ワークロードを複数のインフラに分散させることは大量購入の
機会を減らすことに繋がる。

2

1

4

3出発地点
ITソリューションの更新期間

クラウドの選択 クラウドの評価

クラウドの実装

顧客

当社が利用するクラウドサービスプロバイダーはさまざまな場面でさまざまなサポートを提供してくれるツールボッ
クスのような存在で、我々はそこから自分たちに必要なものを選ぶことができます。彼らの多様なリソースとサービ
スはスタートアップにとっては大きな資産であり、また我々のビジネスにおける目標達成に一役も二役も買ってい
ます。

TRENDE株式会社 テクノロジーディレクター武田 泰弘氏

46		https://www2.deloitte.com/lu/en/pages/risk/articles/a-new-strategy-for-multicloud.html	
47		https://www2.deloitte.com/us/en/insights/topics/digital-transformation/cloud-infrastructure-strategy.html	

https://www2.deloitte.com/lu/en/pages/risk/articles/a-new-strategy-for-multicloud.html
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/topics/digital-transformation/cloud-infrastructure-strategy.html
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2.3 b–データポータビリティ

アプリケーションの相互接続性を担保するためにマルチクラウドを選択
する場合、クラウドアプリケーションコンポーネントは可能な限り柔軟
に構築されるべきであり、連携するアプリケーションとの結びつきは疎
結合とすべきである。これにより単一ベンダーしか実質的に利用できな
くなるリスクが軽減されるだけでなく、ワークロードの移行やマルチクラ
ウド環境の構築に必要なアプリケーションの相互運用性も確保できる。

さらにアプリケーションはオープンスタンダード、すなわち特定のプラッ
トフォームに依存しない仕様で構築することでプロバイダーの乗り換え
が比較的容易になる。この点について、公正取引委員会は2022年2
月公表の「官公庁における情報システム調達に関する実態調査報告」
において、ベンダーロックインの防止に繋がるため、情報システムの政
府調達においてはオープンソフトウェアや汎用性の高いオープンな仕様
の採用が望ましいとしている。49	特定のプラットフォームに依存する場
合は移行後に大幅なカスタマイズを要し、結果的にベンダーロックイン
が発生しやすくなる。

ユーザは特定のプラットフォームとしか互換性を持たないアプリケー
ションを開発する意味をよく理解しなければならない。それが意味する
のは、システムアーキテクチャの柔軟性が損なわれ、ユーザの対プロバ
イダー交渉力が低下し、ひいては特定のプロバイダーに事実上ロックイ
ンされかねない、ということだ。

データとアプリケーション双方が異なるクラウドプラットフォームおよび
運用環境で移植可能なことを確認するのが、有効なマルチクラウド戦略
の鍵である。

グローバルCSPはこうした移植可能性の担保に向けて、ユーザ側で
データを移動可能な状態に保ち、また必要に応じていつでもCSP側で
のデータ保管のオン・オフを切り替えるためのさまざまなポータビリティ
ツールやサービスを提供している。つまりグローバルCSPは、迅速かつ
安全なデータの抽出および移行を可能にするツールをいくつも提供し
ているのだ。これらの製品は、データの安全な移動というユーザの要求
に応えるべく提供されており、オープンソースツールとの互換性をも有
する。

私たちが必要な情報はクラウドサービスプロバイダを介して不便なく入手できています。当市が利用するのはグ
ローバルなプロバイダが主ですが、それはクラウド導入に役立つ各種マニュアルやガイドラインが日本語で公表さ
れているからです。また、日本の公的機関は先進技術を導入する場合には先行着手した成功事例を参照する傾向
がありますが、実績のあるクラウドサービスプロバイダは、そうした意思決定の参考となる経験と実績を数多く有し
ています。

北九州市 デジタル市役所推進室 高尾芳彦氏

我々は、高品質なサービスを受けるために現在のクラウドサービスプロバイダと契約していますが、仮に他のプロ
バイダへの乗り換えることになったとしても、基本的に多くのサービスプロバイダで共通した機能を有しているため，
移行にかかる労力を少なく抑えることができます。

TRENDE株式会社 テクノロジーディレクター武田泰弘氏

49		https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2022/feb/220208_system/220208_report.pdf

もう1つの重要な考慮事項は、オンプレシステムをクラウド移行する際
に日本のユーザがどの程度のカスタマイズを要求するかだ。48	カスタマ
イズによって、異なるCSPのプラットフォームやインフラの間での絶対的
な互換性のほか、CSPどうしでの切れ目のない円滑なシステム移行や
切替が実現できなくなる恐れがあり、結果的に事実上のベンダーロック
インが発生するリスクも高まる。

マルチクラウド戦略を採用した場合は1つのCSPに習熟してから、組織
のさらなる前進するために必要な準備が整った後で他のCSPを採用す
るやり方も考えられる。日本では優れたクラウド人材の発掘は課題であ
り、複数クラウドの高度な専門知識を持つ人材ともなればなおさら困
難である。そのため、社内での能力育成は組織のクラウドの成熟度を
高めるより良い方法だ。既存スタッフが一つのCSPに習熟すれば、彼ら
は別のCSPに対しても一定の素養があると言えるからである。
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2.3 c–データポータビリティとグローバルスタンダード

今日、データポータビリティを含む消費者のデータに関する権利はデジ
タル経済圏においてデータドリブンなサービスの利用増加につれて世
界中の規制当局の注目を集めている。50	規制当局の中にはデータポー
タビリティをユーザー個人の権利とみなす傾向があり、その典型例が
EUにおいて2018年5月25日に発効した一般データ保護規則	
(GDPR)である。ほとんどのグローバルCSPはGDPRの要件への合致
が早期に求められているため、ユーザは管理に手間暇をかけずとも
CSP同等のコンプライアンス水準を実現できる。これはGDPRだけで
なく日本固有の規制の遵守に関しても同様である。

こうした規制要件に加えて、大半のグローバルCSPは業界標準に従う
ことでデータポータビリティの実現を進めている。業界標準にはFFoD	

(Free	Flow	of	Non-personal	Data)	51規則下で欧州委員会が成立に
努力したものも含まれ、またSWIPO	(Switching	Cloud	Providers	
and 	Porting 	Data -EU 	Free 	Flow 	of 	Non -Personal 	Data	
Regulation	/	Artic	le	6	“データの移植” の適切な適用に向けた自発的
行動規範を策定すべく欧州委員会が発足を促したマルチステークホル
ダー団体)が策定したデータポータビリティに関する一連の自発的行動
規範は特筆に値する。52	SWIPOの行動規範はユーザとCSPの関係を
規定し、あるCSPから別のCSPへのデータ移行の有効性と安全性を保
証しするとともに、移植性と相互運用性に対するユーザのニーズに対応
している。さらにSWIPOメンバーは行動規範の遵守を証明するために
定期的に遵守宣言を提出している。データポータビリティ原則に沿った
行動はデータの自由な流れを支える基礎であり、公平な競争環境の確
保にとっても極めて重要な役割を果たす。53	

2.3 d–クラウドガバナンスとデータセキュリティ

クラウドサービスのガバナンスにおいて利用者は誰か、システムは何台
利用可能か、どのような承認が必要かを提示する十全なメカニズムの
確立は最重要課題である。失敗すればデータの損失を招く恐れすらあ
る。Gartnerの予測によれば、2025年にはクラウド関連のセキュリティ
事故の99%はユーザー起因となる。54	考えられる原因は、クラウドの
セキュリティとポリシーに対する認識不足、クラウドのアクセス許可設
定不備によるデータベースへの不正アクセス、不十分なクラウドガバナ
ンスなどだ。ほとんどのクラウドサービスには外部攻撃に耐えられる自
動更新のセキュリティ機能が組み込まれているため、ユーザーのオンラ
イン資産の保護の点からはオンプレよりも堅牢なソリューションである。
ただしユーザが何もしなくてよいわけではなく、信頼できる保護が受け
られていることを確かめるために、クラウド構成の初期設定とその後の
定期的なレビューを行う責任を負っている。

CSPのデータセキュリティ機能に対する理解を促すため、日本政府は
2021年3月に情報システムセキュリティ管理評価プログラム	(ISMAP)
制度を開始した。ISMAPは、（ユーザに代わって）CSPのセキュリティ
を評価し、日本政府が定める要件を満たしたCSPをリストに登録する。
この「ISMAPクラウドサービスリスト」がデューディリジェンスの結果と
同義のため、クラウドの調達に係る負荷は低減される。55,	56

ISMAPのようなCSPのセキュリティ能力を評価する制度の利用に加え
て、大多数のクラウドサービス契約の典型要素である、セキュリティに
関する責任共有モデルをユーザが理解することも重要である。

クラウドサービスプロバイダは日本におけるOSS (オープンソースソフトウェア) の開発に一定の貢献をしてきたと
の評価ができます。クラウドサービスプロバイダはOSSの利用・運用方法に関する知見を公開したり、ユーザ自身
が進めるOSS関連サービスの開発を手助けするためにテスト環境を無償提供したりしています。

一般社団法人 コード・フォー・ジャパン エンジニア上東 亜佑稀氏

50		https://www.copado.com/devops-hub/blog/how-data-portability-can-be-managed-securely
51		https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1807	
52		https://swipo.eu/about-2/	
53		https://swipo.eu/blog/cloud-companies-move-forward-declaring-adherence-to-%E2%80%8Eswipo-codes-of-conduct-%E2%80%8E/	
54		https://www.gartner.com/smarterwithgartner/is-the-cloud-secure/
55		https://www.ismap.go.jp/csm
56		https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/eng/pressrelease/2020/6/03_6.html

https://www.copado.com/devops-hub/blog/how-data-portability-can-be-managed-securely
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1807
https://swipo.eu/about-2/
https://swipo.eu/blog/cloud-companies-move-forward-declaring-adherence-to-%E2%80%8Eswipo-codes-of-conduct-%E2%80%8E/
https://www.ismap.go.jp/csm
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/eng/pressrelease/2020/6/03_6.html
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従来のオンプレITアーキテクチャとは異なり、クラウドソリューションは
セキュリティ管理に責任共有モデルを適用しており、契約フェーズで設
定された詳細に応じて、ユーザーは特定のセキュリティ責任を持つ。パ
ブリック環境、ハイブリッド環境、マルチクラウド環境に脆弱性をもたら
すリスクを低減するためには、ユーザーの責任とプロバイダーの責任の
間に境界線を定めることが不可欠である。

責任共有モデルでは通常クライアント側が持つ責任の一部が提供され
るクラウドサービス側に移される（クラウド“の”セキュリティ）。これには、
データセンタープロバイダの選択と監査、データセンターの物理的セ
キュリティの確保、さまざまなデータセンター間で転送されるデータの
暗号化が含まれる。57	これにより、クライアント側でのリソース割り当て
が改善され、サイバーセキュリティ機能が強化される。

クラウドが提供するサイバーセキュリティのセキュリティ上のメリットは、
オンプレのソリューションよりも優れている。CSPが提供するセキュリ
ティ上のメリットを損なわないためには、ユーザは暗号化、鍵のロー
テーション、トークン化などの完全なセキュリティ対策を定め、クラウド
内のデータを保護するための多要素認証とデジタル証明書を調達し、
クロススクリプティング攻撃やSQLインジェクション攻撃を防ぐウェブア
プリケーションファイアウォールを配備する必要がある。特別なシールド
サービスは、DDoS攻撃を防ぎ、セキュリティアーキテクチャをCSPの
アーキテクチャ上の制約と整合させ、クラウドのセキュリティ規定につい
てスタッフを訓練し、常に警戒する文化を醸成する。

5年前に比べれば、公共部門はクラウドに対して門戸を開いています。しかし、クラウドの潜在的リスクがメリット
を上回るのではないかという懸念や、クラウドベースのソリューションを用いた際に市民の個人情報をどう扱うのが
適切なのかといった点についての不安は払拭されていません。

政府がクラウド導入のための統一されたセキュリティ基準を作成すれば地方自治体の意思決定は今よりも円滑に
進むでしょう。

一般社団法人 コード・フォー・ジャパン副代表理事 陣内 一樹氏

57		https://blog.f-secure.com/what-is-the-shared-responsibility-model-and-why-should-you-care-about-it/
58		https://cloudsecurityalliance.org/blog/2020/08/26/shared-responsibility-model-explained/

一般的な責任共有モデルの考慮事項 58

ユーザ側のデータ

プラットフォーム、アプリケーション、アイデンティティ＆アクセス管理

オペレーティングシステム、ネットワーク、ファイアーウォールの設定

ユーザ側のデータ
データの暗号化

データ整合性の認証

サーバサイドの暗号化 
（ファイルシステムand/or 

データ）

ネットワークトラフィックの保全
（暗号化、整合性、アイデンティ

ティ）

ユーザ

クラウド内のセキュリティ
に対する責任

ソフトウェア

ハードウェア

リージョン アベイラビリティゾーン エッジロケーション

CSP

クラウドのセキュリティに
対する責任

コンピューティング ストレージ データベース ネットワーク

https://blog.f-secure.com/what-is-the-shared-responsibility-model-and-why-should-you-care-about-it/
https://cloudsecurityalliance.org/blog/2020/08/26/shared-responsibility-model-explained/
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規制の厳しい業界からのユーザの信頼 -ソニー銀行の場合

金融サービスは国内外で高度に規制された業界であり、顧客データの
保護とサービスの可用性に関して一層厳しい要件が課されているため、
クラウド導入についても他業界より多くの懸念事項を有する。しかしな
がら、規制の厳しい業界にいる企業がクラウドの恩恵を享受できないか
というと、そうではない。このことは熱心かつ組織的なクラウドユーザー
であるソニー銀行とのインタビューでも裏付けられている。ソニー銀行
は、銀行業務に課されるさまざまなセキュリティ基準をすべて満たしな
がら、オンライン銀行として最大限の IT活用を行っている。

2011年、クラウドの恩恵にいち早く気づいたソニー銀行であったが、慌
てて新技術に飛びつくことはなかった。2年間かけて複数の選択肢を比
較調査し、特定のクラウドサービスのシステムリスクと情報セキュリティ
を徹底的に評価した。

ソニー銀行は既存のサードパーティベンダー評価枠組みに基づいてク
ラウド専用のチェックリストを作成した。このリストを参考に最終決定権
者が中心となって問題を一つずつ解決し、責任共有モデルの概念も理
解した。この評価はそれ以降毎年実施されており、さらにサービス等に
重要な変更があった場合にも実施されている。

実際の導入フェーズにおいても彼らは慎重を期した。	2013年に、顧
客への影響が少ない業務から徐々にクラウド移行を開始した。そうして
クラウド利用に関する実践経験とノウハウを蓄積した後、2019年12
月にクラウドの導入範囲を全機能に拡大した。2021年9月時点で、ソ
ニー銀行 ITシステムの約80%がクラウドインフラ上で稼働しており、
SaaSアプリケーションも積極的に利用されている。

重要業務のうち、総勘定元帳システムは2019年秋にクラウドに移行済
である。また、ソニー銀行では、2023年の稼動を目指し、” クラウドネ
イティブ” な次世代基幹系システムの開発を進めている。

我々がクラウドサービスを利用する際は、単に効率性や技術的優位性が得られるかだけでなく、サービス品質やセ
キュリティが確保されるかを慎重に調査・評価します。

クラウド導入前および導入後に、第三者の外部コンサルタントの協力も得て、システムリスクと情報セキュリティに
関する徹底的な評価を実施しました。

“クラウドファースト” の概念はすでに社内で浸透しており、今では “クラウドオンリー” 、そして “クラウドネイティブ” 
という次の段階に進んでいます。

ソニー銀行株式会社 執行役員 福嶋 達也氏

クラウドと既存のオンプレ環境のどちらが自社組織に適しているかを判断するためには、コストやリスクなどのファ
クトベースで比較することが肝要です。

当社がクラウドに関連して経験したインシデントの頻度および規模は、オンプレと比してはるかに低く小さいです。
クラウドの可用性を維持するセーフガード機能により、インシデント発生時の事業への影響は最小限に抑えられま
す。またCSPが設定した “アベイラビリティゾーン” も複数利用しているので、インシデント発生によって業務が中
断または停止するリスクはさらに低減されています。

ソニー銀行株式会社 執行役員 福嶋 達也氏
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2.4 a–クラウドガバナンスと内部レビュー

内部監査チームは、リスクに対してどの範囲で事前に手が打たれてい
るか、およびリスク評価基準がどの程度が定義され、かつ見直されてい
るかを把握するために、クラウド導入に係る自社のガバナンス体制に目
をこらすべきだ。これにより、たとえば、” 機能していない” クラウドや内
部規定に準拠しない実装を減らすことができる。この際、サービスの提
供場所についての規制要件も考慮する必要がある。ますます多くの事
業体がクラウド向けのリスクコントロールマトリックスと監査フレーム
ワークを整備することで、組織単位のクラウド監査業務の一貫性を保ち
つつ、当該組織における主要リスク、対象となる規制要件、および業界
内のグッドプラクティスとの整合性を確保するようになっている。監査フ
レームワークはクラウド以外の IT領域全体に係るリスクおよびコント
ロールを加味するべきである。

上記の一連のレビューは、プログラムのガバナンスと移行手法、ビジネ
スケース、およびメリットの実現方法、事業提携、既存インフラおよびレ
ガシープラットフォームとのテクノロジー統合計画、システムの依存関
係、およびテクノロジー資産に対するクラウド導入の影響評価に重点を
置いて実施されるべきである。

クラウド上に実装されたシステムを監査するには、内部監査チームが監
査業務の一部として重大リスク領域をどのように優先順位付けするか
を定義しなければならない。外部委託されたクラウドサービスの台帳を
作成し、その完全性を定期的に見直すことで、再委託を含めた外部委
託者へのリスクの集積状況を企業が把握できる。追加で検討すべき分
野としては外部委託組織を含めた企業単位のアクセス権管理、SOC報
告書や外部認証への依拠・参照可能性、レガシーシステムの統廃合と
その影響評価、組込機能を活用する場合も含めた、あらゆるサードパー
ティとの契約事項に纏わるリスクを特定・管理・報告する内部統制枠
組みなどが挙げられる。59	

税金で支えられている組織として、我々には公的資金の使途についての説明責任があり、政策評価と費用対効果
分析を行う必要があります。そのため、クラウドの投資収益率 (ROI) 測定用のデータを継続的に収集しています。

例えば、職員の勤務時間を有効活用するためにクラウドベースのチャットボットを導入し、問い合わせに対する応
答時間の削減を行うことで、担当者はコアタスクに集中できるようになった結果、残業時間を削減できました。 

北九州市 デジタル市役所推進室 高尾 芳彦氏

2.4.クラウドの評価

どんな物事でも、時には立ち止まってこれまでの成果についてじっくり
考えることは重要だ。クラウド導入過程においてはクラウドの活用によっ
て得られる成果を定期的に評価すべきである。

組織におけるクラウド導入の監査を検討中の内部監査チームは、クラウ
ドガバナンスおよびクラウド移行プログラムに対する監査、および安定
稼働中の環境や問題なく終了した実装について、一つ以上の技術分野
に対象を絞ったレビューの実施を検討すべきである。こうして対象を絞
ることで、内部監査チームは組織がどれほど効果的にクラウド関連リス
クを特定・管理しているかを理解できる。導入の性質、環境構成の複
雑度や成熟度によって、IT監査を含む内部監査チームは全体の監査
ニーズと具体的な評価対象範囲を決めることができる。

2

1

4

3出発地点
ITソリューションの更新期間

クラウドの選択 クラウドの評価

クラウドの実装

顧客

57		https://blog.f-secure.com/what-is-the-shared-responsibility-model-and-why-should-you-care-about-it/
58		https://cloudsecurityalliance.org/blog/2020/08/26/shared-responsibility-model-explained/
59		https://www2.deloitte.com/uk/en/pages/financial-services/articles/hot-topics-it-internal-audit-cloud-governance-and-security.html

https://blog.f-secure.com/what-is-the-shared-responsibility-model-and-why-should-you-care-about-it/
https://cloudsecurityalliance.org/blog/2020/08/26/shared-responsibility-model-explained/
https://www2.deloitte.com/uk/en/pages/financial-services/articles/hot-topics-it-internal-audit-cloud-governance-and-security.html
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こうした分野における業界を牽引するCSPの功績として、暗号通信の
保護下で内部監査用の証跡を収集し、さらに監査に適した形式に変換
するツールの開発やサービスの提供に着手している。60	これにより、年

次のクラウド監査に必要な証跡収集の手間と収集された証跡の改竄リ
スクは軽減され、ひいては監査コストの削減に繋がる。61

小括

クラウド導入は官民双方の事業体に様々な特有のメリットをもたらす。
このメリットを最大化するには国内ユーザは多種多様なプロバイダー
が展開するソリューション・ラインアップへ最大限に広範なアクセスを
付与され、各々の個別需要に合わせてクラウド導入・実装を実現する
ための手段と知識を習得していなければならない。

ベンダーロックインやセキュリティ関連の設定など、クラウドの実装に
纏わる一般的な落とし穴を避けるために適切な判断を下すのは、専門
家の支援なしでは困難な場合もある。それにもかかわらず、クラウドへ
の移行は、リスクが適切に管理されていれば、ほとんどの場合でリスク
をはるかに上回るメリットをもたらす。

自社運営のオンプレミス資産を持つ場合、堅牢なコンプライアンス体制の維持は複雑で時間のかかる作業です。反
対に、クラウドサービスを利用すれば法定監査への対応に要する時間と手間は省くことができます。

WHILL株式会社 CTO 福岡 宗明氏

60		https://aws.amazon.com/audit-manager/
61		https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/risk/us-deloitte-aws-audit-manager-whitepaper-clean.pdf

https://aws.amazon.com/audit-manager/
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/risk/us-deloitte-aws-audit-manager-whitepaper-clean.pdf
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62		https://www.bcg.com/publications/2019/economic-impact-public-cloud-apac/japan
63		https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/jinzai/gaiyou.pdf

クラウドが企業にもたらす直接的な効果は多岐に及び、それらについては既に先の二章で論じた。しかし、CSPは自身が活動拠点を置くコミュニ
ティそのものにも働きかけ、社会全体にも好ましい変化を与えている。

グローバルCSPは、地域社会の成長のために日本に投資し、地方自治体や中央政府との交流を深めている。本章ではCSPが地域コミュニティに
与える影響に目を向け、特に教育・雇用創出・脱炭素化といった重要分野においてCSPによる投資が日本社会にどのように貢献してきたかを考
察する。

3.1. 日本のデジタル人材の成長と雇用創出の推進

雇用創出と機会拡大

クラウド技術は世界中で雇用創出に寄与している。

日本では、CSPや ITシステムベンダー、関連産業、エンドユーザーにお
いてクラウドにより直接的または間接的に創出される雇用は、デジタル
関連の専門職と関連する非専門職を合わせて14万6千に上ると推計
されている。62	

経済産業省の調査では2030年までに IT業界で最大79万人の雇用が
創出されると試算されている。63	例えば、国内外のデータサービスプロ
バイダーがビジネスの中枢である巨大都市の隣接地域にデータセン
ターを新設し稼働させてきたが、それは地域の労働者のために多くの
雇用機会を生み、その地域において雇用を確保するのに役立ってきた。

産業の枠を超えて：クラウドの日本社会への貢献

第3章

デジタル革命と技術革新は、長期的な利益を生
み出すだけでなく、短期的な課題も誘発します。

長期的には、クラウド主導のデジタル変革は、経
済成長と雇用市場に前向きで大きな影響を与え
ると考えられます。生産性の向上に伴い、転換期
に特定の職種が消失する可能性を考慮した対策
の検討は必要ですが、総合的に見ればその後の
雇用創出はその短期的な損失を補って余りある
でしょう。

慶應義塾大学特任准教授 黒坂 達也氏

https://www.bcg.com/publications/2019/economic-impact-public-cloud-apac/japan
https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/jinzai/gaiyou.pdf
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情報通信産業およびインターネット関連サービス産業における就業者数および就業者数の増加率 64

人材育成・能力開発

クラウドサービスセグメントの拡大に伴って、CSPはクラウドネットワー
ク全体を牽引する専門家の紹介や現地人材の育成に注力している。

Alphabetaが2020年に実施した調査では、アジア太平洋地域におけ
るクラウドスキルの需要は2025年までに3倍になると予想されている。
65	アジア太平洋地域におけるコンピテンシーの獲得状況ではオースト
ラリア、韓国、シンガポールが一貫して日本を上回っている。国内労働

市場全体のスキルを向上させるべく、CSPは様々な取組を実施してき
た。例えば、予見される労働人口の減少と人材不足を補うために、スキ
ルの再獲得プログラム、設計・開発・運用・データ分析等に関する無
料の専門的な研修を提供してきた。これらのプログラムは学習の効果
的な動機付けとなるほか、努力の可視化を行い、学生を含む就業希望
者に雇用獲得に役立つスキルを習得させ、また雇用主が適切な能力を
有する採用候補者を見つけ出す助けにもなる。66	こうした取組は日本
が推進する「リカレント教育」と目指す方向を同じくする。67

64		https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r03/pdf/01data.pdf
65		https://aws.amazon.com/jp/blogs/training-and-certification/demand-for-cloud-skills-in-apac-expected-to-triple-by-2025-advice-for-workers-looking-to-build-skills/	
66		https://aws.amazon.com/training/awsacademy/
67		https://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/mirainokyositu/pdf/002_s01_00.pdf
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スタートアップ企業のほとんどがクラウド利用し
ている今、クラウド技術の習得は、ITエンジニア
の労働市場における競争力や雇用の安定性を高
めるのに役立つと考えています。

弁護士ドットコム株式会社CTO 市橋 立氏

技術スタッフを採用する際、応募者がクラウド関
連の経験を有するかどうかを考慮しており、その
有無が採用における重要な指標となっています。

株式会社QPS研究所執行役員 開発部 部長 
上津原 正彦氏

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r03/pdf/01data.pdf
https://aws.amazon.com/jp/blogs/training-and-certification/demand-for-cloud-skills-in-apac-expected-to-triple-by-2025-advice-for-workers-looking-to-build-skills/
https://aws.amazon.com/training/awsacademy/
https://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/mirainokyositu/pdf/002_s01_00.pdf
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次世代の教育に対する支援と協賛

日本はさらに、ICTが生活から切り離せなくなっていることに注目し、テ
クノロジー関連教育プログラムを通じて若い世代の技術力・識字力の
早期向上を図っている。

2020年4月から国内の小学校でコンピュータ・プログラミングが必修
科目となった。この取組を成功させるべくCSPは学校に対する支援を
継続して行っている。また、地域の若い世代を対象にしたいくつもの革
新的なイベントの開催を全面的にバックアップすることで、将来世代が
コンピュータサイエンスやクラウドの概念を学んだり、Science,	
Technology,	Engineering,	Arts	and	Math	(STEAM)	教育に参加し
たり、革新的な製品を用いて「Think	Big」を体現するよう奨励したりし
ている。68	

加えて、CSPは国内の ITリテラシー向上の目的でハッカソンやその類似
イベントを熱心に支援している。例えば、シビックテック・チャレンジ69

という国内開催のハッカソンでは22歳以下の学生が社会問題の解決
に向けて出し合ったアイディアを実際に地方自治体が採用し、実証を進
めている。70

次世代においてSTEAM科目への関心を高めるためのCSPによる投資
は、未来の人材育成に長期的かつポジティブな影響を与え、日本がイ
ノベーションを起こす速度を上げて将来立ちはだかる課題に適応できる
ようにするだけでなく、日本を技術に精通した国家たらしめる可能性も
秘めている。

より多様で公平でインクルーシブな職場づくり

国連「持続可能な開発のための2030アジェンダ」における男女平等
目標や、内閣府男女共同参画局が主導する男女共同参画社会の実現
のためのビジョンに沿って、グローバルCSPは男女平等を積極的に推
し進めている。71,	72,	73	具体的には、グローバルCSPはクラウド業界やテ
クノロジー領域における女性の参加を促すために各地域市場でさまざ
まなイベントを積極的に立ち上げたり支援したりしている。例えばAWS
はGirls'Tech	Dayを定期的に開催して女性がクラウドサービス業界・
技術に触れる機会を創出している。74

3.2. 日本の2050年カーボンニュートラル目標を支えるクラウドデー
タセンター

2020年10月に菅義偉元首相は、2050年までに日本の温室効果ガス
排出量を実質ゼロにすると宣言した。この大胆な目標は30年かけて
日本をカーボンニュートラルへと導く意図を有し75、データセンター事

業者やクラウドサービスのユーザを含む業界内のステークホルダーは、
同目標に沿って二酸化素排出量削減により強い熱意で取り組んでいる。

オンプレミスからクラウドへの移行 :エネルギー使用量とそれに伴う炭
素排出量の削減

米国エネルギー省	(DOE)	、ローレンスバークレー国立研究所	(LBNL)	、
および国際エネルギー機関はコンピューティング資産をオンプレのイン
フラからクラウドに移行することでエネルギー効率が大幅に向上する研
究結果を報告しており、これは学術誌に掲載された膨大な数の研究論
文によっても指摘されている。76	これは、クラウドデータセンターにおけ
る高い稼働率、より精度の高いエネルギー管理機能、エネルギー消費
を最小限に抑える高性能な冷却システムのおかげである。とりわけハイ
パースケールクラウドデータセンターでエネルギー効率の改善効果は顕
著に現れるが、これは同データセンターにおいてサーバがより高い稼働
率で最大の生産性を発揮するよう設定されるからである。77

68		https://thinkbig2021.splashthat.com/	
69		https://ccc2021.code4japan.org/
70		https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000070804.html	
71		https://www.unwomen.org/en/digital-library/sdg-report	
72		https://www.gender.go.jp/english_contents/about_danjo/index.html	
73		https://www.gender.go.jp/c-challenge/kyouryoku/kigyou/073.html	
74		https://www.excite.co.jp/news/article/BcnRetail_194764/	
75		https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/roadmap/index.html
76		https://science.sciencemag.org/content/367/6481/984/tab-pdf
77		https://eta.lbl.gov/sites/all/files/publications/lbnl-1005775_v2.pdf

IT分野の労働市場ではクラウド関連の知識を習得してさえいれば、若い世代であっても頭一つ抜けることが十分に
可能です。今日ではクラウドは重要な ITスキルとして確立されており、新しい用語である “クラウドエンジニア” も
頻繁に採用フラットフォーム上で目にしています。

TRENDE株式会社 テクノロジーディレクター 武田 泰弘氏

https://thinkbig2021.splashthat.com/
https://ccc2021.code4japan.org/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000070804.html
https://www.unwomen.org/en/digital-library/sdg-report
https://www.gender.go.jp/english_contents/about_danjo/index.html
https://www.gender.go.jp/c-challenge/kyouryoku/kigyou/073.html
https://www.excite.co.jp/news/article/BcnRetail_194764/
https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/roadmap/index.html
https://science.sciencemag.org/content/367/6481/984/tab-pdf
https://eta.lbl.gov/sites/all/files/publications/lbnl-1005775_v2.pdf
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エネルギー効率が高いほど作業負荷あたりのエネルギー消費量は少な
くなり、したがって関連する炭素排出量も少なくて済む。2021年に発
表された451	Researchの調査報告によると、日本のユーザはオンプ
レのインフラからクラウドへにワークロードを移行することでエネル
ギー消費とそれに伴う炭素排出を77%削減しうることが示されている。
78	さらに International	Data	Corp.	(IDC)	の調査では、ワークロード
のクララウドへの移行が進んでいけば、クラウドは2021年から2024
年までに10億トンの二酸化炭素排出を削減できると予測している。79

再生可能エネルギー利用率100% への取り組み:CO 2排出量ゼロへ
の道筋

エネルギー消費量の削減に加えて、よりクリーンなエネルギー源への転
換も炭素排出量の削減にとっては欠かせない。国内市場ではクラウド
データセンター業界が再エネ利用に率先して取り組んでおり、複数の大
手クラウドデータセンター事業者は今後数年以内にデータセンターを
100%再エネで運用することを宣言している。

再エネ利用率100%という野心的な目標を達成しようとするデータセ
ンタ事業者の努力は、IT業界だけでなく事業運営にパブリッククラウド
を利用するすべての利害関係者に良い影響を与え、日本のカーボン
ニュートラル目標達成にも資するだろう。

小括

グローバルCSPは日本の社会や産業界にとって好ましい変化を与え国
内でのデータセンター開発という直接投資以外にも多数のプロジェク
トに投資してきた。

グローバルCSPは、ITリテラシーの向上から二酸化炭素排出の実質ゼ
ロという野心的な目標達成の支援まで、広く日本に貢献をしてきたとい
える。グローバルCSPによるこうした利益を享受し続けるためにも、日
本のクラウドサービスセグメントが国外のプロバイダにも開かれた市場
であり、日本社会全体でクラウド導入を加速させ続ける必要があること
を、日本政府及び規制当局において認識されるべきである。

78		https://d1.awsstatic.com/institute/The%20Carbon%20Reduction%20Opportunity%20of%20Moving%20to%20the%20Cloud%20in%20APAC_Japanese.pdf
79		https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS47513321

https://d1.awsstatic.com/institute/The Carbon Reduction Opportunity of Moving to the Cloud in APAC_Japanese.pdf
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS47513321
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COVID-19の世界的大流行により、企業の経営陣はクラウド移行のメ
リット、デメリット、コスト、リスクの把握にこれまで以上に意欲的になっ
ている。しかし、これらは言語化は容易ではなく、数値化に至ってはさ
らに困難な場合もある。こうした背景に照らして、本稿は日本企業およ
び日本社会全体に宛ててクラウドの利点を概説する入門書たることを
目指して作成された。

CSPは、それが国内発か国外発かであるかを問わず、日本のクラウド
サービスセグメントを活性化させている。また、政府が決断力を持って
政策を実行することで、グローバルCSPが事業展開しやすい環境が日
本で整備された結果、世界中のベスト・プラクティスが日本に輸入され、
日本企業はインフラへの初期投資を最小限に抑えながら国外市場へ進
出できるようになった。

日本は世界との繋がりを持つアジア太平洋地域の技術的なハブとして
認知されることを切望しているため、革新的な企業によって膨大な量の
データが国内で生成される蓋然性が高い。ほとんどの企業はギガバイ
トやペタバイト級の莫大な容量のデータ処理に要するインフラを自社で
揃えるのに苦労するだろう。こうしたデータ処理を完了するには非常に
大規模なストレージ・ウェアハウス・分析機能が欠かせないからだ。こ
のように考えると、クラウドへの移行は事業運営上の必須要件であると
いうのも過言ではない。

日本の企業は、クラウドの実装について適切なデューディリジェンスと
ベストプラクティスに基づく十分な情報に基づいた意思決定（「イン
フォームド・デシジョン」）を下せるよう、多種多様な売り手が展開する
ソリューションに対して可能な限り広範なアクセスを有し、各企業固有
の需要に沿ったクラウド導入・利用に関する知識と手段を与えられる
べきである。

日本はこれまでクラウド利用の拡大に成功してきたが、クラウドサービ
ス開発における主要市場としての地位を維持するためには、データの
プライバシーやセキュリティの問題に目を光らせつつも、クラウドサービ
スセグメントにおけるプレーヤーに対して開放的であり続ける必要があ
る。

こうした努力によってこそ日本はアジア太平洋地域のクラウドサービス
の中心となり、経済や国民全体がより多くの利益を享受できるだろう。

結論
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