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1 序章 
クラウド・コンピューティングとはもともと、米グーグルのエリック・シュミット CEO が提唱した言葉

である。これはネットワークに接続してウェブブラウザを使える機器さえあれば、あらゆるコンピュ

ータの機能・サービスをネット経由で利用できるという仕組みのことである。クラウドは雲という意

味の英語。ネットの向こう側を雲になぞらえ、利用者は雲の中で何が起きているかを考えなくても

コンピュータの利便性を享受できるという意味が込められている。本稿の目的はクラウド・コンピュ

ータの概念が出現したことにより、それが情報化戦略に与える影響を分析することである。 

 

1.1 研究の動機 

クラウド・コンピューティングは、ネットワーク上に存在する多数のサーバが提供するアプリケー

ションを、サーバ群を意識することなく、従量制で利用できる。ユーザ側の企業から見ると、サーバ

の設置と運用はサービス事業者が代行してくれることになる。さらにＳａａＳや PａａＳでは、データ

ベースを含むミドルウェアもインフラ側で用意・管理される。ユーザ側の企業にとって、現在情報シ

ステムは所有するものから、利用するものに変わってきているのである。クラウド・コンピューティ

ングが普及していくにつれて、ネットワークにつないでアプリケーションを利用しデータを保存する

ことが当たり前になってくる。クラウド・コンピューティングの普及は単なるコンピュータ技術・利用

方式の変化にとどまらず、経営とITの関係に大きな変化をもたらす可能性がある。「情報システム

の開発・運用にはとかくコストがかかる」「稼働時間・処理速度に制約があるのは仕方がない」「構

築や拡張には数年単位の時間を要する」といった常識が、クラウド時代には覆るかもしれない。 

 そしてこの様な技術の進歩を迎えた時、特に影響を受けるものに BPR がある。なぜならＢＰＲと

技術の進歩は特に密接な関係にあるからである。リエンジニアリングのテクニック中に、「技術を

創造的に用いる機会を探してみること」がクラウドの出現で影響を受ける可能性が極めて高いの

である。技術の進歩によりこれまで不可能であった事が可能になり、それをどう生かせるかを探っ

ていくことが BPR を実行するのにとても重要な事なのである。 

 

1.2 問題意識（情報システムに本来求めている物を再確認する） 

近年クラウドの普及により様々な場所でクラウドによるシステムを耳にする。しかし実際にフタを

開けてみると従来のWebシステムと全く変わらない物であったり、クラウドの特徴や強みをまったく

意識されていないシステムである事が多い。やみくもにクラウドを利用しているだけではレンタル

サーバに載せているのと全く変わらない。更に海外のクラウドに載せてしまっていたら、通信の遅

延問題などの面から、国内のレンタルサーバを利用したほうがまだマシである。クラウドの特徴を

正しく理解し、どのように使えば良いかを考える必要がある。また平常時には過剰すぎるサービス
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を提供しつづけるアウトソーシングに対する投資や、ハードウェアやミドルウェアの更新により動作

しなくなる高額なスクラッチシステムを抱える事から一刻も早く免れなくてはならない。本来、企業

が情報システムを導入する目的は、ハードウェアやソフトウェアを所有することではなく、）サービ

スを提供することである、これがクラウドの台頭により、自前でハードを持つメリットとデメリットが

通信速度とクラウドの普及でますます逆転してくる。 今後、時代の流れの中でクラウドが利用さ

れていくであろう、中でも大企業はしばらくこの方向性で進んでいくと考えられる。 

 

1.3 次章以降の構成 

 次章以降、本稿は次のように構成されている。第二章ではクラウド・コンピュータの現状を分析し、

今どの程度まで実用性があるかについて述べる。第三章では前章で述べた実用性に対し、クラウ

ド・コンピュータが抱えている現状課題について指摘する。第四章では各クラウドベンダが提示す

るサービスレベル・アグリーメント、第五章では実現する技術、第六章ではクラウド・コンピュータの

応用方法やシミュレーションの詳細を示し、第七章で結論を述べる。
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2 現状の分析 
本章ではクラウドの現状を簡単に追い。クラウドの実用化成熟度の面から考察を交えて、どこまで

実用性が増して来たかを見ていく。 

 

2.1 コスト（初期コスト、運用コスト） 

クラウドを導入する理由として挙げられるものにコストの削減がある。実際情報技術を企業で使

う場合、ＳａａＳやＰａａＳを選択する事により初期コストや運用コストを大きく削減する事ができる。

現在のＳａａＳを中心としたクラウド・コンピューティングの利用では、システムの価格が従来と比べ

て一桁以上安くなるケースがある。これは、クラウドのインフラ事業者が、とても安価な価格でサー

ビスを提供しているためである。 

 

 

 

 

 

 

 

図表１ 初期費用関係 参照元：図解 Q&A クラウド事典 

 

初期導入時 

バックアップの設定 

セキュリティ設定など 

ラック、回線の選択 

アプリケーションのインストール 

データセンタの選択 

サーバ、機材の購入 

ランニング 
システムメンテナンス対応 

セキュリティアップグレードなど 

障害監視、障害対策 

ハードウェア故障の対応 
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クラウド・コンピューティングのサービスを安価で利用できる理由は、データセンターに「規模の

経済」が働いていることにある。これは、データセンターが大規模化すればするほど、処理当たり

のコストが減少するという意味である。大規模データセンターにおける運用コストが低い理由のひ

とつは、人手を極力排していることにある。クラウドのデータセンタでは一人の管理者が数千台の

サーバを管理するといわれる。 

そしてクラウド・コンピューティングを構成しているのは、スーパーコンピュータのような１台で膨

大な計算処理能力を発揮する特別なコンピュータではなく、能力的には家庭用のＰＣと差がないよ

うな、安価で汎用的なコンピュータである。 

 

 

 

図表２ クラウド・コンピューティングの標準構成 参照元：クラウドの衝撃 

 

これらのコンピュータは従来のデータセンターを構成するコンピュータとは異なり、ハードウェア

単体では、ディスクアレイ（ＲＡＩＤ、ミラーリング）やＵＰＳ（無停電電源装置）などの、高信頼化を目

的とした専用ハードウェアを有していない。このため、個々のハードウェアの障害の発生は当然と

受け止められている。その代わりソフトウェアにより、単体ではなくシステム全体として高い信頼性

を実現する仕組み（迅速なエラー検出、障害の自動復旧機能など）を備えているのが一般的であ

る。そしてこれらすべてのサーバを仮想化して巨大な仮想リソースプールを作り、故障した物理サ

ーバで稼動していた仮想マシンを、別のサーバに移動するだけである。故障した物理サーバは定

期的なメンテナンスでまとめて修理するだけなので、データセンターの保守スタッフの数を抑えて

いる。 

クラウド・コンピューティングの環境に汎用的なコンピュータを利用する１番の理由は価格の安さ

ロードバランサ 

分散ストレージ 

 

 

 

 

分散キュー

分散アプリケーションサーバ 
価格対性能比

の高い安価な

サーバ数万台

で構成 

スケールアウト

が容易なアー

キテクチャ 

システムの基本的な考え方

 

個々のハードウェアの障害

は当然 

 
 
 
 
ハードウェア単体ではなくシ

ステム全体として高信頼高

性能を実現 
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である。ソフトウェアやハードウェア、プラットフォームなどのＩＴリソースを「サービス」として提供す

るクラウド・コンピューティングでは、サービス・プロバイダ側のＩＴインフラの構築コストが、ほぼそ

のままサービスの提供価格に跳ね返る。低コストでインフラを構築できるプロバイダが、ユーザに

対しても低コストでサービスを提供できる。単に価格が安いだけではない。ハードウェアの価格性

能比が向上するとそのメリットを受けやすい点もポイントである。コンピュータの世界は日進月歩

だ。２、３年もすればすぐに陳腐化してしまう。汎用のコンピュータを使っていれば、どんどん新しい

コンピュータに入れ替えていくことができる。特別なハードウェアを利用しているわけではないため、

特定メーカの製品にロックインされる恐れもないのである。 

クラウド・コンピューティングでは、このように価格性能比の高い汎用的なコンピュータを大量に

使用し、ネットワーク接続することで、ユーザに対して、無限ともいえるＩＴリソースの提供を可能に

させている。そして安価な汎用コンピュータの上で稼動させるソフトウェアもまた安価なものである。

安価というよりも無償で手に入れることができるオープンソース・ソフトウェアがその主役を担う。Ｓ

ａａＳプロバイダは汎用的なハードウェアをベースにその上でオープンソース・ソフトウェアを利用す

るなどしてアーキテクチャの標準化を図っている。このように構築したシステムは利用者の増加に

合わせて規模を拡大し、それを複数ユーザでシェアさせることで規模の経済を働かせている。無

償で手できるオープンソースであれば、規模の拡大に伴うライセンス費用の増加に悩まされること

もない。さらに運用プロセスの最適化を徹底的に追求することで、パッケージ・ソフトウェア・ベンダ

ーに脅威を与えるほどの破壊的な料金でサービスを提供ができるようになっているのである。 

 

2.2 セキュリティ 

クラウド・コンピューティングの導入に関して特に問題視されるものにセキュリティの問題がある。

それはデータを外部のサーバに格納することになるので、データの漏洩、紛失が心配となる。プロ

バイダは万全なセキュリティ対策を講じて、その仕組みをカスタマに説明してもらうことが重要であ

る、またＳａａＳのサーバとユーザとの間の入出力データの流れを明示することも必要である。しか

しクラウド・コンピューティングのセキュリティ対策はそこらの中小企業のセキュリティレベルと比べ

てとても高く、実際大きな情報漏洩問題は起きていないうえ、企業がシステムをデータセンタに預

けるのはそのほうが安全だからである。社内よりもデータセンタのほうが有能な専門家も多く、セ

キュリティも堅いのである。しかし高いセキュリティを求めるとやはり同時に高いコストが必要とな

る。クラウドサービスに求めるセキュリティとコストのバランスを考え、ユーザは自分達に必要なサ

ービスの選び方を考える必要がある。 

 

• クラウドでは以下の様な対策を行いセキュリティ高めている 

（1） 物理的セキュリティ 

データセンタの建造物が耐震・耐火構造であることが必要条件です、関係者の入退

館をしっかり監視・管理すること、電源供給、インターネット接続が安定していることも重
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要な条件である。 

（2） 論理的セキュリティ 

ユーザのPC（あるいは情報端末）とＳａａＳのサーバの間での通信では、データを暗号

化すると安心です。万一の障害に備えてユーザデータのバックアップ/リカバリー手順も

重要です。 

（3） データの暗号化 SSL 

この方法はほとんどのクラウドサービスで実施されている。クラウドサービスに限らず、

SSL はインターネットで重要な情報をやりとりするときに使われる定番の技術だ。例えば

ユーザがＳａａＳのサイトをアクセスしてログインする際のユーザ ID、パスワード、それ以

降のデータを暗号化すれば安全である。通常、先進プロバイダは１２８ビット SSLの暗号

化を実施している。 

（4） VPN 

セキュリティに関して特に厳しい要求をするカスタマについては、閉域網や専用線を

使って接続する方法がある。プロバイダとカスタマの間で VPN を設定すれば、高度なセ

キュリティを提供する方法をとっている。この方法であれば契約者しか接続できなくなる

ので、外部から攻撃を受けるリスクはインターネットよりもかなり低くなる。 

 

2.3 ＳａａＳ 

ＳａａＳとは、社外のプロバイダが稼働するアプリケーションプログラムのサービスをネットワーク

経由で利用するコンピューティング形態のことであり、オンプレミス型とは対照的なモデルといえる。

ユーザにとってＳａａＳの価値はどこにあるのだろうか。一言で言えば、ＳａａＳの価値は、情報シス

テムのフォーカスを所有から利用に移すことにより得られるものである。運用管理のための要員

がほとんど不要であることもオンプレミス型と比較したＳａａＳのメリットだ、バックアップなどの日常

業務だけではなく、ソフトウェアのバージョンアップやセキュリティパッチの適用などの保守業務を

削減できる点が重要になっている。これらのことからオンプレミスによる運用はすでに時代遅れに

なってきている。自社のオンプレミス資源は外部の専門会社に移管するべきである。特に IT 担当

者を多数確保することが困難な中小規模企業において、この価値提案は重要だろう。ＳａａＳの出

現は中小企業にとって、今まで高額で手が届かなかった企業アプリケーションを手の届く料金で

利用できるようになる。まずは最新のＩＴを利用していなかった中小企業が新たに使いはじめ、大

企業も自社の中核となるビジネスプロセス以外には、ＳａａＳを使うようになると予測される。 

 以前オンデマンドビジネスとしてＡＳＰの失敗があったが、ＳａａＳは時代の技術基盤に大きな違

いがある。
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図表３ ＡＳＰとＳａａＳの比較 参照元：図解でわかるＳａａＳのすべて 

 ＡＳＰ ＳａａＳ 

アプリケーションの仕組み レガシーなクライアント/

サーバアプリケーション

新しく開発した Web ベースの

アプリケーション 

使い易さ 古いWeb 技術で使いに

くい 

Web2.0 技術を駆使しているた

め使い易い 

カスタマイズ 通常は不可、可能であ

っても有償 

メタデータを使って可能 

他のアプリケーションとの

相互運用 

不可 Web サービスを使うことで可能

大規模 シングルインスタンスシ

ングルテナント 

運用形態 

中小規模 マルチインスタンスマル

チテナント 

シングルインスタンスマルチテ

ナント 

利用料 年間固定料金 月額利用料×ユーザ数 

 

• ＳａａＳの種類 

またその分野はＥＲＰ（企業資源計画）、ＣＲＭ（カスタマ関係管理）、給与・経理などの基幹業

務を中心に様々な物をカバーしている。 

 

基幹業務 

（1） ＥＲＰ 

売り上げ・販売管理、在庫管理、経理業務など企業の基幹業務のなかでもっとも中核

となるものである。 

（2） 経理・財務処理 

経理、給与処理（給与の振込み、税金・保険料などの控除、出張旅費などの立替払

いの精算など）、福利・厚生に関する処理です。ＥＲＰのほとんどのサービスにおいても

経理の処理機能は含んでいる。 

（3） ＨＲＭ 

人的資源管理、人的資産管理、従業員が持っている才能を有効に活用できるように

管理することからタレントマネジメントとも呼ぶ。 

（4） ＰＬＭ 

製品の開発、製造、製造過程におけるテスト、出荷、修理、返品の全過程に渡って製

品の履歴を管理する。 

（5） ＳＣＭ 

商品の調達を管理する、支払い処理もサービスするベンダが多数ある。 

 

支援業務 

（1） ＣＲＭ 
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CRM とは、カスタマーの獲得から関係性の維持に至る広範囲な管理業務を含む。主

な機能はいかのとおりである。 

・マーケティングオートメーション 

Web マーケティング、Ｅメールマーケティング、キャンペーン管理など 

・ＳＦＡ（Sales Force Automation） 

コンタクト管理、リード管理、販売パイプライン管理、テリトリー管理、販売の分析・

予測など 

・カスタマーサービスサポート 

コールセンター、サポートセンター、ヘルプデスクなど 

（2） ＢＩと分析レポーティング 

過去に蓄積された大量の運用データをデータウェアハウスに集約して、されに対して

統計手法を使って分析して、データから知識を抽出する処理です。そのためのデータベ

ースの構築と分析ツール、レポーティングツールを提供する 

（3） コラボレーション 

従来のグループウェアの機能（Ｅメール、電子会議、スケジューリングなど）をＳａａＳで

提供するサービスです。なかにはインターネットを使って電話とファックスのサービスを

提供しているプロバイダもある。 

（4） オフィス生産性ツール 

ワープロ、表計算、プレゼンテーションなどのツールを Web ベースで提供しています。

これらを使えば、オフィス製品を買って各人のパソコンにインストールする必要がない。 

（5） ＩＴマネジメント 

IT を運用していくうえで必要なシステムの監視・管理機能を提供する。 

 

• 実用事例 

 元来ＳａａＳは、IT に多額の投資をする余裕がない中小企業向けの基幹業務のサービスとして

始まった、その後実用性が認められれば大企業でもコア業務以外でも、ＳａａＳを使うようになると

予測されていた、しかし日本の場合は予想に反して中小企業よりも先に在ＳａａＳが大企業向けの

基幹業務として使われ始めた。これにより「ＳａａＳは大企業でも使える」という認識がＩＴ業界に行

き渡るようになったのである。 

 

図表４ 日本のＳａａＳの始まり 参照元：図解でわかるＳａａＳのすべて 

採用年度 ＳａａＳプロバイダー 導入先 ユーザ数 

2005 年 Salesforce.com みずほプライベートウ

ェルスマネジメント 

その後、グループに拡

大 

Salesforce.com 郵便局株式会社 5000 席 

Salesforce.com 三菱 UFJ 信託銀行 600 席 

2007 年 

Salesforce.com 郵便局株式会社 40000 席 
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2.4 ＨＡＡＳ、ＰＡＡＳ 

これは、これまで自社アプリケーションの実行基盤として利用していたプラットフォームをネッ

トワークサービスとして広く一般に開放し、ユーザ独自のアプリケーションの実行プラットフォーム

として利用するものである。ＰａａＳを利用すれば、ユーザ企業はＳａａＳプロバイダが提供するＣＲ

Ｍ（顧客関係管理）やＳＦＡ（営業支援）などの指定されたアプリケーションに縛られることなく、独

自に開発したアプリケーションをＳａａＳプロバイダが運営するプラットフォーム上で稼動させること

ができる。ＰａａＳでは、開発ツールやテスト環境もＳａａＳプロバイダから提供されるほか、稼動後

の運用管理もＳａａＳプロバイダが責任をもってくれる。 

 

• 実用事例 エコポイントシステム 

経済の活性化や地球温暖化対策などの理由で発足した「エコポイント」制度。今日7月1日から、

そのポイントの登録や商品交換の申請がネット上で始まった。そしてその申し込みサイトは、セー

ルスフォース・ドットコムの提供する Force.com で構築されていることが判明した。 

 エコポイント制度は、5 月 29 日に成立した平成 21 年度補正予算に盛り込まれたものである。し

かし買い控えによる悪影響を避けるために、補正予算成立前の 5 月 15 日にはポイントが何に交

換できるかもわからないまま制度がスタートした。 

 5 月 29 日に補正予算が可決。公募の結果この団体が「グリーン家電普及推進コンソーシアム」

に決定したのが 6月 1 日。ちなみにグリーン家電普及推進コンソーシアムとは、電通、凸版印刷、

JP メディアダイレクト、JP物流パートナーズ、ベルシステム 24、トランスコスモスの 6社によって結

成されたものである。 

 そしてそこから 2週間と経たない 6月 12日には、政府が「7月 1日から交換申請の受付をする」

と発表。システムの本番運用は発表通りに今日 7月 1 日に開始された。 

 つまり杓子定規に考えれば、開発開始から実運用までの期間は約1カ月という、驚くべき超短期

なのである。 

技術的な視点で見ると、今回のシステムは恐らく超短期という制約の中で実現できたこと、そし

て国民全員が利用する可能性のあるシステムとして負荷の予想が難しかったことに対応したこと、

という 2 つのポイントがあると。従来から、すぐに運用できることとスケーラビリティはクラウドのセ

ールスポイントであったので、その実力があらためて認められたといえる。もう 1 つ別の視点として

政府によるシステム調達という視点で見ると、公募による事務局を通じた間接的な調達とはいえ、

政府調達のシステムにクラウドが選択されたこと、そしてそのベンダとして国内ベンダではなく海

外ベンダが選ばれたことも大事なポイントである。 

 

2.5 情報端末 

情報漏洩に関する対応に関心が高まることで、世界のいろいろなところで進められてきた動き
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が、一つの大きな勢力になろうとしている。それは、シンクライアントと呼ばれる勢力である。 

現在は、自分の机のパソコンの計算能力や保存容量を前提に仕事を考えている人がほとんど

である。しかし、以前から、特に、一時的に集中してコンピュータの計算能力を大量に使う仕事に

は、巨大な計算能力を買い取ってしまうよりも、必要なときだけネットワークを経由して貸してもらう

使い方があった。例として物理学の計算などではこうした使い方の方が以前から一般的である。 

最近では、パソコンでやる仕事でもそうした使い方が実用的になっている。たとえばコンピュータ

グラフィックは、膨大なコンピュータのリソースを必要とする為、高性能なコンピュータを何台もつな

げて使う方式をとったりもする。 

一日のコンピュータの利用時間の大半はメールのやり取りとインターネットでの情報検索に使

われます。つまり、メールソフト（メーラ）とプラウザがあれば、ほとんどの仕事には十分ということ

である。そしてこの二つを強力に推進しているのがグーグルというわけである。もちろんグーグル

の戦略をマイクロソフト、ヤフー、AOL も追いかけている。時価総額が跳ね上がったのは、そうした

各社の動きの中でもグーグルの動きが際だってセンスのよいものだったことを反映している。 

シンクライアントというのは、たとえば、オフィスにおいて、社員が使う操作機器に最低限の機能

しかもたせず、ユーザが使う操作機器がネットワークを介して接続する、高性能なコンピュータでソ

フトウェアやファイルナなどを管理する方式である。 

 

シンクライアントの種類には以下の物がある 

（1） サーバ型 

胴元のところに大きなコンピュータがあって、そのコンピュータをネットワークにつなが

っているシンクライアントが共同で使う方式。胴元のところにあるコンピュータがサーバと

呼ばれるのはクライアントのために動いているように見えるからである。シトリックスのメ

タフレーム方式、マイクロソフトのリモート・デスク・トップ方式などがある。 

（2） クライアント型 

自分のパソコンが胴元のところにあって、ネットワークにつながっているシンクライアン

トのキーボードとディスプレイから操作する方式。サンマイクロシステムズの Ray１方式、

ヒューレット・パッカードのＰＣブレード方式、クリアキューブの方式、日立のセキュア・クラ

イアント方式などがある。 

（3） ブラウザ型 

グーグルやヤフー、AOL などのプロバイダにアクセスするとどんなソフトウェアでもブ

ラウザで使えてしまう方式。 
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図表５ シンクライアントの分類 参照元：オフィスからパソコンがなくなる日 

分類 クライアントの形態 管理の形態 セキュアクライアント

の実現方式 

サーバ型  • ブレードサーバ • （ブレード）サーバ

形式 

クライアント型 • デスクトップタイプ 

• ノートタイプ 

• ブレードクライアント • ブレードクライアン

ト方式 

• パソコン接続使用

方式 

ブラウザ型 メール、グループウェアなど一部のソフトウェア機能のみ 

 

シンクライアントの特徴 

• 情報漏洩の不安が少ない 

自宅でも仕事ができれば便利であるし、出先でも仕事ができれば便利である。しかしパソコンを持

っている以上、情報漏洩の心配は常につきまとう。 

 情報漏洩を防ぐには、情報の参照、編集、保存をネットワーク経由で行い、社員が使っている機

器上で行わないのが一番良い方法である。口で言うだけでは守らない人が多いのが現実である

ので、パソコンに記憶装置（多くの場合はハードディスク）をとりつけないという強制手段を使って

徹底させることになる。 

 どこでも仕事ができて、情報漏洩もないという二つの対立するやりたいことを実現できることが理

想である、その現実的な方法が胴元進化系であり、さらにその本命と考えられるのがシンクライア

ントである。 

 

シンクライアント端末の種類 

（1） デスクトップ・タイプ 

ディスプレイとマウスとキーボード、そして利用者を識別する装置（カードリーダなど）

が付いた端末からなるタイプ。こちらは持ち運ぶことができないので、会社の中で同じシ

ンクライアントがたくさん置いてあり、利用者の都合がよいところにあるものを選んでカー

ドなどで自分を識別させて使うことになる 

（2） ノート・タイプ 

もう一つは、見た目はノート型パソコンと同じで、中にハードディスクがなく、一つ目と

同じく利用者を識別する装置が内蔵されたものである。こちらは、自宅や外出先での利

用も可能である。 
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シンクライアントであれば、外出先で万一パソコンを紛失してしまっても何も情報は入っていないの

で情報漏洩の危険性も小さくなる。紛失後は代わりのシンクライアントを手に入れさえすれば、い

つもの自分のデスクトップ（普段使っているパソコンの画面と機能）で仕事を再開することができ

る。 

 

• 故障しにくい 

パソコンでないとしても、ＰＤA か携帯電話かシンクライアントか、何かしかの情報端末が必要と

なるはずである。そして故障しない、すぐに使えるということが重要となる。 

 技術的には記憶装置に使われるハードディスク部分の故障がもっとも多く、この部分への対策

が有効と考えられる。ノートパソコンの場合、故障全体のうち、７５パーセントがノートパソコンを落

とすか、ノートパソコンの上に重量物を落とすかして起こっている。この時、７５パーセントの多くが、

落下の衝撃でハードディスクを壊してしまっている。 

 ハードディスクを取り外すことで、一番壊れやすく、大事な情報が入っているものを、職場にばら

ばらに置いたり、持ち歩いたりすることがなくなります。故障を減らすという面でも、情報資産を守

るという面でも企業としてのメリットが大きいのである。 

 シンクライアントの場合は、本体には最小限のフラッシュメモリが使われ、大容量の記憶装置と

しては、ネットワークでつながったサーバ側のハードディスクが使われる。 

 

• 管理しやすい 

パソコンの利用者が増えたことにより、管理者の負担が大きくなりました。パソコンをその都度、

買い足している組織では特に大変です。ウィンドウズのバージョンが違う、ブラウザのバージョン

が違う、オフィスソフトのバージョンが違う、加えて、利用者が様々なソフトをインストールしている

という状況になっていることがしばしばです。こういう状態では故障したときの対応一台一台変え

なくてはならない。そしてソフトウェアの集中管理という点でも、シンクライアントは利便性が高い。 

 

（1） サーバ型の管理 

 一つの大きなサーバによる集中管理方式では、たくさんのユーザが接続してきても大

丈夫なように高性能なサーバを用意して、そこにシンクライアントから接続にいく方式で

ある。つまりサーバ上では、個々のパソコンが仮想的にたくさん立ち上がっている状態

になる。サーバが一つで、利用できるソフトウェアもサーバごとに同じセットになるので、

管理がしやすい方法となる。 

（2） クライアント型の管理 

 この方式は一台ずつのパソコンを一ヶ所並べたような方式である。これには、今使用し
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ているデスクトップ型パソコンの筐体をそのまま並べてもよいが、一般的にはひとまとめ

にしやすい形状をした機器を使う。その機器が細長い板のような形をしていることから、

一つひとつをブレード（刃物の刀身）と呼ぶ。以前から、サーバをこのブレードにして、何

台もつなげる管理の仕方があり、ブレードサーバと呼ばれている。この管理の仕方では、

胴元側と一人ひとりが手元にもっている端末を一対一でつなぐ。一人一台になることで

管理の手間は増えるが、一人ひとりに必要なソフトウェアをインストールするなどきめ細

かい使い方に対応しやすくなる。 

 

• TCO を削減できる 

（1） 省電力 

デスクトップやノートパソコンと比べ、消費電力は 1/2～1/6 である。 

（2） 運用コスト 

パソコンよりも壊れにくい上、ファイルやアプリケーションはサーバでの一括管理なの

で、運用コストが削減可能。 

 

 

 

図表７ コスト比較 参照元：ThinkIt 

セキュリティ対策と TCO削減を同時に達成するシンクライアント1 

 

2.6 アプリケーションの連携のしやすさ 

ＳａａＳの考慮点として、既存システムとの統合の問題がある。既存システムとのデータのやりと

りがまったくない、「孤島」としてＳａａＳのシステムを導入できるケースはまれである。通常は、Ｓａａ

Ｓによるシステムと既存システムとの間の、あるいは複数のＳａａＳシステム間のデータ統合やアプ

                                                  
1 http://thinkit.co.jp/cert/article/0610/4/1/3.htm 
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リケーション統合が求められる。しかし、実はこの点こそが最近のＳａａＳにおいて大きな技術革新

が見られる分野だ。過去においては、ＳａａＳ（ASP）によるシステムは外部との接点がほとんどな

い、ブラックボックス的なシステムが多かった。しかし、今日のＳａａＳシステムの多くは開発者向け

の API を提供し、機能の付加やほかのシステムとの連携がかなり容易になっているのである。 

 

 

 

図表８ ＳａａＳコネクタ 参照元：ITLeaders 米国クラウド最前線2 

 

• 実用事例 

米ナスダック証券取引所 

米国のナスダック証券取引所では、自社開発した「ナスダック・マーケット・リプレイス」というアプリ

プロケーションでアマゾンＳ３を利用している。ナスダック・マーケット・リプレースは、金融の専門家

が市場動向をいつでも再現できるツールである。このツールを使えば、投資家が取引を行った際

の市場状況を詳細に分析できる。 

 このアプリケーションはデータの蓄積にアマゾンＳ３を利用している。特徴的なのは、アプリケー

ション自体はユーザのコンピュータ上で動いているものの、データは雲の向こう、つまりインターネ

ット上にあるということである。 

 株式市場では毎日数ギガバイト単位の取引データが発生する。このため、ユーザからのリクエ

ストにすぐに応えられるよう、このアプリケーションは取引データの詳細を記録しておくことが求め

られた。日々増え続ける一方の膨大なデータを格納できるだけの「拡張性」と「できるだけ安く」「数

年前のデータにも迅速にアクセスできる応答性」というニーズに応えられるストレージシステムとし

てアマゾンＳ３が選ばれた。 

 自社でこのような取引データを記録する場合、購入できるハードディスクには限りがあるため、１

０日から長くても１ヶ月分程度のデータを格納すればディスク容量は限界に達する。このため、古く

                                                  
2 http://it.impressbm.co.jp/e/2010/10/26/2872 
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なったデータから破棄せざるを得なくなる。しかし、クラウド・コンピューティング・サービスを利用す

れば、過去のデータを破棄することなく、数年分のデータを保持しておくことが可能だ。 

 また、コスト面でもメリットは大きい。将来のデータ量の増加を見込んで大容量のディスクをはじ

めから購入する必要がなく、実際に利用した分だけ料金を払えばよいため、イニシャルコストが抑

えられる。さらにアマゾンＳ３の場合、データ転送にかかる料金に比べ、単純にデータを記録して

おくだけであれば、「１ヶ月１ギガバイトあたり１５セント」と非常に安価に利用できるため、総コスト

も安く抑えられる。 

 「小さく始めて大きく育てる」アプリケーションにクラウド・コンピューティングがもつ「高度なスケー

ラビリティ」「従量制課金」という特徴がうまく適合した利用事例だといえる。 

 

• 考察 

クラウド・コンピューティングも当面は個人、小～中規模企業をターゲットにした「コンシューマ/Ｓ

ＭＢクラウド」と大企業をターゲットにした「エンタープライズ・クラウド」というような棲み分けができ

る。しかし、おそらくは時間の経過とともに、コンシューマ/ＳＭＢクラウドの一部は、大企業の利用

に耐えうるレベルに成熟していくはずである。一方、当面から大企業をターゲットにしたクラウド・コ

ンピューティング・サービスはどうなっていくのだろうか。これらの多くは従来技術の延長線上にあ

り、プロバイダ側のコスト構造からしても、一部のサービスを除き、グーグルやアマゾンほどの破

壊的料金は提示できない。このため、コストメリットだけを期待する企業にとって、得られるメリット

は限定的なものにとどまる。しかし、サービスレベルの面では一段上であり、高い信頼性や可用

性、パフォーマンスを求める顧客のニーズにはマッチしたものになる。こうした大企業向けのサー

ビスもいずれは、インフラの共有度を上げる、サービスレベルをやや下げるなどして、中小企業も

利用しやすい料金を提案してくるはずだ。結果的には、「コンシューマ/ＳＭＢクラウド」と「エンター

プライズ・クラウド」の境界線はあいまいになっていく。また近年ＳａａＳの利用が増えるに伴い、ス

クラッチシステムの需要が減少するのではないかと開発者は不安になるのではないかと思う。し

かしクラウドに移行していくからといって今後開発者に大きな変化が起こる訳ではない。アプリの

独自開発であれば物理マシンがＰａａＳに、パッケージを使うならソフトがＳａａＳに、インタフェース

が変わることはよくあることであるが、それが今回はパソコンからシンクライアントに変化するだけ

である。そもそもシステムエンジニアの仕事はプログラミングでは無い、情報技術は手段であり目

的ではない。今後は技術力よりプロセスを改善しその中で情報技術をどこに利用するか等、本質

的な力が要求されてくる。もっともプロセス改善において必要がなければ情報技術など必要ない

のである。
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3 クラウド・コンピューティングの現状課題 
第二章ではクラウドの現状を説明をしたが、その中でもクラウドの導入に踏み切れない課題があ

るのも事実である。 

 

3.1 セキュリティ 

クラウド・コンピューティング・サービスに対する懸念の多くはその「」不透明さから来るものだ。

その名の通り、サービスの実態が雲に隠れてしまい、ユーザからは見えないことが不安を募らせ

る要因となっている。 

 とくにデータをファイアウォールの外、すなわち起業の外に保管することに対する不安は根強い。

クラウド・コンピューティング。サービスは通常、複数の顧客でシステム環境を共有する「マルチテ

ント方式」で運営されているため、「ほかの顧客のデータと確実に分離されているのか」、「第三者

からのアクセスに対してどのように保護されているのか」といった点は気になるところだろう。極端

なケースを想定すれば、競合他社のデータと隣り合わせで自社のデータが保存されている可能性

もないとはいえないからだ。 

 仮想化技術の進展によって、以前より信頼性は増してはいるものの、物理的には他の顧客とハ

ードウェアを共有していることに変わりない。ＳａａＳの場合、通常は暗号化による対策が実施され

ているが、どのような方式で暗号化されているか、どこで暗号化されているかなどについて可能な

限り確認しておきたい。 

 

3.2 データの保管場所がわからない 

「抽象化されたコンピュータ・リソース」が特徴のクラウド・コンピューティング・サービスでは、多く

の場合、データの保管場所は雲に覆われ、明らかにされることはない。ユーザとしては、データの

物理的な所在を意識せずに利用できる反面、この特徴が法に触れる場合があることは意識して

おく必要がある。とくに個人情報にかかわるデータについては、法律でデータの保管場所を厳しく

制限している国が多い。国境を越えてビジネスを行っている企業の場合は、とくに注意が必要だ。 

 

3.3  パフォーマンス 

インターネットを利用するクラウド・コンピューティングでは、ある程度はネットワーク遅延を受け

入れる覚悟が必要だ。現時点ではリアルタイム性を要求するアプリケーションの利用は避けたほ

うが賢明といえる。 

 とくに、日本のユーザが米国のデータセンターを利用するサービスにアクセスする場合は処理が
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重く感じられるケースがある。このため、その遅延が許容範囲にあるかどうかの検証が必要となる。

プロバイダ側も「アプリケーション・デリバリー・コントローラ」などの技術を採用し、高速化とパフォ

ーマンスの向上を図ってはいるが、インターネットを利用する以上、限界があると考えたほうが無

難である。 

 

3.4 移植性 

現在提供されているクラウド・コンピューティング・サービスは、相互運用性に乏しい。例えば、

グーグルのＰａａＳ「グーグル・アップエンジン」を利用して開発・実行しているアプリケーションを、

他のＰａａＳであるセールスフォースドットコムの「フォース・ドットコム」に移植するのは、実質的に

は不可能と考えておくほうが無難である。 

 この理由は、グーグル・アップエンジンが、分散ファイルシステム「グーグル・ファイル・システム

（ＧＦＳ）」、分散ストレージシステム「ビッグテーブル」といったグーグル独自のインフラ上で構築さ

れているうえ、開発言語としてパイソンしか利用できない（２００８年１１月現在）など制約条件が多

いためだ。セールスフォース・ドットコムのＰａａＳも、Ａｐｅｘという同社の独自言語の利用が前提で

ある。このように、一度いずれかのプロバイダのサービスを利用した場合、現時点ではほかのクラ

ウド上へのアプリケーションの移植は難しいということを覚悟しなければならない。 

 

3.5 ソフトウェア・ライセンス 

 現在の商用ソフトウェアのライセンスモデルはクラウド・コンピューティングの世界を想定していな

い。多くの場合、複数のサーバで構成される仮想化された環境でアプリケーションが稼動すること

になるため、商用ソフトウェアではそのライセンスが問題になる。アマゾンにしろ、グーグルにしろ、

サービスプラットフォームがオープンソースをベースに構築されているのは、このライセンスの問

題も大きく影響している。 

 しかし、こうした状況も次第に変わる兆しを見せている。オラクルは２００８年９月に「オラクル・デ

ータベース１１ｇ」「オラクル・フュージョン・ミドルウェア」など同社の中核をなす製品群をアマゾンＥ

Ｃ２上で利用できる新しいライセンス体系を発表した。また、既存のオラクルユーザは、追加ライセ

ンス料なしにこれらのソフトウェアをアマゾンＥＣ２上で利用できることも合わせて発表している。 

 ソフトウェア業界の巨人、オラクルがクラウド・コンピューティング対応を発表したことで、今後他

のソフトウェア・ベンダーも追随していく可能性が高い。 

 

3.6 データのバックアップなどの災害対策 

 クラウド・コンピューティング・サービスでは、データのバックアップも自分で設定する必要があ

る。 
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 アマゾンＥＣ２の場合は、高可用性を実現するアベイラビリティ・ゾーンズ仮想サーバにブロック・

アクセスが可能なディスク・ボリュームを割り当てるサービス「アマゾンＥＢＳ」を利用してバックアッ

プやリストアが可能である。 

 また、アマゾンＳ３に対しては、サードパーティのベンダーからバックアップを容易に実現するツ

ールが提供されており、こうしたツールを利用して自分でバックアップをとっておく必要がある。 

 ＳａａＳの場合は、そのサービスの性質上、プロバイダに任せることになるが、定期的なバックア

ップや遠隔地へのデータレプリケーションの仕組みを構築しているかどうかは、事前に確認が必

要だ。外部にデータを預ける以上、万が一の事態を想定して、データの復旧にどれくらいの時間

がかかるのか、といったこともあわせて確認しておきたい。さらに「サービスレベル・アグリーメント

（ＳＬＡ）が不十分」、「信頼性の確保」という大きな課題が残されている。 
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4 サービスレベル・アグリーメント（ＳＬＡ）の現状 
現在、利用可能なクラウド・コンピューティングは有料で提供されているＳａａＳを除き、無料、も

しくはベータ版のサービスが多く、ＳＬＡが提供されているサービスは多くない。 

 ＳＬＡとは、サービス提供側とサービス利用者側であらかじめ合意したサービスレベル（サービス

の稼働率、パフォーマンスなど）の提供を保証させるものであり、法的に拘束力のある契約となる。

プロバイダはあらかじめ、これまでのサービス履歴を検証することによって、現実的に供給可能な

サービスレベルを認識しておく必要がある。一方、ユーザ側は許容できるサービスレベル、たとえ

ば、どれくらいの稼働率であれば許容できるか、それはサービス・プロバイダが提示している内容

と一致しているかを確認しておくことが必要である。もし、一致しなければ、契約を結ぶべきでない。

また、プロバイダがあらかじめ確約したサービスレベルを順守できなかった場合のペナルティー内

容について確認の上、合意しておく必要がある。 

 一般ユーザ向けに無料で提供されるサービスであれば、利用者側もそれほど高いサービスレベ

ルを期待することはないだろう。しかし、有料サービス、しかもビジネスで利用するとなると話は別

だ。当面は、比較的優先度の低い業務での利用が大勢を占めるであろうが、問題がないとわかれ

ば、より重要な業務での活用が進む。そうなるとＳＬＡを真剣に検討する必要性が出てくる。 

 この章ではいくつかのサービスを例にとり、クラウド・コンピューティング・サービスのＳＬＡの現状

を解説する。 

 

4.1 グーグル/グーグル・アップス 

 グーグル・アップスは、グーグルの電子メール（Ｇmail）やスケジュール管理（グーグル・カレンダ

ー）ツール、ワープロや表計算などのソフトウェア（グーグル・ドキュメント）をオンラインで提供する

サービスである。利用ユーザのタイプに合わせて、複数のサービスが用意されており、一般ユー

ザ向けの「スタンダード・エディション」と教育機関向けの「エディケーション・エディション」は無料、

企業向けの「プレミア・エディション」は有料となっている。 

 このうち、有料で提供されている企業向けの「プレミア・エディション」では、各月の稼動率「９９．

９％」を保証するＳＬＡを提示している。もし、この稼働率が守られなかった場合、顧客企業は、以

下のようなサービス・クレジットを受けとることができるとしている。 

（1）  各月のサービス稼働率が９９．０％と９９．９％の間であった場合サービス期間終了後

に３日間のサービスが無料で追加される。 

（2）  各月のサービス稼働率が９５．０％と９９．０％の間であった場合・サービス期間終了後   

に７日間のサービスが無料で追加される。 

（3）  各月のサービス稼働率が９５．０％未満であった場合・サービス期間終了後に１５日間

のサービスが無料で追加される。 
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4.2 アマゾン/アマゾンＳ３ 

 アマゾン S3 では、グーグル・アップスと同様に各月のサービス稼働率９９．９％を保証するＳＬＡ

を提供している。もし、この稼働率に満たなかった場合、顧客企業は以下のようなサービス・クレジ

ットを受け取ることができる。 

（1）  各月のサービス稼働率が９９．９％未満であった場合・該当する月の総利用料の１０％

をサービス・クレジットとして受け取ることができる。このサービス・クレジットは次回以降

のアマゾンＳ３サービスの支払いにのみ利用可能である。 

（2） 各月のサービス稼働率が９９％未満であった場合・該当する月の総利用金額の２５％を

サービス・クレジットとして受け取ることができる。このサービス・クレジットは次回以降の

アマゾンＳ３サービスの支払いにのみ利用可能である。 

上記のように、両社ともＳＬＡの対象としているのは、サービス稼働率だけであり、パフォーマン

スやデータのバックアップ/リストア、障害回復時間、障害通知時間などについては何も触れられ

ていない。これはクラウド・コンピューティング・サービスで先行しているＳａａＳ型ＣＲＭの場合も同

じである。 

 

図表１ サービス・プロバイダ各社の SLA 参照元：クラウドの衝撃 

プロバイダ名 サービス種別 ＳＬＡ ペナルティ 

Google/Google Apps 

Premier Edition 

ＳａａＳ/電子

メールなど 

稼働率９９．９％/月 サービス期間終了後に３～

１５日間のサービスを無料

で追加 

Amazon.com/Amazon S3 HａａＳ/ストレ

ージ 

稼働率９９．９％/月 ＳＬＡを満たさなかった月の

利用料金の１０～２５％を次

回以降の料金支払いに充

てることが可能なクレジット

として返還 

Salesforce.com/Salesfor

ce 

ＳａａＳ/CRM 

 

標準契約ではなし 標準契約ではなし 

Oracle/Siebel CRM On 

Demand 

ＳａａＳ/CRM 稼働率９９．５％/四半

期 

１５分間の継続的なダウン

タイムが発生し、ＳＬＡを下

回った場合、１日分の利用

料金を返還（四半期で最大

１０日まで） 

NetSuite/NetSuite ＳａａＳ/CRM・

ERP・Ｅコマー

ス 

稼働率９９．５％/四半

期 

ＳＬＡを満たさなかった月の

利用料金は、次回以降の料

金支払いに充てることが可

能なクレジットとして変換 

RightNow 

Technologies/RightNow 

ＳａａＳ/CRM 稼働率９９．５％/四半

期 

１２ヶ月間で２回、ＳＬＡを満

たさなかった場合、契約期

間の途中でも契約解除でき

る権利が発生し、残り期間

分の利用料金を返還 



 23

 セールスフォース・ドットコムを除くＳａａＳプロバイダ各社（オラクル、ネットスイート、ライトナウ・テ

クノロジーズ）は四半期ごとのサービス稼働率９９．５％を保証している。そして、この稼働率を下

回った場合、利用料金を次回以降の料金支払いに充てることができるクレジットとして返還すると

いったペナルティーを規定している。セールスフォース・ドットコムの場合は、標準ではＳＬＡを提示

していないため、個別に交渉が必要となる。 

 このように、現状では、サービス・プロバイダ各社が標準で提示するＳＬＡの対象項目は非常に

限定的だ。ペナルティーにしてもプロバイダの責任によるサービス停止によって顧客が被る損害

賠償責任を負うような内容にはなっていない。今後、クラウド・コンピューティング・サービスが企業

内、とくにミッションクリティカルな用途で使われるためには、さらなるＳＬＡの充実が必要である。 

そしてもう一つの考慮点は、サービスレベルである。具体的には、応答時間、可用性（アップタイ

ム）、セキュリティ対策のことである。もちろん、ＳａａＳプロバイダーがビジネスとして最善のサービ

スを提供するよう努力するのは当然だ。しかし、客観的にそれをどう評価するか、不測の事態が

あった場合の保証をどうするかという問題がある。現時点では、ＳａａＳプロバイダーと顧客との個

別契約でサービスレベルの規定が行われているケースが多いと思われるが、将来的には業界で

のガイドラインや評価・認定制度が普及していくことになるだろう。 

 現時点では、サービスレベルが保証されない上に、ユーザに対するサポートも十分ではないか

もしれない。しかし、この種のサービスにおいては、品質と料金は比例する。無料、あるいは非常

に低料金で「Good Enough （必要にして十分）」な品質のサービスが利用できるとなれば、ミッショ

ン・クリティカルな用途を除けば、利用機会は多いはずだ。そして、何よりその利便性の高さは多

少の欠点を補って余りある。そこでインターネットが登場して間もないところを思い出してほしい。

「パブリックなインターネットはセキュリティに不安があり、信頼性も乏しい」といわれたものだが、

今では、誰もが認めるeビジネスの基盤となっている。今後SLAが整備されクラウド・コンピューテ

ィングの実用性が高まるにつれてビジネスで使用される機会が増えていきいずれは無くてはなら

ない物へとなっていくだろう。 
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5 実現する技術 
第二章でＨＡＡＳやＰＡＡＳを説明したが、それらを活用することにより得られるものにスケーラビ

リティがある。ここでいうスケーラビリティとは、急激なトランザクションの増加や利用ユーザ数の変

化に対応して、迅速かつ柔軟に処理能力を増減できるコンピュータ・リソースを指す。 

 

5.1 スケーラビリティ 

スケーラビリティがありシステムがスケーラブルな状態とは、IT リソースがプールされ、急速にス

ケールイン、またはスケールアウトすることが可能であることを指す。利用者からは IT リソースが

無限に存在するように見え、必要なときに必要な量を購入することができる。 

またコストの面からも仮想化技術による IT リソースの抽象化により迅速な伸縮性を実現できる

ことや、マルチテナントモデルを効率的に実現しサービス利用料金の低価格化を実現する。それ

に加えＩＴリソースの利用状況が監視されているため、サービスの種類やレベルに応じて IT リソー

スの配分が自動的に制御され、最適化される。ITリソースの利用状況はサービス提供事業者と利

用者の双方にとって透明性があるように、監視、制御、報告される。 

 

5.2 スケールアウトの活用 

２０００年代に入り、コンピュータ単体の性能向上は陰りを見せるようになった。それに対しプロ

セッサコアの数は２個、３個と増え、複数コアでの動作性能が向上するようマルチスレッド化が施さ

れたプログラムは、従来よりも高速に動作する。しかし、マルチスレッドされていない、あるいはマ

ルチスレッドに向いていないプログラムもまだ多く、マルチコアプロセッサを活かし切れていないの

が実情である。他にもスケーラビリティを高める方法としてグリッド・コンピューティングが挙げられ

る、だがグリッド・コンピューティングはそれぞれのハードウェアが異なる上に、コンピュータのスト

レージやメモリの使用状況も一律ではない。その為、標準化作業がなかなか進まなかった。さらに

有力な商用サービスを提供するプロバイダも現れていない。しかしクラウド・コンピュータの出現に

より大規模な分散コンピューティング・システムを構築する場合でも、グリッド・コンピューティング

に比べ、実装ははるかに楽で、管理も容易である。クラウド・コンピュータはインターネットのテクノ

ロジを使ったとてつもなくスケーラブルで、かつ、オンデマンドですぐ使えるコンピューティング環境

である。 

数百、数千とサーバリソースを増やし、並列で使用することでスーパーコンピュータの様な処理

速度となる。それと同等の物をオンプレミスに作る費用は莫大だ。問題はそれだけの速度と計算

量を必要とするシステムがそんなに存在しない。しかも通年で利用するのではなく、クラウドの迅

速かつ柔軟に増減できるコンピュータ・リソースを利用すればその高度なスケーラアビリティ性を
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利用し、一時的にサーバリソースを利用することで更に安価に巨大な処理能力を得ることができ

る。問題はそれだけの速度と計算量を必要とするシステムがそんなに存在しないことである。しか

し IBM の創業者であるトーマス・Ｊ・ワトソン・シニアは世界のコンピュータの需要は５００台に満た

ないだろうと言った、しかしその２０年後、大型コンピュータのメーカは、ミニコンピュータをおもちゃ

として相手にしなかった。さらにその１０年後、パーソナルコンピュータは同様の扱いを受けた。 

昔からの考え方をしている人は「大型機でニーズは満たされているのに、なぜ小型機が必要なん

だ」という反応を示した。しかし現実には、ミニコンピュータやパーソナル・コンピュータは、単に大

型機を同じ機能を果たすのにとどまらず、まったく新しい使われ方をしている。 

技術が予期しなかった新しい使用方法を生み出すという。これらのケースに見られるのは、セイ

の法則の変形である。１９世紀初頭のフランスの経済学者であるジャン・パプティスト・セイは、一

般的に供給が需要を作り出すことを発見した。人は自分がそれを発見できることを知らないうちは、

必要であることにきづかない。しかし、いったんそれに気づくと、それなしでは生きられないように

思うのである。シンクライアントを例に挙げてみると、当初は高価なパソコンに低価格で対抗する

ものという位置づけであったが、実際にはセキュリティ性の高さが注目された。また学校、漫画喫

茶、企業などでもインストールされたソフトのバージョン管理やウィルス対策など運用管理の面で

も大きなニーズがある。潜在的で明確でなかったニーズが、このように突然実態をもった圧倒的な

ニーズになるのでる。したがって、「事業に技術をどのように役立てますか」などと尋ねても無駄で

ある。それはすでに行っていることを改善するためにその技術がどのように利用できるか、という

視点でしか答えられないからである。 

 

5.3 Key-Value ストア（BigTable） 

クラウド・コンピュータのアプリケーションが高速に動作するのは、データの保存や処理を、大量

のサーバに分散させて実行させているからである。グーグルの場合は、データの保存に Google 

File System(GFS)という分散ファイルシステムを使用している。ＧＦＳは、ファイルを６４ＫＢのブロッ

ク（チャンク）に分割して、チャンクを複数のサーバに分割して配置する。こうすることで、書き込み

も読み出しも複数サーバで並列して実行されるため、全体でファイル入出力が高速化されるから

である。しかしＧＦＳは巨大なファイルを扱うのに特化されていますが、小さいファイルを大量に読

み書きするのには向いていない。しかし Web ページなどの情報を扱うためには小さいデータに対

してデータベース的にアクセスする必要がある。BigTable はそのような要求を満たすためにＧＦＳ

上に構築されたスケーラブルな分散データベースなのである。 

BigTable は列方向にデータを分割して複数マシンに割り当てたり、データ圧縮を用いてディスク

スペースを節約したり、メモリーをうまく使うことでデータの参照・挿入を高速に行えたりするのが

特徴です。大規模データの扱いに特化させるため、データモデルは既存のＲＤＢＭＳと異なってい

る。 

またメモリを使用し、データの入出力を高速に行う機能を備えている。拡張性も高く、データの
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量が増えてテーブルのサイズが増大しても、「タブレットセグメント」と呼ばれる行の集合に自動的

に分割し、複数のストレージに分散配置して負荷分散させることが可能です。さらにテーブルのサ

イズが増加しても自動的に圧縮し、ストレージ容量の最適化を図るようにしている。 

BigTable のデータモデルは、２次元の表形式に近い形式のデータモデルを扱う既存のリレーシ

ョナルデータベースとは異なっているが、大規模分散においては非常に有効に機能することが確

認されてきている。そのため、BigTable や memcached を利用して、リレーショナルデータベースよ

りシンプルで高速で大容量のデータに対応可能なデータストアを構築する考え方が定着してきて

いる。 

大規模分散データ処理では、従来のデータ処理技術の中核であるリレーショナルデータベース

管理システム（ＲＤＢＭＳ）が使われることはまれである。Google App Engine のデータベースである 

BigTable や、アマゾンが提唱しているデータベースサービスの Simple DB、マイクロソフトの SQL 

Ｄａｔａ Ｓｅｒｖｉｃｅなどはいずれも、RDBMSではない。これらはRDBMSのようにデータをカラムとフィ

ールドからなるテーブルとして保存するのではなく、データをキー（名前）とバリュー（値）の組み合

わせとして保存することからキーバリュー型データストアと呼ばれている。キーバリュー型データス

トアは、キーに応じて複数のサーバにデータを簡単に分散できるため、分散処理に向いている。ま

た、ＲＤＢＭＳと比較すると構造が単純なので、データの入出力が高速であるとされている。それ

はＲＤＢＭＳに見られるインデックス付けや排他的ロックを行わないからである。 

クラウド・コンピュータによって、データ処理の潮流れは集中処理から分散処理へ、ＲＤＢＭＳか

らキーバリュー型データストアへと変わりつつある。しかし気をつけなければならないことがある。

分散処理の世界では、ＲＤＢＭＳの世界では前提となっているＡＣＩＤ特性を維持しづらいということ

である。 

 

• Key-Value ストアの特徴 

クラウド・コンピュータの出現によって、データ処理の潮流れは集中処理から分散処理へ、ＲＤＢ

ＭＳからキーバリュー型データストアへと変わりつつある。しかし気をつけなければならないことが

ある。分散処理の世界では、ＲＤＢＭＳの世界では前提となっているＡＣＩＤ特性を維持しづらいと

いうことである。 

 

図表１ ＡＣＩＤ特性 参照元：クラウド大全 

 説明 

Atomicity（原子性） 処理が中間的な状態とらないこと 

Consistency(一貫性) データの矛盾がないこと 

Isolation(独立性) 処理間の依存関係がないこと 

Durability(永続性) 障害が発生しても処理結果が完全に保存されること 

 

クラウド・コンピュータでは、可用性と分散性が重視されているため、一貫性が犠牲になる傾向が

ある。そこで最近では、ＢＡＳＥという考え方が提唱されている。 
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図表２ ＢＡＳＥ 参照元：クラウド大全 

 説明 

Basically Available（可用性優先） 可用性を優先する 

Soft-state(柔軟な状態) システム連携をなるべく緩くする 

Eventual 

consistency 

(結果一貫性) いつかはすべてのデータ複製がとれて、シ

ステム全体が一貫した状態になる 

 

銀行の勘定系システムのように一貫性が厳密に求められるシステムは今後もＡＣＩＤの考えが

求め続けられるであろう。しかし世の中のデータ処理がすべて、銀行の勘定系システム並みの一

貫性が求められているわけではない。クラウドの世界では、データの一貫性よりも、大規模処理、

高速処理、安価な処理などが求められている。そのためＢＡＳＥのような新しいデータ処理の概念

が生まれたのである。 

 

• Key-Value ストア設計時の特徴 

一つ目はKey-Valueストアに対して、並列的にアクセスできる処理に分割することである。こうし

ておけば、各処理が互いに影響することなく、同時に実行できる。 

 

 

 

図表３ Key-Value ストア① 参照元：日経 SYSTEMS 

 

二つ目は、トランザクションを細かい単位に分割し、データ更新の競合が起こる可能性を低くす

ることである。複数処理をまとめた従来のトランザクションと競合する可能性が高い。処理一つひ

とつをトランザクションとするのがポイントである。 

 

 

 

図表４ Key-Value ストア② 参照元：日経 SYSTEMS 

DB DB DB 

処理 処理処理

DB 
トランザ 
クション 
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三つ目は、参照専用データを用意することである。クラウドでもトランザクション処理は可能で、

トランザクションが競合するとエラーになる。参照専用データならトランザクションの競合は起こら

ない。更新の可能性のあるデータの場合、別途参照用を用意し、データの同期方法を考える。 

 

 

 

図表５ Key-Value ストア③ 参照元：日経 SYSTEMS 

 

四つ目は、同じ処理を複数実行させること。並列処理だからできることでもあるが、クラウド環境

では原因不明の処理遅延や処理の失敗があるとされている。それらの影響を最小限にするため

に、処理を複数実行させ、最初に成功したものを採用する。 

 

 

 

図表６ Key-Value ストア④ 参照元：日経 SYSTEMS 

 

五つ目に、処理にはセッション状態を持たないようにする。そうしておけば、処理を実行するサ

ーバはどこでもよくなり、処理の並列実効性を高められる。 

 

 

図表７ Key-Value ストア⑤ 参照元：日経 SYSTEMS 

参照用

更新用

処理 

処理 
読み込み 

書き込み 

DB 

処理 

処理 

処理 

成功 

遅い 

失敗 

処理処理 処理 処理 

セッション 
状態 
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5.4 MapReduce（Hadoop） 

前節でグーグルでは、ＧＦＳに分散配置したデータを高速に処理するためのミドルウェアとして

MapReduceというソフトウェアを独自開発している。データの保存をつかさどるＧＦＳと、データの処

理をつかさどる MapReduce が、グーグルのクラウドを支えていることを述べた。GFS や

MapReduce の詳細は、2004 年までに論文として公開されている。その論文を基に、プログラマー

のダン・カッティング氏が 2005 年に開発したソフトウェアが Hadoop である。 

主な特徴として Hadoop は拡張性と耐障害性を兼ね備えた大規模データ処理技術であり、複数

台の安価な PCサーバを連携させ、数十テラ～数ペタバイトに及ぶデータを高速に処理できる。実

際の用途はしては、検索エンジン以外にもログ解析などに使われることが多い。 

 

 

図表８ Hadoop を構成する主要ソフトウェア 参照元： ITpro ヤフーを変え始めた Hadoop3 

 

（1） Pig 

 ヤフーは今後、Hadoop を使ってより簡単に技術者がサービスを開発できるようにする。

まず米ヤフーが開発する「Pig」のような、Hadoop 用のスクリプト言語の導入を進める。  

 Pig を使うと、Hadoop を使ってデータを解析するのに、標準のプログラミング言語であ

るJavaではなく、SQLに似た言語を使える。Javaに不慣れな開発者でもHadoopを活用

できるようになる。米フェースブックが開発する Hadoop 用のデータウェアハウス「Hive」

の導入も進んでいる。  

                                                  
3 http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20100531/348671/ 
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（2） Hive 

SNS（ソーシャル・ネットワーク・サービス）の米フェースブックが Hadoop でデータウエ

アハウスを構築するために自作したのが「Hive」である。Hive を使うと、Hadoop を使って

データを解析するのに、標準のプログラミング言語である Java ではなく、SQL に似たプ

ログラミング言語を使えるようになる。同社は Hadoop 上で稼働するデータウェアハウス

「Hive」を開発している。 

（3） Hadoop MapReduce 

MapReduce は、データ抽出処理（フィルタリング）を行う「Map処理」と、抽出したデータ

を集約して計算する「Reduce 処理」の組み合わせでデータを処理する並列プログラミン

グモデルである。 

（4） HBase 

Hadoop の関連ソフトとしてグーグルの分散データベース「BigTable」に相当する

「HBase」がある。 

（5） HDFS（Hadoop Distributed File System） 

Hadoop は、GFS に相当する「HDFS（Hadoop Distributed File System） 

HDFS はファイルをブロックに分割して、複数のサーバーに配置する分散ファイルシステ

ムである。 

 

• 大規模データの活用が本格化 

 Hadoop を日本国内で最も積極的に利用している企業はヤフーだ。2008 年ごろから部署単位で

Hadoop の導入を進め、Hadoop を使う事例が 10 件を超えるようになった。  

ヤフーでは利用者によるコンテンツの閲覧履歴を分析し、お薦めの情報を推奨（レコメンド）する

「レコメンドエンジン」などに Hadoop を使用している。他にも楽天やサイバーエージェントがユーザ

の行動解析などに使用している。 
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図表９ ヤフーにおける Hadoop の用途 参照元：ITpro ヤフーを変え始めた Hadoop4 

 

 

Hadoop が普及してきている理由に、現在企業などで取り扱う情報が年々増え続けており、今ま

でとは比較にならない量のデータを保存・分析する必要に迫られていることがあげられる。ところ

が増え続けるデータの大半は、変更のない静的なデータばかりだ。静的なデータを保存・分析す

るのに、トランザクション処理用の高価な RDB を使うのは割に合わないという。猛烈な勢いで増え

続けるデータの保存やデータ解析を RDB とエンタープライズストレージで行うのは、もはや不可能

なのである。ハードウェアやソフトウェアのコストも重荷だが、RDB はスケールアウトしにくいことも

問題なのだ。  

事例として金融機関であるJPモルガンチェースは、Hadoopを「安価で拡張可能なストレージ」と

して活用している。Hadoop を使えば、安価な PC サーバーだけで大規模データの保存と分析が可

能になるからだ。Hadoop を使うことで、従来巨費を投じていたリレーショナルデータベース（RDB）

を使うケースを減らせる。さらに RDBのために必要だった SAN／NAS などのエンタープライズスト

レージへの投資も、同時に削減できるのだという。またHadoopを使うことで、従来は時間がかかり

すぎていた処理を以前とは比べ物にならないくらい処理時間を短縮した例もある。地図検索など

のサービスを手掛ける地域サービス事業部は、1台のPCサーバー上でリレーショナルデータベー

                                                  
4 http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20100531/348671/ 
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ス（RDB）ソフトの MySQL を稼働させて処理していたログの集計を、Hadoop を使って 20 台のサー

バーによる分散処理に移行した。この結果、6 時間 6 分 35 秒かかっていた処理時間を、わずか 5

分 34 秒にまで短縮できたという。  

 Hadoop は基になった MapReduce と同様に、データを抽出（フィルタリング）する Map 処理と、

抽出したデータを集約して計算する Reduce 処理の二つで構成する。それぞれの処理を大量のサ

ーバーに分散し並列して実行できるので、処理が高速化する。いずれにしてもサーバの台数を増

やしたのに比例して処理性能が向上する。これらを組み合わせると、大量のデータから特定のデ

ータを探し出すような処理が、安価な PC サーバークラスタだけで実現できるようになるということ

である。 

Hadoop を導入するまでは、どれだけ時間がかかっても、ログの集計や解析といった処理は、各

処理につき1台のMySQLサーバーで実行するのが一般的だった。「分散処理をRDBで実行する

のは非常に手間がかかる」からだ。 ヤフーは、1 日に何百万人もの利用者が訪れる巨大サイトで

ある。集まるデータ量は膨大で、MySQL を使っていたころは一つの処理に何日もかかるようなケ

ースも少なくなかった。 大型サーバーを導入してMySQLによる処理を高速化する方法もあるが、

ハードの導入コストが高くなる。複数台の安価なPCサーバーによる分散処理が可能なHadoopを

導入することで、ヤフー社内で大規模データの活用が本格化した。ここで注目する所はクラウド・

コンピューティングを「コスト削減」ではなく、「アジリティ（スピード）増進」の手段だと認識しているこ

とだ。ヤフーにとっての Hadoop 導入のメリットとは、今まで何日もかかっていたデータ解析が数十

分で済むようになったことや、大量のデータ解析を利用できる社員の数が劇的に増えたことなの

だという。 

現在多くの米国企業の多くが「テラバイト、ペタバイトクラスのデータストアが必要だ」「データ分

析にかかるコストを抑えたい」「データ分析ができる人数を増やしたい」という発言を頻繁にするこ

とだった。米国企業では、ビジネスインテリジェンス（BI）などの大規模データ分析アプリケーション

が浸透して久しい。だからより安いコストで高速にデータを分析できる Hadoop の導入が、米国で

先行して進んでいる。 

Hadoop は、ストレージやデータベース、データウェアハウス全般の劇的なコストダウンが可能で

あり、大容量データをより高速に解析できるソフトウェアだ。Hadoop は今後、ネット企業だけでなく、

大容量のデータを扱う必要のあるあらゆる企業に、大きなインパクトを与えることだろう。 

 

• 実用事例 

米ニューヨーク・タイムズでは同社の Web サイト上で、過去の新聞記事をアーカイブし、サイトを

訪問した利用者がテキスト検索できるようになっている。このうち、１８５１年９月から１９８０年１２

月までの記事についてはＰＤＦファイルの形式でアーカイブされている。 

 同社ではまず、この約１３０年分の新聞記事をスキャンした１１００万枚ものイメージファイルを、

オンライン・ストレージ「アマゾンＳ３」に格納し、さらにＰＤＦファイルにする際に、仮想サーバ「アマ

ゾンＥＣ２」と分散処理フレームワーク Hadoop を利用した。 
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 各記事には多数のＴＩＦＦ画像が含まれていたため、スキャンした結果、総データ量は４テラバイト

に膨れ上がった。しかし、アマゾンＥＣ２上で１００インスタンスの仮想サーバを同時に起動し、

Hadoop を利用して並列処理を実行した結果、２４時間以下でＰＤＦファイルに変換できたということ

だ。同社では、仮に同じ作業を自社のサーバを利用して実行した場合、１４日かかると見積もって

いた。それがわずか１日で処理できてしまったことにある。かかったコストはたったの２４０ドル程

度だ。なお、ＰＤＦ形式に変換されたファイルは１.５テラバイトになり、再度、アマゾンＳ３に格納さ

れている。ユーザが記事のＰＤＦファイルはこのアマゾンＳ３から読み出される。
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6 クラウドを使用したリエンジニアリングシュミレーション 

6.1 リエンジニアリングとは 

リエンジニアリングとは現状のプロセスを「どうしたらこれを速くできるのだろうか」や、「どうした

らこれをうまくできるのだろうか」、「どうしたらこれを少ないコストでできるのだろうか」などというこ

とではなく、「そもそもなぜそれを行うのだろうか」を考える事である。ビジネス・プロセス・リエンジ

ニアリングとは「初めからやり直すこと」であり、「すでにもっている知識と現代の技術のもとで、も

し今日この会社を再び創り上げるとしたら、それはどのようになるか」と問いかけることである。 

 現代の技術として新しくクラウド・コンピュータが出現した。これにより無限のスケーラアビリティ

や圧倒的な低コストなど、今まで技術的に難しい物であった事ができるようになり、今までにない

ビジネス・プロセス・リエンジニアリングが実現できるようになった。 

 

6.2 情報技術活用の失敗 

情報技術を使いプロセスの改善を行う際、一部の効率性を求め過ぎた事が原因で全体の効率

性が損なわれる事がよくあるがこれでは本末転倒である。プロセスをただ部分的に直すだけでは、

全体的な問題の解決にはならないのである。プロセスの各部分をいじってみても、いつまでも企業

の業績はよくはならない。仕事のプロセスを設計し直すことをしないで、細かい部分の改善に取り

組んでいては駄目なのである。 

情報技術は単なる自動化にすぎないと考えている企業も、まず問題点を探し、その後それを情

報技術で解決しようとしている企業もまた、リエンジニアリングを達成することはできない。情報技

術は本来、事業のリエンジニアリングにおいて重要な役割を与えられるものであるが、実際には

誤った役割を当てられることが多い。しかし企業の既存の問題に単にコンピュータをあてがっただ

けでは、リエンジニアリングは起きない。実際、情報技術が誤用されると、古い考え方や行動パタ

ーンをそのまま強要することになり、かえってリエンジニアリングの妨げになる。これは情報技術に

よって既存のプロセスをオートメーション化することになり、牛専用の道を舗装するようなものであ

る。つまりオートメーションは、単に間違ったことをより効率的にやる方法を提供するだけなのであ

る。これらのことが現在多くの「使えないシステム」を大量に生み出し、プロジェクトが失敗しまう大

きな原因なのである。 
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例１（情報技術は単なる自動化に過ぎないと考えている企業） 

現在のプロセスに情報技術を使い効率化をはかる方法である。この方法ではコストに見合う効

果が得られる可能性が低く、導入にかかったコストすら回収できないことも考えられる。 

ユーザ プロセス A プロセス B プロセス C プロセス D 

     

 

図表１ プロセス改善① 

 

例２（まず問題点を探し、その後それを情報技術で解決しようとしている企業） 

現在のプロセスからボトルネックとなっている箇所を探し出し、情報技術で解決することでコスト

に対して効果が大きい事が特徴である。しかしこれはプロセス自体が以前の状態であり、ただ効

率化しただけに過ぎない、最悪今後も長期に渡り古い方法を続けなくてはならない危険性があ

る。 

ユーザ プロセス A プロセス B プロセス C プロセス D 

     

 

図表２ プロセス改善② 

 

• 失敗事例 

問題にコンピュータを単にあてがっただけであったら何が起こったかを考ええみよう。ＩＢＭクレ

ジットが、融資の申し込みのあまりにも遅かった処理を改善するため、ばらばらに働いていた五分

野のまったく異なったスペシャリストたちを、コンピュータでつないだとしよう。そのシステムによっ

て、あるスペシャリストのオフィスから別のスペシャリストのオフィスへと書類を動かす次官が必要

なくなり、既存のシステムが改善されることになっただろう。しかしこれでは、それぞれのオフィスに
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書類が到着してから処理されるまでの、はるかに長い待ち時間をなくすことはできない。リエンジ

ニアリングなら９０％以上の改善が得られただろうが、単に既存のプロセスをコンピュータ化した場

合、せいぜい１０％程度の改善にとどまるだろう。フォードもまた、単に部品業者に対する支払い

システムをコンピュータ化したにすぎないとしよう。そうすることによって経営者は支払い業務の５

００くらいの仕事のうち、２０％を削減できると予想できただろう。しかし実際には、リエンジニアリン

グすることによって仕事の８０パーセントを削減できたのである。 

 

6.3 リエンジニアリングを実現するには 

情報技術の真の力は古いプロセスを改善することににあるのではなく、古い複雑なルールを壊

し、新しい仕事のやりかたを創造すること、つまりリエンジニアリングすることにある。「我々がすで

に行っていることを情報技術を使って強化や、簡素化、改善するにはどうしたらよいだろうか」と考

えてしまう。しかし、考えなければならないのは、「まだしていないことを行うためには、情報技術を

どのように利用すべきなのだろうか」ということである。リエンジニアリングはイノベーションであり、

最新の情報技術の力を利用してまったく新しいゴールに到達しようとすることなのである。リエンジ

ニアリングの最も困難な部分は、情報技術のもつ、新しく耳慣れない、これまでの常識にない能力

を認識することである。 

 

例３（リエンジニアリング） 

現在のプロセスを改善し、今まで業務にかかっていた時間を短縮させる最終系はその業務を無

くしてしまう事である。それにはまず全体のプロセスを十分に認識することにある、その後今まで

見えていなかったプロセスを含めて全体のプロセス改善から先に行う。その後情報技術を使いリ

エンジアリングを進めていく。 

 

ユーザ プロセス A プロセス B プロセス C プロセス D 

     

 

図表３ プロセス改善③ 
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6.4 クラウド・コンピューティングのＢＰＲシミュレーション 

（1） 海外へのアウトソーシング 

企業のコスト削減のため、欧米系や日本の企業の中にも、海外の優秀かつ豊富な人

材を活用し、人事・総務・経理などのバックオフィス業務をアウトソーシングする動きが急

加速している。 

以前はCAD設計・データエントリーなどのアウトソーシングなどのサービスを提供する

企業があったが、近年では今までは自社内で行ってきた人事・総務・経理などの仕事を

マニュアル化しバックオフィス業務として海外にアウトソーシングし BPO（ビジネス・プロ

セス・アウトソーシング）を実現する企業が増えている。 

ここで海外へ業務をアウトソーシングする際に特に情報漏えいが懸念される。しかし

セキュリティはどう保てば良いかと考えるのではなく、セキュリティの心配をしないように

するにはどうすればいいかというところまで考えるべきなのである。そこでシンクライアン

トを導入することにより、セキュリティ対策自体をなくしてしまう事で BPO を絡めたリエン

ジニアリングをスムーズに行う事ができる。 

現在多くの企業は、顧客情報などのデータ流出を防ぐためにウィルス対策やファイル

共有ソフトからパソコン内のデータ流出を防ぐか。紛失したノートパソコンやＵＳＢメモリ

からどうやって保存データの情報漏洩をどう抑えるかが課題だと考えていた。 

しかしクラウド・コンピュータやシンクライアントを利用した解決策は、データの物理的

移動そのものなくしてしまうということである。シンクライアントを利用しデータを外部に物

理的に移動できなくしてしまうので。データを物理的に持ち出す必要そのものが無くなっ

た。結果情報流出の危険性はゼロになったわけである。 

 

（2） BPR を行う際にＳａａＳを使用する 

BPR とクラウド・コンピュータ（ＳａａＳ）を採用する際の相性を考える。ＳａａＳを採用す

るメリットの一つに俊敏性がある、それは極端なことを言ってしまえば、申し込んだその

日からシステムの機能を利用することができるということである。これに対して、スクラッ

チシステムでは実装までに少なくとも数ヶ月の期間を要してしまう。 

そこで BPR を行う際に新しく改正したプロセスに合うＳａａＳを探し、その中からシステ

ム化する際に一番プロセスに合致する物をＳａａＳで提供されているアプリケーションか

ら選択する事で、プロセスの改善からシステムの導入までを短い時間で行うことができ

る。またＳａａＳを利用することで初期コストを大きく削減する事ができる。それに加えてプ

ロセスにＳａａＳが適合しなかった場合も途中でいつでも中止することができるので、コス

ト面のリスクを最小限にすることができる。 

また BPR を行う際に、本当に自社独自のソリューションが必要なのかという点につい

て検討を行う必要がある。ただ他と違うことをやろうとしているだけではないのかというこ
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とを意識してみる。それは無理に他と違うことをやろうとしなくても、現在提供されている

ＳａａＳの中に解決できる物が無いかを探り、提供されているＳａａＳから現在のプロセス

を改善できるものを選び、現在のプロセスをＳａａＳの方に合わせることで、洗練されたＳ

ａａＳのプロセスにプロセスの流れを適合することができる。 

 

（2-1） ＳａａＳの導入方法 

ＳａａＳを導入する際、まず対象となる業務と解決する為に選択したＳａａＳとの解

決できるフィット部分と解決が不可能なギャップ部分を分析する。従来であればギャ

ップ部分はアドオン開発することが多かったが、クラウドでは「公開されているサー

ビスの流用が増える」。例えば Salesforce.com では「AppExchange」というサイトが

あるそこには Salesforce.com と連携して使えるサービスが集まっている。これらの

中から目的のサービスを探し出し、組み合わせられるかが重要となる。 

 

（A） BPR を行う際にＳａａＳを使用する 

フィット＆ギャップ分析で業務プロセスとクラウドの適合度を確認 

 

 

図表４ フィット＆ギャップの分析 参照元：日経 SYSTEMS 

 

（B） ギャップ部分を解消する（クラウド特有のギャップ解消法） 

１ 利用可能な汎用サービスを検索 

２ サービスを組み合わせる 

ＳａａＳ 

ＳａａＳ 

ギャップ 
部分 

業務１ 

業務２ 

業務３ 

業務４ 

Fit 
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GAP

GAP

機能１

機能２
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図表５ ギャップ部分の解消 参照元：日経 SYSTEMS 

 

• 考察 

ＳａａＳ単体ではどんなにクオリティの高いものでも意外と単体では実用性が低いことが多い。し

かし幾つかのＳａａＳを組み合わせることで大きく実用性を高めることができる。クラウド・コンピュ

ータの使い方は公開されているサービスの流用をしていく方向で進んでいきそうだ。またそのサー

ビスも急速に増えていくと予想されるので、これらの中から目的のサービスを探し出し、うまく組み

合わせられるかが重要になってくる。システムの作り方に自体が変化し、ユーザ側にもベンダ側に

も大きく影響を与える。 

そしてこれらのことは BPR を行う際にこれらの変化は良い影響を与えるシステムを作る際に煩

わしい作業を省くことができ、本来のリエンジニアリングに集中できると考えられる。クラウド・コン

ピュータの出現はリエンジニアリングに良い影響与えられると考えられ、今後その使われ方も益々

考えられていくであろう。またクラウド・コンピュータの無限のスケーラビリティを使えば今まで不可

能だったことが次々と解決していくことも考えられるなど使い方は様々である。技術の変化により

今何ができるか、もう一度洗い出す必要がある。

公開 
されている
サービス 

入力規則 

タスクの割り当て メール送信

集計 
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7 結論 
クラウド・コンピュータの登場をきっかけに情報システムを提供している側に与える影響として考

えられることは、まずノンコア業務の情報システムばかり開発してきたシステム・インテグレータは

今後確実に数を減らしていくと考えられる。ノンコア業務は今後ＳａａＳなどで標準化され、ユーザ

企業は作るから探すという新しい形態へと変化していくと考えられる。情報技術が利用される分野

の大半は会計などの、ノンコア業務を効率化するために使用されている。しかし企業の競争優位

性を高めるためにはコア業務への資源集中こそが最も重要であり、それ以外の業務はすべてア

ウトソースするべきである。会計システムがどんなに優れていても企業の売り上げには何の影響

も与えることは無い。顧客は売り手の会計システムには何の興味もないのである。このようなノン

コア業務はＳａａＳやBPOに投げてしまうべきである。合理化が今後も徹底されていくなかでクラウ

ド・コンピュータの利用こそがこれからの企業モデルであるといえる。 

販売システムや生産管理システムの優劣は、売り上げや利益に直結しする。このようなコア業

務はパッケージではなく、独自の要求をうまく新しい情報技術に落としこめるかが重要なのである。

このコア業務こそ情報技術による効果が最も大きく現れる場所なのである。このような情報システ

ムの本質を捉えたコア業務を提供できる企業からすればクラウドの出現はハードウェアの変化だ

けで何の影響もないと考えられる。 

企業がＩＴを使う目的はそもそも何か、それは業務の効率化とコストの削減である、ビジネス競

争が激化しているなか、企業情報システムには更に前向きな目的と効果が求められている。新規

顧客の獲得、顧客ニーズの把握、売上拡大、意思決定の迅速化である。これからはノンコア業務

から開放されたリソースをコア業務に集中してリソースを割くことができる。これはシステムエンジ

ニアが本来行うべき仕事に集中できるということである。 

情報システムを利用しているユーザ企業にとってはこれまでのように、ベンダやシステム・イン

テグレータからの提案を待つという受け身の姿勢では、クラウド・コンピュータがもたらす恩恵にあ

ずかることはできない。なぜならアマゾンやグーグルの様なクラウド・ベンダが積極的にユーザに

営業をかけてくるとは考えづらいからである。クラウド・コンピューティングのサービスは、いわばセ

ルフサービス型なのである。 

 ユーザ企業自らが積極的に動かなければ、その無限ともいえるスケーラビリティと柔軟性を備え

たＩＴインフラや、ＳａａＳなどの優良なサービスをこれまでにない低料金で利用できるというクラウ

ド・コンピューティングの最大のメリットを得ることはできない。 

またどの企業にも共通して言える問題がある、それは既存システムの存在が新しいシステムや

アーキテクチャ導入の足かせになりやすいということである。そのため企業システムにおいては、

比較的優先度の低い、新規システム、基幹システムを中心にクラウド環境に移行していき、既存

システムとの連携や、コア業務のクラウド化と進み段階的に全てのシステムがクラウドとなってい

くことが望ましいと考えられる。全てのシステムがパブリッククラウドに移行するのが最終系と考え
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ると、まずはセキュリティ要件の低い一部分の用途に適用することから始まっていくことが望まし

いと考えられる。 

クラウド・コンピュータの出現により技術選択の幅が非常に広がった。新しい技術を創造的に用

いる機会を探すことで、これからクラウドコンピュータの新しい利用方法が次々に出現するであろ

う。 
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