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クラウド プラットフォームは、クラウド コンピューティングに移行する基盤となります。すべての IT リーダーが、ク

ラウド プラットフォームとは何か、なぜ重要なのかを理解する必要があります。しかしビジネス リーダーも、この

新しいテクノロジに関心を持つべきなのでしょうか。 

2 つの理由から、答えははっきりと “イエス” です。まず、クラウド プラットフォームを利用することで、IT から得

られるビジネス上のメリットが増大するためです。具体的には、新しい機能の迅速な展開、ビジネス イノベー

ションの促進、IT 予算の有効利用などのメリットが実現されます。しかし、同じく重要なのが、クラウド プラット

フォームがもたらす、技術面だけでなく、ビジネス面でのリスクです。ビジネス リスクの場合、判断を下せる立場

にあるのはビジネス リーダーだけです。 

この資料ではクラウド プラットフォームのメリットとリスクについて、ビジネスの観点から考察します。的確な判断

を下すには、両方の側面を正しく認識する必要があります。しかしその前に、クラウド プラットフォームとは実際

のところ何なのかを説明しておきましょう。 

クラウド プラットフォームとは 

一般的な IT 用語では、アプリケーションを実行したりデータを保存したりできるものはすべて “プラットフォーム” 

です。たとえば企業のデータ センターでは、Windows Server などのソフトウェアを実行するコンピューターが

社内アプリケーションのプラットフォームとなっています。同様にクラウド プラットフォームも、アプリケーション実行

やデータ保存のための基盤です。最大の違いは、クラウド プラットフォームは、マイクロソフトなどの外部のサー

ビス プロバイダーが所有するデータ センターで稼働し、インターネットを介してアクセスされるという点です。図 

1 はこの概念を示しています。 

 

図 1: サービス プロバイダーが所有するデータ センターでアプリケーションの実行やデータの保存を行う

クラウド プラットフォーム 
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この図が示すように、企業の従業員も顧客も、クラウド プラットフォームが提供するアプリケーションとデータを

利用できます。多くの場合、クラウド プラットフォームは社内のプラットフォームで現在使用されているものとは

少し異なるテクノロジを使用しています。たとえばマイクロソフトのクラウド プラットフォームは、Windows 

Server ではなく Windows Azure を実行しています。 

ここでご注意いただきたいのは、現行の社内プラットフォームをすべてクラウド プラットフォームに置き換える必

要はないということです。図 1 からもわかるとおり、企業は引き続き、自社のデータ センターで自由にアプリケ

ーションを実行したり、データを保存したりすることができます1。クラウド プラットフォームは、クラウドの方が適切

と思われる状況に対応するための、新しい選択肢です。  

クラウド プラットフォームによるビジネス上のメリット 

クラウド プラットフォームの利用が最良の選択となるのは、どのような状況でしょうか。このテクノロジがもたらす

ビジネス上のメリットとは何でしょうか。大別すると次の 4 つのメリットがあります。 

 新しいビジネス機能の迅速な展開 

 ビジネス イノベーションのリスク削減 

 グローバルな規模、グローバルな運用力 

 IT 予算の有効利用 

これら 4 つの分野について、それぞれ詳しく検証していきます。 

新しいビジネス機能の迅速な展開 

既存の業務システムを改善するにせよ、一から作成するにせよ、IT ベースの新しい機能を展開する場合、

多くの時間が必要になります。企業によっては、新規の、または更新されたアプリケーションの実行準備が整う

まで、サーバーなどの IT リソースを要求できないこともあります。新規のアプリケーションを社内で展開するに

は、うまくいっても数週間、または数か月かかる場合が少なくありません。こうした事情により、新しいビジネス

機能 (と、その収益) が実現されるまでに、予想以上の時間がかかります。 

クラウド プラットフォームでアプリケーションを作成すれば、この遅れを最小化できます。大部分の企業データ 

センターとは異なり、クラウド プラットフォームでは顧客が提出したアプリケーションが、即座に実行されます。待

ち時間がないため、アプリケーションによるビジネス上のメリットを直ちに享受できます。 

                                                                 

1 多くの企業では、自社データ センターをプライベート クラウドに転換しています。プライベート クラウドは、社内システムにクラウド プラットフ

ォームの要素を一部実装するアプローチです。ただし、ここでは、外部のサービス プロバイダーによって提供されるパブリック クラウドのみを取り

扱います。 
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ビジネス イノベーションのリスク削減 

イノベーションはビジネスを成功に導く原動力です。顧客のニーズを満たす新しい方法を作り出していかなけ

れば、競合他社に確実に追い抜かれます。ただし、イノベーションにはリスクが付きまとい、大部分の試みは失

敗に終わります。失敗した場合もコストは発生するので、やみくもにイノベーションを追求するわけにはいきませ

ん。新しいアイデアへの投資が増えるほど、被るリスクも大きくなります。  

クラウド プラットフォームは、イノベーションに必要なコストを削減することでリスクを抑え、企業の挑戦を促進し

ます。これを可能にしている理由として、まずビジネス イノベーションにおけるカスタム アプリケーションの役割の

大きさを考えてみる必要があります。多くの場合、新しいことに挑戦するには、新しいソフトウェアが必要になり

ます。しかし多くの企業では、1 つのプロジェクトを開始するまでに、組織として乗り越えなければならない

数々のハードルがあります。たとえば、完全なビジネス ケースを作成した後、IT 部門が必要なリソースを用

意してくれるのを待たなければなりません。IT 部門から、そのリソースを必ず一定の期間にわたって使用する

ようコミットメントを求められる場合もあります。IT スタッフの立場からすれば当然のことですが、こうした事情か

ら来るコストや時間の問題が、イノベーションの前に立ちふさがる険しい障壁となっています。 

すべてのイノベーションは実験から始まります。そこで、高いコストやコミットメントに煩わされることなく、ビジネス

のアイデアの価値を検証する手段が必要とされています。クラウド プラットフォームは、以下のような理由から

その手段を提供することができます。 

 クラウド プラットフォームの価格体系は従量制であり、アプリケーションで使用する分しか料金が発生しま

せん。たとえば Windows Azure の場合、コンピューティング時間とストレージのデータ保存量 (GB) 

を基に算出されます。したがって実験目的でアプリケーションを小さい規模からスタートすれば、わずかな

料金しか支払う必要がありません。これにより、財政的なリスクが最小化されます。 

 従量制の料金設定なので、クラウド プラットフォームではコミットメントが要求されません。実験で良い結

果が得られなければ、アプリケーションをシャットダウンして支払いを打ち切ることができます。うまくいった場

合は、クラウド上の追加リソースを要求するだけで、アプリケーションを簡単に拡張できます。 

クラウド プラットフォーム上に構築するアプリケーションは小さい規模からスタートし、必要に応じて拡張していく

ことができるので、イノベーションにはうってつけです。クラウド プラットフォームなら失敗による損失が少ないため、

新しい試みを始める際の社内プロセスをスムーズに進め、プロセスを省略することも可能になります。今まで試

せなかったアイデアにチャンスを与え、企業の変革を促進することができます。失敗による損失が少ないという

ことは、同じ予算でより多くのアイデアを試せるということであり、成功するビジネス イノベーションが見つかる確

率も大きくなります。   
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グローバルな規模、グローバルな運用力 

一般に、クラウド プラットフォームを提供しているのは大規模な組織です。たとえばマイクロソフトの 

Windows Azure プラットフォームは、北アメリカ、ヨーロッパ、アジアにある巨大データ センターで稼働してい

ます。企業はこのグローバルな規模と運用力を活用できます。 

たとえば、ある企業が顧客向けの革新的な Web サービスを開発することに成功したとします。これをサポー

トするアプリケーションを自社データ センターで実行する場合、負荷の急増に対するアプリケーションの拡張は

難事業です。クラウド プラットフォームなら、一般にアプリケーションの拡張は簡単です。実際、マイクロソフトの 

Windows Azure プラットフォームは、マイクロソフト自身の一般向け Web アプリケーションのサポートを目

的の 1 つとして設計されているため、Web アプリケーションへの対応に長けています。また、クラウド プラットフ

ォームが備える規模は膨大な量のデータ処理に適しているため、データのビジネス価値を発見できる可能性

が広がります。 

クラウド プラットフォームでは拡大だけでなく、縮小も可能です。たとえばコンサート チケットを販売するオンライ

ン システムなどのアプリケーションでは、利用数が一時的に急増します。このような急増に対応できるだけの数

のコンピューターを社内に準備しておくのは、実際問題として不可能です。多数の高価なコンピューターがほと

んどの時間、アイドル状態で放置されることになります。クラウド 

プラットフォームなら、アプリケーションで必要になった時点で追

加のコンピューティング リソースを要求し、終わった時点で解放

することができます。しかも料金は、使用する分しか支払う必

要がありません。このような弾力性に富んだ基盤でなければ実

現不可能な種類のアプリケーションもあります。クラウド プラット

フォームを利用することで、新しいビジネスの可能性が開けます。 

スケーラビリティは有益ですが、それだけでは不十分です。世界中に顧客を抱える企業 (また現在は違うとし

ても、最終的にそれを目標としている企業) の場合、自社所有のデータ センターで全世界向けの大規模な

アプリケーションを実行するのは、かなり無理があります。グローバルな運用力を備えたクラウド プラットフォーム

は、まさにその目的のために作られています。たとえば Windows Azure を使用すると、同じアプリケーション

を世界中のさまざまな場所で実行し、すべての場所でデータを同期することができます。 

グローバリゼーションは抽象的な概念ではなく、現在起こっている明確な事実です。企業がこの現実を受け

入れ、新しいビジネスや新しい市場に進出するうえで、クラウドのグローバルな規模と運用力は強力な支えと

なります。クラウド プラットフォームなら、小規模企業も大きな夢を形にできます。 

クラウド プラットフォームなら、

小規模企業も大きな夢を 

形にできます。 
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IT 予算の有効利用 

IT 予算については大部分の企業で、ビジネス リーダーではなく IT リーダーが直接担当しています。しかし、

結局のところ IT はビジネスのためにあり、IT 予算もビジネスの資金なのです。クラウド プラットフォームを使う

と、この資金をより有効に運用することができます。 

IT 予算は一般に、2 つのカテゴリに分けて検討されます。すなわち、現行の業務活動に必要な、基本的な 

IT インフラストラクチャおよびアプリケーション (電子メールなど) への投資と、新しいビジネス機能を提供する

新しいアプリケーションへの投資です。前者を最小化し、後者を最大化したいというのが、すべての企業に共

通するニーズです。クラウド プラットフォームは、いくつかの方法でこのニーズに対応します。 

 クラウド プラットフォームでは使用するリソースの分しか料金が発生しないため、サーバーやソフトウェアへ

の先行投資は不要です。コンピューティングの資本コストが運用コストに転換され、企業の IT 予算をよ

り賢く利用できるようになります。  

 クラウド プラットフォームでは、IT 支出に対する直接的な可視性が得られます。IT 部門によるデータ セ

ンターへの設備投資などで、常に一定額の料金が発生する場合と異なり、クラウド プラットフォームでは

料金の内訳を正確に把握できます。これにより、支払った費用に見合う価値のあるアプリケーションはど

れか、的確に判断することが可能になります。  

 企業の経済状況によっては、自社データ センターでアプリケーションを運用するよりも、クラウド プラットフ

ォームで運用した方が安くつく場合もあります。 

もちろん、クラウド プラットフォームが社内 IT 部門の役割を完全に代行できるとは考えないでください。IT 部

門は引き続き必要です。ただし、カスタム アプリケーションをクラウドで運用する方が得策となる状況は、多く

あると思われます。 

クラウド プラットフォームによるビジネス上のリスク 

どのテクノロジもそうであるように、クラウド プラットフォームにはメリットだけでなくリスクもあります。IT 部門のリー

ダーに聞けば、リスクについて詳しく説明してくれるでしょう。ただし、リスクをどの程度まで許容するかはビジネス

上の判断であり、IT 部門に一任するわけにはいきません。 

クラウド プラットフォームによる主なリスクは次のとおりです。 

 外部のプロバイダーへのアウトソーシング 

 社外でのデータの保存 

 ベンダー ロックイン 

クラウド プラットフォームを検討するビジネス リーダーは、これら 3 つのリスクをすべて考慮する必要があります。 
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外部のプロバイダーへのアウトソーシング 

クラウド プラットフォームの使用は、ある種のアウトソーシングです。IT サービスを自社でまかなうのではなく、

外部のサービス プロバイダーに料金を払って借りているためです。ただし、データ センターの運用をすべて任せ

るような旧来のアウトソーシングとは違って、クラウド プラットフォームでは、アプリケーションを一度に 1 つずつア

ウトソーシングすることができます。したがって柔軟性は高まりますが、リスクが皆無になるわけではありません。 

アウトソーシングは、他の企業とパートナー関係を結ぶことを意味します。その企業 (クラウド プラットフォーム 

プロバイダー) が期待外れだった場合、どうなるでしょうか?たとえばアプリケーションのダウンが頻発するような、

信頼性の低いプロバイダーだったら、と考えてみてください。または IT 部門に必要なサポートや新機能を提

供してくれず、協力関係が築けない場合や、クラウド プラットフォーム事業から撤退することになった場合、どう

なるでしょうか? 

アウトソーシング関係を結ぶことは結婚と似ています。それがクラウド プラットフォームという比較的小さな規模

におけるものであっても同じです。よく知っている、信頼できるパートナーを選ぶ必要があります。また、プロバイ

ダーのサービス レベル アグリーメント (SLA) の条項や、その実施能力についても問題がないか確認する必

要があります。リスクを最小化するには、クラウド プラットフォームを選ぶ段階からサービスを利用する段階まで、

細心の注意と努力が必要です。 

社外でのデータの保存 

大部分のビジネス リーダーにとって、クラウド プラットフォームの利用に関する最大の懸念は、データの問題で

しょう。社外にデータを保存するとなれば神経質にならざるを得ません。知的財産や企業機密の流出が懸念

されます。 

懸念すべき事項があるのは確かです。たとえば、多くの国では、

特定の種類のデータの保管場所について、条例で規定してい

ます。クラウド プラットフォームにデータを移す前に、自社に関係

する規定を確認し、データの取り扱いにどのような制約が生じる

かを理解しておくことが重要です。 

しかし、データ セキュリティに関して人々が感じている懸念の多く

はもっと漠然としており、主に未知のものに対する一般的な不

安感から来るものです。  

その場合、自社のデータ センターが、大手のクラウド プラットフォ

ーム プロバイダーのデータセンターよりも安全かどうかを自問して

みると良いでしょう。 

どのプロバイダーでも、重大なデータ侵害の発生はビジネスの命運にかかわり、莫大な財政的損失を伴うため、

データの安全な保管は最重要視されています。 

IT 部門のリーダーに聞けば、

リスクについて詳しく説明して 

くれるでしょう。ただし、リスクを

どの程度まで許容するかは 

ビジネス上の判断です。 
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とはいえ、大手のクラウド プラットフォーム ベンダーで、クラウド データ センターの綿密な内部調査を顧客に許

可している会社はありません (そこまで徹底的な情報公開は、長期的なプラットフォーム セキュリティの確保と

いう点で望ましくないからです)。つまり、クラウド プラットフォーム パートナーへの信頼を築く必要があるというこ

とです。新しいテクノロジの例に漏れず、クラウドも、小さな規模からスタートするのが賢明なアプローチでしょう。

たとえば、最初のクラウド アプリケーションは、重要ではあるものの、ミッション クリティカルではないアプリケーショ

ンにします。もう 1 つの選択肢は、データを (少なくとも最初の段階では) オンプレミスに残したまま、アプリケ

ーションだけをクラウド プラットフォームで実行することです。適用する状況によりますが、この方法も有効なソリ

ューションです。 

重要なポイントは次のとおりです。自社のデータに対し、どのようなリスクなら受け入れる価値があるかという判

断は、IT だけでなく、ビジネスにかかわる問題です。現実のリスクを理解したうえで、適切な選択をする必要

があります。セキュリティに関する一般的な、漠然とした不安感からクラウド プラットフォームを避けていると、こ

のテクノロジがもたらすビジネス上のメリットを活用する機会が狭められます。 

ベンダー ロックイン 

クラウド プラットフォームのテクノロジは、ベンダーによって大きく異なります。特定のプラットフォーム用に作成し

たアプリケーションを、別のベンダーが提供するプラットフォームに移行するのは難しい場合があります。このよう

なベンダー ロックインによって、さまざまな問題が生じます。  

たとえば、ビジネスの重要部分をサポートするクラウド アプリケーションを開発したと仮定します。クラウド プラッ

トフォームは従量制モデルを採用しているので、毎月、使用するコンピューティング リソースの分だけ料金が請

求されます。しかし、ベンダーが料金の値上げ、サービスの縮小など、好ましくない行動に出た場合は、どうす

ればよいでしょうか。支払いを拒否すれば、アプリケーションがシャットダウンされてしまいます。 

クラウド プラットフォーム パートナーを選ぶ際は、ベンダー ロックインについても考慮してみてください。そのクラウ

ド プラットフォーム用に開発したアプリケーションが別のプラットフォームで運用できないのであれば、完全なロッ

クイン状況になってしまうので、再検討をお勧めします。どのプラットフォームにもある程度のロックインはあります

が、アプリケーションを完全に書き直さなくても社内のデータ センターに移行できることを基準にして、パートナ

ーを選ぶと良いでしょう。ロックインを完全に避けるのはおそらく不可能ですが、最小化するように前もって配慮

することはできます。 

まとめ 

クラウド プラットフォームがすべてのアプリケーションに向いているかというと、明らかに違います。しかし、クラウド 

プラットフォームの利用がビジネスに実際のメリットをもたらす可能性があることも、同じように明らかです。IT 

部門がクラウド プラットフォームで新しいアプリケーションを開発したいという意向を表明した場合、ビジネス リ
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ーターはそのメリットとリスクを把握している必要があります。状況によっては、特定のソリューションに対してクラ

ウド プラットフォームを使用してはどうかと、IT 部門に提案することも考えられます。  

クラウド テクノロジは既に主流化しており、IT 投資を最大限に活かしたいと考えるビジネス リーダーには、こ

の分野の最新知識が要求されます。貴社の次なるアイデアが成功するか失敗に終わるかは、クラウド プラッ

トフォームにかかっているかもしれないのです。 

執筆者について 

David Chappell は、カリフォルニア州サンフランシスコを本拠地とする Chappell & Associates 

(www.davidchappell.com) の社長を務め、講演、執筆、コンサルティングを通じて、世界中の人々が

最新テクノロジを理解して使用し、適切な意思決定を行えるよう支援しています。  

 


