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注意
本書は情報提供のみを目的としています。本書の発行時点における AWS の現行製
品と慣行を表したものであり、それらは予告なく変更されることがあります。お
客様は、本書の情報、および明示または黙示を問わず一切の保証なしに「現状の
まま」提供される AWS 製品の使用について独自に評価する責任を負います。本
書のいかなる内容も、AWS、その関連会社、サプライヤー、またはライセンサーか
らの保証、表明、契約責任、条件や確約を意味するものではありません。お客様に
対する AWS の責任は、AWS 契約により規定されます。本書は、AWS とお客様の
間で行われるいかなる契約の一部でもなく、そのような契約の内容を変更するも
のでもありません。
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はじめに
Cloud Value Framework は、進捗状況を 4 つの価値基準から測定することで、クラ
ウドコンピューティングの包括的なビジネスケースの構築を実現します。AWS Cloud 
Economics は、100 社を超える AWS のエンタープライズカスタマーと連携し、1,500 
件を超える公開 AWS 導入事例を分析することによって、Cloud Value Framework を
開発しました。

その結果、クラウドコンピューティングへの移行によって AWS のお客様がビジネス価
値を生み出している 4 つの 主な領域が判明しました。

この eBook では、クラウドがどのようにビジネスを変革しているかについての概要
と、上記の Cloud Value Framework における 4 つの側面について説明します。

クラウドの価値を分析する 2 つの主要なアプローチ

1. コスト削減

トップダウン

ボトムアップ

KPI ベンチマークデータ

迅速な分析

価値の評価

組織の詳細なデータ

多大な時間の投資

高い正確性

2. スタッフの生産性 3.  オペレーショ
ンの回復力

4.  ビジネスアジリティ

https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/?customer-references-cards.sort-by=item.additionalFields.publishedDate&customer-references-cards.sort-order=desc
https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/?customer-references-cards.sort-by=item.additionalFields.publishedDate&customer-references-cards.sort-order=desc
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クラウドコンピューティングの理解
クラウドコンピューティングの変革力を理解するために、送電線革命が製造業をどのよ
うに近代化したかについて考えてみましょう。広範囲に及ぶ電気設備が開発されるま
で、企業はその機械を稼働させるために独自の発電機を購入して動作させなければなり
ませんでした。これには多額の先行資本支出 (CapEx) の他、継続的な修繕、メンテナン
ス、および交換コストが必要でした。しかし最も重要なのは、これが企業の回復性、敏
捷性、生産性を低下させたことでしょう。

電力会社はやがて、電気を一元的に生産し、送配電網を通じてビジネスに販売し始めま
した。電力会社が提供する電気を使用した結果ビジネスは、コストと設備投資を削減で
きるだけでなく、余った労力と資本を品質の向上、優れた製造プロセスの開発、顧客へ
のより良いサービスの提供、などに集中させることができるようになりました。

では、20 世紀のコンピューティング革命に早送りしましょう。当初、企業は独自のコ
ンピューティングリソースを購入してデプロイし、管理することが通常でした。発電機
と同様に、データセンターの構築には多額な先行設備投資、長期的な調達サイクル、そ
してそれらすべてを稼働させるための専門知識とスタッフが必要でした。

送電線によって企業が一元型設備から電力を取得できるようになったように、今日、イ
ンターネットによって、AWS のような、1 か所に集められたコンピューティングリソ
ースにアクセスすることが可能になりました。この結果、企業はハードウェアに多額の
先行投資を行うことなく、電気設備のように使用分だけ料金を支払うことが可能になり
ました。コストの削減に加えて、従業員をビジネスの差別化や、より価値の高い作業に
集中させることで、「電力」の信頼性とセキュリティを向上し、顧客により迅速に対応
できるようになりました。
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クラウドの実装
バリューフレームワーク
Cloud Value Framework は、AWS への移行によってコスト削減以外にどのような
価値を生み出すかを特定します。

以下のセクションでは、4 つの柱それぞれについての詳細と、これらの柱がどのよう
にクラウド価値に貢献するかを解説します。

クラウドへの移行に
よるインフラストラ
クチャコストの削減
と回避

50% を超える TCO 
の削減 (GE)

部門ごとの効率性
をタスク単位で改
善

SLA の改善と予定
外の停止の低減に
より利益を得る

堅牢な災害対策のた
めに重要なワークロ
ードを複数の AZ と
リージョンで実行 
(Expedia 社)

構築とデプロイの
速度が 5 倍に加速 
(Intuit 社)

新しい機能やアプリ
ケーションのデプロ
イを高速化しながら
エラーを減らす

サーバー設定時間
を 1 年あたり 
500 時間以上削減 
(Sage 社)

コスト削減 (TCO)

説明

例

一般的な
焦点

クラウドが実現す
る強力な利点

スタッフの生産性 オペレーショ
ンの回復力

ビジネスアジ
リティ
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一般的に、従来のデータセンターではキャパシティー計画が大きな課題です。これ
には、技術面でのニーズを正確に予測し、機器を通常運用 6～9 か月前に調達する
必要があります。さらに、サービス停止を避けるため、企業は大抵ピーク要件より
も 20～50 パーセント余分にプロビジョニングを行います。自然資源防衛協議会
は、サーバーの平均的な使用率は 12～18 パーセントにすぎないと推定していま
す。1

クラウドを使用すると、組織は必要な容量分の料金を支払うだけですみます。使用
量が少ない期間にはリソースの使用を減らし、需要のピーク時には使用量を増やし
システムが必要なパフォーマンスを実現します。容量の需要と供給が密接に調整さ
れ、従来のデータセンターモデルにはよくある無駄がなくなります。

インフラストラクチャの所有と管理に関連する IT コストの削減は、クラウドの旅を
始めるにあたってビジネスが真っ先に考える事柄です。各組織によって異なります
が、クラウドによるコスト削減は主に 2 種類に分かれます。1 つ目は、最初からハ
ードウェア、ネットワーク、施設運営、アップグレードにかかるデータセンター関
連の運用コストと設備投資をしないことでコストを削減する方法です。通常、クラ
ウドサービスには最小契約義務がないため、組織はいつでもサービスを停止または
開始することができ、コスト効率性がさらに向上します。

次に、コスト削減を最大化するには、コスト最適化の文化を創り出すことが重要
です。つまり、リソースにタグ付けし、AWS Cost Explorer および AWS Trusted 
Advisor などの AWS ツールを使うことで、さらなる利便性を追求し、クラウドコ
ストの管理責任を明確にし、コストを追跡、管理できるようになる、ということで
す。詳細については、AWS のコストの最適化ウェブページを参照してください。

AWS は、組織がコストをさらに節約できるようにする料金モデルを提供していま
す。Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) のリザーブドインスタンスとい
った AWS のサービスを使用することによって、組織は事前にインスタンスを予約
し、オンデマンド料金と比較して最大 75 パーセント節約することができます。次
に、Amazon EC2 のスポットインスタンスで、オンデマンド料金の最大 90 パーセ
ント割引で追加のコンピューティングキャパシティーを購入する方法です。AWS に
保存、または転送される容量が多ければ多いほど、ギガバイトあたりのコストが低
くなります。

コスト削減
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IDC は 2018 年 2 月の分析で、AWS のお客様の運用コストは、オンプレミスイン
フラストラクチャの運営と比較して 51% 低いと推定しています。2 2018 年 7 月
に AWS が主要 500 社のお客様に対して行った別の調査では、AWS のお客様のイ
ンフラストラクチャ支出総額が、AWS のデプロイ後に 14.3% 低減したこともわ
かっています。

お客様が AWS で価値を実現するもうひとつの方法は、スタッフの生産性の向上による
ものです。データセンターでは、ビジネスの差別化を生み出さない作業に多くの従業員
が時間を費やしています。たとえば、今までスタッフの大部分が物理的なサーバーの調
達、セットアップ、メンテナンスに専念していたかもしれません。

•  GE Oil & Gas 社は、IT サービスの総所有コストを 52% 削減しまし
た。3

•  AdRoll 社は、固定コストの 75%、および運用コストの 83% を削減し
ました。4

•  Condé Nast 社は、コストを 40% 削減し、運用パフォーマンスを 30
～40% 向上しました。5

•  Lionsgate 社は、3 年間に 50% と 100 万 USD を節約しました。6

•  Live Nation 社は、18% のコスト削減を予測し、移行後 1 年で 40% の
削減、現在までで 58% の削減を達成しています。7

AWS のお客様は、次のようなコスト削減の成果を達成しています。

スタッフの生産性

Live Nation
AWS による単独調査

7

https://aws.amazon.com/executive-insights/content/how-live-nation-realized-business-value-with-aws/
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AWS では、これらの業務は軽減されるか、不要になります。組織は、IT インフラストラ
クチャの管理に関連する日常的な運用上の頭痛の種から解放され、IT の専門知識を、新
しく改善されたアプリケーションの開発や、より良いユーザー経験を実現するなど、戦
略的で違いを生み出す作業のためにより有効に活用することができます。

クラウドは、最新のソフトウェアエンジニアリングアプローチにも適しています。これ
には、継続的インテグレーション/継続的デプロイ、マイクロサービスアーキテクチャ、
自動化されたテスト、および本番移行前に個別の環境でアプリケーションコードをテス
トするブルー/グリーンデプロイなどがあります。デプロイとテストの環境は、進化する
ビジネスニーズに合わせて数秒でプロビジョニングしたり、解除したりすることができ
ます。この変革により、アプリケーションとサービスの製品化までの時間を大幅に削減
できます。

IDC は、AWS を導入した組織について、IT インフラストラクチャスタッフの効率性が
平均 62% 向上したと報告しています。AWS のベンチマークでは、AWS のお客様は平
均的に、オンプレミス IT の使用時と比較して、スタッフメンバー 1 人あたり 2 倍の仮
想マシンと、1.8 倍テラバイトのデータを管理できることが示されています。

•  NewLog Consulting 社は、管理労務タスクを 50% 削減しました。8

•  Intuit 社は、データの急増、基準の欠如、およびセキュリティ堅牢化
に IT スタッフが費やす時間を 60% 削減できると予測しています。9

•  AdRoll 社は、人件費を 300 万 USD 節約し、エンジニア 20 人がコア
アプリケーションの開発に専念できるようになりました。10

以下の企業は、効率性向上を実現した、または実現を予想している 
AWS のお客様の例です。
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セキュリティ侵害、ハードウェア障害、ソフトウェアグリッチ、または人為的ミスに
よる予定外の機能停止には、非常に高い費用がかかる場合があります。例えば、IDC 
調査のひとつである「DevOps and the Cost of Downtime: Fortune 1000 Best Practice 
Metrics Quantified」は、フォーチュン 1000 社のダウンタイムにかかる平均年間コス
トが 1 年あたり 12 億 5 千万～25 億 USD になるとしています。アプリケーションの
重大な障害にかかるコストは、1 時間あたり 50 万～100 万 USD にもなり得ます。ク
ラウドサービスを利用することによって、オペレーショナルレジリエンスを向上さ
せ、IT 中断によるこれらの高コストを避けることができます。組織がオペレーショナ
ルレジリエンスを向上させる上で AWS が役立つ主な領域には、インフラストラクチ
ャ、運用、セキュリティ、およびソフトウェアの 4 つがあります。

まず、AWS はハードウェア障害、自然災害、および停電からの保護のために、回復性
に優れたインフラストラクチャを提供します。AWS のアベイラビリティーゾーンは、
それぞれが複数の大手ネットワークプロバイダーに冗長的に接続されており、ネット
ワーク障害の可能性を実質的に排除します。すべてのコンピューティングインスタン
スには 2 つの独立した電源から電力が供給されており、それぞれがユーティリティ電
力、UPS 電力、および補助発電電力を備えています。これらのアプローチは AWS に
標準装備されていますが、オンプレミスデータセンターで実装しようとすると、高価
で複雑な作業となるでしょう。

次に、運用上の観点から見ると、AWS には、実証済みの設定の再現性に優れたデプロ
イを可能にする AWS CloudFormation および AWS Service Catalog などのツールがあ
ります。これらを使って、エラーが発生しやすい人的要素を自動化できます。これ
は、問題を素早く特定して対応するために、使用率、パフォーマンス、および運用メ
トリクスに対するシステム全体の可視性を提供することから、サービスレベルアグリ
ーメント (SLA) の取り決めを履行し、ビジネスを円滑に進める能力を向上させなが
ら、運用の複雑性を低減するために役立ちます。

第 3 に、AWS は高レベルのセキュリティをサポートします。AWS では、セキュリテ
ィはあって当然です。常に最優先事項です。進化し続ける脅威からの保護には絶え間
ない警戒が必要で、侵害対策にかかるコストは高額になり得ます。AWS は、そのグロ
ーバルインフラストラクチャに対して、最善の保護を常に適用し続けています。AWS 
のオートメーションとツールは、サービス拒否 (DoS) 攻撃などのセキュリティリスク
の軽減に役立ちます。AWS Identity and Access Management (AWS IAM) を使用する
と、組織は AWS サービスへのアクセスを安全に制御でき、30 を超える認証と認定を
取得できます。AWS は、コンプライアンス対応のアプリケーションとサービスを構築
するための基盤を提供します。

オペレーションの回復力
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さらに、AWS は機能停止の原因となり得るソフトウェア問題の可能性を低減するメカニズ
ムを提供します。継続的インテグレーション/継続的デリバリーワークフローの自動化に
より、AWS CodeDeploy や AWS CodePipeline などのサービスを使用してこれを実現しま
す。AWS マネージドサービスは、究極の安心をもたらすために、変更リクエスト、モニ
タリング、パッチ管理、セキュリティ、 
およびバックアップサービスなどの一般的なアクティビティを自動化し、インフラストラ
クチャのプロビジョニング、運用、およびサポートするためのフルライフサイクルサービ
スを提供します。

IDC は、AWS のお客様について、予定外のダウンタイムが以前のオンプレミス実装と比べ
て 94% 削減されたとしています。AWS の調査によると、AWS のお客様は平均で、1 つの
アプリケーションあたりの月間インシデント数の 43.4 パーセント、重要な P1/P0 インシ
デント数の 48.7 パーセント、セキュリティインシデント数の 36.1 パーセントの削減を実
現していることがわかっています。インシデント数の削減に加えて、解決までの平均時間
が AWS 導入後に 27.7 パーセント短縮されるため、大きなメリットがあります。

•  MedStar 社は、AWS で患者エンゲージメントポータルを再構築し、ダウ
ンタイムを毎月 120 分から 5 分未満に短縮しました。11

•  Trainline 社は、すべてのワークロードを AWS に移行してダウンタイム
を 60% 低減させることで、年間節約額 120 万 GBP を達成しました。12

•  Travelstart 社はダウンタイムを 25% 低減し、運用コストを 43% 削減
しながら新興国市場に成長しました。13

•  Live Nation 社は、可用性を 99.9% から 99.999% に向上させまし
た。14

•  Convertale 社は、そのシステム可用性を、オンプレミスセットアップで
の 98% と比較して、99.965% まで向上させました。15

AWS のお客様は、以下のような回復性の向上を達成しています。

– Capital One、最高情報責任者、ロブ・アレクサンダー氏

「[AWS] により、自社のデータセンターよりも パブリッククラ
ウドでより安全な運用が可能になると信じています」。
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従来の IT モデルはイノベーションに制約を課します。チームが新しいアプリケーション
やサービスを開発したい場合は、それらを行うためのリソースをプロビジョニングする必
要があります。これには余分な時間と費用がかかり、製品化までの時間を遅れさせ、イノ
ベーション予算を消耗します。もう 1 つの潜在的な障害は、失敗した場合のコストです。
たとえば、オンプレミスインフラストラクチャを使用する企業が新製品の発売を試みて失
敗した場合、その企業はプロジェクトを運用するために購入したハードウェアを引き続き
サポートする必要があります。

クラウドを使用すると、デベロッパーはリソースを瞬時にプロビジョニングして、コード
の作成を開始できます。クラウドは、IT に対して競争優位性を推進する迅速で俊敏なアプ
ローチをサポートするため、デベロッパーは新しい事を試すためだけに、完全なインフラ
ストラクチャスタックをデプロイする予算を獲得するまで待つ必要がありません。不要に
なったインスタンスはシャットダウンして、コストも回避できます。

Morningstar 社の最高技術責任者 Mitchell Shue 氏は、AWS Summit シリーズ
の講演で次のように述べ、クラウドのより広範なビジネス利益を強調しました。

つまり、コスト削減はビジネス価値の第一歩にすぎないということです。

簡単に言うと、AWS の導入によってビジネスはより早く前に進みます。競合他社より先
に革新的な製品を市場に投入すること、今までにないチャンスを利用してみること、新
しい地域への拡大を図ること、M&A の迅速化を図ること、実験のペースを加速する、な
ど、あらゆる場合においてです。デジタル経済において、IT はこれらすべての能力の成
功要因です。

ビジネスアジリティ

「コスト効率性についても喜びを隠せませんが、イノベーション
を駆り立て、生産性を向上させる障壁がないデベロッパー環境を
提供できることに、より一層胸を躍らせています」。16

11
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クラウド環境では、新たな事柄への挑戦におけるリスクが大幅に低減されます。たとえば、
ある組織が安価なクラウドの開発およびテストインフラストラクチャ (AWS では数分でデ
プロイできます) でアイデア 20 案を試し、そのうち 10 案を本番にデプロイして、そこか
ら 2 案のみを長期的に維持できるという場合、この組織は、柔軟性に欠けたオンプレミス
環境での試行で生じがちな無駄をわずかに抑えつつ、同様の事例を実行できます。イニシア
チブが発揮されると、需要を満たすためのインフラストラクチャの拡大がシンプルになりま
す。IDC は、オンプレミス環境と比較して、AWS の使用は 25 パーセント高いデベロッパ
ーの生産性につながり、機能を 3 倍提供することを可能にし得ると推定しています。

クラウドでは、失敗した場合のコストも削減されます。イニシアチブが失敗することはよく
ありますが、その場合も組織は迅速かつ簡単にインスタンスをシャットダウンできるため、
失敗のコストがはるかに低くなります。

AWS の調査はこれらの調査結果を支持しており、AWS のお客様は、AWS で新しいアプリ
ケーションを起動する場合、製品化までの時間を平均 2 か月半短縮するとともに、リリー
スごとに 26.4 パーセント多くの新機能、更新、および修正を提供していることを示してい
ます。AWS に移行されたアプリケーションは、10 段階のユーザー満足度スコアで大幅に高
い得点を獲得しており、従業員については 7.0 点から 8.8 点、顧客については 6.8 点から 
8.8 点に上がっています。

•  McDonald’s 社は、マイクロサービスアーキテクチャを使ってその宅配プラット
フォームを AWS でローンチし、100 ミリ秒未満のレイテンシーで 1 秒あたり 
20,000 件の注文にスケールすることを可能にしました。17

•  Bristol-Myers Squibb 社は、シミュレーションを 98% 速く実行する能力を実現
することで、臨床試験のコストを削減し、患者に対する条件も改善しまし
た。18

•  Unilever 社は、新しいプロジェクトを 75% 速く立ち上げることができます。19

•  Dow Jones 社は、その製品開発速度を 30% 向上させました。20

•  Lionsgate 社は、AWS を使ってインフラストラクチャをデプロイするために必
要な時間を数週間から数日、または数時間に短縮しました。21

AWS のお客様は、ビジネスアジリティに対して変革的なメリットを達成しています。

12
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– オートデスク、エンタープライズアーキテクト、アラン・ウィリアムス氏

– インディアナポリス・モーター・スピードウェイ、オンラインサービスマネ
ージャー、エイドリアン・ペイン氏

– Anschutz Entertainment Group、高情報責任者、デニス・テイラー氏

「スピードは時間の短縮、スピードは収益の向上です。私たちの
プロジェクトはもう 数年も続くものではなく、数か月で完了で
きます。これは、新しい機能、新しいサービス、新しい製品を、
前よりも迅速にお客様にお届けできることを意味します」。

「当社のデベロッパーは小さな Amazon EC2 インスタンスを開始
して、概念実証を行うことができます。成功を収めたものは本番
に移行され、より大きなインスタンスに統合されます。これは、
概念的なアイデアのために新しいサーバーを購入するモデルでは
実行不可能だったことです」。

「従来のインフラストラクチャでは、サーバーの調達、配信、実
行に数週間かかる場合がありました。AWS クラウドでは、必要に
応じてリソースをプロビジョニングできます」。
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まとめ
クラウドの価値に関する説明の最初で、4 つの主な価値基準からクラウドへの取
り組みが及ぼす影響を評価することがいかに重要かを強調しました。同じく重要
なのは、クラウドによる成功が、ビジネスのどこに、どのような価値をもたらし
ているかを知ってもらう必要性です。

クラウドの価値についてご自身の組織に説明するためのベストプラクティスをご
紹介します。AWS が推奨するこのベストプラクティスは、何千社ものエンター
プライズによる移行を成功に導いた経験に基づいています。

意思決定プロセスの早い段階でビジネスケースのプロセスを開
始します

財務、調達、IT、エンジニアリング、ビジネス運営といった部門
から適切なステークホルダーをリストアップし、それぞれのケー
スを作成します

ビジネスアジリティといった数値化が困難なパラメータを数値化
することで、TCO のみでなく、ビジネス全体への影響を示します

早く始める

利害関係者を参加させる

値を割り当てる
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脚注
1 https://www.nrdc.org/sites/default/files/data-center-efficiency-assessment-IP.pdf

2 https://pages.awscloud.com/Global_IDC_Enterprise_Whitepaper.html

3 https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/ge-oil-gas

4 https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/adroll-tco

5 https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/conde-nast

6 https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/lionsgate

7  https://aws.amazon.com/enterprise/executive-insights/content/how-live-nation-realized-
businessvalue- with-aws

8 https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/newlog-consulting

9 https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/intuit-cloud-migration

10 https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/adroll

11 https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/medstar-health

12 https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/trainline

13 https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/travelstart

14  https://aws.amazon.com/enterprise/executive-insights/content/how-live-nation-realized-
businessvalue- with-aws

15 https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/convertale

16 https://www.youtube.com/watch?v=vhNvhJGOhSw&ab_channel=AmazonWebServices

17 https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/mcdonalds-home-delivery

18 https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/bristol-myers-squibb

19 https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/unilever

20 https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/dow-jones

21 https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/lionsgate
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