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少しの時間を使っ
てクラウド導入の
原則を定義するこ
とで、計りしれな
い時間を節約でき
ます」

私は AWS のエンタープライズストラテジストとし
て、世界各地を訪れて大規模企業のリーダーと話す
機会があります。そのリーダーがリーダーシップの
課題としてよく挙げているのが、従業員全体で行動
の一貫性と判断の統一を実現する方法です。全員が
同じ合理的な時間と場所で変革のプロセスを開始す
ることを期待するのは良いことですし、全員が変革
の "理由" と "方法" を理解していると想定すること
は簡単です。ところが、多くの場合、一致している
ように見えるリーダーシップチームでさえも (私は
多くのリーダーシップチームを経験しました)、同
じ問題の範囲について同意していると "思い込み"、
ビジネスを取り巻く状況のマップを明確に描いて変
革の理由と方法に関する意見を適切かつ慎重に一致
させるための話し合いを実際に行うことはしていま
せん。

潜在的な理解のずれとあいまいさに正面から取り組
むときに Amazon で使用している方法の 1 つが、
原則 (社内では信条と呼んでいる) の効果的な使用
です。チームは各自で信条を定義します。この信条
に対して、チームのメンバー全員は異議を唱えるこ
とができます。メンバーは、もっと良い信条がある
と思う場合は、変更を提案する責任があります。少
しの時間を使ってクラウド導入の原則を定義し、そ
の原則に対して気後れすることなく異議を唱えられ
るようにし、理解が深めるにつれ変更することで、
計りしれない時間を節約できます。

私は、メンバーにとって重要であると思われるソ
フトウェアとインフラストラクチャの構築に何日
も、何週間も、何か月も (または、何年も) 費やし
たが、結局誰にも使われないことに後から気付いた
という事例を個人的に経験し、目の当たりにしてき
ました。この業界でよくある例の 1 つが "データ
レイク" です。私が一緒に仕事をした企業で、1 つ
のチームが単独でひたすら働き、オンプレミスの 
Hadoop とストレージを活用してすばらしいデータ
レイクを構築したものの、誰もそこにデータを保存
することも、ソリューションとして使用することも
なかったという例は、数え切れないほどあります。
それはとても無駄なことです。データに関する簡単
な “原則” の合意があれば、そのような無駄は避け
られたと思います。「各チームがデータを所有し、
必要に応じて全員が API を使ってそのデータに安全
にアクセスできるようにする」という単純な考えに
よって、大量の無駄な時間とエネルギーを費やさず
に済んだことでしょう。

時間をとって原則の合意を得て、原則を公表した企
業には、次の 4 つの共通点があります。1) 公表し
た原則は意思決定を行うためにマクロレベルでよく
使用され、その結果、価値のない作成や無駄なエス
カレーションを回避できます。2) 意思決定が迅速
になるため、企業は供給量の増加 (リリースの増加) 
を絶えず実現できます。3) 原則は、判断と行動の
一貫性を促進するためにすべてのレベルで使用され
ます。4) 原則は、クラウド変革の道路標識のよう
に使用されます。

信条: (名詞) 原理または信念、特に宗教または哲学の主な原則の 1 つ。 
この信条は集団によって固守される。評価の高い一員になるには、その 
特定の教えを固く守る必要がある。

「

https://www.cio.co.uk/it-strategy/introduction-wardley-value-chain-mapping-3604565/


Amazon では、Amazon リーダーシッププリンシプ
ル (LP) によって、Amazon の 1 人 1 人の従業員が
広範囲にわたって一貫性を持って判断を行えるよう
にしています。私は、お客様の問題を "Dive Deep" 
に関していつでも、どの従業員とも話すことができ
ます。そのために社内会議を計画する必要はありま
せん。それは、私は LP1 (Customer Obsession) に
全神経を集中させて取り組む必要があるためです。
この原則は、自然と議論が起こり、会話が生まれる
ようになっています。毎日、Amazon の従業員 1 
人 1 人が原則について深く考え、比較検討してい
ます。ときには、"Bias for Action" を実践する前に 
"Dive Deep" を行う必要があります。また、ただ物
事を起こす必要がある場合もあります。この原則を
適用するには判断力が必要です。AWS では原則に基
づいて判断できる人材を強く求めています。

では、クラウドに関する適切な原則を考えるにはど
うすればよいでしょうか。

私の同僚である Joe Chung がこのテーマに関してす
ばらしいブログを投稿しており、優れた例をいくつか
提供しています。ここでは、この記事の続きに進みた
いと思います。昨年だけでも、私は世界各地の 147 
社以上の企業のクラウド移行を支援し、さまざまな原
則を検討しました。このリストはすべてを網羅してい
るわけではありませんが、みなさんが自分の企業に適
切に当てはまると思った場合に、まねしたり、修正を
加えたり、使用したりできるように例として紹介しま
す。私は、エンタープライズがクラウドに移行する
理由である 5 つの主な利点(セキュリティ、コスト、
柔軟性、コンプライアンス、可用性、人材) に基づい
て、この原則の例のリストをまとめました。

セキュリティ
• ソースコードのセキュリティ: すべてのコードは、中央のコードリポジトリに安全に保管されます。 

アクセスはモニタリングされます。
• ポリシーの設定: チームは自由にツールを選択できますが、ツールとソリューションはセキュリティと 

可用性の目標を満たしている必要があります。
• 認証情報の適用範囲の削減: アクセス権を適切に最小限に抑えます。
• 敵がコードを知っていると想定する:   

ダンスは誰も見ていないかのように踊り、暗号化はみんなが見ていると考えて行います。
• 人間によるデータアクセスを徹底的に制限し、モニタリングする: ユーザーが手動ではなくツールを使っ

てデータにアクセスするようにします。
• 変更不可のルール: 信頼できるデータソースとログは変更できません。データのコピーがデータをサポー

トするチームとは別に保管されます。
• 信頼するが検証する: リーダー、エンジニア、開発者が、データとシステムを保護するために正しい判断

を行っていることを基本的に信頼しますが、その信頼を検証する仕組みを設けます。
 ◦ Turbot、Stratus Cloudtamer、CloudCkr、Saviynt、CSRA Agility、Red 

Hat、Telos、Evident、Cisco Cloud Manager、CloudAbility、Fugue.io、DivvyCloud など検証に 
役立つさまざまな AWS のツールとパートナーの優れたソリューションがあります。

この原則を適用す
るには判断力が必
要です。AWS では
原則に基づいて判
断できる人材を強
く求めています」

「

https://www.amazon.jobs/principles
https://www.amazon.jobs/principles
https://aws.amazon.com/blogs/enterprise-strategy/tenets-provide-essential-guidance-on-your-cloud-journey/


コスト
• クラウドファースト: 多くの画一的で面倒な作業を、できる限りすみやかに削減するために、すべての新

しい開発はクラウドネイティブにします。
• クラウドネイティブ: 独自でソリューションを構築するのではなく、できる限り AWS の機能を利用しま

す。AWS 用に可能な限り最小のコントロールプレーンを構築し、AWS のスケールメリットを利用しま
す。"完璧" は "十分" の敵であることを理解しています。AWS の機能を積極的に使用しますが、障害が 
発生した場合は一時的なソリューションを独自に開発してイノベーションを行います。

• 実行するソフトウェアの数を減らす: コンポーネントが商品化されている場合、コンポーネントの維持に
貴重な開発時間を費やすのではなく、サービスとして利用することをお勧めします。

 ◦ これは長年、エンタープライズで議論の的となっていますが、コンテナの実行と運用でさえサービス
として行うことができる時代です。エンジニアがデータセンターを構築しないのであれば、コンテナ
プラットフォームを構築してみてはどうでしょうか。

• お客様のデータとロジックに焦点を合わせる: 製品を差別化しないシステムではなく、会社のデータとロ
ジックの構造を構築し、サポートできるように努力します。

• 優れたパブリッククラウドパートナー: 選択したプラットフォームを使用して、企業が迅速にエキスパー
トレベルに到達することに集中できるクラウドパートナーを選びます。人材、プロセス、技術のパラダイ
ム全体でプラットフォームが多すぎることが原因で起こる混乱を回避します。

• 実行可能な製品/クラウドを最小限に抑える: 最初の本番ワークロードをクラウドに移行するために必要な
セキュリティ、可用性、効率の最小限の目標を調査します。お客様の機能に他のツールが必要になった場
合に、調査の範囲を他のツールに広げます。

• 期日までにデータセンターを閉鎖する (後には引き返せない状況を作る): 指定の日付までにデータセンター
を閉鎖できるように、すべてのシステムを移行する、またはすべてのシステムに適切な施設を見つけます。

 ◦ 期限を設けることは、少し恐いですが、期限があることで、勢いと集中力が増し、みんなが明確な目
標を持ちます。例えば、2015 年に Rob Alexander 氏 (グローバル CIO) は AWS re:Invent に登壇
し、世界中のすべての人に Capital One は複数のデータセンターを閉鎖し、AWS クラウドに移行す
ると宣言しました。

• 利益を生みながら節約する: チームとプロダクトマネージャーは、クラウドの費用について責任を負いま
す。結果に至るまでの方法を考慮して、実際に財務上の利益を企業にもたらすものになると判断できる場
合に使用を許可します。

• 倹約が重要: 倹約し、クラウドの支出に責任を持つことが重要です。チームは、絶えずコストの削減に努
める必要があります。無駄なリソースに費やしていたお金は、お客様の機能のために使うことができた可
能性があります。

"完璧" は "十分" 
の敵であることを
理解しています」

「



柔軟性
• 2 枚のピザ理論を適用したチーム: 12 人以下の少人数のチームを構成します。可能な限り、自己完結で

き、目標と作業スケジュールに自ら責任を持つことができるチームにします。
• 構築し、実行する: 新しい少人数のチームで機能を作成したら、そのチームは 24 時間 365 日体制でその

機能をサポートする責任があります。この最も簡単な形が DevOps です。
 ◦ この時点で職務分掌に関する質問をよく受けます。最終的には、すべてにコードのパイプラインを使

用して、すべてのコードのデプロイと運用を高度に自動化する必要があります。2 人体制の制御を維
持する必要がある場合は、1 つのチーム内で異なるレベルのロールや、パイプラインのデプロイ用に
自動化された 2 人体制のロール承認を検討します。

• 今あるチームが必要なチームである: 外部の人間を雇用することを検討する前に、常にスキルやツールの
見直しを行い、最善の教育を行って従業員の成長を促進することで、従業員がクラウドのビジョンを達成
できるようにします。

• チームが選択する: プロダクトマネージャーとともにチームが、構築方法や使用するツールを決定します。
ただし、会社のセキュリティと効率の目標を満たしたツールを選択する必要があります。

• 万能なツールはない: 私たちのビジネスは大きくて多様です。仕事に適したツールを使用するようにしま
す。特定のツールや製品ですべてに対応できるとは考えていませんが、共通する問題を解決する方法につ
いては明確な考えを持っています。その方法を自動化して、シンプルで統合された環境に組み込みます。
エンジニアリングの画一的な作業を削減し、意図的に回避します。

• 立ち入らない: サービスチームが AWS の導入に自身で責任を持つことができるようにし、開発を分離お 
よび分散させます。私たちは、門ではなく、ガードレールを構築する方を選びます。コンプライアンスにつ
いては自動的に監査します。

• API を公開する: 毎回 API を公開すると、内部または該当する場合は外部の RESTful API を使用して、
製品とデータに安全にアクセスできるようにすることができます。

人は自分が理解で
きる人に従う可能
性が高い」

「



コンプライアンスと可用性
• すべてものは何度でも障害が発生するという考えで設計する: 解決に取り組んでいるお客様の問題に適し

たレベルまで、障害に対応した設計とテストを行います。進むにつれてサイトリライアビリティエンジニ
アリングの原則を使用します。これは、私たちにとって第 2 の天性として大きな影響を及ぼしています。

• 本番環境で障害を発生させる: 大胆にカオスエンジニアリングを使用して、制御しながら意図的にコンポ
ーネントで障害を発生させます。

• 本番環境は常に複数のアベイラビリティーゾーンで運用する: 本番のサービスとそのデータは、常に複数
のアベイラビリティーゾーンで運用します。 
 

人材
• 全員がセキュリティエンジニア: 毎日、全員が適切なセキュリティの維持に注意を払います。
• ペアプログラミングでの作業: 本番コードとサポートのトレーニングと開発の両方で、2 人の開発者が 1 台の

コンピュータの前に並んで作業する手法を頻繁に実践します。共同作業は単独作業を合わたものに勝ります。
• 継続的な学習に適したツール: 開発者が仕事に必要なツールを確実に使用できるようにし、技術面におけ

る自己能力の開発を継続的に行うように奨励し、報奨を与える仕組みを導入します。
• 認定のルール: エンジニアと開発者に AWS 認定の取得を奨励します。認定を取得したエンジニアと開発者

を再評価し、報奨を与えます。
• 10% の目標: すべてのエンジニアと開発者の 10% が認定を取得することが目標です。
• 信条に一致する人材を募集する: 雇用する人物が信条に一致する明らかな経験を持っていることを確認し

ます。
• エンジニアと開発者のモチベーションを高める要素を理解する: モチベーションは、自主性、習熟性、目

的意識から生まれます。モチベーションによって、人は独自のアイデアで動き、習得し、影響を与えるこ
とができます。

Jonathan Allen は、アマゾン 
ウェブ サービスのエンタープラ
イズストラテジスト兼エバンジェ
リストで、クラウドによってビジ
ネスを発展させる戦略についてエ
ンタープライズ技術担当の経営陣
をサポートしています。 
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