
クラウド活用により 
加速する SaaS ビジネス
2021 年 12 月に開催したオンラインセミナー「SaaS on AWS Day 2022」より、 
AWS サービスの導入・利用と SaaS 化を利用したビジネス拡大について、 
ソフトウェアベンダー・SaaS 事業者の皆様のアクションにつながるヒントをご紹介します。



SaaS ビジネスモデルへの変革をサポート
今や SaaS は、企業にとって当たり前の選択肢となりました。一方、SaaS ビジネ
スをどのように始めたらいいかわからないという声に応えて、AWS SaaS Factory 
プログラムチームが提供している「SaaS Journey Framework」は、目標から成
果を導き出す質問を多数用意し、SaaS ビジネスモデルへの変革をサポートします。
SaaS Journey Framework では、従来型のビジネスモデルから SaaS モデルに
移行する企業、新しい SaaS ソリューションを構築する企業、既存の SaaS ソリュー
ションを最適化する企業に対して、AWS の経験に基づくガイダンス/ベストプラ
クティスと AWS パートナーの意見を提供します。
対象の会社のプロファイルを緊急度と顧客の属性に応じて、1）市場をリードする
大規模企業（ToeDipper Software）、2）競合他社に市場を侵食されている企業
（Survivor Tech）、3）SaaS をゼロから始める企業（Unicorn Express.com）、4）新
規市場で成長を目指す企業（New Horizons Software）に分けて定義し、各プロ
ファイルでの目標を視覚化します。

ステージのアクティビティ単位でプランを立案
SaaS ジャーニーのフェーズは、事業計画立案、製品戦略およびロードマップ開発、
実用最小限のサービス、立ち上げ/新規市場開拓の 4 段階で定義しています。ど
こからでも始められますが、自社のプロファイルに応じてステージを定義すること
が重要です。SaaS ビジネスを開始するにあたって自社だけで情報収集するのは
限界があるため、SaaS 市場の経験豊富な AWS メンバーとのディスカッションを
通じて最適な SaaS ジャーニーを検討できます。

フレームワークと質問集で SaaS ビジネスモデルへの 
変革をサポートする「SaaS Journey Framework」
アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社
パートナーアライアンス統括本部  ISV パートナー本部  ISV/SaaS ビジネス推進部  部長

岡﨑 貴紀

SaaS ジャーニーフレームワークのフェーズ

1 事業計画立案 3 実用最小限の
サービス（MVS）

2 製品戦略および
ロードマップ計画 4 立ち上げ/

新規市場開拓
（Go-to-Market）
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シングルテナントで小さく、早く SaaS をスタート
SaaS 移行においては、シングルテナントとマルチテナントの 2 つの構成が検討で
きます。既存のアプリケーションに大きな変更を加えたくない場合はシングルテナ
ントのモデルから始めるのがおすすめですが、マルチテナントのモデルではより運
用やコスト効率を最適化することができます。マルチテナントモデルの方が考慮す
べきことが多いので開発に時間がかかりますし、初めて SaaS にチャレンジする
場合はどう作るべきか悩むことも多いと思います。まずシングルテナントで小さく、
早く SaaS の提供を開始し、フィードバックを受けながら継続的にモダナイズして
いくアプローチを取ってみるのはいかがでしょうか。

SaaS 化に必要なリファレンスをオープンソースで提供
既存のアプリを SaaS 化し、シングルテナントで開始するために必要なリファレン
ス環境をまとめた「AWS SaaS Boost」では、インストーラー、アプリ設定、オンボー
ディング用の UI、テナント管理、分析とメトリクスのダッシュボード、ビリング／メー
タリング、テナント分離、自動アップグレード機能などをすべてオープンソースで提
供。SaaS 化を進める企業は、GitHub 上に公開されているソースコードを活用し
て、独自にカスタマイズすることができます。

SaaS 化の基本要素を網羅する AWS SaaS Boost を活用することで、開発時間
を短縮して迅速な提供を実現できます。
AWS SaaS Boostの利用には、AWS アカウントと、環境を作成するための AWS 
Identity and Access Management（IAM）の権限が必要です。さらに、アプリのコ
ンテナ化が必須で、環境は Amazon ECS を利用します。現在はシングルテナン
トのみのサポートとなるため、マルチテナントをご希望の場合は既存のアプリをカ
スタマイズして活用ください。

迅速に SaaS 提供モデルへ移行し 
ビジネスの立ち上げを支援する「AWS SaaS Boost」
アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社 
ISVパートナー本部  パートナーソリューションアーキテクト

櫻谷 広人

SaaS リファレンスアーキテクチャ
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SaaS に BI ツールを組み込むことで付加価値が向上
BI ツールを自社の SaaS に組み込むことで、ユーザーにデータ活用基盤を提供
する価値を理解している企業は多いものの、「費用対効果を得られる確証がない」、
「BI の開発にリソースを割けない」、「インフラの準備に手間と時間がかかる」といっ
た声も聞かれます。
Amazon QuickSight は、クラウドに最適化した BI ツールです。初期構築やサー
バー管理は不要で、マネジメントコンソールから選択するだけで環境が立ち上が
ります。契約は月単位のサブスクリプションで、利用人数も 1 名からと最小コス
トで始められます。ダッシュボード閲覧は従量課金で、利用がなければコストは
発生しません。
組み込みアナリティクスにも対応し、Webアプリ上に実装したダッシュボードを外
部に提供すること可能です。組み込み用の JavaScript ライブラリーを提供し、ユー
ザー認証あり／なしのいずれにも対応。SaaS との連携を容易にするため、ユーザー
管理やダッシュボード作成を自動化する API や SDK も豊富に揃えています。

リーズナブルな料金体系を採用
Amazon QuickSight は大規模用途を想定し、リーズナブルな料金体系を 2 パ
ターン用意しています。「ユーザー課金」では、ダッシュボードを作成して公開する 
Author／ダッシュボードを閲覧する Reader それぞれで月額の料金が発生します。

一方、アクセス数によって利用料金が決まる「セッション課金」は、不特定多数に
ダッシュボードを公開するときに効果的です。
推奨している導入ステップは、まず無料枠で機能と性能を体験し、次にアプリ上
で簡単な分析やダッシュボードを作成して一部ユーザーにトライアルで提供。そ
の後、改善を経て費用対効果が得られることを確認した段階で、自社サービスに
組み込んで本格展開するという流れです。

SaaS に組み込み、データ価値を高める BI ソリューション 
「Amazon QuickSight」
アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社 
アナリティクス事業本部  事業開発

伊東 大騎

「誰でも簡単に」セルフサービスBI
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デスクトップアプリとして SaaS を提供
SaaS 化のフェーズは大きく、1）シングルテナント移行、2）一部マルチテナント移行、
３）完全マルチテナント移行、４）クラウド最適化に分かれます。メリットを最大限
享受できるのは 3、4 ですが、アーキテクチャの変更やアプリの改修という大きな
壁があります。そこで AWS は 1、2 の段階で SaaS ビジネスをスタートし、効率
化を進めながら 3、4 を目指すことを推奨しています。
そして既存のアプリをデスクトップアプリとして配信するための End User 
Computing サービスとして、Amazon AppStream 2.0 と Amazon WorkSpaces 
があります。どちらもフルマネージド型のサービスで、インフラの調達、運用は一
切不要。データ漏洩リスクが低く、短時間で展開できます。

Amazon AppStream 2.0
デスクトップアプリへの即時アクセスを提供するストリーミングサービスです。ブ
ラウザからアクセスし、カタログ一覧から目的のアプリを選択して起動。ソフトウェ
アベンダーが既存のアプリを配信するユースケースでは、数日～数週間かかって
いた提供期間を数分に短縮できます。
特定アプリのみをユーザーに提供したい場合、高スペックな動作環境が必要な
場合、ユーザープールを使って迅速にアプリ配信を開始したい場合などに有効で
す。デモやトライアル用としても提供することができます。

Amazon WorkSpaces
画面イメージを提供する仮想デスクトップサービスです。VDI としての印象が強
いですが、事業者が保有するアプリをインストールした VDI をユーザーに提供す
る SaaS としての使い方もできます。ユーザーが自由に使えるデスクトップ環境
を提供したい場合、ユーザーごとに永続インスタンスを割り当てたい場合、Linux 
の利用や Windows ライセンスを持ち込みたい場合に有効です。

既存のパッケージソフトを使ってクイックに SaaS を始めるための 
End User Computing サービス
アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社
技術統括本部ISV/ SaaS ソリューション本部  ソリューションアーキテクト

前田 進吾

AWS が提供する End User Computing サービス

Amazon AppStream 2.0
非永続型のアプリケーションとデスクトップ

俊敏性の向上
短時間でデスクトップを展開

セキュリティの向上 
AWS クラウドのサービス
データ漏洩リスクの軽減

信頼性の向上
99.9%のアップタイムSLA

フルマネージドサービス
コストセービング
最適なバンドルを選択 
Pay as you go

Amazon WorkSpaces
永続型デスクトップ
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SaaS に求められるセキュリティ要件
SaaS のユーザー、開発者・提供者によって、求められるデータの機密性はさまざ
まです。機密性に不安を感じるユーザーや開発者にとっては SaaS 自体の堅牢性
が採用の前提条件となるため、堅牢性をより高めることが、高いセキュリティを求
めるユーザー獲得のチャンスにつながります。そこで重要になるのが、プライベー
ト接続オプションの拡充、AWS ユーザー同士の企業間連携、AWS のパートナー
になることで得られる認知度・アピール向上です。
AWS PrivateLink は、VPC、AWS のサービス、オンプレミスの間でセキュアな相
互通信を確立するサービスです。プライベート IP アドレスを使用して VPC のサー
ビスにアクセスするため、グローバル IP は使いません。トラフィックは Amazon 
のプライベートネットワーク内で完結し、安全性は維持されています。SaaS ユー
ザーのクライアントから開始される TCP 通信のみを一方通行でサポートし、SaaS 
提供者側からユーザー側にアクセスすることは不可能です。プライベート接続は
ユーザー側からの申請を提供者側が認証して初めて開通となります。接続は 
PrivateLink 両端の AWS アカウントからそれぞれ認証を得てから確立するため、
ユーザー側から見ても SaaS の接続要件を満たし、提供者側の観点でも共有ア
プリの指定やユーザーのアクセス制御が可能です。

パートナーエコシステムで認知度向上
認知度・アピール向上の施策としては、パートナープログラムの「AWS PriateLink 
Service Ready Program」を用意しています。このエコシステムに加わることで、
AWS の認定パートナーとしてユーザーや開発者から見つかりやすくなります。さ
らに、AWS では情報発信を通して、パートナーの認知度を高める活動を推進して
います。

SaaS の堅牢性を重視し、高いセキュリティ要件を求める 
ユーザー層を開拓するための「AWS PrivateLink」
アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社
コンピュート事業開発本部  シニア事業開発マネージャー  ネットワーク担当

中根 和久

AWS PrivateLink とは？

2 つの重要なクラウドの概念の組み合わせで構成：
• Amazon Virtual Private Cloud（VPC）：  インターネットや他の VPC から隔離できる
 プライベートネットワーク
• サービスとして提供されるソフトウェア：  プロバイダーが所有・運営、エンドユーザーが利用

プライベート
IP アドレスを使用して
別 VPC のサービスに

アクセス

トラフィックは
Amazon の
プライベート

ネットワーク内で完結

クライアントから
開始される

TCP 通信のみを
サポート

PrivateLink 両端の 
AWS アカウントから 
それぞれ認証を得て 
接続が確立
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ソフトウェアメーカーからのビジネスモデル転換
会計ソフトから始まり、今ではスモールビジネス 250 
万以上のユーザー数を誇る『弥生』シリーズの弥生
株式会社。デジタル化の牽引役としても活動する同
社は、会計から商取引、人事・給与業務まで一気通
貫な業務支援に加え起業や事業承継なども支援する
「事業コンシェルジュ」へのビジネスモデル転換を推
進しています。

エンジニアの 90％ が AWS を支持
弥生ではサービス提供プラットフォームについて、バッ
クオフィス業務のデータを一括管理するためには 
SaaS 形式が最適という結論にいたります。そして既
存資産である .NET との親和性が高く、障害頻度が
少ないうえ、情報量が多く提案やサポートにスピード
感のある AWS を採用しました。最終的な決め手は、
同社のエンジニアの 90％ 以上が AWS を支持した
からだといいます。

人材育成と組織改革で一層の成長へ
「事業コンシェルジュ」の実現には、増え続けるデータ
を支えるサービス基盤と運用体制が不可欠です。同社
は、データ活用の人材育成に、顧客志向で課題設定を
行うワークショップ形式で学ぶデジタルイノベーション
プログラム（DIP）、AWS エンジニアの育成に DevAx 
Academy MONOLITHS TO MICROSERVICES
（DevAx）を活用。8 日間の DevAx 研修にはエンジ
ニア約 100 名が参加し、知識のベースラインを揃え
るとともに、さまざまな運用とトラブルに対処するス
キルを習得しました。
また、リリース頻度の増加を想定して、これまで分か
れていた開発と運用を一体化した DevOps の体制
を導入。情報のサイロ化を防ぐために、組織を越えた
スキルセットごとのバーチャルグループで学習する組
織の最適化も推進。セキュリティも AWS のフレーム
ワークに準拠し、両社連携のもとでさらなる強化を
図っています。

弥生株式会社

「事業コンシェルジュ」への事業転換に向け 
エンジニア育成と組織改革を推進

お客様事例

「細かく作りこめる、 
レスポンスがいい、求めるものまで
最短距離でたどり着けるなど、 
エンジニアの 90％ 以上が  
AWS を支持しました」
弥生株式会社  
執行役員  開発本部  本部長 
橋本 武志氏
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IT 資産管理ツールのクラウドシフト
企業における PC などのエンドポイント資産管理、セ
キュリティ、効率化のためのソフトウェア製品を提供
するエムオーテックス株式会社。同社の LANSCOPE 
シリーズは ２ 万社以上が利用する製品で、2012 年
にはスマートフォンの普及を背景にモバイルデバイス
対応の『LanScope An』をクラウド版として提供開始
しました。

スケーラブルなマルチテナントシステムへの移行
『LanScope An』ではモバイルデバイス管理に適して
いた SaaS を選択したものの、アーキテクチャはシン
グルテナントに近く、ユーザー数の増加とともにテー
ブル数が増え、性能の限界を迎えていました。また、
一括契約ですむオンプレミス版に対し、月額契約とな
るクラウド版はライセンス数の増減が頻繁で、売上
金額に対する受発注のトランザクションが多いのも
課題でした。

そこで同社は、AWS でマルチテナント型へ刷新する
ことを決断。クラウドビジネスを立ち上げるための組
織改変に加え、多様な価格やメニューのサブスクビ
ジネスに適したシステムを導入しました。また、インフ
ラ管理の負荷を下げながらスケーラビリティのあるマ
ルチテナントシステムを作るため、サーバーレスや 
NoSQL データベースなどの新しい技術にも挑戦し
ました。

アーキテクチャ次第で継続的なコスト削減が可能
2021 年に同社はオンプレミス型の LanScope Cat、
クラウド型の LanScope An を『LANSCOPE』にブラ
ンド統合を行い、それぞれ『LANSCOPE オンプレミ
ス版』『LANSCOPE クラウド版』としてリブランディン
グを行いました。クラウド版による提供は顧客の導入
ハードルを低くするだけでなく、API 経由でさまざま
なサービスと連携しやすくなったと評価したうえで、
AWS の機能のアップデートを取り入れるなど、アー
キテクチャ次第で継続的なコスト削減ができるという
効果を実感いただいています。

エムオーテックス株式会社

オンプレミスのパッケージ製品を SaaS 化 
低コストで拡張性の高いマルチテナントシステムに刷新

お客様事例

「アップデートや割引プランが 
頻繁に提供される  
AWS のサーバーレスサービスは、
ユーザーとベンダー双方に対して 
コストメリットが高いと 
実感しています」
エムオーテックス株式会社
LANSCOPE クラウド版  DevOps チーム
橋爪 創一氏
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自社製品のリスク特定と改善にFTR を活用
大手法人向け統合人事システム『COMPANY』を提
供するWorks Human Intelligence。クラウドサービ
ス『COMPANY』とマイナンバー管理プラットフォーム
『My Number Keeping System（以下、MKS）』のアー
キテクチャ改善と AWS パートナープログラムの参加
資格取得を目的に、AWS Foundational Technical 
Review（FTR）にチャレンジ。FTR は、本番運用中の 
AWS パートナーが無料で受けられ、ソフトウェアの
セキュリティや信頼性、運用リスクの特定と修正に役
立つものです。

レビューに基づく改善で 
ベストプラクティス理解度が向上
COMPANY の初回レビューでは、システムユーザー
における権限管理やアクセスキー管理が不十分と判
定されました。そこで、人に紐づく IAM（Identity and 
Access Management）ユーザーは AWS SSO を利

用し、システム用 IAM ユーザーは廃止。また、機密
データの分類やアプリ外からのアクセス監視の課題
にも対応しました。レビュー通過には 10 人体制で 
4 か月半かかったものの、ベストプラクティスへの理
解が深まったといいます。
MKS のレビューでは、アクセスキーの定期ローテー
ションなどが指摘されました。利用している Jenkins 
のライブラリが古く、アクセスキーでしか動作しない
ものが多くあったため、ジョブの再設計とともに、
Jenkins の廃止を含め技術負債を一掃することを決
めます。4 人体制で 2 か月半取り組んだ結果、不具
合や障害もなく、アクセスキーの利用ゼロ、関連ソー
スとドキュメントの 90% 以上のリライトを実施しま
した。
AWS の専門スタッフとの連携のもと、サービス全体
の確認と再設計が実現し、サービス改善の効果を実
感いただいています。

株式会社Works Human Intelligence

AWS のテクニカルレビューでリスクを特定し 
自社サービスの改善を推進

お客様事例

「FTR への取り組みを通じて、メン
バーのベストプラクティス理解が
向上しました」
株式会社Works Human Intelligence　 
Product Div.  SRE Dept.
加藤 文章氏

「専門スタッフと相談して 
サービス全体を確認でき、 
再設計のいい機会になりました」
株式会社Works Human Intelligence　 
Product Div.  Tech Lead Dept.
吉田 治史氏
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インフラ管理の負荷軽減と開発効率向上へ
営業支援システムの開発、営業コンサルティングなど
を手がけるソフトブレーンの CRM/SFA『eセールス
マネージャー』は 4 年連続で総合満足度 No.1* を
獲得するなど、7,000 社以上の導入実績を誇ります。
1999 年からパッケージソフトウェアとして提供され
てきた同製品は、ユーザーの要望に応えて ASP での
提供を開始。大変好評を博した一方でサーバー管理
の負荷が増大したため、機能強化に注力できるよう
に AWS の利用を検討しました。

BI 機能開発の高いハードルをクリア
eセールスマネージャーの AWS 移行は問題なく実現
し、自社環境よりも低コストで高い可用性とセキュリティ
をユーザーに提供できるようになりました。社内インフ
ラでも AWS 利用を促進し、eセールスマネージャーは 
Business Application カテゴリーの「Amazon RDS 

サービスレディ認定」を世界で初めて取得。さらに、自
社サービスにおける BI（Business Intelligence）の機
能強化を検討し、Amazon QuickSight サービスに着
目します。専門性が高くコストも時間もかかる BI をゼ
ロから開発するには高いハードルがありますが、AWS 
の豊富で高品質なソリューションなら API 連携するだ
けで、効率よくユーザーに提供できるうえ、機能強化も
負担にならないと評価しています。

AWS の付加価値と最新技術に期待
Amazon QuickSight をデータ統合分析機能として
ソフトブレーン製品の UX/UI と融合させるため、同社
は AWS 担当者と定期的な打ち合わせを重ね、想定
どおりの BI 機能を完成させました。ソフトブレーンは
理想のソリューションを実現したいという熱い想いを
もって AWS と連携し、継続的にユーザーが本当に求
める価値と、最新技術の提供に取り組んでいます。

ソフトブレーン株式会社

管理と機能開発を効率化 
高付加価値なソリューション提供を加速

お客様事例

「AWS なら高品質なソリューション
を API 連携するだけで、効率よく
ユーザーに提供できます」
ソフトブレーン株式会社
執行役員  開発本部長
小田 健太氏

* 出典：株式会社 ESP 総研調べ（2021 年 4月 全国 20～60 代の男女／会社経営者・役員・団体役員、 
 会社員・団体職員〈派遣社員、契約社員含む〉／CRM/SFAの利用者／300 名／Web アンケート）
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創業当初からサービス基盤に AWS を活用
会計から人事労務や福利厚生、開業、会社設立、プ
ロジェクト管理まで、スモールビジネス支援サービス
を展開する freee は、2012 年の創業以来 AWS を
活用。2015 年からは、サービスや組織の拡大によっ
て生じる課題に向き合いながら、サービスのインフラ
だけでなく分析環境、開発環境、業務環境、社内 IT 
にも AWS を活用しています。

技術トレンドに合わせてモダン化を実施
インフラ利用が進むにつれ、サービスのデプロイ環
境を毎回用意する面倒さや、構成のキャッチアップが
大変という課題が見えてきました。そこで EC2 ベー
スから Kubernetes ベースの仕組みに変更すること
でモダン化と標準化を推進。マネージドサービスの 
Amazon Elastic Kubernetes Service（Amazon 
EKS）の活用によって、いまでは『freee 会計』の大部
分が Kubernetes で動いており、運用負荷は大幅に
軽減されています。

AWS を利用して高度なサービス提供に専念
分析環境には複数の SaaS を利用していますが、デー
タが増えて重くなった処理に対してはデータ抽出サー
ビスの AWS Glue を使って並列処理をするなど改善
を図っています。開発環境も端末上では CPU やメモ
リなどのリソースが不足しがちなので AWS 上に展開
して生産性を高めています。カスタマーサポートなど、
毎年確定申告の時期に増大する一部の業務はシン
クライアントから Amazon Workspaces を利用して
スケールしやすくしています。このほか、アカウント管
理や社内イベント用の Web サイトなどにも AWS を
活用しています。
freee はデータベースの設計など、サービス提供の
ための業務に集中できるよう、データセンターのイン
フラ運用などを任せられるのも AWS のメリットだと
評価しています。

freee株式会社

クラウド活用によって事業と組織の急成長に対応 
サービス基盤のモダン化や業務の効率化へ

お客様事例

「データベースの設計など、 
サービス提供のための業務に 
集中することが大事だと 
思っています。データセンターの 
インフラ運用など、社内では 
できない部分をお任せできるのも  
AWS のメリットです」
freee株式会社
執行役員  プロダクト基盤事業部長
浅羽 義之氏
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