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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 AWS 製品の使用について独自に評価する責
任を負うものとします。これらの情報は、明示または黙示を問わず、いかなる
保証も伴うことなく「現状のまま」提供されるものです。本書のいかなる内容
も、AWS、その関係者、サプライヤー、またはライセンサーからの保証、表
明、契約的責任、条件または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、4 つの主な価値次元に照らして進捗状況を測 
定し、追跡することによって、組織がクラウドコンピューティングの包括的な
ビジネスケースを構築することを可能にします。 
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、1,000 件を超える公開 AWS 導入事例を分析 
することによ 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 実現している 4 つの主な領域が判明しました。

1. コスト削減 

2. スタッフの生産性
3. オペレーショナルレジリエンス
4. ビジネスアジリティ 

このホワイトペーパーでは、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。

https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/all/


4

アマゾン ウェブ サービス   |   AWS におけるビジネス価値 2019 年 1 月

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には、送配電網革命が製造業を
どのように近代化したかについて考えてください。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、および取替コストも必要でした。おそらく最も重要
なのは、これが企業の耐障害性、敏捷性、そして生産性を低下させたということ
です。

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。ビジネスは、電力会社が提供する電気を使用してコストと CapEx を
削減できただけでなく、そのエネルギーと投資を製品品質の向上、より優れた製
造プロセスの開発、および顧客へのより良いサービスの提供に集中させることも
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、企業では
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 CapEx、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。

送配電網によって企業が一元的な設備から電力を取得 
できるようになったように、今日、インターネットは AWS などの一元的なコン
ピューティングリソースにアクセスする手段を提供します。これにより、企業は
ハードウェアに多額の先行投資を行うことなく、電気設備と同じく使用分だけ
に料金を支払うことが可能になりました。これらの企業はコストの削減に加 え
て、違いを生み出し、価値を付加する作業にその従業員を集中させ、その「電
力」の信頼性とセキュリティを向上させて、顧客により俊敏に対応できるように
もなりました。
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Cloud Value Framework について
Cloud Value Framework には 4 つの主な柱があります。

コスト削減 
(TCO)

スタッフの 
生産性

オペレーショナル 
レジリエンス

ビジネス 
アジリティ

説明 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/回避

タスク単位での 
部門 による効率性
改善

SLA の改善と 
予定外の 
機能停止の低減か
ら得る利益

新しい機能/アプリ
ケーションのより
迅速な 
デプロイメントと 
エラーの削減

例 TCO を 50%+ 
削減 (GE 社)

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

堅牢な災害復旧のた
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  
(エクスペディア社)

新製品を 75 パーセ 
ント速くローンチ  
(ユニリーバ社)

代表的な 
焦点

最も説得力のある 
クラウドのメリット

以下のセクションでは、4 つの柱それぞれについて詳細と、 
それらがどのようにクラウド価値に貢献するかを説明していきます。
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コスト削減

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システムが必要なパフ
ォーマンスを実現するために使用量を増やします。需要と供給が密接に調整一
致され、従来のデータセンターモデルにつきものの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、クラウドジャー
ニー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。組織に応じて異なる
ものの、クラウドによる コスト削減は 2 つの主な形でもたらされます。まず、組
織はハードウェア、ネットワーキング、施設運営、およびアップグレードに対する
データセンター関連の運用コストと設備投資を避けることで最初から何も支払わな
くてもよいため、コストを削減できます。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。

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。
これは、リソースにタグ付けすること、および利用方法を改善する機会を特定し、
クラウドコストの 管理に対する責任を割り当てるために AWS Cost Explorer および
AWS Trusted Advisor などの AWS ツールを使用することによって、
クラウドコストを追跡し、管理できることを意味 します。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。Amazon EC2 のスポットインスタンスは、組織がオンデマンド料金の最大 

90 パーセント割引で余分なコンピューティングキャパシティーを購入することを
可能にします。そして、AWS に保存される、または AWS から転送される GB が多
ければ多いほど、GB あたりのコストが低くなります。

https://aws.amazon.com/pricing/cost-optimization/
https://www.nrdc.org/sites/default/files/data-center-efficiency-assessment-IP.pdf
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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 パーセント低いと推定し 
ています。2 2018 年 7 月に AWS が厳選 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の総額が、AWS のデプ
ロイメント後に 19 パーセント低減したこともわかっています。

Live Nation

AWS による単独調査

AWS のお客様は、次のようなコスト削減成果を達成しています。 

• GE Oil & Gas 社は、IT サービスの総所有コストを52 パーセント削減 
しました。3

• AdRoll 社は、固定コストの 75 パーセント削減、および運用コストの  

83 パーセント削減を実現しました。4

• コンデナスト社は、コストを 40 パーセント削減し、運用パフォーマ 
ンスを 30～40 パーセント向上させました。5

• Lionsgate 社は、3 年間に 50 パーセントと 100 万 USD を節約しました。6

• Live Nation 社は、18 パーセントの節約を推定しましたが、移行後 1 年で  

40 パーセントの節約、そして現在までに 58 パーセントの節約を達成し 
ました。7

スタッフの生産性

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。データセンターの世界では、従業員はビジネスに違いを生み出さ
ない作業に多くの時間を費やします。 たとえば、これまでは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、およびメンテナンスに専念していたか
もしれません。

https://pages.awscloud.com/Global_IDC_Enterprise_Whitepaper.html
https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/ge-oil-gas
https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/adroll-tco
https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/conde-nast
https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/lionsgate
https://aws.amazon.com/blogs/media/me-value-realization-study-live-nation-estimated-18-cost-savings-with-awstheir-result-58
https://aws.amazon.com/enterprise/executive-insights/content/realizing-business-value-with-aws
https://aws.amazon.com/blogs/media/me-value-realization-study-live-nation-estimated-18-cost-savings-with-awstheir-result-58
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AWS では、これらの責任が減らされる、またはまったく不要になります。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/継続的デプロイメント、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/グリーンデプロイメントなどがあります。デプロイメ
ントとテストの環境は、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、プロビジョニング解除することができます。この変革は、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。たとえば、エクスペディア 
社では、その旅行プラットフォームを AWS に移行して再設計し、今では 1 日あたり 

2,000 回を超えるデプロイメントが可能になりました。8

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 パーセント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。

次の企業は、効率性向上を実現した、または実現することを予想し 
ている AWS のお客様の例です。 

• NewLog Consulting 社は、管理労務タスクを 50 パーセント 
削減しました。9

• 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 パーセント削減することを予測し 
ています。10

• AdRoll 社は、人件費を 300 万 USD 節約し、エンジニア 20  
人の焦点をそのコアアプリケーションに置き変えました。11

https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/expedia
https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/newlog-consulting
https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/intuit-cloud-migration
https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/adroll


9

アマゾン ウェブ サービス   |   AWS におけるビジネス価値 2019 年 1 月

オペレーショナルレジリエンス
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。たとえ
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 1,000 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。重要なアプ
リケーションの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、耐障
害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
ーでの実装は高価で複雑になると思われます。

次に、運用上の観点から見ると、AWS は、組織が実証済み設定の再現性に優れたデ
プロイメントを可能にする AWS CloudFormation および AWS Service Catalog などの
ツールを使って、エラーが発生しやすい人的要素を自動化できるようにします。 
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。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
使用することにより、組織は AWS のサービスとリソースへのアクセスを 
セキュアに制御することができるため、不正なサーバーや権限のないユーザーによっ
て生じる脅威が排除されます。30 件を超える証明書と適格性認定を有する AWS は、
コンプライアンスに対応する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。 
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最後に、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
動化は、AWS CodeDeploy および AWS Code Pipeline などのサービスを使用して実現で
きます。AWS Managed Services 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 パーセント削減されたとしています。AWS のさらなる調査 
によると、AWS のお客様は 平均で、1 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、およびセ
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。低いインシデントボリュームのメリットは、AWS 導入後、解決までの平均
時間も 27.7 パーセント短縮されることでさらに増幅されます。

AWS のお客様は次のような耐障害性向上を実現しています。

「[AWS] は、パブリッククラウドで、独自のデータセン 
ターよりも安全にシステムを運用できるようにしてく 
れると確信しています。」

– Capital One、最高情報責任者、ロブ・アレクサンダー氏 

• 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。12

• 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 パ
ーセント低減させることで、年間節約額 120 万ポンドを達成しました。13

• Travelstart 社はダウンタイムを 25 パーセント低減し、運用コストを 43 パー
セント削減しながら新興国市場に成長しました。14

• Live Nation 社は、可用性を 99.9 パーセントから 99.999 パーセントに向上 
させました。15

• 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 

パーセントと比較して、99.965 パーセントまで向上させました。16

https://aws.amazon.com/managed-services/
https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/medstar-health
https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/trainline
https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/travelstart
https://aws.amazon.com/blogs/media/me-value-realization-study-live-nation-estimated-18-cost-savings-with-awstheir-result-58
https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/convertale
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ビジネスアジリティ

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
グしなければなりません。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。もうひと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
が新製品のローンチを試行して失敗した場合、その企業はプロジェクト用に購入した
ハードウェアを引き続きサポートしなければなりません。

クラウドを使用すると、開発者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、開発者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。
インスタンスは不必要になればシャットダウンできるので、コストも回避できます。

簡単に言うと、それが競合他社よりも早く革新的な製品を市場に投入する、新たな機
会を利用する、新しい地域へ急速に拡大する、M&A を迅速化する、または実験のペ
ースを速めることを意味するのかに関わらず、AWS の導入はビジネスがより迅速に
行動するために役立ちます。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。

モーニングスター社の最高技術責任者、ミッチェル・シュー氏は、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。

「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フリクションレスな開発
者経験の創造については、より一層胸を躍らせています。」17 

つまり、コスト削減はビジネス価値の第一歩だということです。

https://www.youtube.com/watch?v=vhNvhJGOhSw&ab_channel=AmazonWebServices
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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 だけ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実行しようとすることで生じる無駄のごく一
部しか発生させずに、これらを実行できます。イニシアチブが実現されたときには、
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 開発者の生産性につ
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
トダウンできるので、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
プリケーションをローンチする場合、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。

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。

• マクドナルド社は、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。18

• ブリストル·マイヤーズ スクイブ社は、シミュレーションを 98 パーセント速
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させ、患者に対
する条件も改善されました。19

• ユニリーバ社は、新しいプロジェクトを 75 パーセント速く立ち上げるこ 
とができます。20

• ダウ・ジョーンズ社は、その製品開発速度を 30 パーセント向上させ 
ました。21

• 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。22

https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/mcdonalds-home-delivery
https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/bristol-myers-squibb
https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/unilever
https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/dow-jones
https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/lionsgate
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「スピードは時間の短縮、スピードは収益の向上です。当社のプロジェ
クトは、何年もかかることがなくなり、数か月しかかからなくなりまし
た。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。」

– 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

「当社の開発者は、PoC を実施するために小規模な Amazon EC2 インス
タンスを起動することができます。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。」

– 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

「従来のインフラストラクチャでは、サーバーの調達、入荷、 
そして稼働に何週間もかかることがありました。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。」

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

まとめ
クラウドは、さまざまな業界と地域の全体において、あらゆる形態と規模の 
ビジネスのためにイノベーションを推進しています。クラウドはコスト削減、スタッ
フの生産性、オペレーショナルレジリエンス、そしてビジネスアジリティを向上させ
ます。これらの要素のすべてが一体となって、ビジネスが差別化を実現し、イノベー
ションを迅速化させて、組織内の人材を最大限に活用するために役立ちます。 
AWS は、デジタルトランスフォーメーションの障害を取り除き、移り変わりの激しい
ビジネス環境で競争し、成功を収めるための組織の能力を高めます。

©2019, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates.All rights reserved.
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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
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savings-with-awstheir-result-58

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