
 
 
 
 
 

クラウドコンピューティングでなにが変わる、なにができる 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



はじめに 

 
クラウドコンピューティング？ クラウドサービス？  
なんじゃそれ？ テレビのＣＭでみたことあるけど、IT 業界の今のトレンドか？ 
ＩＴ関連はわけわからん。難しいな～。 
そのように思っている経営者のみなさん。 
仕掛けは専門家にまかせておけばいいのです。 

 
専門家が言うには、 

｢クラウド｣の定義は、人によって違うこともありますが、コンピュータの新しい活用方法として定着しつつ

あります。 
「クラウド(cloud：雲)」とは、米 Google CEO エリック・シュミットによる 2006 年８月の発言から生まれた

概念を表します。 
 
重要なことは、誰もが、初期投資をあまりかけずに情報活用及び共有ができる時代がやってきました。 
システム化には投資が必要なので、社内のシステム化をあきらめていた経営者のみなさん。 
実現可能な時代がやってきました。 
 
インターネットへ接続できる機器（パソコン、タブレット、スマートフォン等）があれば、無料だったり、低

価格で利用できる環境がそろってきました。 
いまこそ、使わない理由は、なにもないのです。 
ソーシャルメデイアを使って、情報発信し自社商品やサービスをＰＲできるようになっています。 
食わず嫌いでは駄目です。 
インターネット上には、色々なアプリケーションがあります。これをうまく利用して、社内の情報共有をする

ことにより、顧客満足度をあげたりすることもできます。 
 
この厳しい時代を生き抜き、また新しいビジネスモデルの創出も夢でありません。 
 

ただ、事業運営において、どんなにコンピュータシステムが低価格で機能的に優れていても、その仕掛けを

うまく活用できる体制がなければ、なんにもならないということは、いうまでもありません。 
そのためには、経営者の方が、クラウドコンピューティングとはどんなものかを理解していただいて、システ

ムを運営できる体制をつくることが、重要なポイントになります。 
このことを念頭において、今後の事業活動の支援ツールとして、有益に活用していただきたいと思います。 

 
なお、今回この小冊子は、CCBNET.で平成 23年度にクラウドセミナーを 10月から 2月まで計 4回実施したな

かでの講師の方の講演や、インターネット検索で知り得た情報などを参考に作成させていただきました。 

 
CCBNET.（ちゅうごくクラウドビジネス推進ネットワーク） 
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１．クラウド活用事例 

 

CCBNET.では、23 年度にクラウド普及目的のセミナーを 10月から 2月まで計 4回実施してきました。 

そのセミナーの中でクラウド活用事例を発表していただいた内容をダイジェストにいたしました。 

詳細をお聞きになりたい方は、インターネットでセミナーの状況を USTREAM で、聴講することができます。 

ぜひ、ご参考にしていただければと思います。 

（ USTRAMの URL → http://www.ustream.tv/channel/ccbnet ） 

 

事例 

 

１．農業生産法人 有限会社 新福青果様 

企業的農業を支援する「農業ナレッジマネジメントシステム」 

～経営・生産・顧客の見える化～ 

 

２．株式会社 デジパブ・ジャパン 

読者のプロファイルに応じて再編集される「ダイナミック電子出版」 

～クラウドのメリットを生かし実現した新しい電子出版のビジネスモデル～ 

 

３．株式会社クレブ 

クラウド導入による BCP対策と経営効率向上 

～2009年度中小企業 IT 経営力大賞優秀賞受賞事例～ 
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企業的農業を支援する「農業ナレッジマネジメントシステム」 

～経営・生産・顧客の見える化～ 
 
 
■農業は IT活用が必須の分野 

これからの農業は、従来の個人経営の農業から産業としての農業へと転換が迫られています。そのためには

個人の経験やノウハウに頼っていた生産技術を数値化、データベース化し、データに基づいた企業的経営をす

る必要があります。また、”ムリ、ムラ、ムダ”を減らした効率の良い作業やそのルール作り、技術の継承も事

業を継続するうえで必要な要素となっています。 

そこで、富士通（株）のクラウドを利用し、農業ナレッジマネジメントシステムを導入しました。 

 
■農業の見える化 

 ナレッジマネジマネジメントシステムは、携帯センサで作業者の 1日の行動内容をデータとして収集した

り、タブレット PC の端末機から担当者自ら畑から入力した、その日の作業内容、肥料、農薬などの情報もサ

ーバに蓄積されます。また、畑ごとに設置された圃場センサにより、PH・地温・気温・水分量、肥料濃度など
のデータを収集・管理しています。これらの様々なデータをクラウド上に集約・蓄積・分析し、その結果から、

行動リコメンドやアドバイスを現場にフィードバック、生産や販売計画へ反映させる仕組みです。 

また、ベテラン生産者の行動をデータ化・蓄積・分析することで生産者の経験や勘を DB化し、知識の共有

化、作業の平準化も可能にします。 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

■効果１ 経営支援 －栽培ノウハウ・ルール抽出と実践- 

以前は同じ収量・品質を確保するためのノウハウ・ルールが定まっておらず、作業が非効率的でした。 
そこで、栽培後に作業実績を振り返り、ノウハウやルールをナレッジ化、それを作業計画に反映したところ、 

多数の農場に対する生産計画の立案が容易になり、また収量の安定化・品質維持・安定供給が可能になりま

した。 
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■効果２ 人材育成 －見回り支援と見回り結果検索- 

従来は圃場や作物の状況を口頭で伝えるため情報を正しく伝えることや理解することが困難で、また、教わ

った情報を反復して確認できませんでした。そこで、写真や写真＋コメントで情報を蓄積することで、情報を

共有でき、技術指導や反復学習も可能になりました。師弟関係のような「背中を見て育て」ではなく、仲間と

して「皆で共に育つ」風土が形成されてきました。 

 

■効果３ 現場支援 －圃場毎の作業履歴の参照‐ 

多くの従事者が多くの圃場を管理している為、従事者の違いによる作業のダブりや抜け、作業後のミスの発

覚など現場でのヒューマンエラー（人為的ミス）が起こる状況にありました。そこで、実際に圃場で作業する

際、GPS で圃場を特定し、関連情報を表示したり、過去の作業履歴を元に現場判断を支援したりすることで、
ミスが減り安心・安全で良質な野菜の生産ができるようになりました。また、圃場で見たい情報を確認できる

ので、事務作業時間も軽減されました。 

 
■効果４ ワークスタイルの革新 

取り組みを通じて自然とワークスタイルが変化してきました。定期的なミーティングや収穫後の振り返りで、

情報の共有化、良い点、悪い点の明確化などをし、次へのステップに役立てられるようになってきました。 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

農業生産法人（有）新福青果 

生産組織 ：都城ふるさと園芸組合（農業生産法人）  

生産受託組織：（有）宮崎アグリサポート 

所在地 ：宮崎県都城市梅北町 2072番地  

電話 ：0986（39）2397（代） 

事業内容：農産物の生産・加工・販売 

代表者新福 秀秋（しんぷく ひであき） 氏プロフィール 
昭和 62年に農業法人を設立。 現在、宮崎県都城市で 300箇所以上の直営圃場と、400

戸以上の契約農家と連携し露地野菜を中心に生産。2005年から、富士通と匠の技の共

有と伝承、圃場ごとのコストの見える化などに向けた IT活用の実証に取り組んでいる。 

【HP】http://www.shinpukuseika.co.jp/index.html 

 

 
生産技術は勘や経験に頼るため、個人差が生

産に大きく影響 

技術が次世代に継承されない 

無駄やリスクが大きく産業化が難しい 

課題 
 
企業スタイルが確立できた。 
情報の共有により技術の平準化、継承ができ

るようになった。 
ミスが減り安心・安全で良質な野菜が安定的

に生産できるようになった。 

効果 
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読者のプロファイルに応じて再編集される「ダイナミック電子出版」 
～クラウドのメリットを生かし実現した新しい電子出版のビジネスモデル～ 
 
 
■ダイナミック電子出版とは 
ダイナミック電子出版とは、従来の出版物をそのままデジタル化したものではなく、ユーザーのプロファイ

ルに応じてサーバ側でデータの再編集を行い、さらにユーザ側では編集できないフォーマットで提供された電

子出版です。 
ダイナミック書籍の特徴は 
・デバイスフリー 
 電子書籍のファイルフォーマットは数多く存在し、また著作権保護技術がデバイスに依存していることか

ら、電子書籍リーダーでは基本的に各デバイス間の互換性はありません。そのため、読みたい書籍が手持ちの

リーダーで出版されていない場合、新たなリーダーを購入しなければ読むことができません。 
ダイナミック電子出版ではデバイスに依存しない、カスタマイゼーションによる保護を行うため、デバイス

間の互換性の問題が解消され、新たなデバイスの購入といった投資を強いることがなくなりました。 
・必要なものだけを購入できる 
ダイナミック電子出版における出版物の構成は、基本的に「節（セクション)」単位となります。読者が選択

した構成、読者が選択したスタイルで再編集された書籍を購入することができます。 
・タイムリーな内容 
セクション単位で構成されている為、出稿までのタイムスパンが短く、セクションごとの書き換えが可能な

ので最新の情報を配布できます。 
 
■従来の電子書籍との違い 
 従来の電子書籍 ダイナミック電子書籍 

著作権保護 デバイス認証 カスタマイゼーションによって保護※ 

リーダー間の互

換性 

なし あり 

本の内容 すべての人に同じ内容 ユーザーの好み、嗜好に応じて変化 

構成 1冊の本単位 節（セクション） 

印刷 不可 可能 

出版までの時間 3か月～1年 短い 

内容の変更 難しい セクション単位で変更が可能なので容易 

※各著作物は配布される前に、サーバ側で特定の読者にのみ適した内容で再編集され、PDFなどの再編集が困難な形

式で配布されます。その著作物は特定の読者のみに適した、または意味のあるものにすることにより、ネットワー

ク上での流布を抑止します。 

 
■クラウドを利用するメリット 
 ダイナミック電子出版では、1つのオリジナル著作物に対して読者数分のファイルが生成されるため、ファ
イルを格納するディスクの容量を大きくする必要があります。また、受注時にサーバで著作物を再編集するた

め、大量の著作物の編集をする場合やアクセスが集中した場合、処理速度が大幅に落ちることも懸念されまし

た。 
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 クラウドを利用することで、ファイル数が増加しディスク容量がひっ迫した場合、レベル変更によりディス

ク容量を増大でき、また、処理速度に問題が生じた場合には、インスタンス数(プログラム数)を増やすことに
より、対応が可能です。反対に、想定ディスク容量が大きすぎたり、想定されたほどアクセスが集中すること

がなかったりした場合には、柔軟にスケールダウンすることができ、コストを削減することができます。ディ

スク容量やインスタンス数（プログラム数）を簡単に、またリアルタイムで増減できるようになり、これらの

問題は解決し、コストも削減することができました。 
 
クラウド導入前の課題 
・読者の数だけファイルが生成されるので、ディスク容量が心配。 
・大量の著作物やアクセスの集中により、処理速度が大幅に落ちてしまう可能性がある。 
 
クラウド導入による効果 
ディスク容量やインスタンス数を簡単に、またリアルタイムで増減できる。 
適正なディスク容量とインスタンス数にスケールダウンも容易で、コスト削減が可能。 
 
 
（株）デジパブ・ジャパン 
所在地：〒163-0532 東京都新宿区西新宿 1-26-1新宿野村ビル 32階 

TEL：03-5325-3260 

事業内容：電子出版に関するソフトウェアの提供。電子出版事業 

主要商品：Grape Education（インターネット教育ソフト）、Secured Stick （ＵＳＢメモリ情報漏洩防止ソフ

ト）、WebPageMaker（データベースによるホームページ作成ＣＭＳソフト）、Melon（著作者用ソフト） その

他 

代表者 大津 修一（おおつ しゅういち）プロフィール 

バローズ（株）（現 Unisys）でのセールスエンジニア、スタンフォード大学客員研究員、

参議院事務局を経て、2000年 3月株式会社デジパブ・ジャパン設立。 

同社代表取締役就任、XMLをベースとした SOAPシステムを開発中 

【HP】http://www.digipub.biz/20Opn/Default.aspx 
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クラウド導入による BCP対策と経営効率向上 
～2009年度中小企業 IT経営力大賞優秀賞受賞事例～ 

 
 
■クラウド導入のきっかけは震災 
新潟県湯沢町に本社を置く株式会社 クレブは、スポーツ用品の製造・卸売、小売を手がけ、業務用スポーツ

用品卸売りで国内トップシェアを確保しています。 
2004 年に発生した新潟県中越地震で本社のある湯沢町は震度 6 弱を観測し、本社・拠点の期間サーバは転

倒、データが損傷しました。完全に復旧するまで約 3週間かかり、本社の営業はもちろん、被災しなかった拠
点の営業にまで重大な影響が出ました。そこで自社でデータを保管するよりもデータセンタに預ける方が安全

と考え、安価で安全なクラウドサーバの導入を決めました。 
データセンタの選定には、仮想化されていること、大規模災害への備えがあること、拡張性があること、現

在のアプリがそのまま使えることなどを考え、日立の SecureRDPを採用しました。 
 
■クラウド導入前と導入後のシステム構成 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Webブラウザ型のクラウドではなく、リモートデスクトップ型のクラウドを採用。これにより今まで使用し

ていたアプリをそのまま使用でき、コスト削減と社員に対する操作の研修の必要がありませんでした。 
インターネットに接続する際は指紋認証方式を使用し、社外からも安全にアクセスできるようにし、また、

データは仮想化されたサーバに 2重 3重にバックアップを取り管理されているので、障害や災害時の復旧も容
易で BCP（事業継続計画）対策にもなりました。 
 
■クラウド導入の効果 
災害時にもデータを損失することなく事業を継続できるように、と導入したクラウドですが、災害対策以外に

も多くのメリットがありました。 

営業先でもインターネットに接続すればリアルタイムで在庫などの情報が確認できるようになったので、商品

の発注や天候や売れ筋情報からの的確な在庫の移動が可能になり、滞留在庫が削減、商品の回転率が向上しま

した。また、営業効率が上がり残業時間が短縮され、労働環境が改善し、残業費用も縮減されました。経費面

でもシステム部門の縮減、ハードやメンテナンスなどの経費が大幅に削減されるなど、大きな効果がありまし

た。 
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 このようにクラウド導入によって経営が改善し、BCP 対策を施していることから、金融機関から現行借入金

の金利優遇や融資枠の増額が受けられ、さらに経営基盤が強固になりました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

株式会社クレブ 

本社所在地：〒 949-6103 新潟県南魚沼郡湯沢町大字土樽 999-10 

TEL: 025-785-7288 

事業内容：スポーツ・レジャー用品 製造・輸入・卸売・小売・レンタル、スポーツ・

レジャー施設 企画・設計・デザイン 
（写真は取締役  岸野裕 氏） 

【HP】http://xraeb.co.jp/ 

 
自然災害によるデータの紛失やサーバのダウ

ン 
サーバ障害によるデータの破損や業務の停滞 
店舗、拠点ごとに在庫・販売・顧客のデータ

が収録され、一元管理されていない。 
営業担当者が本社に帰って在庫確認、伝票発

行などの事務処理をしていた。 
 

課題 
 
自然災害などから重要なＩＴ基盤およびデー

タを守ることができるようになった。 
営業担当者は、社外からも一元管理された基

幹システムを簡単に利用することが可能とな

った。 
在庫が減り、商品回転率があがり、経営効率

が向上した。 
 

効果 
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２．クラウド商品事例 
 

CCBNET.では、23 年度にクラウド普及目的のセミナーを 10月から 2月まで計 4回実施してきました。 

そのセミナーの中でクラウド商品･サービスを展開されている IT ベンダ様から商品･サービスの説明、そして活

用事例を発表していただいた内容をダイジェストにいたしました。 

詳細をお聞きになりたい方は、インターネットでセミナーの状況を USTREAM で、聴講することができます。 

ぜひ、ご参考にしていただければと思います。 

（ USTRAMの URL → http://www.ustream.tv/channel/ccbnet ） 

 

事例 

 

１．エクスウェア 株式会社 

スマートデバイスとクラウドを利用した「MOMONG アンケート」 

～モバイルクラウドビズネスの構築の実際と成功の秘訣～ 

 

２．住友セメントシステム開発 株式会社 

iPad/iPhone向けセキュアなドキュメント共有サービス「SYNCNEL」 

～企業内のドキュメント共有インフラとして活用されるクラウドソリューション～ 

 

３．株式会社セールスフォース・ドットコム 

企業と顧客をつなぐ最適ソリューション「ソーシャルエンタープライズ」 

～ソーシャルメディアの利点をビジネスに活かす～ 

 

 

CCBNET.

． 

http://www.ustream.tv/channel/ccbnet
koike takuya
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スマートデバイスとクラウドを利用した「MOMONGAアンケート」 

～モバイルクラウドビズネスの構築の実際と成功の秘訣～ 
 
 
■MOMONGAアンケートとは 

iPadや Android,Web,ケータイなどを利用しアンケートの収集と集計ができるクラウド上のサービスです。 
アンケートは PCから自由に作成することができ、その作成されたアンケートは PC、ケータイでは Webブラウザか

ら、iPad、Android では専用アプリを搭載することでオフラインでも利用できます。収集したアンケートはクラウ
ド上で管理、その場で集計され、結果をダウンロードすることができます。また、電子カタログ機能を搭載してい

るので、会社のパンフレット、宣伝ムービ、商品の写真など様々な資料でプレゼンテーションを行いながらアンケ

ートの収集を行うことができます。 

  

サービスは無料で利用でき、アカウント作成と無料の専用アプリのダウンロードのみで、すぐにでもアンケート

作成から結果のダウンロードまで無料利用できます。（電子カタログ機能などの機能は有料） 

 

■開発の経緯 
・受託開発から脱却 
クラウドの台頭により、ITが所有から利用へと変化し、開発案件が縮小、減少してきました。中小システム

会社にとっては大手システム会社からの受託開発をメインとするビズネスが限界となってきました。 
しかし、企業が IT を所有せず、クラウド上の良いサービスを選別して使う時代となれば、中小企業でも多

くの人が必要とするクラウドサービスを提供でき、商圏が全世界へと広がります。クラウドの台頭は大きなビ

ジネスチャンスではないかと考え、クラウドで新しいビジネスを模索しました。 
・ビジネス化に向けたポイント 
2010年 iPadの発売が発表され、モバイル PCにあった問題を解決してくれるこの端末にビズネスの可能性

を感じ、iPadとクラウドを利用したビジネスの構築を決定しました。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

方向性 
・対象は・・・企業に対して 
・どんな・・・簡潔なサービスを 
・いつ ・・・iPad発売直後に 
・価格は・・・無償 
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企業に対して → アンケートを利用しない企業はない 
簡潔なサービス → アンケートを知らない人はいない 
 
 
 
 
 
 
 

■成功の秘訣 
製品の発表は IT展示会で行ったが、日本での iPadの発売直前であったため、会場でアプリを搭載しデモを

行ったのはエクスウェアだけで、非常に話題となりました。 
素早いリリースと多くの企業が利用するアンケートという製品を無料で提供した結果、シェアを拡大し、現

在は 3,500社が利用し、App Store ビジネス部門無料アプリの中のアンケートアプリで最上位（ベストセラー）
となりました。 
これによって会社の知名度が上がり、業務提携の依頼、OEMによる提供依頼、本業の受託開発依頼も増え、

また、クラウドとスマートデバイスを組み合わせたサービスを支援する新しいサービスMOMONGAスマート
ソリューションの提供開始へと業務が拡大しました。 

 
これからの ITに求められることは、スピードと量に対する安さであり、そのためには差別化すべきところ、

差別化しないところを区別し、差別化しないところはクラウドで賄い、差別化すべきところをいかに早くビジ

ネス化するかが重要です。システムを作るではなく、時代に合ったビジネスを創造し、アイデアを提供するこ

とが成功の秘訣です。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
エクスウェア株式会社 
所在地：〒140-0001 東京都品川区北品川 1-11-1 寿ビル 4階 

Tel：03-3474-0760 

事業内容：システム開発、・システム構築にかかわるコンサルティング、製品開発・販売、エンジニア教育 

主要商品：MOMONGAアンケート（SaaSタイプのクラウド・アンケート・ソリューション）、COUGAR（クラウド受

託開発ソリューション）、zOu（イーラーニングシステム）、MOMONGA（クラウド・デスクトップ） 

代表取締役 滝本賀年（たきもと かずとし） 

高知県四万十市（旧中村市）生まれ。 

プラスチック加工メーカー、電子機器メーカーのソフト開発部門を経て、１９９５年３月、 

エクスウェア株式会社を設立。副社長を務め、２０１０年１月から現職。 

【HP】 http://www.xware.co.jp/ 

2010年 6月から iPadでアンケートを収集するサービス「MOMONGアンケート」を、基本機能はすべて無料

で提供開始 

 
受託開発の減少、開発案件の縮小 
新しい自社製品の開発 

課題 
 
素早いリリースでシェアを拡大、知名度をア

ップし、業務提携、有料版の販売、本業の受

託開発増加 
大手 SIerに頼らない、自社ブランドの確立 

効果 

http://www.xware.co.jp/
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iPad/iPhone向けセキュアなドキュメント共有サービス「SYNCNEL」 

～企業内のドキュメント共有インフラとして活用されるクラウドソリューション～ 
 
 
■iPad/iPhone導入現場の問題点 

iPad/iPhoneなどのスマートデバイスは、今のビジネスでは欠かせないツールとなっています。 
スマートデバイスは社外に持ち出すことを前提としている為、社内 PC内からのドキュメントの転送・同期、

紛失・盗難対策など、ドキュメントの共有化とセキュリティが問題となってきます。 
 
iPad/iPhoneの利用シーン              求められる要件 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
そこで、簡単な操作でかつ安全に企業内のドキュメントを共有・配信するソリューション「SYNCNEL」が

開発されました。 
 
■SYNCNELとは 

 SYNCNEL はブラウザから簡単な操作でドキュメントをアップロード、フォルダ管理、ユーザー・グループ
権限管理などの機能をもつ、スマートデバイス向けに文書・画像・動画などをセキュアに共有・配信するため

のクラウドサービスです。 

 
SYNCNELの特徴は 
・ブラウザでの簡単操作でアップロード、サーバー自動同期、オフラインでも閲覧可能 
 PC からクラウド上のサーバーに接続（ブラウザで）し、ドラッグ＆ドロップで簡単にファイルをアップロ

・営業担当のプレゼン用ツール 
カタログやプレゼン資料、提案書を社外で 

・教育の現場 
学校や企業の教育用にコンテンツ配信や参

考資料の閲覧 
・社内会議 
ペーパーレス会議 

・ドキュメントの一元管理 
・簡単な操作で同期、配信 
・オフラインでの閲覧 
・セキュリティ 
・監視 
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ードできます。スマートデバイスからはアプリでサーバーに接続、ワンタップで同期、ファイルをデバイス内

にダウンロード。外出先のオフライン状態でもファイルが閲覧できます。 
 
・ドキュメントの一元管理とフォルダ管理 
サーバーはファイルサーバーのように階層数無 
制限のフォルダを作成でき、そのフォルダやフ 
ァイルに対してのアクセス制限を柔軟に設定で 
きます。これにより役員用資料や人事資料など 
他の部署に配布しないようなファイルもすべて 
SYNCNELで管理できます。 
扱えるファイル形式は PDF、画像、動画、音声、 
テキスト、iWorks、Microsoft Office、URLと 
豊富です。 
 
・強力なセキュリティ対策 
 ・通信・ダウンロードファイルはすべて暗号化しており、第三者にファイルを吸い出されても読むことはで

きません。 
 ・ファイルの閲覧可能期間を指定でき、指定期間外での保存はできず、期間を超過したファイルはデバイス

から削除されます。 
 ・紛失・盗難の際は当該デバイスを無効に設定し、無効化したデバイスからの不正アクセスを検出した場合

は当該デバイス内のダウンロード済みファイルをすべて強制削除できます。また、不正アクセスがない場合も、

ファイルのキャッシュ有効時間の設定により、設定時間が超過したものは閲覧不可能になります。 
・ユーザー認証のほかデバイス制限、管理画面へのネットワーク制限が設定できます。 
・グループ管理によりコンテンツの登録ができない権限や、デバイスでの利用のみ可能な権限などを分ける

ことができます。 
 ・閲覧、ダウンロードなどのログを常に記録し、CSVファイルに出力することができます。 

 

・低コストですぐに使える 
クラウドサーバーを使用している為、初期費用が不要で、社内インフラに手を加えることなく最短３日で利

用が開始できます。まずは特定の部署から利用などスモールスタートが可能で、ファイル容量に合わせて容量

追加も容易にできます。 
 

 

■SYNCNEL活用例 

・社内会議 

 ペーパーレスで会議ができます。閲覧時間を設定できるので重要資料の漏洩対策にもなります。 

・営業活動 

 提案資料のプレゼン、画像や動画も交えての説明で営業の質も向上します。常に最新の営業資料やカタログ

をスマートデバイス一つで持ち運べます。 

・救急医療 

救急患者の病歴情報の共有や、救急医療の当直医と専門医間での検査データの共有で迅速かつ確実な対応がで

きます。 

・教育 
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 学校での試験問題配布や参考資料配布、社内での動画を利用した実践的な教育など、ファイル形式が豊富な

のでいろいろな学習に活用できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住友セメントシステム開発（株）ITソリューション部 

所在地：本社〒105-0012東京都港区芝大門 1-1-30 芝ＮＢＦタワー3F 

TEL 03-6403-7868 

事業内容：住友大阪セメント社向けサービス、オリジナルパッケージソフト開発・販売、

ソリューションサービス事業、ITコンサルティング事業 

(写真は ITソリューション部 ITサービスチーム チームリーダー代理 好村悟氏) 

【HP】https://www.syncnel.biz/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
iPad/iPhone などのスマートデバイスで、ド
キュメントを安全にかつ確実に持ち出す。 
企業内のドキュメントを一元管理 

課題 
 
通信、ファイルの暗号化、ファイル閲覧可能

期間の設定、紛失・盗難時にはデバイスの無

効化などセキュリティ対策。 
フォルダ構成で、あらゆるドキュメントを一

元管理 
ユーザ、グループでコンテンツのアクセス制

限の設定 

効果 
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企業と顧客をつなぐ最適ソリューション「ソーシャルエンタープライズ」 

～ソーシャルメディアの利点をビジネスに活かす～ 

 
 
■ソーシャルエンタープライズとは 

 
Facebook、twitter などのソーシャルメディアの活用は

ビジネスにおいても重要な条件となってきました。 

企業が社内の情報共有や顧客とのコミュニケーションに

ソーシャルネットワークを活用し、ソーシャルネットワー

クで得られた情報を迅速に経営判断や商品開発などにつな

げていく、これがソーシャルエンタープライズです。 

 

（株）セールスフォース・ドットコムでは、ソーシャルエンタープライズを実現するために様々なサービス

を提供しています。 

 

■導入事例 
 
■社内情報を Chatterに集約して効率的な店舗運営 

菓子製造販売の株式会社桃の館（本社：愛知県）では会社

の情報伝達手段に電話や FAXを利用する体制を改めるため

Chatter を導入。本部、店舗、工場のスタッフがさまざま

な情報をリアルタイムに把握しながら無駄のない業務を遂

行できる環境を整備しました。結果、各店舗は別店舗の販

売実績を参考にしながら工場への発注数量を調整したり、

他店の写真を参考に、売り場レイアウトの改善ができるよ

うになりました。本部でも店舗からのリアルタイムで上が

ってくるお客様の声を商品開発に反映できるようになりま

した。 

 

●課題 

Sales Cloud（クラウド型 CRM 営業支

援・顧客管理） 

常に最新の情報、ステータスを把握でき、営業活

動を効率化 

Service Cloud（クラウド型カスタ

マーサービス支援 CRM） 

コールセンター、顧客のソーシャルネットワーク

など顧客のニーズに応えるサービスを実現 

Force.com・heroku（開発プラットフォ

ーム）、database.com（データベース） 

アプリケーションをスピーディに開発する環境

を提供 

Salesforce Chatter 

（コラボレーション支援） 

非公開型社内向けソーシャルネットワーク

ツール 
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・各店舗では、どの商品が、どの店舗で、いつ、どれだけ売れたかといった販売実績情報をつかめなかった 

・繁忙期には品切れによる販売機会損失や鮮度の低下による廃棄ロスが増加 

・各店舗のスタッフは売れ筋を把握した上で商品戦略を策定するなどの意思決定を行えなかった。 

●効果 

・各店舗の販売実績や在庫などの情報を Chatterで確認し、販売機会を逃さないようにする、廃棄のロスを最

小限に抑えるための対策を施せた 

・お客様の声を商品企画や開発に迅速にフィードバックできる 

・本部、店舗、工場の通信コストが 4分の 1になった 

 

 

■Salesforceを軸にワンツーワンのサービスを進化 

特殊ネジの専門商社株式会社ツルガ（本社：大阪府）で

は 2004年にグループウェアを導入しましたが、営業支援

システムとしては十分機能しませんでした。そこで、2007

年 Salesforceを導入し、営業実態の可視化と業務効率化

を実現させました。 

その後、2008年 9月に市販ネジを中心に扱う ECサイト

「ネジクル」の運営を開始。販売プロセスではすでに

Salesforce 上に定義していた直販営業プロセスをその

まま生かし、商品管理などこれまで定義していなかった

業務は、Partner Portalを利用。2010年より法人営業に

Chatter を導入し、緊急性の高い案件情報をすべて

Chatter に投稿するようにし、社内の情報共有スピード

は大幅に向上しました。 

 

●課題 

・グループウェアでは売り上げを追えず、従業員はどの

案件を重点的にフォローすべきか判断できなかった 

・出張中や移動中は商談の最新状況が把握できず、顧客

対応が遅れてしまうケースがあった 

・自社通販サイトの効率的な運用を支えるシステムが不可欠だった 

 

●効果 

・売り上げ上位の案件を一目で把握でき、従業員が自律的に営業活動できるようになった 

・緊急性の高い案件情報を Chatterで共有し、迅速にフォローできる 

・経営層がさまざまな KPIを迅速につかみ、有効なマーケティング施策を展開 

 

 

■Salesforceで商談を管理し営業を強化 

 エンタープライズサーチ・販売のアクセラテクノロジ株式会社（本社：東京都）は、会社設立時から Salesforce

を導入しており、商談管理を活用し営業力を強化してきました。 
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 同社の営業は、直接販売と、パートナーの販社を通

して顧客を開拓、そこから営業スタッフが商談に出向

く間接販売の 2種があります。どのパートナーの紹介

か、担当者は誰か、商談はどの段階に来ているかとい

った情報は、営業担当が Salesforceに逐一入力、一目

で商談の状況がわかるよう管理した結果、取りこぼし

が激減しました。また商談データを分析することで、

顧客や市場のニーズを把握、営業戦略の立案や製品開

発に活かしています。 

 

●課題 

・技術者中心の社員構成で、営業力に不安があった。 

・ホームページからの問い合わせやセミナーの申し込

みをした見込み客をフォローしきれなかった。 

 

●効果 

・商談の取りこぼしが少なくなり、売り上げ予測の精度が上がった。 

・見込み客へのファーストアプローチの漏れがなくなった。 

 

 
株式会社セールスフォース・ドットコム 
所在地（東京オフィス）： 

〒106-6139 東京都港区六本木 6-10-1 六本木ヒルズ森タワー39F 

Tel：03-5785-8201（代表） 

事業内容：クラウド型プラットフォーム「 Force.com 」の提供、 クラウド型 CRM ア

プリケーション「 Salesforce CRM 」の提供、 導入支援コンサルティング/トレーニ

ングサービスの提供 

（写真は コーポレートセールス本部シニアディレクター 小関貴志 氏） 

【HP】 http://www.salesforce.com/jp/ 

koike takuya
16



３．クラウドコンピューティングとは 

 
■クラウドコンピューティングの定義 

クラウドコンピューティングは、 

構成可能な計算機資源(ネットワーク、サーバ、 

ストレージ、アプリケーション、サービス)の 

共有プールへ、容易かつオンデマンドにネット 

ワークアクセスすることを可能にするモデルで 

あり、それらは最小限の管理作業とサービス事 

業者への依頼により即座に供給されリリースす 

ることができます。 

 

NIST(米国標準技術局)  http://csrc.nist.gov/groups/SNS/cloud-computing/定義は、上記ですが、 

もう少し、具体的にクラウドコンピューティングを説明すると・・・・・ 

 

■クラウドコンピューティングとは 

 

クラウドコンピューティングとは、インターネットを通じて提供されるサービスやストレージなどのコンピュ

ータリソースを、ユーザーが特にリソースの所在を意識することなく利用できるというコンセプトのことです。 

クラウドコンピューティングは複数のマシンを合わせてひとつの資源を 

構成するという点でグリッドコンピューティングに該当します。 

またそれは、仮想化サーバーとも言われています。 

複数のマシンを 1台のサーバーに仮想することで、大容量化することが 

できます。複数のハードディスクを結合できるので、もの凄く大きな 

容量が確保できます。また、データを複数のコンピューターに分けて 

保存したり、バックアップできるので、障害に強くなります。 

そしてコンピューターで行なう処理を、複数のマシンに分散できるので 

、高速に計算することができます。 

また、1台のマシンを複数のサーバーとして仮想することもできます。 

するとサーバーの運用効率を高めることができます。 

通常、1台のサーバーの稼働率は、低いと言われています。 

そこでソフトウェアによって、1台のサーバーを複数台として扱うこと 

で、稼働率を上げます。 

 

上記のように仮想化サーバーであるがゆえに、インターネットの先のコンピュータは、存在してはいるが漠然

としており実体の捉えがたいことから、「雲」（cloud）に見立てている。このことによりクラウドと言われてい

る。「雲」の中のどのマシンにアクセスしているかといった具体的な事柄を見分けることは難しいが、「雲」に

アクセスすればその中のどこからかサービスの提供を受けることができます。 
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４．クラウドサービスとは 

 
クラウドサービスとは、インターネット経由で接続したサーバーのデータ領域やソフトウェアを利用するサー

ビスのことをいいます。 

 

 例えば、パソコンでは、データやアプリケーションは、そのパソコンの中に存在しており、ノートパソコン

やＰＤＡで持ち出すときはそれをコピーしたり転送しなければいけなかった。 

それが、ネットワークの進歩によって、いつでもどこでも高速でインターネットがつながる環境がととのった

ことにより、データやアプリケーションをインターネット上において利用できるようになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■インターネット上のサービス 

 

 無料のものも多いですが、携帯・スマホのアプリのように、月額でサービスを受けることができます。 

これらをうまく活用することによって、企業の情報化を推進することができます。 

よって、いままでは購入（所有）しなけば、利用することはできなかったのですが、クラウドサービスは、所

有しなくても利用することができるようになったのです。 

 

利用ということは、「必要なときに必要なものだけを利用できる。」ということです。 

これは、ソフトだけではありません。ハードつまり、サーバーも同様です。必要なときに、必要なだけのスペ

ックおよびサーバー台数を利用できます。 
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スケジュール管理 

データの同期 

メモの一元化 

アプリケーション 
 
データ 
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■身近なクラウドサービス 

 

 今、流行の Facebookや Twitter、また多くの人が利用していると思われる Googleや Yahooが提供する無料

メールサービスは、クラウドサービスです。 

 

パソコンで稼動するメールクライアントソフトは、たくさん 

ありますが、このようなソフトは、自分のパソコンでしかメール 

の内容をみることができません。 

 

ところが、インターネットの先にあるWebメールは、基本的に 

は、パソコンでもスマホでも、インターネットに接続される 

端末であれば、ブラウザまたは、スマホアプリから、 

同じメールを確認することができますし、メールを発信する 

こともできます。 

 

これは、データはすべてインターネット上で管理され、持ち運び 

の必要がありません。 

このように、インターネットで接続されるサーバー上にある 

機能（ソフト）を利用することがクラウドなのです。 

こういったクラウドサービスの中で個人が無料で利用できる 

ものをいくつか紹介します。 

 

◆Googleカレンダー  https://www.google.com/calendar/ 

 

◆Dropbox   http://www.dropbox.com/ 

 

◆Evernote  http://www.evernote.com/about/intl/jp/ 

 

スケジュール、書類データ、写真、動画などが共有できるソフトです。（詳細は、インターネットで検索して確

認ください） 

 

 

 

他にも、インターネットで検索すればクラウドサービスは、たくさんあります。 

 

上記、クラウドサービスは、個人としてではなく、企業としても利用できます。ただし、しっかりとしたル

ールつくりが必要になります。そして、これからもっと、色々な機能のソフト（業種特化した業務ソフトなど、

個人ではなく企業向けのソフト）も、クラウドサービスとして、たくさん提供されてくると思われます。 
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■インフラ、プラットフォームにおけるクラウドサービス 

 

いままでは、レンタルサーバー提供企業が、この部分をサービスとして提供してきました。 

レンタルサーバーは、サーバースペックが契約時点で確定していいます。しかし、クラウドサービスは、最小

構成から契約でき、アクセス、データ量により、サーバースペックおよび台数もその都度変更することが可能

となります。つまりシステム導入時に、ハードスペックを想定して購入する必要がなくなった。 

 

「直ぐに」「必要なだけ」リソースが手に入れることができる(リソース最適化) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■これからの求められるシステムエンジニア 

 

上記をみてもわかるように、既に色々なサービスが展開されており、今後もっともっと増えていくなかで、 

今後は、インターネット上にどのようなものがあるかという知識と、それらを組み合わせることにより、利用

者の要望することが実現できるかというコーディネイトができる人材が要求されてきます。 

地域中小ベンダー企業は、このような人材育成が必須となってくると想定されます。 
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５．クラウドコンピューティングを利用する企業の場合 

 

利用シーンを想定してメリットを考えると・・・・・ 

 

■自社業務システムにおいてクラウドを利用する場合 

 

いままでは、会社の基幹業務では、多くのサーバーが使われています。そして自社にサーバーが設置されて

います。 

自社でサーバーを持つには、それなりにコストがかかります。 

・ハードウェアやソフトウェアの導入費、電気代、場所代 

・システム管理者の人件費 

・数年先のことも考えて、サーバーは現在必要なスペック(性能)より、最低でも１．５倍程度上のスペック

を導入（不足することを恐れて、多めのスペックになってしまいます） 

よって、中小零細企業ではシステム導入の敷居が高くなってしまいます。 

 

クラウドコンピューティングを使えば、ビジネスの規模に合わせて、サーバーの規模を増減できるので、無駄

がなくなります。 

初期の設備投資が不要になるし、サーバーの維持管理から解放されるので、管理者の人件費が削減できます。 

月々の利用料は、必要になってきますが、トータルで見ると、かなりのコスト削減になりますし、導入期の一

時費用は、最低限の費用で済みます。 

ただし、業務システムを自社用に独自開発するのであれば、この開発費用は今まで同様に費用がかかります。 

よって、インターネット上にある機能をどう有効利用して、自社システムを構築するかという思考も必要にな

ってきます。 

 

■オフィスでクラウドを使う場合  

 

オフィスで社員が利用するケースでは、 

 ・メール 

・オフィスソフト （ワープロ、表計算、プレゼンテーション） 

・グループウェア （情報共有、ファイル共有、スケジュール(予定表)、Web会議） 

などがあります。 

 

これらもクラウドでは、社員 1人を 1ユーザーとすると、月々数百円という小額から利用できます。 

このサービスは、いろんな企業が提供しています。 

社員数の増減に合わせて、ユーザー数を増減させればいいので、管理しやすくなります。 

（各社員のパソコンに、メールソフト、オフィスソフトなど、インストールしなくてよくなります。 

 バージョンの管理からも開放されます） 

 

クラウドコンピューティングのメリットには、このようにビジネスに最適な規模で利用できるということがあ

ります。 

 

 

CCBNET.
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■ITを活用してサービスを提供している場合 

 

インターネット通販や Webサービスを事業としている場合、これらのサーバーとして、クラウドコンピュー

ティングを使うことができます。 

前述したように、レンタルサーバーとの違いは、拡張性(スケーラビリティ)に優れていることです。 

例えば、プロモーションでキャンペーンを行なう期間、又は、母の日、父の日、バレンタイン、中元・お歳暮

シーズンといった、ある期間だけすごくアクセス数が増える場合があります。 

 

クラウドなら、その期間だけ機能を拡張することができます。（レンタルサーバーだと契約変更とサーバー移行

作業が発生しますが、このようなわずらわしさはなくなります。）アクセス数が元に戻れば、機能を縮小すれば

いいだけです。つまり費用は最小限で済みます。（オーバースペックのサーバーを利用しなくて済むわけです） 

 

このようなサーバースペックおよび台数変更がインターネットを通じて簡単にでき、すぐに反映されるのが、

クラウドコンピューティングのメリットです。 

（ただ、この操作は簡単とはいいつつも、専門性が高いので、専門業者にお願いすることになるかと思われま

す。） 

よって、クラウドなら小さく始めることができるので、小さな会社や個人にも適しています。 

 

また、クラウドコンピューティングの膨大な計算処理能力を使って、過去のデータを短時間で解析するといっ

た使い方もできます。ちょっとしたスーパーコンピューターとして使えるわけです 

 

このようなことから、アイデア次第で、企業だけではなく、資金力の無い個人でも、費用を最小限に抑えて、

新たなサービスを開始できるのが、大きなメリットです。 

 

もしビジネスが成長すれば、クラウドのサーバーを拡張すればよいだけです。逆に縮小も簡単です。このよう

に拡張性(スケーラビリティ)に優れています。 

クラウドの多くは、実際に使用した分だけ料金を支払う「従量課金制」となっています。 

クラウドコンピューティングのサービスによっては、数時間だけ借りるということも可能です。 

そのため費用面で、安心してビジネスが展開できます。 

 

さらにサーバーの構成やメンテナンスは考えなくてよいので、クラウド上のシステム開発に集中できることも

メリットです。 

資金や人材の少ない個人事業では、経営資源や時間を集中できるのは、大きなメリットです。 

よってクラウドコンピューティングを使うことで、今まで以上に個人でも IT ビジネスに挑戦しやすくなりま

した。 

 

アイデア次第で、まだまだいろんなサービスが登場してきそうです。 

都会にいようと地方いようと場所は関係ありません。クラウドサービスをうまく利用することによりビジネス

を成功に導くことができたり、新しいビジネスモデルができたりする可能性を秘めています。 
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６．地域ベンダークラウドサービス紹介 
 

CCBNET.会員において、クラウドサービスを提供されている一部の企業様におけるサービスを紹介いたします。 

 

 

クラウドサービス紹介 

 

１．株式会社オーユーシステム 

運送業者様に朗報！あの「車楽」がクラウドサービスで利用できます。 

 

２．株式会社システナ 

“GoogleApps”の導入をお考えなら株式会社システナで。 

 

３．株式会社フレックス・ポイント・システムズ 

医療現場への提案「インシデントレポートシステム」 

 

４．株式会社ウエイブ 

クラウドサービスを利用したソリューションを提供します。 

CCBNET.
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　　　　株式会社株式会社株式会社株式会社ウエイブウエイブウエイブウエイブ（We Assist Businessの頭文字をとって Wayb)は、創業以来、
ICT(Information & Communication Technology)を駆使しお客様のビジネスモデル
実現の支援をすることにより、お客様から信頼される身近な存在の企業であることを
モットーに事業を展開しております。
　このモットーを実現するために、積極的に最新技術情報やビジネスモデルなどの情報
を習得しお客様へ利益をもたらすシステム構築を目指して日々、邁進しております。

　弊社では、数年前から積極的にクラウドビジネスに取り組んでおります。中国経済産業
局から委託されております中国地方のクラウド推進事業を始め、日本を代表するクラウド
基盤会社である、クラウドアマゾンウェブサービス、セールスフォースドットコムを利用
した数々のシステム開発を手がけて参りました。

　クラウドの定義である「結びつき」に基づき、顧客と
の結びつき、企業との結びつき、地域社会そして人と人
との結びつき、その結果がクラウドを利用した新しいビ
ジネスやサービスを生み出し、生産性を高め、日本を少
しでも活性化するお役立ちができればと考えております。

株式会社ウエイブ

<お問合せ>
　0836-39-6770
<会社ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ>
　株式会社ウエイブ
　http://www.wayb.co.jp/
　本社:山口県宇部市今村南2-1-1
　東京:東京都千代田区神田紺屋町5
                                 野水ﾋﾞﾙ4F
　資本金:1010万円
　代表取締役社長:藤崎 智行
　従業員数:25名
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