「第 1 回 札幌クラウドセミナー（抄）
」
開催日：2011 年 2 月 21 日（月）13:30～17:30
場 所：札幌市産業振興センター セミナールーム A
主 催：財団法人さっぽろ産業振興財団
後 援：札幌市
参加者：79 社 111 名（この他に、講演者・市及び財団関係者 18 名）
セミナー司会：赤羽 幸雄 札幌市 SaaS・クラウドビジネス研究会 世話人
（札幌学院大学 経営学部 特任教授／IT コーディネータ）

プログラムと内容概略（以下、敬称略）
1 【開会・主催者挨拶】財団法人さっぽろ産業振興財団 専務理事 福井知克

今現在起きている IT 資産の「所有」から「利用」へという流れは「クラウド」によって加速し、今
後も企業の経営戦略上、不可欠な選択肢となる。このセミナーでは、基調講演にて「クラウド」によ
ってビジネスの現場で何が起きているのか、今後何が起きようとしているのかを捉え、既に導入・構
築・活用を行っている地場ユーザ企業のクラウド事例を、ユーザ企業の立場から紹介し、その中で、
札幌の IT 企業がどのような役割を担っているのかを紹介し、今後のビジネスのご参考として活用して
頂きたい。さっぽろ産業振興財団では、札幌市エレクトロニクスセンターを核に、札幌の IT 産業の振
興を目的とした各種事業を実施しているが、IT はあくまでも手段であり道具。その道具を使うことに
より、ビジネスの効率化や付加価値の高いサービス・製品を生み出すユーザ企業が必要。今後も地域
産業の発展の為にも IT 産業と他産業の連携の強化に努めていく。
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【基調講演】
「クラウドコンピューティングの今後とビジネスへの影響について」
日経 BP 社 コンピュータ・ネットワーク局長

桔梗原 富夫

「クラウドは IT の発電所モデル」
：これからの IT は大量のユーザに対して 1 つ。必要なときに必要なサ
ービスを提供。サービスを所有しない（従量制）
「クラウドの背景」
：通信速度の変化（高速大容量）
、サーバー技術の変化（仮想化）
、端末の多様化（ス
マートフォン）
、デジタルネイティブの対等（コンシューマの IT 活用が企業の IT 活用よりも先行）
「集中から分散、そして再び集中へ」
：メインフレーム→クラ・サバ→Web コンピューティング→クラ
ウドへ
「主役交代」
：マイクロソフトからグーグル、そして次は？。マイクロソフトも反撃。
「企業情報システムはプライベート＋パブリックのハイブリッド型クラウドへ」
「クラウドの流れは止まらない」
：人的資源配分は業務アプリに集中。業務を抽象化して分析・把握する
能力を重視。大企業は計系企画や利用部門が窓口に。コンシューマ IT が企業をリード。プライベートク
ラウドによるベンダーの囲い込み。
「中小企業こそクラウド」
：コスト削減とビジネスの機動力の両立。高額なサーバー・アプリを購入しな
くてもよい。運用要員が不要。カスタマイズを求めない。
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【ユーザ実践事例発表 1】
「自社基幹業務の戦略的クラウド構築と地場企業の役割について」
（ユーザ）株式会社クロス・マーケティング
システム開発ユニット エグゼクティブマネージャー
永井 秀幸
（ベンダ）アドバンスペイ株式会社 代表取締役
勝野 直義

（永井氏）
・ 自社基幹業務を「AmazonEC2 のパブリッククラウド」から「プライベートクラウド」への移行
→クラウド万能ではない。用途に応じたトレードオフが必須。
→パブリッククラウドの強みは「可用性、分割耐性」
、プライベートクラウドは「一貫性、可用性」
。自
分達はカスタマイズ性を求めたため選択肢はプライベートクラウド。
・ プライベートクラウド構築の肝
→データセンターのコストは安い方が良い。
東京よりも北海道。
寒冷地の方がエアコン代はかからない。
→東京から岩見沢（の DC）まで 3 時間。移動可能な距離と時間。
・ クラウドによって変わること
データセンターは離れていてもよい。基本はリモート対応。物理障害でもすぐに駆け付けなくてよい。
サーバ台数と設置スペースが減り物理障害ポイントが減る。
集中管理で運用人員を増やさなくてもよい。
など。
・ クラウド化によって見直したこと
東京から北海道に移設しラック代削減。ラック数も削減。省電力 CPU 採用。保守費。オンサイトホス
ティング契約時間。オープンソースの活用。など。
・ オンサイトホスティング契約
→アドバンスペイ社とは「平日 9:00～17:00 対応のみ」で契約。アドバンスペイ社にとっては、24 時間
365 日体制を作る必要がなく運用負担が軽い。自社としては、コストが少なくてすむ。
・ 東京－北海道 800km はインターネットの世界では関係ない距離。北海道はクラウドに最適な場所。
・ 地場の IT ベンダは「地の利」を生かした売り込みを、地場のユーザは「最適なクラウドを提供して
いる北海道のクラウド環境をもっと活用すべき」
。
・

（勝野氏）
・ クラウドにおける地場 IT 企業の役割
→OSS を利用した構築・運用経験を結集（技術をもった企業は多い）
。きめ細やかなサービスとサポー
ト（地元の電気屋さん的な）
。まじめな気質・風土（誠実な対応。海外のパブリッククラウドよりもサー
ビスレベルは高い）
。行政の後押し（誘致制度等）
。北海道に対する期待に応える（価格、サポートなど
お金を掛けなくてもできる知恵。OSS を利用するのもその一つ）
。
→北海道内で市場を奪い合うのではなく、首都圏や海外との連携による創造的なビジネス構築。

4

【ユーザ実践事例発表 2＜事例①＞】
「食品物流センターでの導入事例について」
（ユーザ）日本アクセス北海道株式会社 管理本部 事務センター長
（ベンダ）株式会社イークラフトマン 代表取締役

吉田
昭
新山 将督

（新山氏）
・ 食品流通における業務効率化と IT 利活用の課題
→流通業では関係する企業の全体最適化が行われたときにローコストオペレーション化が実現可能。
→小売、卸売、配送、大手メーカの IT 合理化はほぼ終わっている。今後は地域における IT 連携と合理
化が必要。
→地域に行くほど、IT 投資に関する費用対効果、利活用スキルにはギャップがあるためなかなか進まな
い。
・ 課題解決手段
→IT ユーザ：IT リテラシー及び運用スキルの向上
→IT ベンダー：イニシャル・ランニングコストの低廉化。低い IT リテラシー環境下での運用可能な工
夫。遠隔地での運用可能な工夫。 これが進むことで「結果的に地域の IT 化推進が期待できる」
。
・ 目指すクラウドサービス
クラウド思考による再定義により、業務変革が起こる可能性がある。IT を提供する自分達が、利活用シ
ーンを考え、従来の設計思想・運用思想をリセットして取り組むことが必要。

（吉田氏）
・ 結果としてクラウドになっただけ。自分達はクラウドを特に意識していない。
→20 年前、業界全体で、同じコンピュータと同じソフトウェアを使えばコストは確実に下がる、という

話を聞いたことがある。今、クラウドによってその時代が来ているという実感はある。
→早く、安く、誰もが使える、システムを追及した結果、クラウドになっただけ。脆弱なオフィス環境
にも適用できなければならない。そこには何かしらの工夫が必要。
・ 基本は「one データオペレーション」
→業務の中で発生した一つのデータを活用し業務が終わるまで大事にする考え方に基づいたシステム構
築。
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【ユーザ実践事例発表 2＜事例②＞】
「クラウドによる勤怠管理と業務改善事例」
（ユーザ&ベンダ）日本デジタルデザイン株式会社北海道支社
システム営業部 マネージャー

土本 義和

・ SaaS・ASP 型勤怠管理システム
→大幅な効率化が見込める。既に多数のユーザの導入実績が下支え。初期費用不要+月額費用も安価、
導入リスクが少ない。様々な業務の場面に適応できる可能性。既存システム（例：給与システム）等と
の連携が可能。
・ 自社の活用事例
→これまでの問題点（社外作業者の勤務状況に管理者の目が行き届かない。Exel とタイムカード手書き
による二重の手間。Excel とタイムカードのダブルチェック。残業時間の把握に月中までかかる）を全
て解消。リアルタイムに稼働工数の把握ができる。勤怠データ入力 4.5 時間が 3 分に。
・ 販売パートナープラン
→これから主流になる SaaS・ASP ビジネスの体感。継続した収入源。成功ベンダーのノウハウ吸収。

6

【ユーザ実践事例発表 2＜事例③＞】
「北海道の旅と遊びの専門サイト“ぐうたび北海道” －HOTnet クラウドサービスを活用したサービス
運営事例の紹介－」
（ユーザ）北海道バリュースコープ株式会社 代表取締役社長
三浦 重道
（ベンダ）北海道総合通信網株式会社 S.T.E.P.ソリューション部
セールスマーケティンググループ 主査
佐久間 研

（三浦氏）
・ 早い事業の立ち上げとコスト抑制が必要だった
→全国サイトが扱わない、地域で役立つ情報発信のニーズは実は高い。
→新規参入を目指す中で、Web による情報発信は必要不可欠も、レガシーな情報システムを構築しとう
とすると、億単位の費用がかかり、一旦は諦めた。
・ 開発・運営コスト最小化が図れるクラウド
コストメリットの大きさ（450 万円/年）
。運用・保守要員が不要。専門家による障害対応体制（宿泊予
約は 365 日。週末・休日の動きも多い）
。将来的なシステム拡充への対応力（今後の提携レストランの
予約。海外向けサイトとの接続の柔軟性）
。

（佐久間氏）
・ 北海道バリュースコープ社への提案骨子：
「機器・ファシリティコストの低減（従来の 1/3）
」
、
「運用
管理の負担と人的コストの低減（本業：バリュースコープ社、HOTnet 社：ネットワーク・クラウ
ドサービス、KLINK 社：システム管理・運用による分業及び協業）
」
、
「IT 設備に対する過剰投資の
抑制（必要な時に必要な分だけリソースを確保）
」→クラウドサービスのメリットそのもの
閉会・総括（桔梗原氏による）
地域に根ざした事例として、ユーザ企業の生の声を聞けたことは興味深い。ある程度のコストを積み
上げないと構築できなかった情報システムが、必要最低限の投資で、しかも早く構築できる時代。うつ
むき加減の経済状況ではあるが、クラウドを軸とした地域特有の新たなビジネスチャンスが拡がってい
ると言っても良い。
以上
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