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広域災害に耐え、日本復興に向けた

クラウドビジネスモデル
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ＮＴＴコミュニケーションズ株式会社
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オープンソース、クラウドＡＰＩ

マルチクラウド、完全自動化

オートスケーリング、ビリング
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マルチクラウド、完全自動化

オートスケーリング、ビリング

モバイル
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クラウドエコノミクス
クラウドエコノミクスクラウドポータル（ブローカー）

クラウドポータル（ブローカー）

ガバメントクラウド／クラウド政策
ガバメントクラウド／クラウド政策

コスト評価やＲＯＩ（投資収益率）

規模の経済／範囲の経済

コミュニティクラウド／スマートシティ

クラウドエコシステム

コミュニティクラウド／スマートシティ

クラウドエコシステム

クラウドビジネスモデル
クラウドビジネスモデル

社会インフラとして

街とクラウドの融合

社会全体の収益構造

もうかる仕組み

震災後のクラウド

バリューシフト

ユーザ主導の

技術＆サービス

生活を支える

社会基盤として

オープン

ガバメント

クラウドの

オープン化

クラウドビジネスの潮流（PEST４つの視点から）

クラウドの

社会インフラ化
×
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●地域コミュニティの崩壊

・（ＩＣＴも活用した）地域再生への取組み

●戸籍台帳等の住民データ消滅リスク

・データ保存の信頼性や安全性など

●自治体などの公共システムダウン

・リソースの柔軟性、負荷分散など

●災害情報や安否などの情報共有不足

・新聞、ラジオ、公共ソーシャルメディア等

●医療・教育サービスへの対応

・患者の病歴把握、遠隔医療の需要増

・心のケア、学力支援、校務の効率化

●脱原発の電力政策のあり方

・太陽光や風力発電などの活用

●早期の事業復旧、事業継続

・サプライチェーンを支援するクラウド

●通信インフラの遮断（携帯基地局／固定網）

・災害・停電に強いインフラ設計、無線・衛星網など

●コンパクトシティ、エコシティへの期待

・スマートシティ、スマートグリッド＋クラウド等

●情報集積地としての空洞化

・データセンタ需要が西日本に

地域コミュニティ 公共サービス

企業

インフラ（スマートグリッド、データセンター、通信など）

震災後のクラウドやICTに対する価値観（ニーズ）の変化
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Open Cloud 

Platform

クラウド

エコシステム

・公共クラウド

（自治体・教育・医療等）

・スマートコミュニティ

（スマートグリッド）

・業界クラウド

（サプライチェーン支援等）

・震災に対応する社会基盤

Open Cloud API

（ＡＰＩ互換）

Open IaaS

●ユーザ主導

（User Centric Cloud）

●クラウド社会システム

Open 

DataCenter

データセンターの

オープンソース化

多くの事業者がオープ

ンに参画し、マルチク

ラウドの環境を形成

●オープンクラウド ●サードパーティ／参入事業者

自動化

セキュリティ

/認証

連携

グリーン

ＢＣＰ

ﾌﾟﾛﾋﾞｼﾞｮﾆﾝｸﾞ

課金

●クラウドエコノミクス

・規模の経済／範囲の経済

・コスト評価／ＲＯＩ

・グローバルカバレッジ

（特に新興国市場）

ＮＷ

３スクリーン

新規参入、自社サービス拡大

コミュニティ、開発者 など

好きな分だけ

ＳＬＡ

短期間

ｺﾐｭﾆﾃｨｸﾗｳﾄﾞ

オープンクラウドとクラウドエコシステムの形成
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産業／クラウド空洞化への対応産業／クラウド空洞化への対応産業／クラウド空洞化への対応
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（参考）震災を契機とした日本経済の産業空洞化の恐れ

出処：東日本大震災復興構想会議 ２０１１年６月４日
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サプライチェーンを支援するクラウド基盤

素材・部品の調達・下請け取引から流通・在庫・販売、さらにメンテナンス・リサイクルに至るまで、

バリューチェーン全体を通じた全体最適化（業界クラウド）を実現

素材メーカー 部品メーカー 流通・販売 ユーザ

生産計画

販売情報

在庫状況

出所：経済産業省 クラウド・コンピューティングと日本の競争力に関する研究会(2009.7.22)



7

・ 世界５極のデータセンターを高速バックボーン接続

・ カスタマーポータルで一元管理

・ エリアをまたがったディザスタリカバリー

欧州

日本

アメリカ

香港
シンガポール

どの地域でも同一

サービスにアクセス

カスタマポータルで

一元管理

お客様のグローバル

ビジネスをカバレッジ

世界５極で

グローバル分散

（参考）グローバルプライベートクラウド（グローバル広域分散）

世界市場への展開と

事業継続の観点での

クラウド活用
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最適化に向けたクラウドマイグレーション

データセンター集約化 標準化 統合化

仮想化＋自動化 最適化

・物理的な集約

・スケールメリットによる効率化

・コスト最適化

・ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ、ﾌﾟﾛｾｽ標準化

・インターフェイス標準化

連携化

（ハイブリッド）

・サーバ、ストレージの統合

・運用効率の向上

・仮想化による効率向上

・自動化による稼動軽減

・パブリック、プライベート、

オンプレミス等との連携

ネットワーク適正化

・データセンタ中心の

ネットワーク設計

・バーストネットワーク

○クラウド導入のロードマップ（例：プライベートクラウド）

・企業グループ

・業界クラウド

導入効果を明確にし、長期的に拡張可能を見越した設計を考慮し、ロードマップを策定

（※性能、信頼性、拡張性、セキュリティなど、業務システム等の要件も明確化）

領域拡大化

・プライベートからパブリックへ

・複数クラウドの運用管理



9

クラウドによる空洞化の懸念

・不安定な電力供給、電力料金

・法人税などが諸外国と比べて高い

・税制優遇などの政策的なアプローチが遅れている

グーグルは、台湾、シンガポール等への海底ケーブルを

敷設中 （日本は単なるケーブルの経由地になる恐れ）

■ 海外発のトラヒックの割合は年々増加傾向

出所：総務省資料

●情報の空洞化が進む

日本の情報産業

衰退の可能性

■ アジアのハブはシンガポール／香港など

アマゾン、セールスフォース、マイクロソフト等は

シンガポールにアジアのハブとなるDCを設置

●海外で法制度の適用

安全保障への対応

日本発でアジア等海外に

提供できるクラウドは？
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震災後のデータセンター／クラウドビジネスは？

○データセンター

・企業の事業継続やデータバックアップニーズなどで需要増加

・首都圏集中から地域分散型の立地へ（首都圏・東北以外に）

・海外のデータセンターの活用増加（シンガポール／香港など）

・停電時にも対応できる自家発電設備の対応

・電力消費軽減への対応 （外気冷房など）

・再生可能エネルギーの活用（太陽光発電、風力発電など）

・原子力発電所の電力活用（電源立地補助）の見直し

○クラウド

・日本へのクラウド（データセンター）の誘致

・日本からアジアへクラウドサービスの提供を

・まずは世界からクラウドサービスを提供する
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復興に向けた

社会基盤としての「クラウド」

復興に向けた復興に向けた

社会基盤としての「クラウド」社会基盤としての「クラウド」
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ＩＣＴによる復興への貢献（施策例）

東日本大震災復興構想会議 ２０１１年６月９日

・ 重層的な情報通信基盤の整備を進めるとともに、情報通信技術を活用し、地域住民に的確な情報提供を行うことや、被災地の地方自治体

と地域住民が円滑にコミュニケーションを行うことが可能な環境を確保。

・ 復興において情報通信技術を活用することにより、地元の人材の能力向上等を図る。

・ 行政・医療・介護・教育等の公共的サービスにクラウドサービス等の情報通信技術を積極的に導入
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「東日本復興」及び「日本再生」プロセスの進展とＩＣＴ政策の在り方

出所 情報通信審議会 情報通信政策部会 新事業創出戦略委員会 ２０１１年６月１３日
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電子政府・行政

クラウド

教育

クラウド

アプリケーション アプリケーション

震災後の公共サービスとしてのクラウド社会基盤の環境構築へ⇒

自治体中央省庁 小中高校大学

教室ＰＣ 校務ＰＣ

環境

クラウド

アプリケーション

充電スタンド

スマートメータ

医療・ヘルスケア

クラウド

アプリケーション

大病院

クリニック

社会基盤としての公共クラウド

社会基盤としてのクラウドへ

電気自動車

ホームＩＣＴ

スマート

シティ

防災

クラウド

アプリケーション

警察消防

・データ紛失、消滅リスクへの対応 （例：戸籍謄本などのデータ）

・システムダウンへの対応 （例：地震、停電など）

・サイトアクセス集中への対応 （例：自治体などの公共団体）

情報の集積地

新産業の創出
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新たな街づくりのために、ＩＣＴを活用した個々の環境技術を有機的に組合せ、

さらに様々なサービスを提供するスマートコミュニティの実現へ

スマートコミュニティクラウド

知識産業とスマートコミュニティが融合する「スマートナレッジシティ」へ

スマートコミュニティ＋クラウド = スマートナレッジシティ
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（参考）クラウドユースケースモデル（参考）クラウドユースケースモデル（参考）クラウドユースケースモデル

～GICTF資料から～
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ユースケース１：スケールアウト

急激な負荷増加に対して性能を保証するユースケース

出所：ＧＩＣＴＦ
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ユースケース２：可用性保障

出所：ＧＩＣＴＦ

災害や故障発生に対して可用性を保証するユースケース
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ユースケース３：サービス継続

出所：ＧＩＣＴＦ

サービスを継続するユースケース
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ユースケース４：ディザスタリカバリ

災害や大規模故障発生に対して可用性を保証するユースケース

出所：ＧＩＣＴＦ
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ユースケース５：リソースブローカ

ブローカー介在による市場取引

出所：ＧＩＣＴＦ
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ユースケース６：サービス連携による利便性向上

出所：ＧＩＣＴＦ

サービス連携により利便性を高めるユースケース
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ご清聴ありがとうございました

@masayukihayashi

OneTopi「クラウド」

@cloud_1topi 


