
クラウド移行を促進する  
8 つのビジネスドライバー
(推進要因)
ビジネス目標の達成を AWS がいかに支援するか



クラウドへの移行を促すビジネスドライバー

なぜクラウドに移行するべきか
デジタル資産を部分的に、または全面的にクラウドに移行すると、これまでにないビジネス成果を実現で
きます。業務効率の改善、イノベーションの加速、老朽化したインフラストラクチャの最新化、グローバ
ルなスケーラビリティを実現し、より優れたインサイトをデータから獲得したり、組織モデルを再構築し
てカスタマーエクスペリエンスを高めたりすることができます。

13 年以上にわたって数千の組織のクラウド移行を支援してきた AWS では、移行を促す最も一般的な要
因として 8 つのビジネスドライバー (推進要因) があることに気付きました。
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コストの削減は最も一般的な移行要因です。従来
のインフラストラクチャを廃止して効率性の高い
AWS のソリューションに移行することで、ほぼ
確実にコストを削減できます。

1.コストの削減

コスト削減の見積もりを算出する »

1 https://pages.awscloud.com/rs/112-TZM-766/images/AWS-BV%20IDC%202018.pdf?aliId=1614258770
2 https://aws.amazon.com/blogs/enterprise-strategy/considering-a-mass-migration-to-the-cloud/

IDC による見積もり:1  
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AWS 導入により移行前 (AWS 導入前)
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https://aws.amazon.com/blogs/enterprise-strategy/considering-a-mass-migration-to-the-cloud
https://aws.amazon.com/tco-calculator/
https://pages.awscloud.com/rs/112-TZM-766/images/AWS-BV%20IDC%202018.pdf?aliId=1614258770
https://aws.amazon.com/blogs/enterprise-strategy/considering-a-mass-migration-to-the-cloud/


26.4%
リリース毎に機能の
追加や改良3

18.8%
市場投入までの
時間の短縮3

62%
IT スタッフの 
生産性の向上3

2.俊敏性と従業員の
生産性
AWS の柔軟なアーキテクチャによりビジネスのアジリ
ティが向上します。また、オートメーションがイノベー
ションを加速し、従業員は本来取り組むべきタスクに集
中できるようになります。

3 https://d1.awsstatic.com/executive-insights/en_US/infographic-realizing-business-value-with-aws.pdf
4 https://d1.awsstatic.com/enterprise-marketing/cloud-economics/whitepaper-live-nation-realizing-
business-value-with-aws.pdf

俊敏性

生産性

33.8%
ユーザーあたりのアプリ
ケーション収益の増加3

AWS 導入から 3 年経過後の平均的な IT 管理者の
パフォーマンス変化:

3.3 倍
より多くの仮想 
マシンが利用可能3

3.2 倍
利用可能なテラ
バイト数が増加3
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https://d1.awsstatic.com/executive-insights/en_US/infographic-realizing-business-value-with-aws.pdf
https://d1.awsstatic.com/enterprise-marketing/cloud-economics/whitepaper-live-nation-realizing-business-value-with-aws.pdf
https://d1.awsstatic.com/enterprise-marketing/cloud-economics/whitepaper-live-nation-realizing-business-value-with-aws.pdf


3.セキュリティと 
オペレーショナル 
レジリエンス (回復力) 
の強化
AWS への移行により使えるようになる最新機能がセキュリ
ティを強化し、サイバー攻撃からの防御力が高まります。ま
た、アクセスポリシーを定義および管理し、暗号化とポリシ
ーベースのアクセス制御を使用して不正アクセスによる情報
漏洩や改ざんを防止できます。AWS では実質無制限のフェ
イルオーバー機能による高可用性を利用して、レジリエンス
も高めます。

AWS クラウドのセキュリティについて詳しく知る »

5 AWS を利用する 500 のお客様を対象としたAWS によるベンチマーク (2018 年 8 月) 
6 https://pages.awscloud.com/rs/112-TZM-766/images/AWS-BV%20IDC%202018.pdf?aliId=1614258770

43.4%
月間のセキュリティ
インシデントの低減5

7 分の 1
ダウンタイムの 
短縮6

セキュリティ レジリエンス

5

https://aws.amazon.com/security/
https://aws.amazon.com/security/
https://pages.awscloud.com/rs/112-TZM-766/images/AWS-BV%20IDC%202018.pdf?aliId=1614258770


4.ハードウェア/ソフト
ウェアのサポートの終了
多くの組織は、ハードウェア/ソフトウェアのライセンス
の終了やサポートの終了を機に AWS への移行を進めてい
ます。このような組織では、クラウドへの移行は旧式化
が進む機能を改善し、更新サイクルの撤廃や短縮を図る
ための機会としてとらえています。Windows ワークロー
ドや Windows アプリケーションを実行している組織に
とっては特に魅力的といえるでしょう。IDC のレポート
によると、AWS では、AWS の次に大きいクラウドプロ
バイダーと比べても 2 倍近い数の Windows Server イン
スタンスが実行されています。

AWS での Windows の利用について詳しく知る »

56%
コスト削減

442%
5 年間の ROI

9 か月
損益分岐点

Windows ベースの環境を AWS に移行することで得られる成果 (平均):8

6
8 https://d1.awsstatic.com/analyst-reports/Business%20Value%20of%20Efficiently%20Running%20High- 
   Performing%20Windows%20Workloads%20in%20the%20AWS%20Cloud.pdf

https://pages.awscloud.com/IDC-The-Business-Value-of-Efficiently-Running-High-Performing-Windows-Workloads-in-the-AWS-Cloud.html?trk=ar_card
https://aws.amazon.com/windows/?analyst-reports-windows.sort-by=item.additionalFields.datePublished&analyst-reports-windows.sort-order=desc
https://d1.awsstatic.com/analyst-reports/Business%20Value%20of%20Efficiently%20Running%20High-Performing%20Windows%20Workloads%20in%20the%20AWS%20Cloud.pdf
https://d1.awsstatic.com/analyst-reports/Business%20Value%20of%20Efficiently%20Running%20High-Performing%20Windows%20Workloads%20in%20the%20AWS%20Cloud.pdf


AECOM、CIO、Paul Goldberg 氏

5.データセンターの 
統合
AWS への移行により、組織がデータセンターの 
管理に費やす時間が削減されるので、ビジネスの
推進により多くの時間を当てることができます。

9 https://www.commvault.com/resources/case-study-dow-jones

50 か所の 75%
データセンターを 
6 か所まで削減

を AWS に移行

グローバルで 処理能力の

Dow Jones が AWS への全面的な移行の際に目標としたこと:9

｢AWS への移行により、業務効率を改善し、アプリケーション
ポートフォリオの縮小や最適化を図りながらデータセンターを
廃止することができます」
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「

https://www.commvault.com/resources/case-study-dow-jones


6.デジタルトランス
フォーメーション
AWS への移行により俊敏性が高まり、先進技術の
利用範囲が広がり、企業文化の変革が促進される
ことで、企業はデジタルトランスフォーメーション
を実現できます。

10 https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/swire-coca-cola/   8

｢IT システムのデジタルトランスフォーメーションを達成し、 
10,000 人のセールス担当者を管理することから解放され、代わりに
数億人規模の消費者への対応に注力できるようになりました」
Swire Coca-Cola、クラウドサービスおよび IT オペレーション責任者、Ke Li 氏

Swire Coca-Cola では

生産および災害対策データセンターを廃止し、SAP および CRM を含む
すべての業務システムを AWS に移行しました。10

3 拠点のオンプレミスの 

「

https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/swire-coca-cola/
https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/expedia/


9

John Holland、CTO、Lia Taylor 氏12

7.迅速なグローバル展開と 
合併や買収 (M&A) への対応
AWS ではデータセンターのグローバルネットワークを活用し
て、迅速で戦略的な拡張を行うことができます。また、デジ
タル資産の統合も容易に行えるため、M&A の手続きを短縮お
よび効率化できます。

AWS グローバルインフラストラクチャの豊富なサービスを確認する »

11 https://hbr.org/sponsored/2018/05/how-technology-is-changing-ma-in-the-u-s     12 https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/john-holland/          

「市場への迅速な投入を実現し、IT サービスの 
提供方法を迅速かつシームレスに変革し改善できる 
AWS の能力は、ビジネスの成長を支え、非常に
優れた結果をもたらしています」

AWS グローバルインフラストラクチャ

22 69 245
世界中の 

リージョン数
のアベイラビリ
ティーゾーン

の国と地域から
利用可能

リージョン

近日提供予定

Harvard Business Review によると、
米国を拠点とする企業の

が71%
テクノロジーの統合
は M&A 取引の成功の決定要因となると回答11 

「

https://hbr.org/sponsored/2018/05/how-technology-is-changing-ma-in-the-u-s
https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/
https://hbr.org/sponsored/2018/05/how-technology-is-changing-ma-in-the-u-s
https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/john-holland/


8.最新のテクノロジーの 
導入 (AI/ML、IoT)

10

人工知能 (AI)、機械学習 (ML)、IoT などの新しいテクノロジー
において求められるデータストレージ要件やコンピューティング
要件を満たす、経済的かつ現実的なソリューションを提供できる
のが AWS です。

13 https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/Intuit/            14 https://aws.amazon.com/partners/success/vantage-power-luxoft/ 

AWS AI/ML について詳しく知る » AWS IoT について詳しく知る »

90%
短縮13

Intuit では機械学習
モデルのデプロイに
かかる時間を 100,000 

以上の
データポイントを毎分処理14

Vantage Power では 
IoT 環境全体にわたる

AI サービス

ML サービス

ML フレームワーク + インフラストラクチャ

ビジョン

Rekognition 
Image

Rekognition 
Video

Textract Polly Transcribe Translate Comprehend Lex Forecast Personalize

音声 言語

Amazon SageMaker Ground Truth ノートブック アルゴリズム +
Marketplace

強化学習 トレーニング 最適化 デプロイ ホスティング

Chatbot 予測 レコメンデーション

フレームワーク インターフェイス インフラストラクチャ

EC2 P3 と 
P3DN

EC2 G4 EC2 C5 FPGA Greengrass InferentiaElastic 
Inference

https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/Intuit/
https://aws.amazon.com/partners/success/vantage-power-luxoft/
https://aws.amazon.com/ai/
https://aws.amazon.com/iot/


クラウドを今すぐ 
始めませんか。

クラウド移行を成功に導く
ベストプラクティス »

業界のトップランナーから学ぶ »

AWS への移行に関するソリュー
ションについて詳しく知る »

AWS の評価ツールを使って 
クラウド準備評価を実施する »

お客様のクラウドに移行する理由がこの eBook で
述べた 8 つのうち、たった 1 つしか当てはまらな
い、複数当てはまる、あるいは全く当てはまらない
場合でも、AWS はお客様のビジネス目標の達成を
迅速かつ効率的にお手伝いさせていただきます。 
AWS が提供する優れたソフトウェア、サービス、
サポートを活用すれば、形態や規模を問わずすべて
の企業で、スマートかつ戦略的な移行を行うことが
できます。

AWS は、移行の理由に
関わらず、最適な答えを
用意しています。
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本資料に関する簡単なアンケートに
ご協力ください。

アンケートはこちら »

https://pages.awscloud.com/GLOBAL-ln-GC-500-8-migration-best-practices-2020-learn.html
https://pages.awscloud.com/GLOBAL-ln-GC-500-8-migration-best-practices-2020-learn.html 
https://pages.awscloud.com/JP-LN-GC-500-8-Best-Practices-for-Cloud-Adoption-Success-eBook-2020-learn.html
https://pages.awscloud.com/GLOBAL-ln-GC-500-leaders-guide-to-cloud-transformation-2020-learn.html
https://pages.awscloud.com/JP-LN-GC-500-Leaders-Guide-to-Cloud-Transformation-eBook-2020-learn.html
https://aws.amazon.com/cloud-migration/
https://aws.amazon.com/jp/cloud-migration/
https://aws.amazon.com/cloud-migration/
https://cart.splashthat.com/
https://cart.splashthat.com/
https://cart.splashthat.com/
https://amazonmr.au1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4TTlvDuQpp7TThj

