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「クラウドエコノミクス」 のトリセツ

2022年8月18日

日本電気株式会社 マネージドサービス部門 サービスビジネス統括部

福島 由美子

コスト削減とCO2排出量削減をクラウドで実現する最新事例と勘所のご紹介！
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◆福島 由美子（ふくしま ゆみこ）

◆マネージドサービス部門 サービスビジネス統括部

◆シニアプロフェッショナル

（クラウドコンサルアジェンダリーダ）

◆サービス系コンサルティングを担当

◆クラウド導入、運用設計、運用改善等において、官公庁から民間企業まで、多種多様

なお客様に対して、お客様の計画策定や導入を支援

自己紹介



1. NECのクラウドエコノミクスとの出会い

2. クラウドエコノミクス実施例

3. クラウドエコノミクスの取扱説明書（トリセツ）

4. 結びに

Agenda



NECのクラウドエコノミクスとの出会い
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DX実現の１つの手段として、クラウドサービスを利用するお客様が増加していますが、

社内で、クラウドサービスの利用を承諾するには、やはり “経済評価” が必要。

クラウドエコノミクスの必要性

◆ クラウド利用を後押しする様々なデータ

◼ 2025年の崖

◼ クラウド・バイ・デフォルト原則

◼ デジタルトランスフォーメーション（DX） etc

出展：経済産業省 https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/digital_transformation/20180907_report.html
出展：IT総合戦略室 https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/cloud_%20policy.pdf

クラウドの利点はコストに非ず。
でもコストも気になる

https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/digital_transformation/20180907_report.html
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NECは2019年から、本格的にクラウドエコノミクスを利用したTCO分析を開始。2019年から3年間で、

製造業、流通業、金融業など、幅広い業種のお客様 約50社 に対してクラウドエコノミクスを実施。

NECのクラウドエコノミクスとの出会い

AWSのパートナー
としての歩みの始まり

2011年

AWSの東京リージョン開設

2012年

テクノロジー
パートナー認定

2014年

コンサルティング
パートナーとして
の活動も開始

2016年

2018年

2020年

2021年

NEC Cloud Solutions
Group for AWSを設立

http://www.nec.co.jp/press
/ja/1205/0801.html

AWSを利用したシステム
構築サービスを提供開始

https://jpn.nec.com/press/
201407/20140715_01.html

https://aws.amazon.com/jp/blogs/
aws/aws-global-partner-summit-
report-from-reinvent-2016/

AWS認定資格保有数2000 達成
（国内パートナーでは最速）

2019年

AWS認定資格保有数
1000 達成

https://jpn.nec.com/press/202011/
20201113_01.html

プレスリリース

AWS re:Invent 2016
にて発表

2022年
パートナーとして
最上位ランクである
プレミアコンサル
ティングパートナー
として認定

米国AWSと日本で
初めてコーポレート
レベルの戦略的協
業を締結

AWSプレミアティア
サービスパートナー※

として活動を継続

※パートナー制度変更に伴う名称変更

クラウドエコノミクス
日本上陸

2017年

NECで
クラウドエコノミクス

本格開始

http://www.nec.co.jp/press/ja/1205/0801.html
http://www.nec.co.jp/press/ja/1205/0801.html
https://jpn.nec.com/press/201407/20140715_01.html
https://jpn.nec.com/press/201407/20140715_01.html
https://aws.amazon.com/jp/blogs/aws/aws-global-partner-summit-report-from-reinvent-2016/
https://jpn.nec.com/press/202011/20201113_01.html
https://jpn.nec.com/press/202011/20201113_01.html
https://aws.amazon.com/jp/blogs/aws/aws-global-partner-summit-report-from-reinvent-2016/
https://aws.amazon.com/jp/partners/services-tiers/


クラウドエコノミクス実施例
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最初のお客様は大手装置メーカー様。研究開発費を使って社内の仮想基盤を、クラウドサービスに移行で

きるか調査しており、コスト効果についても報告が必要。（お客様も企画構想フェーズ）

NECの はじめてのお客様

◆ お客様の要望

◼ 自社データセンタにVMwareの仮想基盤を構築済。

◼ コスト効果を見える化したいが、サーバ数が600台（仮想OS含む）を超えており個別算定は困難。

◼ コスト効果の見える化と同時に、１システムをAWS上に上げ、PoCを実施。

◼ 上記の整理とPoC期間は3ヶ月間で対応したい。

◆ クラウドエコノミクスの実施結果

◼ クラウドエコノミクスを利用し、インフラコスト（▲49%）、ITスタッフ生産性向上（+27%）の効果を見える化し、POCの評価

結果とあわせて役員報告したことで、クラウド利用の方向性を確定。

◼ クラウド移行方針がCIO承認され、次工程として移行にかかる一時費用と、マイルストン作成を指示。



© NEC Corporation 20229

NECグループ国内約7万人が使用する基幹システムの3インスタンスコンバージョンとAWSへのクラウド

シフトを1年で実現。（S/4 HANAコンバージョンとAWSへのクラウドシフトを同時に実現）

NEC自身のクラウドエコノミクス

◆ 2021年度GW期間中（5/1-5/5）に移行を完遂し、業務ダウンタイムZEROを実現

◆ プロジェクト期間：2020年6月～2021年6月（サービスイン： 2021年5月）

◆ プロジェクト規模：約1,000人月

S4/HANA

オンプレミス

OPOP情報系
HANA

Data

AP

SAP

HANA

SAP

HANA

SAP

HANA

本社
国内
SI

国内
生産

業務
OP

OP
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アプ

アプ

アプ
S/4 HANA基盤
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業務
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• ハイブリッド環境
• イントラ接続、東阪パッシブＤＲ

• システムコンバージョン方式
• 3インスタンス同時移行

13.1万
SAPS

6.5万
SAPS

13.1万
SAPS

ECC6.0
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オンプレミスでの更新とAWS移行のTCO評価に 「クラウドエコノミクス」 を利用。

インフラコストで30%低減、ITスタッフの生産性向上でも 30% 改善するという報告書を作成。

NEC自身のクラウドエコノミクス

◆実際の効果
2021年6月から1年間を経過し、インフラコスト ITスタッフ生産性向上は、ほぼ報告書通りの

効果がでている。



クラウドエコノミクスの取扱説明書（トリセツ）
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クラウドエコノミクスのご利用にあたっての注意事項

クラウドエコノミクスの取扱説明書（トリセツ）

◆ クラウドエコノミクスの準備に過度の時間をかけない （資産の棚卸しが実施できていなくても大丈夫）

◆ システム全体で利用する （特定のシステムだけでクラウドエコノミクスを実施しない）

◆ Apple to Appleで比較する （ハードの費用だけでなくDCの費用やライセンス費もいれる）

◆ オンプレミスのリソースと、クラウドサービスのリソースを最初からあわせない （クラウドはいつでも増やせる）

◆ クラウドのコストが高くなっても驚かない（小さいサーバを大量に持っている場合はサーバ集約を考える）

◆ スタッフの生産性向上は人件費削減と考えない （新しいことを実施する余力ができたと考える）

◆ クラウド利用で、なくなる作業はあるが、新しく対応すべき作業もあることを忘れない

◆ 出てきた数字を鵜呑みにしない （目指すべき目標値として努力は必要と考える）

◆ コストだけでクラウド利用を判断しない （多くの利点があることを、長い目で見て考える）

◆ これからは、地球環境・SDGS（CO2排出削減）も意識する

◆ クラウドエコノミクスの結果を見て、その後の計画を策定する（クラウドエコノミクスはスタート地点）



結びに
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日本初のコーポレートレベルの戦略的協業を米国AWSと締結・強化

世界トップレベルの品質を官公庁含む日本のお客様にも最適な形でご提供

202１年9月８日 プレスリリース

グローバル５Gとデジタル・ガバメントに協業領域を拡大

グローバルでのスケーラビリティ、官公庁など業種特有の
レギュレーションに対応したマネージメントサービスをご提供

ハイブリッドクラウドを実現するオファリングメニューの提供

NECグループのAWS認定資格保有者を拡充（2,000名）し、
国内最大規模のデリバリー体制を整備

2022年7月に
3,000名を突破
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クラウド利用に向けた計画策定から、構築支援・移行支援、運用設計、運用までをワンス

トップ対応致します。

NECのクラウド導入支援メニュー

お客様の現行システム環境やニーズ

に応じて、最適なクラウド活用の

検討から導入計画策定までを支援

クラウド導入
プランニングサービス

（簡易アセスメント、
グランドデザイン、

クラウド利用ガイド等）

運用設計・
運用改善（運用クリニック）

お客様要件にマッチする最適なAWS

やAzure環境をスピーディに導入

AWSやAzureも含めた運用

環境の提供から、運用作業の

代行サービスまで提供

…

マルチクラウド
運用サービス

クラウドリフト

AWSクラウドエコノミクス

計画策定 導入・構築 運用

Amazon Web Services（リセール）

・・・

NEC Cloud IaaS／PaaS

VM Cloud on AWS（リセール）

・・・

NECデータセンター・パブリッククラウド接続サービス

サービス提供

…

企画構想

共通基盤／基盤標準・運用標準ベースで構築・展開

10年線表ベースの
ライフサイクルシステム構想

過去事例ベースの提案

クラウド検討スタートアップ支援
（ワークショップ）

クラウド活用のあるべき姿の
ラフスケッチ共同作成

お客様の顕在化した課題に対する

提案に加え、今後のロードマップ

検討に寄与するディスカッション

を実施。潜在課題や優先テーマを

ともに整理し、中長期の企画構想

や経営への報告をお手伝い
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DX実現の１つの手段として、クラウドサービスを利用するお客様は増加していますが、

クラウドサービスの利用を承諾するには、やはり “経済評価” が必要。

経済評価

◆ECONOMY
英語の エコノミー（ECONOMY） はギリシャ語の オイコノミア（OIKONOMIA）という言葉から

生まれた単語。

オイコノミアは一家の財産を表す オイコス （Oikos） と、規則や管理を表す ノモイ （Nemu） と

いう2つの言葉が一つになった言葉。

◆経済
人間の共同生活の基礎をなす財・サービスの生産・分配・消費の行為・過程、

ならびにそれを通じて形成される人と人との社会関係の総体。転じて、金銭のやりくり。


