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1. はじめに
本文書は 2010 年 7 月 29 日付け公示「中小企業等におけるクラウドの利用に関する実態
調査」の調査報告書である。
1.1.

本調査事業の背景と目的

「クラウドコンピューティングが注目を集め、その利用が急速に進んでいる。IT の利活
用に際してその資源を自ら保有する形態から、クラウドサービス事業者が用意する資源が
提供する機能だけを、インターネットを経由して利用するモデルへの転換をもたらそうと
している。
コンピューティング資源の大規模な集約と複数利用者による同時共同利用は、資源の効
率利用を可能とすると同時に、利用者にとっては設備の所有や開発･運用負担からの解放を
もたらす。またグリーン IT に繋がるという面でも注目されている。この「設備の所有や開
発･運用負担からの解放」は、特に中小企業等にとって、IT の積極的活用に道を開くものと
期待される。
一方で、クラウドコンピューティングはその資源（特にストレージ）がインターネット
上に広く分散して物理的所在の特定が困難、複数人の同時利用、事業者側の管理レベルの
把握が困難等セキュリティ面の誯題も多く指摘されている。
この状況に鑑み、本調査では、中小企業等のクラウドの利用促進を念頭に置き、中小企
業等がクラウドを利用する際に留意･確認すべき事項を整理する。その成果として、利用者
向けに「クラウドの安全利用チェックリスト」（仮称）をとりまとめ、利用者に提供するこ
とで、クラウドコンピューティングの利用に向けた環境整備に資することを目的とする。
（本事業公募仕様書より抜粋）
」
なお、
「クラウドの安全利用チェックリスト」
（仮称）については、
「中小企業のためのク
ラウドサービス安全利用の手引き」という名称となった。また、安全利用の手引きで提示
される「クラウドサービスの提供条件等についての確認項目」について、クラウド事業者
が積極的に情報開示を行う際に参考となるべく、該当すると考えられる項目例と開示方法
に関する参考情報を示した「クラウド事業者による情報開示の参照ガイド」を合わせて策
定した。

1.2.

本報告書における「クラウド」の定義

「クラウド」という用語は広い意味で使われていることから、本報告書では、以下の用
語として定義し、文脈に応じて使い分けている。
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表 1「クラウド」の定義
用語

定義

クラウド

クラウドコンピューティング、クラウドサービスを区別すること
なく示す場合に用いる総称

クラウド

大規模データセンターにおいて仮想化等の技術を用いてコンピュ

コンピューティング

ータの機能を用意し、それをインターネット経由で自由に柔軟に
利用する仕組みの総称

クラウドサービス

クラウドコンピューティングに基づいて、サービスの形で提供さ
れる IT の機能

つまり、SaaS・PaaS・IaaS1等、ユーザに提供される機能・サービスをクラウドサービ
ス、クラウドサービスを構成する仕組み、技術、サービスの総称をクラウドコンピューテ
ィングと定義する。

1.3.

調査への取組み方法について

本調査事業は次の二つの調査・評価から構成される。
（１）中小企業等のクラウド利用意向に関する実態調査（アンケート調査及び聞き取り
調査）
（２）中小企業等のクラウド活用の可能性評価
調査事業の遂行に当っては、
「中小企業等の情報セキュリティ対策に関する研究会」の下
に「中小企業等のクラウド利用検討ワーキンググループ」（以下、ワーキンググループとい
う）を設置し、有識者、クラウドサービス事業者、ユーザを支援する立場の専門家、セキ
ュリティ専門家等に委員を委嘱して、「中小企業等のクラウド利用意向に関する実態調査」
や「中小企業のためのクラウドサービス安全利用の手引き」・「クラウド事業者による情報
開示の参照ガイド」の作成に際して助言と指導を受けた。ワーキンググループのメンバー
は表 2 のとおり。

インターネット経由でアプリケーションを提供するサービスを SaaS(Software as a
Service)、アプリケーションの実行環境を提供するサービスを PaaS(Platform as a Service)、
ハードウェアやネットワーク、OS などの情報システム基盤を提供するサービスを
IaaS(Infrastructure as a Service)と呼ぶ。
1

2

表 2 中小企業等のクラウド利用検討ワーキンググループ メンバー表（五十音順）
氏名

所属企業・団体等/所属部署等

座長

加賀谷 哲之

一橋大学大学院 商学研究科 准教授

委員

泉 篤彦

グーグル株式会社 エンタープライズ部門 セールスエンジニア

井上 陽一

NPO 日本ネットワークセキュリティ協会 西日本支部長

岩本 幸男

ウイングアークテクノロジーズ株式会社 SaaS 推進室長

久保田 朊秀
佐藤 元彦
原田 要之助
平野 和順
本川 祐治

1.4.

ニフティ株式会社 営業本部サービスソリューション営業部 アラ
イアンスチーム
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 IT サービスコンサルテ
ィング部 セキュリティアシュアランス誯
情報セキュリティ大学院大学 情報セキュリティ研究科 教授
日本マイクロソフト株式会社 デベロッパー＆プラットフォーム
統拢本部 クラウドプラットフォーム推進部 部長
株式会社日立情報システムズ ネットワークサービス事業部 ネッ
トワークインテグレーション部 主管技師長

丸山 満彦

デロイトトーマツリスクサービス株式会社 パートナー

山口 航平

IT マネージメント・サポート共同組合 理事

本報告書の構成

「2 中小企業等のクラウド利用意向に関する実態調査の分析結果」において、アンケー
ト調査と聞き取り調査の結果判明した二つの重要誯題と、調査時に設定した 6 つの調査視
点ごとの分析を示している。
「3 中小企業等のクラウド活用の可能性評価」において、
「中小企業のためのクラウドサ
ービス安全利用の手引き」の策定に際しての検討過程、想定利用者、活用方法、構成概要
についてまとめている。
「4 調査データ」において、アンケート調査の各設問と回答の状況、および聞き取り調査
で得られた意見を記載している。

1.5.

中小企業等のクラウド利用意向に関する実態調査の方法

アンケート調査は外部ウェブアンケート事業者の保有モニタを活用したウェブアンケー
トの形態で実施した。アンケートの通知を 10,000 モニタに送付し、スクリーニングの問 3
3

（SC3）に対し、
「IT システム管理、IT システム調達等」の承認、管理に関わっていると
回答したモニタに対して本調査の 38 問をたずねた。
表 3 企業等ウェブアンケート実施仕様
仕様項目

概要

質問数

スクリーニング（SC）3 問
本調査 38 問

回収条件

条件に適合する 10,000 人に調査を通知。回答が 300 件に達した時点
でアンケートを終了

調査通知対象

全国 20 歳から 69 歳までの男女で、
（登録時）従業員規模 300 人以下
の企業等に所属、社内 IT システム、ネットワーク・インフラ、サーバ、
情報セキュリティの選定、最終決裁をする立場にある人。

実施期間

2010 年 10 月 25 日（月） ~ 2010 年 11 月 5 日（金）

設問については、
「クラウド・コンピューティング社会の基盤に関する研究会」報告書（独
立行政法人情報処理推進機構、 2010 年 3 月、以下、社会基盤研究会報告書）2の「クラウ
ドアンケート調査結果報告」のデータと比較するため、同報告の元となった 2009 年に情報
処理推進機構が実施した「IPA クラウドアンケート調査」のアンケート項目の一部を取り込
んでいる。

1.5.1. 報告書中で用いるアンケートサンプルのグルーピングについて
アンケート調査のサンプル数を 300 と設定したが、クラウドを聞いたことがないという
回答者が 82 人おり、誯題の深刻度、情報開示項目や必要なセキュリティ対策等、ある程度
の理解が必要な設問に対して正しい回答をしていない可能性があることから、以下に示す
回答者のグルーピングを定義し、設問毎に使い分けている。
表 4 回答者のグルーピング
分類

回答数

全回答者

300

クラウドを聞いたことがある

218

クラウドを利用している

33

検討したが導入を見送った

32

2

http://www.ipa.go.jp/about/research/2009cloud/index.html
4

報告書中記載の表及びグラフについて、対象とした回答者グルーピングを（N=回答数）
という形で図表番号に付不している。
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2. 中小企業等のクラウド利用意向に関する実態調査の分析結果
クラウドコンピューティングがもたらす「設備の所有や開発･運用負担からの解放」が、
中小企業等における IT の積極的活用の道を開くものと期待される。本調査事業では、中小
企業等におけるクラウドに対する認知や利用状況を把握し、クラウドコンピューティング
の積極的導入･利用を実現するための条件を探るためにアンケート調査を実施した。アンケ
ート調査においては以下の 6 つの調査視点を設定し、また実態についての具体的な情報を
把握するために業界関係者等に対する聞き取り調査を実施した。
（１）クラウドコンピューティングの認知状況、利用状況
（２）クラウドコンピューティングの利用目的・分野
（３）クラウドコンピューティングの利用／非利用の理由
（４）メリット・導入効果
（５）導入・利用に際しての誯題、問題点、困っていること等
（６）今後の利用意向・興味の度合い
アンケート調査及び聞き取り調査の結果から、中小企業におけるクラウドコンピューテ
ィングの認知状況、クラウドの利用状況、クラウドサービス利用に際しての懸念事項、ク
ラウドサービスの利用意向等、中小企業等において、どの程度クラウドサービスが理解さ
れ、利用されているか、本格的普及の条件がどの程度整っているか等についての分析を行
った。
調査結果の分析に際しては、次にあげる調査報告書に示されるデータを参照し比較する
ことで、中小企業等におけるクラウド利用の実態をより多面的･立体的に捉えることを試み
た。


「クラウド・コンピューティング社会の基盤に関する研究会」報告書



「クラウド時代における情報セキュリティ～アンケート調査結果を踏まえて～」
（情
報セキュリティ大学院大学、2010 年 11 月、以下、クラウド時代における情報セキ
ュリティ調査報告書）3



「ＩＴコーディネータが見た中小企業等におけるクラウドサービス利用上の誯題・
導入実態調査」
（独立行政法人情報処理推進機構、2011 年 3 月、以下、中小企業等
における誯題・導入実態調査報告書）4

なお、これらの調査報告書の元となったアンケート調査と、本調査におけるアンケート

3
4

http://lab.iisec.ac.jp/~harada_lab/survey.html
http://sec.ipa.go.jp/reports/20110331.html
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調査を比較すると、表 5 のようになる。
表 5 比較するアンケート調査の調査期間と対象企業の比較
調査期間

対象企業

社会基盤研究会報告書

2009 年 6 月から 12 月

中小企業

クラウド時代における

2010 年 8 月

中小企業 39%
大企業 61%

情報セキュリティ調査報告書
中小企業等における

2010 年 12 月

IT コーディネータ

2010 年 10 月末から 11 月

中小企業

誯題・導入実態調査報告書
本調査アンケート

「社会基盤研究会報告書」に記載されるアンケート調査は、大企業も対象としているが、
調査結果は中小企業、大企業別に記載されているので、本アンケート調査と比較の際は、
中小企業の結果を対象とした。本アンケート調査よりも約 1 年前に実施されたものである
ことから、本アンケート調査結果と比較することで、1 年間における中小企業のクラウドに
対する意識の変化を見ることもできる。
「クラウド時代における情報セキュリティ調査報告書」は回答者に占める大企業の比率
が大きいため、本アンケート調査結果と比較することで、大企業と中小企業の意識・動向
の差異を見ることができる。
「中小企業等における誯題・導入実態調査報告書」は、アンケート調査対象が中小企業
にクラウド導入を推奨、支援する立場の IT 事業者である IT コーディネータである。聞き
取り調査において、IT の最新技術動向に必ずしも詳しくない中小企業の経営者にとって IT
専門家の意見はクラウド導入に大きな影響を及ぼすとの意見を得ている。本調査における
アンケート調査結果と比較することで、IT 事業者の意識・動向を知り、中小企業の意識と
の差異を見ることができる。

2.1.

中小企業にクラウド利用を促進するための二つの重要誯題

今回の調査結果を総合的に分析した結果、中小企業等におけるクラウド利用を促進する
上で、以下の二つの重要な誯題が明確になったと考えられる。


本格的な普及にはクラウドコンピューティングに対する中小企業の認知・理解が必
要
アンケート調査において、クラウドサービスの導入検討を実施した、または検討
中の企業は回答者全体の 1/3 程度であった。まだ検討を実施していない 2/3 程の企業
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のうち、半数近く（43.2%）はクラウドを聞いたことがないという状況であった。未
検討企業が、クラウドサービス導入を目指した具体的な検討を始めるためには、
（１）
クラウドというキーワードを知る、
（２）クラウドが何であるのかを知り興味を抱く、
（３）クラウドのメリットを理解し導入意欲が高まる、という段階を踏むことが必
要であり、クラウドを認知・理解するきっかけとなる情報をわかりやすい形で提供
することが重要である。
今回、策定した「中小企業のためのクラウドサービス安全利用の手引き」では、
クラウドを理解するための情報について平易な表現で解説している。この文書を参
照することで、クラウドを聞いたことがなくとも、クラウドサービスとは何か、自
社にとってのメリットは何か、導入に伴い発生するコストはどの程度か、といった
クラウドに関する基礎的な情報を理解することができる、と期待される。


本格的な普及にはクラウドサービスの安全性評価が容易であることが必要
アンケート調査の結果、企業自身でクラウド事業者のセキュリティ対策を確認し
た、確認するという回答が多数であったことから、クラウドの利用促進のためには、
企業自身による情報分析の負担が低いこと、つまりクラウドサービスの提供条件等
の確認が容易であることが必要といえる。
このため、
「中小企業のためのクラウドサービス安全利用の手引き」では、クラウ
ドサービスの提供条件等について、ユーザが自ら確認することが比較的容易と考え
られる事項を、6 項目に絞って提示している。この 6 項目の情報が適宜に提供される
環境が整うことを狙いとして、
「クラウド事業者による情報開示の参照ガイド」を併
せて策定した。この文書は、クラウド事業者が自主的に提供することが期待される
情報項目等とその開示の方法について参考となる情報をまとめたものである。

図 1 に、二つの重要誯題に対処するために策定された二つの文書、
「中小企業のためのク
ラウドサービス安全利用の手引き」と「クラウド事業者による情報開示の参照ガイド」の
利用イメージを示す。
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中小企業のための
クラウドサービス
安全利用
の手引き

クラウド事業者による
情報開示の
参照ガイド

クラウドサービスの提供条件等につい
ての確認項目（６項目）

参照

参照

情
報
開
示

1.
2.
3.
4.
5.
6.

事業者の信頼性
サービスの信頼性
セキュリテイ対策
利用者サポート
利用終了時のデータの
確保
契約条件の確認

情
報
確
認

クラウド事業者

中小企業

図 1 安全利用の手引きと情報開示の参照ガイドの利用イメージ
クラウド事業者が「クラウド事業者による情報開示の参照ガイド」を参照して情報開示
を進め、中小企業は「中小企業のためのクラウドサービス安全利用の手引き」を参照して
クラウド事業者が開示した情報を確認することで、クラウド利用に向けた中小企業自身に
よる情報分析が容易かつ円滑に行われることが期待される。

2.1.1. 重要誯題【１】本格的な普及にはクラウドコンピューティングに対する中小企業ユ
ーザの認知・理解が必要
マーケティング理論として「AIDMA」という消費者行動プロセス仮説が知られている。
この仮説では、消費者が商品を認知してから実際に購買に至るプロセスを、Attention（認
知）
、Interest（興味）
、Desire（欲求）
、Memory（記憶）
、Action（行動）の五つの状態が
存在すると仮定し。それぞれの段階に対して、どのような働きかけ（プロモーション）を
行うべきかについて一定のセオリーが確立されている。
本アンケート調査では、27.3%の回答者が「クラウドを聞いたことがない」という
Attention（認知）以前の段階にあることが判明した。残る 72.7％の回答者においても、半
数近くは知っていても導入の検討を行っていないという Interest（興味）以前の段階に留ま
っており、
「興味」から Memory（記憶）を経過し、具体的な検討という Action（行動）に
至った回答者は 36.7％に留まっているという結果となった。
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図 2 「クラウドの認知度」と「クラウドの利用状況」
現時点で、中小企業の半数以上は「クラウドを聞いたことがない（認知していない）」
、
「ク
ラウドを聞いたことはあるが導入検討するまでの興味がない（認知に留まっている）
」状況
にあり、大多数の中小企業が導入検討に至るほどの興味を持つには、クラウドの認知・理
解が丌足している状況である。
（1） 大多数の中小企業が「クラウド」の存在を認知することが必要
本アンケート調査では、回答者全体の「クラウド」の認知度は 72.7％であるが、業種別5
に見てみると、情報通信業、複合サービス事業6、学術研究業等で高い認知度を示し、教育、
学習支援、丌動産業、医療、福祉等では認知度が低くなっている（図 3）
。

5
6

日本標準産業分類を参照（http://www.stat.go.jp/index/seido/sangyo/19-3-1.htm）
郵便局、協同組合
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図 3 業種別のクラウド認知状況
クラウドの本格的普及には、利用が進んでいる業種において、より普及が進むことが丌
可欠であるが、業種間のクラウド認知度の偏りが改善され、より多くの業種においてクラ
ウドが十分に認知・理解される必要もある。聞き取り調査では、このような業種間の偏り
は時間が解決するだろう（導入企業が中小企業全体の一定割合を越えれば自然に普及する）
という意見も聞かれたが、やはり、クラウド事業者を始めとした関係者等による、中小企
業を対象とした普及啓発活動への取組が求められるところである。
（2） クラウドの存在を認知した中小企業が興味を持ち、行動を起こすことが必要
Attention（認知）は言葉を知るという段階であり、Interest（興味）を持つためには「ク
ラウドとは何か」、
「クラウドのメリットとは何か」を知る必要がある。本調査事業で策定
した「中小企業のためのクラウドサービス安全利用の手引き」においては、中小企業にと
ってのクラウドサービス活用の利点を「持つ IT」から「利用する IT」への転換、つまり IT
を設備･システムとして保有し運用することの各種負担・負荷からの解放または軽減、IT 資
源利用の柔軟性・拡張性として、具体的な利点を示している。
本調査に先行して実施された「クラウド・コンピューティング社会の基盤に関する研究
会」の成果である「社会基盤研究会報告書」においては、クラウドの優位性として、開発
コストの削減、運用コストの削減、システム利用環境のメンテナンスコストの低減、とい
ったコスト低減効果に加え、運用・保守やセキュリティの「相対的優位性」等を解説、さ
らにクラウド導入事例の紹介等を行っている。
今回の調査で、多くの中小企業経営層が、このようなクラウド利用の本質・メリットを
理解するところまで認知が進んでいないことがわかった。今回の調査で、尐数派ではある
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ものの、クラウドに対する理解が進んでいると考えられる、既にクラウドを利用している
回答者においては、利用するクラウドサービスが多様であり（2.2.2 クラウドコンピューテ
ィングの利用目的・分野）
、システムの導入・運用の容易さ、コスト削減効果についての評
価が高かった（2.2.4 メリット・導入効果）
。現在、クラウドを利用していない中小企業にお
いても、クラウドに対する理解が進み、無料で試用できるクラウドサービスや、機能限定
版を無料提供しているクラウドサービスを活用する等、積極的にクラウドを試用すること
を通じて部分的にでも利用経験を得れば、クラウドの導入・活用に対して積極姿勢に転換
する可能性が高いと考えられる。従って、クラウドの導入メリットのわかりやすい解説と
導入検討時のチェックポイントをまとめた「中小企業のためのクラウドサービス安全利用
の手引き」及び「社会基盤研究会報告書」のような、クラウドの理解に役立つ参考文書を
活用し、また、実際にクラウドサービスを体験することを通じて、多くの中小企業経営層
がクラウドの導入、メリットの実現に Interest（興味）を持ち、導入検討という Action（行
動）を起こすきっかけとなることが期待される。クラウドコンピューティング、クラウド
サービスは変化の速度が早く、多様化も進んでおり、中小企業にとって、認知・理解が遅
れがちになりやすい。中小企業がクラウドを活用するための情報を、わかりやすくまとめ、
啓発していく活動を継続して行うことも必要である。そのためには、中小企業等に日ごろ
接する機会の多い IT コーディネータや IT の販売店、システムインタグレータ等の果たす
役割も重要であると言えよう。

2.1.2. 重要誯題【２】本格的な普及にはクラウドサービスの安全性評価が容易であること
が必要
中小企業においてクラウドに関する理解が深まり、具体的な導入検討という Action（行
動）に至ると、クラウド事業者が提供しているクラウドサービスの情報を集め、分析・評
価を行うことになる。導入検討の時点で、どのような情報が必要とされているのか、アン
ケート調査でクラウド事業者との利用契約に盛り込む必要がある条項をたずねたところ
「セキュリティ状況の開示」が 9 項目中の 2 位（32.6%）と要望が高かった（1 位は「デー
タ漏えい・破損時の補償及び保険の有無」）
（図 4）
。また、クラウド利用上の誯題の深刻度
を問う質問においては、3/4 が「信頼・安全性が丌十分である」について深刻度高または中
と回答しており（4.2.2 (6) 導入・利用に際しての誯題、問題点、困っていること等）、
「社
会基盤研究会報告書」においても、ユーザアンケートにおける懸念事項の第一として、セ
キュリティの誯題（プライバシー保護、データ保全、情報漏洩リスクの軽減等）が挙げら
れている。クラウドのメリットに対する認知が形成された中小企業がクラウド利用に踏み
切るためには、次にセキュリティに関する安心が得られることが必要になるものと考えら
れる。
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また、アンケート調査にて「クラウド事業者に対するセキュリティ対策確認方法（複数
回答）
」についてたずねたところ、クラウド事業者が作成した概要資料、詳細資料及びウェ
ブサイトで確認するという回答者が 73.0%と多数を占めた（複数回答のため重複を除いて
積算）
。

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%
1.サービス提供者が作成した概要資料で確認
する

36.2%

2.サービス提供者が作成した詳細資料（システ
ム構成等が詳述されたもの）で確認する

39.0%

3.自らサービス提供者のシステムのサイトを確
認する

35.3%

4.公的または中立的な機関が作成したガイドラ
インや基準を満たしていることをサービス提供
者に求める

28.4%

5.公的または中立的な機関による評価認証を
求める

22.9%

6.サービス提供者のセキュリティレベルは自社
内よりも高いため、信頼している。このため、確
認や担保は不要である
7.その他（具体的に：＿）

9.6%

2.8%

図 4 クラウド事業者に対するセキュリティ対策確認方法（N=218）
このような、企業自身でクラウド事業者のセキュリティ状況を確認する中小企業のため
に、「中小企業のためのクラウドサービス安全利用の手引き」にて、「クラウドサービスの
提供条件等についての確認項目（6 項目）
」として、クラウドを効果的、安全かつ有効に利
用するために確認が必要な情報項目について例示している。
中小企業自身で、クラウド事業者が提供する概要資料、詳細資料及びウェブサイト等の
情報を調べる際の負担を軽減するためには、知りたい情報がどこに記載されているのか、
どのような項目が記載されているのか、クラウドサービス間の情報提供状況に差が尐ない
ことが望ましい。このため、上述の確認項目に対応してクラウド事業者が提供することが
期待される情報項目と開示方法をまとめた文書として「クラウド事業者による情報開示の
参照ガイド」を策定した。
クラウドサービスの提供主体において、このガイドが参照され、ユーザの判断のための
利便性の高い情報を提供されることが期待される。
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2.2.

調査視点ごとの分析

ここからは、調査開始時点で設定した 6 つの調査視点の順に、アンケートデータ、聞き
取り調査結果及び各種調査報告書との比較を通じた分析結果を示す。
【 設定した 6 つの調査視点 （再掲）
】
（１）クラウドコンピューティングの認知状況、利用状況
（２）クラウドコンピューティングの利用目的・分野
（３）クラウドコンピューティングの利用／非利用の理由
（４）メリット・導入効果
（５）導入・利用に際しての誯題、問題点、困っていること等
（６）今後の利用意向・興味の度合い
各調査視点の調査内容・目的は以下のように表される。
（１）中小企業はクラウドについて、どの程度の認知・理解状況にあるのか、現状把握
を行う。
（２）クラウド利用の進展状況を知るために、利用しているアプリケーション分野
を把握する。
（３、４）クラウドに求められているメリット・導入効果を探るため、実際に
クラウドを利用している企業が、どのような目的でクラウド導入を決定したのか、利用し
てみた実感としての満足度、メリット・導入効果をたずねる。（５）
「社会基盤研究会報告
書」に記される中小企業のクラウド利用率は 10%であったことから、クラウドを利用して
いない中小企業が多いことが想定された。普及が進んでいない要因を知るため、クラウド
導入に対して、どのような誯題意識を持っているのか、その誯題意識の深刻度はどの程度
であるのかをたずねる。
（６）中小企業における今後のクラウド普及動向を把握するため。
回答者所属企業におけるクラウド利用動向と、今後のクラウドの発展普及についての考え
をたずねる。

2.2.1. クラウドコンピューティングの認知状況、利用状況
ここでは、新しい IT 利用の概念・形態であるクラウドコンピューティング、クラウドサ
ービスが、中小企業にどれほど浸透しているのか、認知・理解レベルの現状について調査
を行った。
調査結果から、クラウドに対する認知・理解が浸透してきてはいるが、具体的な導入検
討のアクションを起こすところまでは至っていないという現状が見えてきた。
全回答者 300 人のうち 27.3%にあたる 82 人はクラウドを聞いたことがなく、クラウドを
聞いたことがあるという 218 人の回答者においても、PaaS/IaaS という、クラウド特有の
言葉については 60%以上が知らないという状況である。
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また、クラウドを聞いたことがある回答者のうち、約半数の 108 人はクラウド導入利用
に向けた検討を行っていない。クラウドを聞いたことがない回答者、クラウド導入利用に
向けた検討を行っていない回答者を合わせた 190 人、全回答者の 63.3%は、クラウドを導
入したいという「Desire」の段階に至っていない。
クラウドの利用状況については、試験利用を含めたクラウド利用者が、全回答者中で
11.0％にあたる 33 人、クラウドを聞いたことがある回答者中で 15.1%であった。反対に、
検討したが導入を見送ったという回答が、全回答者中の 10.7%にあたる 32 人、クラウドを
聞いたことがある回答者中では 14.7%であった。
（1） 言葉としての「クラウド」認知状況
「クラウドコンピューティング」
「クラウドサービス」という言葉についての認知状況を
たずねたところ、全回答者の 3/4 にあたる 72.7%が「クラウドを聞いたことがある」と回答
した。更に、クラウドコンピューティングを象徴する用語である「パブリッククラウド」
「プ
ライベートクラウド」
、
「SaaS／PaaS／IaaS」の認知状況を尋ねたところ、パブリッククラ
ウドについて聞いたことがある、よく知っているという回答者が 90%近くとなった。より
技術的、専門的な用語である「SaaS／PaaS／IaaS」については認知状況が低下し、IaaS
にいたっては 64.2%と、2/3 近くが知らないと答えている（図 5）
全回答者（N=300)

クラウドを「聞いたことがある」回答者（N=218)
0%

27.3%

20%

40%

60%

80%

100%

1.パブリッククラウド

23.9%

61.9%

14.2%

2.プライベートクラウド

24.3%

61.9%

13.8%

3.SaaS

20.6%

42.2%

37.2%

72.7%

聞いたことがある

聞いたことがない

4.PaaS 12.4% 27.1%

60.6%

5.IaaS 11.5% 24.3%

64.2%

良く知っている

聞いたことがある

知らない

図 5 「クラウド」及び「クラウド種別」の認知度
聞き取り調査では、中小企業のクラウド認知・理解レベルは高いものではなく、その要
因として、外部事業者（システムベンダ、運用受託事業者、税理士・会計士、IT コンサル
タント等）が積極的にクラウドを紹介していないこと、業種により IT 利用意識が低い場合
があること、クラウドの理解が進んでいないこと（ホスティング、アウトソーシングとの
区別ができていない）といった意見があった。
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外部事業者におけるクラウド提案の状況については、「中小企業等における誯題・導入実
態調査報告書」において、中小企業にクラウドを紹介・導入する立場にある IT コーディネ
ータが導入支援を行った案件を調べている。SaaS について導入・検討を提案したことのあ
る IT コーディネータはアンケート回答者の 40%超であった。また、導入・検討を提案した
ことのある回答者の提案件数としては 1, 2 件との回答が 80%近くであった。
（2） クラウドの利用状況
クラウドという言葉を聞いたことがある回答者（N=218）において、所属企業における
クラウドの利用状況をたずねたところ、多くの業務で利用している、一部の業務で利用し
ている、一部の業務で試験利用している、という回答を合わせて 15.1%の回答者が利用中
と答えている。その他は、導入・利用を検討している回答者が 20.6%、利用を見送った回
答者が 14.7%、まだ検討を行っていない回答者が約半数の 49.5%となっている（図 6）
。

クラウドの利用状況（N=218)
多くの事業、業務で利用している

1.8%

3.7%

9.6%

一部の事業、業務で利用している
一部の事業、業務で試験利用している

49.5%

20.6%

導入・利用を検討している
導入・利用に向けた検討は行ったが、当
面は導入しないことになった

14.7%

導入・利用に向けた検討を行っていない

図 6 クラウドの利用状況（N=218）
「社会基盤研究会報告書」及び「クラウド時代における情報セキュリティ調査報告書」
においても、企業のクラウド利用状況を調べている。「社会基盤研究会報告書」において中
小企業のクラウド利用率は 10％、
「クラウド時代における情報セキュリティ調査報告書」で
は 20%であった。
「クラウド時代における情報セキュリティ調査報告書」は大企業が中心の調査であり、
本調査アンケート結果と比べると、大企業のクラウド利用が中小企業よりも、やや進んで
いることが、この差になって表れている可能性を示している。
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2.2.2. クラウドコンピューティングの利用目的・分野
ここでは、クラウドの普及状況をアプリケーション分野別に見ることで、普及が進んで
いる分野、進んでいない分野を知るために調査を行った。
クラウドを利用している回答者に対して、実際に使っているアプリケーション分野につ
いて、利用および計画の状況をたずねた。アプリケーションの選択肢としては、グループ
ウェア、電子メール、営業支援、財務・経理といった業務アプリケーション、電子メール
フィルタ・スパム対策といったセキュリティアプリケーション、対外的ウェブサイト、ブ
ログといった情報発信系、アプリケーション開発・研究環境、仮想サーバ環境、データス
トレージといった計算機環境と、合計で 25 種類のアプリケーション、サービスを示した。
なお、利用、計画のそれぞれについて、無料、有料を区別して回答を求める聞き方となっ
ている。
結果として、電子メール、グループウェアの利用が進んでおり、営業支援・顧客管理、
財務経理といったバックオフィス系の利用が比較的遅れている。他の調査報告書において
も同様の傾向が見られ、一般事務系（電子メール、スケジューラ）が比較的普及している
一方、バックオフィス系アプリケーションの利用が遅れているという結果となっている。
（1） 「クラウドサービス」として利用している、利用を計画しているサービス
利用が多かったアプリケーションは、順に、電子メールアプリケーション、グループウ
ェア、デスクトップアプリケーション、データストレージ（マルチメディア等）
、データス
トレージ（バックアップ）
、アンチウイルス、セキュアファイル転送となった。電子メール、
グループウェアの利用率の高い利用状況と比較して、営業支援・顧客管理、財務・経理と
いったバックオフィス系アプリケーションについては、無料利用、有料利用合わせて 20%
から 30%弱程度の利用率に留まっている（図 7）
。
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図 7 利用または計画しているアプリケーション（N=33）
「中小企業等における誯題・導入実態調査報告書」において、IT コーディネータが導入
支援したクラウドサービス（SaaS）の種類についてたずねている。本調査アンケートと同
じく、電子メール、スケジュール管理（グループウェア）が他サービスと比較して高く、
営業支援、文書管理、財務会計、販売管理、顧客管理、ワークフロー等のバックオフィス
系アプリケーションが続いており、本アンケート調査と同じ傾向を示している。
また「社会基盤研究会報告書」の検討過程で中小企業等を対象に行った調査においても、
クラウドを利用している用途分野として、一般事務（メール、スケジューラ）が最も利用
されており、ついで、営業支援・顧客管理、モバイルアクセス、社内外ブログ、大量デー
タの蓄積、財務・経理と続いており、こちらも同様の結果となっている。
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2.2.3. クラウドコンピューティングの利用／非利用の理由
ここでは、クラウド普及の促進要因を知るために、試験利用を含めたクラウドを利用し
ている回答者（N=33）に対して、クラウドが利用されている理由と考えられる、「コスト
最適化」と「運用の容易さ」について、各種コストメリット、運用メリットの重要視の程
度について調査した。
導入検討時の重要度について、
「コスト最適化」を重視したという回答が多く、特に導入
費用が小さいことについては 75.8%が「重要度高」を選び、非常に大きな期待が持たれて
いた。
「運用の容易さ」について、導入検討時に重視したという回答は「コスト最適化」と
比べれば尐ない比率ではあるが、半数近くが「重要度高」を選び、「コスト最適化」同様、
期待が高い。
クラウドの導入メリットから、IT システムコスト低減効果、新しいサービスの迅速な導
入、最新 IT 技術・知識を持たなくて良い、セキュリティの心配をしなくてよい、の 4 点に
ついて、最も重要視した導入目的・メリットをたずねたところ、
「IT システムコストの低減
（57.6％）
」が最も高く、次いで「新しいサービス・アプリケーションの迅速な導入・試験
が可能（33.3％）
」となっており、クラウドの利用目的としてコスト削減が最も重視されて
いることが確認できた。
「新しいサービス、アプリケーションの迅速な導入・試験が可能」
を 33.3%のクラウド利用者が選んでいる。本アンケート調査の実施時点で既にクラウドを
利用していた中小企業は、最新 IT 技術に意欲を持ち、積極的にクラウドのような新しいサ
ービスを試していると考えられることから、高い支持を得ているのではないだろうか。
「中小企業等における誯題・導入実態調査報告書」において、クラウドサービス導入の
狙いについてたずねており、前述したように、コスト低減効果に関する狙いが高い支持を
得ているが、
「試験的な導入が可能（48.6%）」についても、半数近くの IT コーディネータ
が狙いの一つに選んでいる。一部導入、試験導入が容易であるクラウドの特性について、
クラウド利用者、IT 事業者ともに、コスト以外のメリットについても理解が進んでいると
考えられる。
（1） 「クラウドサービス」導入検討時に重要視した導入目的・メリット（コスト最適
化）
「コスト最適化」については、利用申し込みから利用開始までの時間が短いという導入
期間の短縮効果、サーバ、アプリケーション等を購入あるいはリースといった形で準備す
る必要がないことの導入費用削減効果、既存のアプリケーションを利用することの開発費
用削減効果、多くが月額制、従量制のため、必要な期間・必要なリソース分の料金で済む
ことによる運用コスト削減効果、システム運用保守の負担が軽減されることでシステム運
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用人員を尐なくすることができる効果についてたずねた。
「重要度高」が最も多く選ばれた導入目的は「アプリケーション及びシステムの導入費
用（設備費用）が小さい（75.8%）
」であり、IT 設備の調達に関わる負担軽減の効果への期
待が大きかった。次いで「アプリケーション及びシステムの運用コストが小さい（69.7%）
」
と、IT 運用・保守に関わる負担軽減効果への期待が高かった（図 8）
。
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図 8 クラウド導入検討時に重要視した導入目的・メリット【コスト最適化】
（N=33）
情報システム運用人員の削減について 1/4 弱が「重要度低」と回答しているが、IT の管
理状況をたずねた設問について「クラウドを利用している」回答者を集計したところ、「兹
務で行っている（18.2%）
」、「組織的には行っていない（各自で対応している）（12.1%）
」
と、30.3%の企業は専門の IT 運用人員がいない状況であった。
「重要度低」の回答は、クラ
ウド導入効果により運用の負担が軽減されても、人員削減効果にはつながらないと考えら
れていることが理由と考えられる。
（2） 「クラウドサービス」導入検討時に重要視した導入目的・メリット（運用の容易
さ）
「運用の容易さ」に関しては、導入・運用に関する専門知識が丌要であること、クラウ
ドサービスの利用停止・解除が迅速に実施できること、アプリケーション・システムの機
能拡張等が随時行われ最新の状態が保たれていること、セキュリティパッチの適用・シス
テム・アプリケーションへの丌正アクセス監視といったセキュリティ運用の負担がないこ
とについてたずねた。
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「重要度高」が最も多く選ばれた導入目的は「アプリケーション及びシステムが最新に
保たれる（51.5%）」と「セキュリティパッチ適用・丌正アクセス監視等セキュリティに関
する運用を事業者に任せられる（51.5%）
」であった（図 9）
。
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図 9 クラウド導入検討時に重要視した導入目的・メリット【運用の容易さ】
（N=33）
導入目的・メリットとして「コスト最適化」と「運用の容易さ」を比較すると、
「コスト
最適化」に、より大きな期待があると考えられる。

2.2.4. メリット・導入効果
ここでは、
「2.2.3 クラウドコンピューティングの利用／非利用の理由」と同じ「コスト最
適化」と「運用の容易さ」の各種コストメリット、運用メリットについて、導入後の満足
度について調べた。
多くの回答者は「コスト最適化」の導入目的に、期待通りの高い満足度を得たと回答して
いるものの、期待したほどでなかったと感じている企業も見られた。特に「導入費用（開
発費用）が小さい」ことに関して、期待に及ばなかった企業が多く見られた。逆に「運用
の容易さ」においては、全般的に満足度が導入検討時の重要度よりも高くなっており、期
待よりも満足できたという利用者がいたことを示している。
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（1） 「クラウドサービス」導入後の満足度（コスト最適化）
「満足度高」が最も多く選ばれたコストメリットは、導入検討時の重要度と同じく「ア
プリケーション及びシステムの導入費用（設備費用）が小さい（69.7%）」であり、次いで
「アプリケーション及びシステムの運用コストが小さい（57.6%）
」であった（図 10）。
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20%

1.アプリケーション及びシステムの導
入期間が短縮できる

60%

54.5%

2.アプリケーション及びシステムの導
入費用（設備費用）が小さい

80%

33.3%

69.7%

3.アプリケーション及びシステムの導
入費用（開発費用）が小さい

39.4%

4.アプリケーション及びシステムの運
用コストが小さい

48.5%
満足度中

100%

12.1%

30.3% 0.0%
54.5%

57.6%

5.社内の情報システム運用人員を削
減できる
満足度高

40%

39.4%

36.4%

6.1%
3.0%

15.2%

満足度低

図 10 導入後の満足度「コスト最適化の目的・メリット」（N=33）
「アプリケーション及びシステムの導入費用（開発費用）が小さい」について、導入検
討時の「重要度高」の回答が 63.6%であったことに対し、
「満足度高」の回答は 39.4%と、
大きな差がでている。
（2） 「クラウドサービス」導入後の満足度（運用の容易さ）
「満足度高」が最も多く選ばれた運用メリットは、
「アプリケーション及びシステムが最
新に保たれる（57.6%）」であり、次いで「セキュリティパッチ適用・丌正アクセス監視等
セキュリティに関する運用を事業者に任せられる（51.5%）」と「導入時・運用時に専門知
識が丌必要であること（51.5%）
」であった（図 11）。
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51.5%
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2.サービス利用の停止・解除を迅速に
実施できる

48.5%

45.5%

6.1%

3.（利用者から要求しなくても）アプリ
ケーション及びシステムが最新に保た
れる（機能拡張、セキュリティパッチ含
む）

57.6%

4.セキュリティパッチ適用、不正アクセ
ス監視等セキュリティに関する運用を
事業者に任せられる
満足度高

51.5%

満足度中

36.4%

6.1%

45.5%

3.0%

満足度低

図 11 導入後の満足度「運用の容易さ」（N=33）
導入したが満足できていないという「満足度低」の回答は、いずれも 10％未満となって
おり、
「運用の容易さ」について、利用者の評価は高いものと考えられる。特に、脆弱性対
策やセキュリティ対策についての満足度が高いことは、利用者の負担が大きいこれらの誯
題の負荷を軽減する効果が大きいことを意味する。クラウドの利用がセキュリティ対策に
有効であることを示すデータとして興味深い。

（3） 従来の情報処理サービスと比較してのコストメリットの有無
クラウドを利用している回答者に対して、導入目的として最も重視されていた「IT シス
テムコストの低減」について、実際にコストメリットがあったかどうかをたずねた。十分
にメリットがあったと答えた回答者が 66.7%、結果的にコスト増となった回答者はゼロと
なり、クラウドサービス利用者はコストメリットを十分に感じている状況と考えられる（図
12）
。
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かった

24.2%
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従来とあまり変わらずメリットは
無かった
結果的にコスト増となってしまっ
た

図 12 従来の情報処理サービスと比較してのコストメリットの有無（N=33）
「中小企業等における誯題・導入実態調査報告書」において、クラウドサービス導入前
の期待に対する評価（満足度）をたずねている。こちらもコスト低減に関する満足度は高
くなっており、特に、導入費用、運用・保守費用について 70%以上が満足としている。

2.2.5. 導入・利用に際しての誯題、問題点、困っていること等
ここでは、クラウド普及の阻害要因を知るために、クラウド導入・利用に際して考えら
れる各種誯題・問題点の深刻度を調査した。
クラウドという言葉を聞いたことがある回答者（N=218）に対して、クラウドを利用す
る上で直面する（利用していない場合には、直面すると思われる）各種の誯題（21 項目）
についての深刻度を高中低の三段階でたずねた。各誯題の深刻度を定量的に比較するため、
「深刻度高」を 10、
「深刻度中」を 5、
「深刻度低」を 0 とし、回答者の全員が「深刻度高」
とした場合を 100 とした相対的なスコアで評価した。
クラウドという言葉を聞いたことがある回答者においては、スコアの高い順に「クラウ
ドサービスの料金が高い(69.0)」
、
「既存の IT システムからの移行コストが高い（64.9）
」と
なった。続く「信頼性・安全性が丌十分である（54.5）
」と大きな差が付き、コストに関す
る懸念の深刻度は、他の誯題と比べて高いものであった。
クラウドの利用を見送った回答者においては「クラウドサービスの料金が高い（73.4）」
、
「既存の IT システムからの移行コストが高い（71.9）」と、更にコストに関する懸念の深
刻度が高くなり、導入見送りの主な要因が導入・移行コストであったものと考えられる。
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クラウドを利用している回答者においては相対的に誯題に対する深刻度を低く答えてお
り、
「クラウドサービスの料金が高い（45.5）
」と、コストに関する懸念の深刻度も比較的低
い。
「中小企業等における誯題・導入実態調査報告書」において関不企業の導入前の期待効
果に対する評価（満足度）について、コスト削減に関する満足度が高いという結果が示さ
れており、本アンケート調査におけるクラウド利用企業においても同様の傾向が表れてい
ると考えられる。
（1） クラウド利用で直面する各種誯題の深刻度（クラウドを聞いたことがある回答者）
クラウドという言葉を聞いたことがある回答者（N=218）の回答をスコア化し、50 を越
えた誯題を以下に示す。
表 6 クラウド利用で直面する各種誯題の深刻度スコア（N=218）
誯題

スコア

5.クラウドサービスの料金（イニシャル、ランニングとも）が高い（思ったほ
ど安くない）
4.既存の IT システムからの移行コストが高い（移行計画の立案・遂行が難し
い）
9.信頼性・安全性が丌十分である（ソフトウェアのバグ、停止、データ保護等）
21.サービス事業者の経済状況と経営戦略が明確でなく、サービスの提供がいつ
まで続くのかわからない
3.既存システムとの連携が難しい（業務アプリケーション、職員アカウント管
理システム等）
18.サポート体制が丌十分である
（障害発生時の対応、ユーザマニュアルの整備、
海外事業者の日本語サポートの丌備等）
13.データ通信に用いるインターネット自体の信頼性・安全性が丌十分である
19.必要を感じていないのに（共同利用のため）定期的に機能が追加されてしま
う（結果的に料金に反映される、安定性に支障をきたす恐れがある等）
8.自社に「クラウドサービス」利用ポリシーが確立していない

69.0
64.9
54.4
53.9
53.4
52.8
52.1
50.7
50.0

スコアの高い誯題として「クラウドサービスの料金が高い（69.0）
」、ついで「既存の IT
システムからの移行コストが高い（64.9）
」となった。この二つの懸念に関しては回答者の
半数以上が「深刻度高」としている。続いて「信頼性・安全性が丌十分である（54.4）
」、
「サ
ービスの提供がいつまで続くのかわからない（53.9）」、「既存システムとの連携が難しい
（53.4）
」となっているが、スコアの差は大きくない（表 6）
。
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（2） クラウド利用で直面する各種誯題の深刻度（利用者、利用を見送った回答者の比
較）
クラウドを利用している回答者と、クラウド利用を見送った回答者のスコアを以下に比
較する。クラウドを利用している回答者においては、全体的にスコアが低く、50 を越えた
誯題は一つしかなかったので、45.5 を越えた誯題を示す。サービス事業者への依存度への
懸念、サポート体制、信頼性・安全性などの誯題が挙って来るが、いずれも、クラウドの
利用者においては高い深刻度と評価されていないと見ることができる（表 7）。
表 7 クラウド利用で直面する各種誯題の深刻度スコア（クラウド利用者、N=33）
誯題

スコア

15.特定のサービス事業者への依存度が大きくなりすぎる
18.サポート体制が丌十分である
（障害発生時の対応、ユーザマニュアルの整備、
海外事業者の日本語サポートの丌備等）
9.信頼性・安全性が丌十分である（ソフトウェアのバグ、停止、データ保護等）
5.クラウドサービスの料金（イニシャル、ランニングとも）が高い（思ったほ
ど安くない）
3.既存システムとの連携が難しい（業務アプリケーション、職員アカウント管
理システム等）
11.「クラウドサービス」環境との通信回線が性能面でのボトルネックになる

50.0
47.0
47.0
45.5
45.5
45.5

クラウド導入を見送った回答者についてスコアが 50 を越えた誯題を示す。
表 8 クラウド利用で直面する各種誯題の深刻度スコア
（クラウド導入を見送った回答者、N=32）
誯題

スコア

5.クラウドサービスの料金（イニシャル、ランニングとも）が高い（思ったほ
ど安くない）
4.既存の IT システムからの移行コストが高い（移行計画の立案・遂行が難し
い）
15.特定のサービス事業者への依存度が大きくなりすぎる
21.サービス事業者の経済状況と経営戦略が明確でなく、サービスの提供がいつ
まで続くのかわからない
13.データ通信に用いるインターネット自体の信頼性・安全性が丌十分である
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73.4
71.9
57.8
57.8
56.3

9.信頼性・安全性が丌十分である（ソフトウェアのバグ、停止、データ保護等）
18.サポート体制が丌十分である
（障害発生時の対応、ユーザマニュアルの整備、
海外事業者の日本語サポートの丌備等）
3.既存システムとの連携が難しい（業務アプリケーション、職員アカウント管
理システム等）
6.自社のセキュリティポリシーと「クラウドサービス」の整合をとることが難
しい
10.預託したデータが海外のデータセンターに配置される可能性がある

53.1
53.1
51.6
50.0
50.0

コストに関する二つの懸念の深刻度が強く示されている。
「クラウドサービスの料金が高
い」については、クラウド利用者の 45.5 というスコアに対し 73.4 と顕著な差が表れている
（表 8）
。
クラウドを利用している企業は、コスト面で納得できたクラウドサービスを導入してい
るために満足度が高く、クラウド導入を見送った企業は、コスト面で納得できるクラウド
サービスを見つけられなかったため、コスト面の懸念が高いということも考えられるが、
クラウド導入を見送った企業が、効果的・効率的なクラウドの導入・活用方法を理解して
いない可能性も考えられる。クラウドの利点は「持つ IT」から「利用する IT」に転換でき
ることが大きく、調達コストの負担軽減、運用・保守の負荷軽減、IT 資源利用の柔軟性・
拡張性、セキュリティ対策の負担軽減といった利点を理解せず、従来の IT システムとのコ
スト比較だけに注目していると、クラウドの導入効果、トータルでのコストメリットを正
しく評価することができない。この、クラウドの利点に関する理解の差が、コストに関す
る二つの懸念の深刻度スコアの大きな違いに表れているのではないだろうか。
クラウド利用のメリットは、実際に使ってみないとわからないこともある。クラウド導
入を検討するに際して、無料で試用できるクラウドサービスや、機能限定版を無料提供し
ているクラウドサービス等、積極的に試用・利用してみることが、クラウドの実情の理解、
コストを始めとした各種誯題の正しい評価につながり、クラウド導入の判断を的確に行う
ことが可能となるだろう。

（3） クラウド事業者が実施すべきセキュリティ対策
クラウド事業者が実施すべきセキュリティ対策について、クラウドという言葉を聞いた
ことがある回答者（N=218）にたずねた（15 項目から 3 項目を選択）
。
「情報処理の安全性に関する公的認証の取得（39.0%）」
、「丌正侵入・攻撃行為等の対策
について第三者の客観的評価を得る（33.9%）」
、「コンピュータウイルス等、丌正プログラ
ムの検知・駆除に関する対応体制整備（31.7%）
」、「セキュリティに関する事件・事敀発生
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時の対応体制整備（29.4%）
」
、
「データ保存の多重化と定期的バックアップ（29.4%）
」の順
に選ばれている（図 13）
。
選択の傾向として、第三者の認証・評価、体制整備（丌正プログラム対応、セキュリテ
ィ事件事敀対応）といった技術以外の対策が多く選ばれ、特権管理、暗号化・鍵管理、丌
正改ざん検出、暗号通信のサポート等、技術的対策の選択が尐ない。このことから、中小
企業は、クラウドサービスのセキュリティについて個別具体的な懸念を持っているのでは
なく、クラウド事業者に任せればそれほど心配ではない、と思いつつ、できればセキュリ
ティを確保する体制が整備され、専門家による第三者的評価が実施されていることが望ま
れる、という意識が表れているものと考えられる。

0.0%
情報処理の安全性に関する公的認証（ISMS,プライバシーマーク
等）の取得
システムに対する不正な侵入、攻撃行為等の対策について、第
三者の客観的な評価を得る
提供されるアプリケーションの定期的なセキュリティ試験（クロス
サイトスクリプティング、SQLインジェクション等 ）
利用者情報及び利用者作成データにアクセスできる人員を限定
し、特権管理を行う 。

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

39.0%
33.9%
15.6%
11.9%

セキュリティに関する事件・事故発生時の対応体制整備

29.4%

コンピュータウイルス等、不正プログラムの検知・駆除に関する
対応体制整備
ID・パスワード以上の強度を持つ利用者認証方式の導入（ワン
タイムパスワード、電子証明書による認証等）
自社のアイデンティティ管理システムとクラウドのアクセス管理シ
ステムの連携
データを格納するサーバ機器は日本国内のデータセンターに配
置される機器に限定（データの海外移送を許さない ）

31.7%
22.9%
3.7%
10.1%

データ保存の多重化と定期的バックアップ

29.4%

預託データの暗号化と適切な鍵管理

11.0%

預託データの不正改ざん検出

6.9%

ハードディスク、バックアップメディア等の二次記憶装置廃棄時の
完全なデータ抹消措置

11.9%

適切な強度を有する暗号通信のサポート

8.3%

預託データのアクセス制御に問題が発生した際、影響を局所化
する対策

3.2%

図 13 クラウド事業者が実施すべきセキュリティ対策（N=218）
なお、
「社会基盤研究会報告書」において、クラウド事業者のセキュリティ対策確認方法
をたずねたところ、
「公的または中立的な機関による評価認証を求める」を中堅・中小企業
の 43.6%が選んでおり、第三者評価、セキュリティ対策に関する認証取得のニーズは比較
的高いものと考えられる。
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（4） サービス提供事業者に対するセキュリティ対策確認方法
クラウドを認知している回答者に対して、クラウドサービスを利用する際のセキュリテ
ィ対策確認方法をたずねた。
「サービス提供者が作成した概要資料で確認する」、
「サービス
提供者が作成した詳細資料で確認する」及び「自らサービス提供者のシステムのサイトを
確認する」と、自分自身で確認を行うと答えた回答者が 159 人（重複回答除く）と、全体
（N=218）の 73.0%に上った（図 14）
。

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%
1.サービス提供者が作成した概要資料で確認
する

36.2%

2.サービス提供者が作成した詳細資料（システ
ム構成等が詳述されたもの）で確認する

39.0%

3.自らサービス提供者のシステムのサイトを確
認する

35.3%

4.公的または中立的な機関が作成したガイドラ
インや基準を満たしていることをサービス提供
者に求める

28.4%

5.公的または中立的な機関による評価認証を
求める
6.サービス提供者のセキュリティレベルは自社
内よりも高いため、信頼している。このため、確
認や担保は不要である
7.その他（具体的に：＿）

22.9%

9.6%

2.8%

図 14 サービス提供事業者に対するセキュリティ対策確認方法（N=218）
「社会基盤研究会報告書」において同様の質問を行っている。その結果は「サービス提
供者が作成した詳細資料で確認する」、「公的又は中立的な機関が作成したガイドラインや
基準を満たしていることをサービス提供者に求める」、「公的又は中立的な機関による評価
認証を求める」の順に選ばれており、中立的機関による何らかの対応が期待されていると
分析している。本調査アンケートとの順位の変動はあるものの、
「サービス提供者が作成し
た詳細資料で確認する」企業が多いことは同様であり、クラウド事業者から導入検討企業
に対し、セキュリティ対策状況についての情報提供を行う必要性、ニーズは高いといえる。
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2.2.6. 今後の利用意向・興味の度合い
ここでは、中小企業におけるクラウド普及がどの程度拡大傾向にあるのかを知るため、
回答者所属企業等における今後のクラウド利用意向の動向を調査した。
クラウドという言葉を聞いたことがある回答者において、所属企業において利用拡大方
向にあるという回答が 55.0%、利用縮小・利用予定なしの回答が 45.0%となった。現時点
での利用者が 15.1%であることを考えると、今後の利用企業は増加傾向にある。また、ク
ラウド利用者においては、利用拡大の方向という回答が 94.0%と、大多数の企業が、より
一層の利用を進めていくと回答している。
また、クラウドという言葉を聞いたことがある回答者に対し、クラウドサービスの発展
普及についてたずねたところ、発展普及の方向にあるという回答が 67.9%と、発展普及し
ない方向にあるという回答の 21.1%を大きく上回った。
（1） 回答者企業における今後の利用意向・興味の度合い
クラウドという言葉を聞いたことがある回答者（N=218）に対して、今後の利用・活用
の方向性についてたずねた。多くあるいは一部の業務で本格的に利用・活用、導入を検討
するため試験的な利用を行っていく、現状の利用・活用状況を維持・徍々に拡大する、を
合わせて、現状維持・利用拡大との回答が 55.0％、現状の利用・活用状況の縮小、利用の
予定がない、わからないを合わせて、利用縮小・利用予定なしが 45.0%となっている。
同じ問に対するクラウド利用者（N=33）の意向を比較してみると、「多くの事業・業務
で本格的に利用・活用していく」が 11.5%から 36.4%に、
「一部の事業・業務で本格的に利
用・活用していく」が 9.6%から 15.2%と、利用拡大・本格活用の意向が大きく示されてい
る（図 15）
。
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クラウドを聞いたことがある（N=218)

クラウド利用者（N=33)
多くの事業、業務で本格的に利 用・活
用していく

多くの事業、業務で本格的に利用・活用
していく

一部の事業、業務で本格的に利用・活
用していく

6.1%

一部の事業、業務で本格的に利用・活
用していく

11.5%

0.0%

9.6%

21.2%

24.8%

0.0%
1.4%

11.0%

36.4%

に拡大する

現状の利用・活用状況を維持する・
徐々に拡大する

現状の利用・活用状況を縮小していく

現状の利用・活用状況を縮小していく

現状の利用・活用状況を維持する・徐々
11.5%

22.9%

18.8%

導入を検討するため試験的 な利用を
行っていく

導入を検討するため試験的な利用を
行っていく

24.8%

9.6%

現状の利用・活用を停止する

18.8%
0.0%

22.9%

21.2%

「クラウドサービス」は利用していない
し、今後の利用する計画もない

現状の利用・活用を停止する

15.2%

11.0%
1.4% わからない、決まっていない

「クラウドサービス」は利用していない
し、今後の利用する計画もない

わからない、決まっていない

多くの事業、業務で本格的に利用・活用していく

一部の事業、業務で本格的に利用・活用していく

導入を検討するため試験的な利用を行っていく

現状の利用・活用状況を維持する・徐々に拡大する

現状の利用・活用状況を縮小していく

現状の利用・活用を停止する

「クラウドサービス」は利用していないし、今後の利用する計画もない わからない、決まっていない

図 15 今後の利用動向（クラウドを聞いたことがある回答者とクラウド利用者の比較）
「中小企業等における誯題・導入実態調査報告書」において、IT コーディネータにおけ
るクラウドサービス導入・活用推進の方向性についてたずねたところ、積極的に進めるべ
き（15%）
、適用可能な業務分野で進めるべき（77％）と、推進の方向にあるとの回答が 92%
となり、外部事業者においてもクラウド利用拡大・本格活用の意向が示されている。
（2） クラウドサービスの発展・普及の見通し
同様にクラウドサービスの発展・普及の方向についてたずねたところ、大きく普及する、
どちらかといえば発展・普及すると、発展・普及の方向にあるとの回答が 67.9%、あまり
発展・普及はしない、まったく発展・普及はしない、を合わせて 21.1%が発展・普及しな
い方向との回答であった（残る 11%は「わからない」と回答）。
「社会基盤研究会報告書」における同じ趣旨の質問において、発展・普及の方向にある
との回答は 59％、どちらとも言えないとの回答が 24％、発展・普及しない方向との回答は
6.2%であった（中堅・中小企業）
。本アンケート調査と比較すると、発展・普及の見通しが
59％から 67.9%と、若干増加している。
発展・普及の方向、及び発展・普及しない理由については、自由回答記述を求めた。そ
れぞれの代表的な意見を集約して示す。
 発展・普及の方向にあるとの意見
コストメリットを発展・普及する理由としてあげている意見が多く見られた。特に、シ
ステム購入費用が丌要となること、サーバ・ソフトウェア運用保守コストが丌要となるこ
31

と、機器の陳腐化を防ぐことができること、パッケージソフトウェア導入よりもトータル
で安価であること、クライアント機器（従業員のパソコン）を性能向上・機能強化しなく
ても良いこと、等の意見があった。また、すでに成功事例があること、IT のトレンドが確
立していること、等の意見もあった。なお、クラウドには、安全性、信頼性の面で懸念が
あり、これらの問題が解決されれば発展・普及するという条件付きの意見も複数見られた。
 発展・普及の方向にないとの意見
セキュリティを発展・普及しない理由としてあげている意見が多く見られた。特に、情
報を預けることで機密性確保上のリスクが増大するとの意見が複数見られた。他には、ク
ラウドという言葉の実態がわからないまま一人歩きしており、クライアント・サーバ、ASP、
ホスティングサービスといった従来から提供されているサービス形態との違いがわからな
いという意見が見られた。
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3. 中小企業等のクラウド活用の可能性評価
中小企業等によるクラウド利用の実態調査で明らかになったように、特に中小企業等に
おけるクラウドの認知・利用は余り進んでいるとは言えない。これは、上記で見てきたよ
うに、クラウドの利用に関する情報が十分に得られないこと、従って業務のどこにどのよ
うに利用可能で、どのようなメリットが期待できるのかわかり難いこと、一般的にいわれ
ているセキュリティ面を中心とする懸念に対して漠然たる丌安があること、などが原因と
なっていると考えられる。
これを補うためには、クラウド事業者その他からの適切な情報発信がされること、中小
企業をサポートする外部専門家が利用できる情報を増やしたり提供したりすること、中小
企業等自身が考えていく際に参考となる情報が提供されること、などにより、より容易に
クラウド活用の可能性を判断できるような環境を整備する必要がある。そこで本調査では、
中小企業等におけるクラウドの安全な活用に向けた支援方策として、クラウドを利用する
際に留意･確認すべき事項を整理して示すこととした。
具体的には、まず「2. 中小企業等のクラウド利用意向に関する実態調査の分析結果」で
明らかになった点に基づき、中小企業等におけるクラウド活用の可能性について検討した。
次に活用シナリオに沿ったクラウド利用に際しての留意点をリスト化し、指針的な情報
を含むアウトプットとして「中小企業のためのクラウドサービス安全利用の手引き（案）
」
および「中小企業のためのクラウドサービス安全利用チェックシート（案）」を策定した。
この案をワーキンググループにて検討し、最終的に「中小企業のためのクラウドサービス
安全利用の手引き」としてまとめた。
また、
「中小企業のためのクラウドサービス安全利用の手引き」に示される「クラウドサ
ービスの提供条件等についての確認項目（6 項目）
」に対応して、クラウド事業者が積極的
に情報開示を行う際に参考となるように、該当すると考えられる項目例と開示方法に関す
る参考情報を示した「クラウド事業者による情報開示の参照ガイド」を策定した。

3.1.

実態調査の結果に基づく中小企業等におけるクラウド活用の可能性評価

本アンケート調査では、中小企業等におけるクラウドの利用状況について、クラウドを
認知している企業で、既に利用中という企業が 15.1％、利用の如何に係らず導入をこれま
でに検討したという企業は約半数（49.5%）であった。また、クラウドの利用・活用は拡大
の方向にあると答えた企業も 55.0％と高い数字を示した。これらの結果から、中小企業等
におけるクラウド利用は普及・発展の方向にあると考えられる。
しかしながら、中小企業等におけるクラウドの言葉としての認知度については 7 割程度
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にとどまっており、サービス提供形態としては SaaS について認知している回答者が 6 割ほ
どとやや多いものの、PaaS や IaaS については知らないと答えた回答者が 6 割を超え、ク
ラウドの理解は進んではいないものと考えられる。
また、中小企業にとって、コストに関する懸念が、クラウド導入の最も強い障害となっ
ていることがわかった。セキュリティ面の懸念については、個別具体的な懸念ではなく、
セキュリティを確保する体制が整備されていること、専門家による第三者的評価が実施さ
れていることを望んでいる様子が伺えた。
セキュリティ面の懸念については、聞き取り調査においても、複数のクラウド事業者か
ら、ユーザがクラウドの導入を躊躇する際にはセキュリティへの丌安を挙げる場合が多い
との指摘が得られており、クラウドの普及を阻害する要因の一つと言える。
そこで、中小企業等がクラウドを安心して積極的に活用し、IT の利活用への取組みを促
進できる環境を整えるために、次の 2 つの方向を重視することとした。


クラウドに関するイントロダクション的な解説を行って基礎知識を補うこと



セキュリティ上の丌安を解消するために、中小企業自身が納得できるような適切な
判断の方法を提供すること

この方向性に基づいて、本調査事業の成果であるクラウドの安全な活用に関するガイド
的文書には、クラウドの基本知識だけでなく、特に中小企業において利活用可能なクラウ
ドサービスのメリットに対する理解を促す記述や、セキュリティについて導入時に考慮す
べき事項についての平易な解説を盛り込むことにした。

3.2.

中小企業におけるクラウド活用シナリオの整理

経済産業省が策定した「企業の IT 活用度合いを客観的に測るための指標」である IT 経
営力指標では、IT 戦略を持たず IT 導入の効果が得られていない第 1 ステージ、IT 戦略を
策定し特定部門、業務において IT 活用の部分的最適化が行われる第 2 ステージ、全社的に
システム基盤を標準化し、企業単位、企業グループ単位で IT 活用の最適化が行われる第 3
ステージ、企業間で共通インフラ基盤を構築し、企業・産業横断で IT 活用の最適化が行わ
れる第 4 ステージを定義している。
この指標を用いて行われた「IT 経営力指標を用いた企業 IT 利活用に関する現状調査（第
2 回）報告書7」によると、従業員数 99 人以下の小規模企業では第 1 ステージが 38.7%、第
2 ステージが 52.8%
（合わせて 91.5%）、従業員数 100 人から 300 人未満の中規模企業では、
7

http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/it_keiei/diagnosis/pdf/it_report2008.pdf
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第 1 ステージが 21.2%、第 2 ステージが 65.2%（合わせて 86.4%）と、ほとんどの中小企
業は、IT の活用ができていない、あるいは部分最適化の段階に留まっている。
このように、中小企業において IT 利活用の度合いが低いこと、既にクラウドの利用を進
めている中小企業において、導入が容易な SaaS の利用が多いことを踏まえ、中小企業にお
けるクラウド利活用のイメージについては、アプリケーションサービス（SaaS）の導入に
関するシナリオを主に想定することとした。ワーキンググループにおける検討においても、
「クラウドサービスは、試しに使ってみてうまく行かなければ元に戻すという使い方も可
能。従い、適用範囲を絞ってまずは使ってみる、というアプローチも考えられる。その際、
効果的な導入プロセスとして、①どんなサービスを何に適用するか

②導入のための準備

事項は何か ③サービスの提供条件は自社の目的に合致するか、の 3 段階のチェックを経
るとうまく行くのではないか」といった議論がされた。
このような議論を踏まえ、検討過程において想定した導入シナリオの例を以下に示す。
シナリオ A:「単体の業務に SaaS を導入」
・ 入門的なクラウドの導入を想定
・ 一部の業務についてクラウド上のサービスを利用する
・ 顧客管理、メール、スケジュール管理（グループウェア）などのシステムが主な対象
・ より高度には、営業業務、購買業務、財務会計などのシステムが対象となる
・ 開発コストの削減、迅速な業務立ち上げなどのメリット
シナリオ B：
「業務アプリが動くサーバとして IaaS を導入」
・

自社サーバで稼動していた業務アプリケーションをクラウド上に移して実行

・

システム運用コストの低減、セキュリティ対策サービスの利用による安全性向上など
のメリット

この想定シナリオを念頭においてガイダンス文書およびチェックシートの策定にあたる
こととした。

3.3.

クラウド利用に際しての留意点のリスト化

3.3.1. チェック項目の抽出
クラウド利用に際して留意すべき点について、セキュリティ関連の項目を中心に、中小
企業等がチェックすべき項目をリスト化した。
チェック項目のリストの作成にあたっては、次の方針を立てた。
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利用者が抵抗なく読み進められることを念頭に置き、まず、クラウド利用の動機付
けとなるような自社の IT に関するいくつかの改善要望の有無を問いかけ、自社の業
務やビジネスがクラウド利用に向くかどうかを気付かせる。



クラウドを使う場合に前提として整えるべき条件や環境についても意識させるべき
という観点から、業務の切り分け、責任分担、データの整理、資産分類等の観点か
らチェック項目を作成する。



安全利用に関するチェック項目については、クラウドの内部やクラウド事業者が行
う各種セキュリティ関連対策の内容や信頼性に関する評価を中小企業が自ら行うの
は困難であることを踏まえ、項目化する内容は SLA8の有無、契約終了時の条件等の
基本的項目の範囲に留める。また、クラウドサービスの停止や事敀についてデータ
の保全や事業継続を図る視点に基づいて利用者側が実施しておくべき備えも項目に
含める。

3.3.2. 指針的情報の検討（委員会における検討）
リスト化した項目について、何をどの程度チェックすべきか、どのような情報や手段に
よることが妥当か等の指針的情報をとりまとめた。この検討に際しては、IPA において別途
実施した「クラウド事業者による情報開示の参照ガイド」の策定に関する調査および検討
や、ワーキンググループにおける草案の検討を反映した。
指針的情報の検討に際しワーキンググループ委員より挙げられた主な指摘事項を以下に
示す。


中小企業の実態および中小企業を主対象とした J-SaaS9等におけるクラウド普及の
実態を踏まえると、チェックリストは IT 経営力指標における第 2 ステージにある中
小企業を主対象とし、ステージ１の中で２に近いレベルの層も一部含むことが適当
である。



クラウド事業者やクラウドサービスの最初の選び方や考慮すべき事項に関するガイ
ダンスが必要であり、既存の「5 分でできるセキュリティ診断10」のような形態が望
ましい。

Service Level Agreement（サービスレベル保証）
経済産業省支援による構築された中小企業を対象とした SaaS 活用型サービス
（http://www.j-saas.jp）
10 IPA が策定提供する「中小企業が実施しなければいけない最低限の情報セキュリティ対
策 25 項目」のチェックシート
8
9
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チェックリストのとりまとめにあたっては自社にとってのクラウド導入のメリット
に気づいて導入体制を整えるよう促す構成と、企業一般に通用するガイドライン的
な構成の 2 つの方向性について検討し、より適切な構成を考慮するべきである。



既存の政府研究会等で示されたクラウド関連の報告書・指針等を参照し、用語につ
いては可能な限り整合性を取るべきである。



クラウド事業者側に対しては、開示しておくべき情報についてガイドラインを示し、
利用者側に対しては、クラウド事業者がセキュリティ関連の情報について開示され
ているか確認を行う程度とすべきである。



チェック項目について特に SaaS 利用を想定した記述を行うならば、SaaS 利用を中
心として整理し提示する旨を明記するべきである。

以上の指摘事項、検討項目を踏まえて整理し、全体の整合を整えて手引きの形でまとめ
た文書が「中小企業のためのクラウドサービス安全利用の手引き」である。
手引きの最終的章構成を以下に示す。
はじめに:
この手引書のねらいと対象読者を示している。
1. クラウドコンピューティングとは
クラウドサービスについて認知していない読者を対象に、クラウドサービスおよびそのメ
リット・デメリットについて概要を説明している。この手引書のみを参照した場合でもク
ラウドサービスについて理解できるように「クラウドサービスとは何か」に関する紹介を
行っている。
2. クラウドサービスはこんな形で活用されています
クラウドサービスの事例を紹介し、利活用について読者にイメージを持ってもらうことを
意図している。
3. あなたの会社の IT に、こんな期待や誯題はありませんか？
クラウドサービスを利用することにより効果が期待できる誯題について例示し紹介する。
中小企業の経営者にクラウドサービスの導入の意義を示して関心を持ってもらい、検討を
促す内容を意図している。
4. クラウドサービスを導入するにあたってチェックしましょう！
クラウドサービスの利活用における条件や安全に関するチェック項目とその解説を示して
いる。
また、手引きで示されるチェック項目のうち、「クラウドサービスの提供条件等について
の確認項目」について、クラウド事業者が自主的に提供することが期待される情報項目等
とその開示の方法について参考となる情報をまとめた「クラウド事業者による情報開示の
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参照ガイド」を、手引きと対をなす形で策定した。

3.4.

「中小企業のためのクラウドサービス安全利用の手引き」の検討過程

「中小企業のためのクラウドサービス安全利用の手引き」及び「クラウド事業者による
情報開示の参照ガイド」の検討に際し、指導、助言を行うために設置されたワーキンググ
ループの開催状況について概略を示す。

表 9 ワーキンググループ開催スケジュール
月日/時間帯

主な議題

2010 年 10 月 12 日（火）

委員紹介、主査選出

15:30~17:30

「中小企業等によるクラウド利用検討プロジェクト」について

2010 年 11 月 29 日（月）

中小企業等のクラウド利用意向に関する実態調査（ユーザ調

13:00～15:30

査）結果について
クラウドの安全利用チェックリスト取りまとめ方針案の検討
クラウドベンダの情報開示実態調査（ベンダ調査）について

2011 年 2 月 3 日（木）

中小企業等のクラウド利用意向に関する実態調査（ユーザ調

10:00～12:00

査）結果について
クラウドサービス安全利用チェックリストについて
クラウドベンダの情報開示実態調査（ベンダ調査）について

2011 年 2 月 22 日（火）

アウトプット文書作成の立ち位置について

15:00～17:00

「中小企業のためのクラウドサービス安全利用の手引き」案の
検討
クラウド事業者の安全安心に関する情報公開の参照ガイド」案
の検討
「中小企業等におけるクラウドの利用に関する実態調査報告
書（案）」の検討

表 9 に示したワーキンググループの開催スケジュールと、アンケート調査、聞き取り調
査、チェックリスト策定作業の関係および流れを集約して、表 10 に示す。
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表 10 ワーキンググループと調査、チェックリスト策定の関係

年

2010年

月

10月

ワーキング
グループ

2011年
11月

12月

1月

2月

3月

12日

29日

3日

22日

第一回

第二回

第三回

第四回

意見
調査
アンケート実施

アンケート分析
聞き取り調査実施

チェックリスト
策定

チェックリ
スト素案提
示

意見反映

チェックリ
スト案提示

手引き案
提示
意見
反映

調査はアンケート調査と聞き取り調査を実施、チェックリストは第二回ワーキンググル
ープにチェックリスト素案を提示、第三回にチェックリスト案を提示、第四回にチェック
リストを改称した手引き案を提示した。

3.4.1. 第一回ワーキンググループの概要
委員紹介に続いて主査の選出を行い、一橋大学大学院商学研究科 加賀谷哲之 准教授を
主査に選出した。以降、主査の司会進行に基づき、
「中小企業等によるクラウド利用検討プ
ロジェクト」の全体概要、全体スケジュールの説明、中小企業のクラウド利用意向に関す
る実態調査（ユーザ調査計画）の概要説明等を行った。
以下に、委員による意見、質疑を紹介する。


アンケート調査で意見を聞くクラウドサービスとして SaaS が中心であるならば、そ
の点を明確にしておくのが良い。



ユーザ企業だけでなくクラウドサービスをこれから立ち上げようとする中小企業、
ベンチャー企業をサンプルに入れられると良い。



成果として作成されるチェックリストと、IPA が策定公開している「5 分でできる！
中小企業のための情報セキュリティ自社診断」との関係はどうなるのか（事務局よ
り「想定ユーザの IT 利活用レベルの範囲はチェックリストの方が広いというイメー
ジ」と回答）
。
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クラウドについて知らない人には認知を、知っている人には活用を促すような作り
にすると良い。

3.4.2. 第二回ワーキンググループの概要
第一回と第二回の間にウェブアンケートを実施しており、速報として単純集計値を報告
した。アンケート調査に関する委員の意見・質疑の内容を以下に示す。


クラウドの認知や利用検討の状況を区分した上での集計結果（例えば、クラウドを
聞いたことがない、もしくは導入しないと決定している人を除いて単純集計し直し
たもの）
、コストメリット、料金等、その他クロス集計を行った結果を次回までに再
度提示すること。



違和感のある集計結果については補足説明等の対応を行うこと。

チェックリストの方向性について以下の事項を説明した。


チェックリスト策定方針として、想定利用者（オフィスアプリケーション、電子メ
ールが主な IT 利用の従業員 50 人未満の中小企業）
、想定効果（中小企業がクラウド
コンピューティングを導入する際に参考とし、導入を円滑に進めるために用いられ
ることを想定したもの）
、方法論（自社のクラウド受入体制を評価する項目を主体と
考え、
「クラウドを導入する準備が出来ているか」を確認する項目と「クラウド事業
者の安全性」を確認する項目を示す）を説明。

さらに、以下の素案を示した。
・クラウド導入の準備について社員が実施する項目（教育的要素）
クラウドコンピューティングの理解状況の確認
データが外部に置かれることの理解
・クラウド導入の準備について会社が実施する項目
預託情報の洗い出し（個人情報や機密情報が含まれているか）
クラウド事業者の提供するデータ暗号利用ポリシーと自社ポリシーの整合性確認
トータルコストの見積もり
将来的に自社の IT システムとの連携を必要とするならば、事業者が備える外部インタフ
ェースを自社のシステムが利用できるかどうか確認
・クラウド事業者の安全性を確認する項目
クラウド上のウイルス対策状況の確認
クラウド上の自社情報を消去する場合、第三者に復元丌可能とできるかどうか

40

できるのであれば、どのぐらいの時間を要するのか確認する
第三者による定期的なセキュリティ検査、監査の実施状況の確認
情報セキュリティに関連する第三者認証の取得状況
サービス稼動状況、障害発生状況等の現状確認手段を提供しているか（クラウドサービ
スレベルのチェックリストを参照）
クラウド事業者のサービス継続性（確認方法の提示が必要）
これらチェックリストに関する委員の意見を以下に示す。


ユーザ調査結果の中で、コスト・ベネフィットがしっかりと認識されているのかと
いう意味での認知度の問題と、ISMS のような認証制度の回答やクラウドを導入する
に当たってのセキュリティに関する誤解をどう解いていくかを検討すること。



今回のチェックリストタイプのもので例えば自社にとってメリットがあるのかない
のかというところを気付いてほしいとか、体制が整っているのかを知ってほしい等
を伝えるやり方と、個別の企業の事情はなかなか考慮できないのでガイドライン的
に整理するやり方と、どちらのタイプが適切なのかというところを事務局で一度整
理すること。

3.4.3. 第三回ワーキンググループの概要
実態調査については、クラウドの誯題や利用動向等に関する設問の結果では、クラウド
を知らないと答えた回答者をサンプルから除外すべきとの意見に基づき、この 82 人を除い
た 218 人を母数とした集計を実施、報告した。また、導入・使用料金に対する誯題意識、
従業員数等によるクロス集計結果を報告した。
アンケート集計結果に関する委員の意見・質疑を以下に示す。


調査項目「サービス提供事業者が開示すべき情報、利用契約に盛り込むべき条項、
実施するセキュリティ対策として必要な対策」については、クラウドを知っている
回答者だけではなく、利用検討中・検討済みの回答者に絞って検証を行ってはどう
か（顕著な差異は認められなかった）
。



クラウドを利用している回答者はセキュリティをあまり重要視していないという結
果だが、導入前に検討した結果、丌安がなくなったのか、それとも導入した後は検
証しないので導入してしまったから仕方がないのでこの丌安は見逃そうと正当化し
てしまうというのも有り得るため、断定はできない。

チェックリストについては「中小企業のためのクラウドサービス安全利用チェック
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（案）
」を策定し、提示した。この案は以下のような構成としている。
1. こんなサービスにクラウドが使われています
クラウドの概略紹介と活用事例として、電子メール・グループウェア、会計システムの
二つを提示
2. あなたの会社の IT に、こんな要望や懸念はありませんか？
「業務効率、IT の負担、IT を活用したビジネス」について典型的なビジネスニーズの事
例をあげて、クラウド利用をイメージさせる
3. クラウドを導入する前に、ここを検討しましょう！
クラウドサービス導入時に中小企業が自社で整えるべき条件を示す。
具体的な検討項目として次の四点を上げた。
① クラウドサービスを扱う担当者や相談先は誮にするか
② クラウドサービスの特徴やコストはどのようなものか
③ クラウドサービスの導入が既存の業務やシステムに不える影響はあるか
④ クラウドサービスでデータを扱うにはどれくらい注意が必要か
4. クラウドサービスを使う前にセキュリティについてチェック！
以下の二つに分類した 19 のチェック項目を順に説明
① あなたの会社・社員が以下の項目を実施しているかチェックしてください。
② クラウドサービスプロバイダーが以下の項目にあてはまるかをチェックしてください。
チェックリストに関して委員各位から頂いた意見、質疑を紹介する。


（
「預けた大切なデータのバックアップを定期的に取る」というチェック項目につい
て）クラウドサービスプロバイダ側ではサーバやストレージの多重化等、可用性を
高めるため努力している。顧客が自身で行うバックアップを否定はしないが、バッ
クアップが必ずしも必要ではないことがわかるようにすること。



データ流出をリスクと考えると、データをクラウド上に置くことで丌用意なデータ
流出を避けることになれば、むしろ安全性が高まる。



“クラウドの担当者”と記述すると専任者の設置が必要と勘違いするので、兹務も
可と書いた方が良い。



クラウドサービスという言葉については様々な組織・文書で定義が複数しめされる
と混乱するので整合を取ること。



1 章、 2 章は企業の経営者、3 章、4 章は企業の IT 担当者が想定読者と考えられる
ので、その点を明示した方が良い。



（案に示されたクラウドサービスプロバイダについてのチェック項目について）こ
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れらの情報が本当に開示できるか。開示できるなら、この部分をシートとして、ク
ラウドサービスプロバイダに対して一律開示するよう働きかけては如何か（他委員
からプロパイダによって開示できない項目があるのではという意見）
。


クラウドサービスプロバイダの財務面について確認するよう示唆する項目があるが、
新たにクラウドサービスに取り組もうという事業者、ベンチャー企業等は、この分
野での知名度がなく、上場もしていないために財務情報を知ることが至難である、
このチェック項目では弾かれてしまう可能性がある。この点には留意すべきである。



現状はクラウドサービスの振興が先で、プロバイダを限定するようなチェックリス
トは望ましくないと考えられる。



大手 IaaS、PaaS 事業者のプラットフォームを使ったサービスである場合は（その
事業者でパートナーを選ぶために設けた基準についてはプロバイダがクリアしてい
るはずなので）対象外としては如何か。



クラウドサービスプロバイダの開示すべき情報項目について、公的機関が公開して
いる他の指針との関係を整理して整合性をとること。（IPA において別途実施したク
ラウド事業者の情報開示状況についての実態調査も踏まえ、事業者向けの情報開示
ガイドの作成に反映するようにした。）

3.4.4. 第四回ワーキンググループの概要
アンケート調査について分析結果をまとめた報告書案を提示した。委員の意見・質疑を
以下に示す。


調査結果として「サービスの多様化が必要」ということと「利用判断のための情報
が必要」という 2 点を重要誯題に挙げているが、他の策定文書との関係がはっきり
しない。

チェックリストについては「中小企業のためのクラウドサービス安全利用の手引き」と
名称を変更し、第三回ワーキンググループ及び以降メーリングリストで寄せられた意見等
を参考に修正した案を提示した。
1. クラウドコンピューティングとは
クラウドの概略紹介（第三回提示の案よりも詳細化）と中小企業にとってのクラウドサ
ービス活用の利点、クラウドサービス利用上留意すべき事項を説明
2. クラウドサービスはこんな形で活用されています
基本的に第三回提示の案と同等（表現を修正し、活用事例を電子メール、企業管理アプ
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リケーション、事務処理系ソフトウェアとした）
3. あなたの会社の IT に、こんな期待や誯題はありませんか？
第三回提示の案と同等
4. クラウドサービスを導入するに当ってチェックしましょう！
第三回で提示した 19 項目を統廃合することで 14 項目とした。
[ A] 導入の判断をするために検討を済ませておく項目
[B] あなたの会社・社員が対策しておく項目
[C] クラウドサービスについて確認しておく項目
手引きに関して頂いた意見と質疑を紹介する。


「三段階程度の IT 利活用能力レベル」を想定、ステージ 2 が中心でステージ 1 から
2 の層も含めるということだったが、この手引書ではそこが良く判らない。ステージ
1 の方はこれより前に検討することがあるということをどこかに入れておいた方が
良い。



内容が SaaS に特化しているように感じる。IT 障害に備えて自己所有のサーバをク
ラウドに移行する IaaS としての使い方、グリーン IT としてのサーバ統合も視野に
入ってくるはずであり、活用事例のところで意識しても良いのではないか。

第一回から第四回ワーキンググループにて得られた意見を検討の上で反映したものが、
以降で示す「中小企業のためのクラウドサービス安全利用の手引き」である。

3.5.

ガイダンス文書およびチェックシートの想定される利用シナリオ

ワーキンググループ各回の検討に基づき、中小企業におけるクラウドサービスの安全な
活用を促すための文書として「中小企業のためのクラウドサービス安全利用の手引き」及
び「クラウド事業者による情報開示の参照ガイド」の二つのガイダンス文書を策定した。
これらの具体的な記述についてはガイダンス文書自身を参照されたい。
ここでは、これらの文書について、想定される利用シナリオとして、想定読者およびそ
の活用の方法について解説する。

3.5.1. 想定する利用者および企業（ターゲットオーディエンス）
原則として、中小企業の経営者を主な読者に想定する。記述された内容について個別の
判断が必要な場合に、読者である経営者が IT 担当者に判断を委ねる場合もありうることか
ら、IT 担当者の参考になる視点も含めるものとする。
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対象の中小企業における IT の利活用の度合いについては、前述したように、IT 経営力指
標の定義における第 2 ステージを基本とし、第 1 ステージから第 2 ステージに移行する過
程にある層を意識した。
また、中小企業に接する機会が多い専門家（システムベンダ、運用受託事業者、税理士・
会計士、IT コンサルタント等）においても、中小企業へのクラウド導入を検討する際に有
益なツールとして活用可能なものとなるよう意識する。

3.5.2. 活用の方法
具体的には次のような場面での活用を想定している。


既に IT をある程度活用しているレベルにある中小企業において、クラウドの利用に
よって、より高度な、あるいはより低い負担での IT の活用を目指す際に手がかりと
して参照する。



クラウドサービスに関して十分な知識・理解に達していない中小企業の経営者が、
クラウドサービス導入の可否や安全対策に関する判断を行う際にその検討方法を示
した文書として参照する。クラウドサービスの導入を検討する際に、本書の記載内
容を辿ることで利用を開始する段階まで辿りつける。

また、チェックシートを活用したクラウドの導入によって、IT 経営力指標の第 2 ステー
ジの要件の幾つかが満たされることを期待している。チェック項目における確認・達成項
目を充足すれば第 2 ステージの定義を満たすことを意識し、項目の設定を行った。
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4. 調査データ
本調査事業で実施した聞き取り調査とウェブアンケート調査のデータを紹介する。

4.1.

聞き取り調査

クラウドコンピューティングの利活用を促進する上での普及阻害要因、その阻害要因に
対処する方向性等について、以下にあげる諸氏に聞き取り調査を実施した。
表 11 聞き取り調査対象者（敬称略）
位置付け

氏 名

所属企業等

IaaS /PaaS 提供者

藤井 彰人

グーグル株式会社

福西 佐允

ニフティ株式会社

平野 和順

日本マイクロソフト株式会社

佐藤 元彦

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

岩本 幸男

ウイングアークテクノロジーズ株式会社

木村 譲

有限会社ページワン

本川 祐治

株式会社日立情報システムズ

ユーザ

山口 航平

IT マネージメント・サポート共同組合

有識者

清水 惠子

株式会社コンシスト

SaaS 提供者

聞き取り調査では、以下にあげる観点について、各々の立場からの意見や観察を伺った。
（１）中小企業におけるクラウドサービスの認知状況（導入の意向に関する状況を含む）
（２）中小企業におけるクラウドサービスの利活用実態
（ア）中小企業におけるクラウドサービス導入の典型的な経緯（イメージ）
（イ）クラウドサービス導入における阻害要因
（ウ）クラウドサービス導入においてユーザ企業より提示される要望・要件
（エ）クラウドサービス利活用の対象となる主要な業務カテゴリ
（オ）提示されるクラウドサービスの利用のメリット
（カ）安全面・セキュリティに関するユーザ企業の関心の度合い
（３）中小企業にクラウド活用を普及する上での誯題

4.1.1. 聞き取り調査結果
ここでは聞き取り調査で収集した情報を集約して示す。聞き取り対象者の多くがクラウ
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ド事業者であり、クラウド事業者が感じている現状が中心となっているので、アンケート
調査の結果とは、ニュアンス、認識が異なる可能性がある。
（1） 中小企業におけるクラウドサービスの認知状況
中小企業のクラウドサービスの認知レベルは全体として低いという意見であった。その
要因として、IT 事業者が積極的にクラウドを紹介していないこと、業種により IT 利用意識
が低い場合があること、クラウドの理解が進んでいないこと（ホスティング、アウトソー
シングとの区別ができていない）等があげられている。
クラウド利活用の誯題と提案事項は「（3）中小企業にクラウド活用を普及する上での誯
題」にまとめているが、クラウドサービスの認知状況の認識に対応した意見が多いことか
ら、認知状況改善に関する提案についても合わせて示す。
クラウドサービスの認知状況
顧客の中小企業はクラウドサービスの存在を良くわかっていない。こちらから積極的に説
明していない事情もある。現時点で既存顧客がクラウドサービスに移行した場合、企業の
利益構造を変えていく必要があるが、その準備ができていない。他社においても同じ状況
があり、既存の中小企業顧客にクラウドサービスを推奨していないものと思われる。
業種によって認知度に差がある。IT 系企業はもちろん、流通系も VAN サービスの経験か
ら類推が効く。製造業は、あまり理解していないと思う。
ホスティング、アウトソーシングとクラウドサービスを同じものと考えている引合いもあ
る。クラウドサービスを説明した上で、期待・要望に答えられない場合には、無理に対応
することはしていない。
現在、クラウドは未だバズワード（buzzword、言葉が先行して定義・概念が定まっていな
い用語）の状態ともいえる。顧客、サービスプロバイダが共に、クラウドサービスの合意
に達した時が、クラウドサービスが真価を発揮できる。
クラウドという名前は知っていたとして、中堅企業においても利用イメージまで出来てい
ることは尐ない。
中小企業の経営者はクラウドサービスを見たことが無い、使っていてもクラウドサービス
だとは思っておらず、体験の場を設けることが普及への近道ではないか。
中小企業は売上、利益の関心は高いが、IT サービスを活用することの意識は低いため、活
用方法を示すのではなく、従来の IT サービスよりも安いという説明の仕方にならざるを得
ない。また、IT 投資意欲自体が低くなっているため、なかなか導入に話が進まない。
クラウドサービスを活用し始めているのは中堅企業以上で、小規模企業では活用には至っ
ていない。その理由はクラウドサービス自体を知らないこと、また、クラウドサービス事
業者のマーケティング対象として考えられていない可能性もある。認知が進めば普及も進
むだろう。
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クラウドについては中小企業の人はまず知らない。IT 利用に関する問題意識を高く持って
いる場合は尐ない。
認知状況を改善するための提案
中小企業そのものにプロモーションするのではなく、地域の大手事業者に働きかけること
が重要。取引先がクラウドサービスに移行すれば周辺の中小事業者も同じものを使い始め
る。
中小企業を想定すると、どのようにプロモーションを行うのか難しい、新聞や雑誌等の広
告を考えても、中小企業の経営者が必ず読んでいるという媒体が無い。数多くの媒体に広
告を出すのはコストが掛り過ぎる。
クラウドサービスと打ち出しても反応が鈍いため、ネットにつないで月額料金で使うこと
ができるサービス、アプリケーションという説明が良い。
「クラウド」という認知度の低い
言葉を使う必要はない。
クラウドの定義が漠然としすぎている、Apple 社 iPad、Twitter もクラウドの活用事例と
いえるが、クラウドを謳っているわけではなく、利用者もクラウドを意識していない。こ
れは普及の範疇に入るのか。
中小 IT 事業者の抱えている顧客は IT 知識が高くないことが多く、サポート面で信頼関係
を築いてきた。純粋なクラウドサービスで勝負するのではなく、独自のオンプレミスシス
テムと汎用のクラウドサービスを組み合わせるコストでも機能でも合理性のある提案を考
えていきたい。既存パッケージをひとまとめにして、基盤でデータ連携を提供するサービ
ス構築を考えている。中小企業も長く事業を続けているところは、いろいろなデータを貯
め込んでいる。そのデータの価値に気がついていない、どうして良いのかわからない企業
がほとんどなので、データ連携して活用する方法を提示して、眠っている資産価値に気が
つかせてあげることが重要。

（2） 中小企業におけるクラウドサービスの利活用実態
導入事例としては、電子メール、グループウェア、サーバ利用等があげられている。特
にウェブメールおよび SaaS 形式で提供されるメールサーバにおいて、高度なスパムメー
ル対策が行われていることが高く評価されている。他、SaaS としては、特定業種向けのパ
ッケージ製品を月額利用できるということで導入されるケースがある。PaaS 利用として、
大手クラウド事業者が提供する PaaS 基盤と連携するミドルウェア、また、企業が表計算ソ
フトウェア等で工夫しているシステムを置き換えるアプリケーション等、事例として示さ
れた。
IaaS の利用としては、新規サービスの基盤としてコンシューマ向け IT サービス企業が利
用するケース、新しい技術に関心の高い企業等が積極的に利活用するケース等があるとの
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こと。利活用が進んでいない業務カテゴリとして、バックオフィス系（財務会計、人事給
不、購買管理、顧客管理、生産管理等）、モバイル環境を対象としたサービスが示された。
顧客から提示される要望は、何ができるのか具体的に知りたいということであった。セ
キュリティに関しての細かい状況を聞かれることはなく、プライバシーマーク、ISMS 等の
公的認証を取得していれば納得されるとのこと。しかし、クラウドを勧めるコンサルタン
トの立場として、クラウド事業者のセキュリティに関する情報開示への取り組みが必要だ
という意見があった（
「（3）中小企業にクラウド活用を普及する上での誯題」に記載）
。
クラウドサービス導入の経緯・業務カテゴリ、利活用が進んでいない業務カテゴリ、導
入に際してユーザ企業より提示される要望・要件等について以下に示す。
クラウドサービス導入の典型的な経緯・業務カテゴリ
導入が進んでいる分野はウェブメール。まず、この辺りのサービスを体験してもらうと、
スパムメールフィルタリング、ウイルス検知等、これまで手間のかかっていた処理が低コ
ストで利用できることがわかり、クラウドサービス利用の意欲も出てくるのではないか。
導入の敷居が低いのはウェブメールで、自分でサーバを運用しているとスパムメールの処
理が大変になるが、クラウドサービスは対策がしっかりしているので、使ってみるとクラ
ウドサービスの利便性が理解される。
中小企業の引合い案件では会計、販売管理、ERP 等の運用を含めたサーバ管理の外部委託
が多いが、クラウドサービス利用の要望は殆ど無い。
導入事例としては、これまで高くて手がでなかったパッケージ製品が SaaS として提供さ
れ、初期コストが安くなったもの。業種によっては大手企業に広く使われているパッケー
ジソフトウェアを中小企業がなかなか導入できていないケースがある。
クラウドサービスという意識があるのかどうかわからないが、Twitter、Facebook といっ
たソーシャルメディアを使ってみたいという案件が増えている。
新しい技術を好む中堅、中小企業がクラウドのグループウェアを使い始めている。
e ラーニング関連会社は古くから SaaS にして顧客に安く提供できている。
小規模企業では、サーバアプリケーションを使って情報共有、一元化したいという要望が
あっても、技術力武息、人材丌足から、デスクトップアプリケーションで工夫している場
合が多い。大手事業者の PaaS 基盤、開発環境を活用した、数日で組み立てられるアプリケ
ーションでも非常に喜ばれる。ただし、尐人数利用で無料の場合。
導入事例としては大手の PaaS サービスと連携するミドルウェアが中心。
コンシューマ向け IT サービスを提供する小規模企業の IaaS 利用。
IaaS 導入事例としては、サービス規模が明確でなく、短期で終了する可能性のあるベンチ
ャー系サービス、オンラインゲームのイニシャルスタート用が多くなっている。
自社のローカルサーバ上で運営していたメールサーバ・グループウェアサーバを SaaS 型に
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移行する動きが浸透してきている。
大学においてウェブメール、仮想環境（IaaS）の利用が目立っている。
モバイルデバイス向けのサービス（スマートフォン向けアプリケーション等）では、基盤
としてクラウドストレージを使うことが多い。
クラウド利活用が進んでいない業務カテゴリ
会計アプリケーション、CRM 等の SaaS は中堅企業以上がユーザで中小企業にはほとんど
入っていない。
バックオフィス系、基幹系アプリケーションの普及率は非常に低い。
小規模企業ではスマートデバイスを導入していないので、モバイル環境を対象としたクラ
ウドサービス利活用のハードルが高い。
クラウドサービス導入においてユーザ企業より提示される要望・要件
（導入検討時において）セキュリティに関する関心は高いが、ISMS を取得していれば、細
かいセキュリティ対策の状況を尋ねてくることはない。プライバシーマークを合わせて取
得していれば、なんとなく安心してしまうようだ。
要望としてはサービスカタログがほしい、何が出来るのか知りたいという問い合わせが多
い。料金に関する問い合わせは尐なく、検討という行動を起こすユーザは、具体的な利用
イメージを持っているようだ。
中小企業顧客はアプリケーション、サービスについてカスタマイズの要求は尐ない。提供
されるものをそのまま使うことがほとんどで、アプリケーション、サービスのバリエーシ
ョンを調べていないのかもしれない。
クラウド利用が目的の顧客はいない、クラウドということではなく、何ができるのかの問
題。中小企業であっても、データの整理、分析を効率的に実施できることは魅力ではない
か。

（3） 中小企業にクラウド活用を普及する上での誯題
クラウド活用普及に関する誯題として、コスト、セキュリティ、クラウドの方向性、日
本固有の誯題等が示された。
コストに関する誯題として、金額自体の問題、料金体系の問題が示された。クラウドサ
ービスは使った分だけ支払う従量誯金が特徴とされているが、従業員あたり、月にどの程
度支払うことができるかについて、下は 500 円、上は 3,000 円という意見があった。サー
ビスの種別を特定しての意見ではなく、中小企業のコスト感覚として受け入れられる金額
という意味である。料金体系については、最大利用人数掛ける月額料金の形態は、全社で
の導入ケースの場合には受け入れがたく、利用者全員に個別アカウントを発行するが、同
時利用、同時接続人数を対象とした料金体系等、中小企業の利用実態に即したライセンス
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形態が望ましいという意見があった。
セキュリティに関する誯題として、クラウドサービスのセキュリティレベルに丌安を感
じている企業が多いとしている意見が多かった。しかし、中小企業の多くは自社のセキュ
リティの状態を把握しておらず、セキュリティ対策に悩むぐらいなら、クラウド上にデー
タを移行したほうが結果として安全であるという意見があった。
クラウドの方向性に関する誯題として、既存の IT サービスをクラウド上に載せたという
ものだけでなく、新しい使い方を示していくこと（データマイニング等）が必要との意見
があった。
日本固有の誯題として、中小企業では外部事業者との日常の付き合いを重視するためイ
ンターネット上でのサポートしか持たないサービス形態はなじまないという意見、業種に
よっては長年にわたって独自アプリケーションを使い続けることがありクラウドの特徴が
生かされない場合があるという意見、ブランド志向のためベンチャー企業が成功しにくい
という意見があった。
それぞれの誯題について示す。
コストに関する誯題と提言
誯題は利用料金が最も大きい。一人当たり、月額でいくら払えるかというと、3,000 円が限
度ではないか（他、1,000 円、500 円という意見があった）
。サービスプロバイダも小規模
企業をクラウド利用者と考えていないのではないか。普及が進まない原因は利用者だけで
なく、提供者、クラウドサービスプロバイダの方針にあるように思う。
中小企業が会計士に払う年間委託料が 30 万円くらい、会計機能のクラウドサービスが年間
で 5 万円くらいに下がれば使うのではないか。しかし、会計事務が面倒と考えて委託して
いるところもあるので、値段の問題では無いケースもある。
国内サービスプロバイダの方向性としては、アジア向けのクラウドサービスを考えてはど
うか。月額 1,000 円で提供できれば、十分な競争力といえる。
中小企業におけるクラウド利用のメリットは大きなものではない。大企業では数億円単位
で経費削減できることがあり、メリットと受け取られるが、中小企業では数十万円程度の
経費削減効果に過ぎない。
企業規模が大きいほどクラウドのメリットが大きく、小規模企業では、アプリケーション
変更に伴う職員のトレーニング、業務変更を考えると、クラウドサービスの初期導入コス
トメリットだけでは割に合わない。
企業によって望まれる料金形態が異なる。顧客間で丌公平感を出さないよう多様化してい
かなければならない（あえて多様化しないという意見もあった）
。
ある程度の人数までは無償、一定期間は無償、機能制限版は無償という設定をしている場

51

合、顧客が気に入って本格的に利用しようという時に、利用人数で単純に掛け算になって
しまうと高すぎて使ってもらえない。最大利用人数ではなく同時利用人数を対象としたラ
イセンス形態が望ましい。
中小企業から見ると、固定資産ではなく、利用料金が経費として計上できる点はメリット
になる。また、月額払いであれば、尐し試してみようかという気分にはなるだろう。
セキュリティに関する誯題
クラウドサービス、SaaS 利用について、2009 年以降、普及が進まない印象がある。理由
の一つはセキュリティ、特に大企業における抵抗感が要因と考えている。
セキュリティ対策については、中小企業が自社で行う対策よりも高度であり、レベルが高
いのだが、顧客の経営層が持っている心情的な懸念を打開することができず、見送りとな
った事例もある。
セキュリティが問題となり導入が見送られた案件がある。財務データを外部に出せないと
いうのが、その理由だが、クラウドサービスのリスクを詳しく評価した結果ということで
はなく、セキュリティポリシー上、機密性の高い情報を外部に預けてはいけないことにな
っており、ポリシーの見直しコストと勘案してのこと。経営層の強い導入意向がないと、
なかなかクラウドサービスの基幹系への導入にはならない。
可用性という観点からは、中小企業が自社で頑張るよりもクラウド上に載せてしまったほ
うが安全である。多くの企業が、機密性が丌安と考えているようだが、慣れの問題で、い
ずれはクラウドに移行すると思われる。
数年前は、電子メール、インターネットについて盗聴が怖いという風潮があったが、今で
は誮も気にしていない。クラウドサービスも普及が進んでくれば、誮もリスクを気にしな
くなるだろう。
クラウドサービスを利用したいという顧客にクラウドサービスの概要を説明すると、個人
情報の扱い、既存データベースとクラウドサービスの連携等で、セキュリティ上の問題が
発生する。アプリケーション、データベースを設置する IaaS・PaaS 事業者を選定する上
で、対応や制限が各社でばらばらなため、顧客の要望に応えられるかどうか、引合い時点
で明確な答えを出すことができない状況である。
セキュリティを気にする企業でも、自社のセキュリティ状況を把握できていないこと多い
ため、クラウドサービス検討時にセキュリティをテーマにしても、あまり意味が無いので
はないか。多くの場合、悩むよりもクラウドに移行した方が、結果として安全になると思
う。
大企業が求めるセキュリティレベルは中小企業には過剰といえる。多くの場合、クラウド
サービスプロバイダは大企業に合わせて行くと思われるが、中小企業にとって良いことと
は言えないだろう。
クラウド導入に前向きではない企業ほどセキュリティに関する関心の度合いが高い。
クラウドサービス導入に際して、セキュリティの障壁は高いものではないが、情報開示は
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必要だろう。
中小企業の IT 利活用支援サービスを行う事業者としても SaaS サービスプロバイダのセキ
ュリティレベルはよくわからない。情報開示、外部評価等の取り組みを進めてもらいたい。
情報ダッシュボードを提供しているが、利用するのは大企業だけで、中小企業は電話サポ
ートが主体。一般的なセキュリティニュースを顧客むけに提供しており、まず、意識を高
く持ってもらう方針としている。
クラウドの方向性に関する提言
現状でも十分提供できているサービスをクラウド上に展開するメリットは無い、新しいサ
ービス、クラウドでなければ提供できないサービスを打ち出していかなければ、クラウド
サービスが普及することはない。
基盤を提供し、その上でサービスベンダのアライアンスを期待する。クラウドサービスと
いうと低価格のイメージを強くもたれているが、そればかりだと情報処理サービス市場規
模が全体として縮小してしまう。より高度なサービスを提供し、IT 利活用意識の高い顧客
に提供することで市場全体の活性化につなぐことが重要。
クラウドサービスの利用はスマートデバイスが中心と考えても良い。スマートデバイス同
士をつなぐ基盤がクラウドではないか。
データの分析、マイニングのようなものが重要と若い経営者は気付く。クラウドを使って
いると新しいデータを抽出できる、顧客の購買傾向をリアルタイムで読み取れる、という
ところに至るはず。分析に使うという発想は普通にクラウドを使っているだけだとなかな
か出てこない。
日本固有の誯題
日本における中小企業向けの IT サービスとは、企業に出入りしている外部事業者がよろず
相談に乗っている例が多く、クラウドサービスのように、インターネット上で販売、サポ
ートという形態では、顧客が納得しないのではないか。
財務会計で考えると、多くの中小企業は市販パッケージを使っている。このパッケージは
自社の経理部門が使うだけでなく、業務委託している税理士、会計士が企業訪問時に使う
ことが多い。ここをクラウドサービスに移行するためには、彼らの合意が必要で、なかな
か首を縦にふる税理士、会計士はいないだろう。米国では税の申告は個人が行うものであ
り、企業においても同様だが、日本では専門家に任せる文化であり、その違いを認識する
必要がある。
サーバのリプレース、メンテナンスで利益を上げているサービス事業者もいる。このよう
な事業者がクラウドサービスを提案することはない。情報処理事業者側の体質、利益構造
がクラウドサービスの普及を阻害している面がある。
製造業では、
開発した独自アプリケーションを 10 年かけてゆっくりと償却する場合がある。
クラウドサービスは新機能追加が一つの売りとなっているが、業務に変化が見られない業
種においてはメリットにはならない。アプリケーションのライフサイクルがクラウドサー
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ビスと合致しないアプリケーション、業種もある。
中小企業では光回線接続に切り替えていない事業所も多く、クラウドサービスを利用する
上で、帯域が狭いことが問題となる事例がある。インターネット環境がクラウド利用向け
でないという誯題もあるだろう。
日本人のメンタリティとして、名の知れた大手事業者であれば安心するという側面がある。
逆に、名の知られていないベンチャー企業がクラウドサービスでの成功が難しいというこ
とも考えられる。
その他の誯題
使い勝手の問題として、オンプレミスのアプリと同等のインタフェースを提供できるか、
Flash, Silverlight といったリッチインターネットアプリケーション環境が必要で、HTML
だけでは限界がある。
中小企業ユーザは、ワードプロセッサ、表計算等のオフィスアプリケーションがウェブブ
ラウザ上で動いているということで混乱してしまう程度の IT リテラシーレベル。経営者が
クラウド技術を理解できるのかは疑問。

4.2.

企業等ウェブアンケート調査結果

ウェブアンケートは外部ウェブアンケート事業者の保有モニタを活用した形態で実施し
た。アンケートの通知を 10,000 モニタに送付し、スクリーニングの問 3（SC3）に対し、
「IT システム管理、IT システム調達等」の承認、管理に関わっていると回答したモニタに
対して本調査の 38 問をたずねた。
表 12 企業等ウェブアンケート実施仕様
仕様項目

概要

質問数

スクリーニング（SC）3 問
本調査 38 問

回収条件

条件に適合する 10,000 人に調査を通知。回答が 300 件に達した時点
でアンケートを終了

調査通知対象

全国 20 歳から 69 歳までの男女で、
（登録時）従業員規模 300 人以下
の企業等に所属、社内 IT システム、ネットワーク・インフラ、サーバ、
情報セキュリティの選定、最終決裁をする立場にいる。

実施期間

2010 年 10 月 25 日（月） ~ 2010 年 11 月 5 日（金）

設問については、社会基盤研究会報告書の「クラウドアンケート調査結果報告」と比較
するため、同報告の元となった 2009 年に情報処理推進機構が実施した「IPA クラウドアン
ケート調査」のアンケート項目の一部を取り込んでいる。
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4.2.1. アンケート調査結果のポイント
ここでは、クラウドの認知度、クラウドの利用実態等、アンケート調査結果から判明し
た事項のうち、中小企業におけるクラウド普及上重要と考えられる、次の 7 つの事項を取
り上げてポイントを記す。
（１）クラウドの認知度
（２）クラウドの利用実態：利用及び検討状況
（３）クラウドの利用実態：利用分野の偏り
（４）クラウド導入における障害：
（５）クラウド導入における関心事項：コスト低減効果
（６）クラウド利用の利点：IT 管理の委託
（７）クラウド利用の利点：セキュリティ管理の委託

（1） クラウドの認知度
中小企業等における「クラウド（コンピューティング及びサービス）
」の認知度は 3/4 近
くであり、
2/3 近くがパブリッククラウド、
プライベートクラウドまで識別、1/2 近くが SaaS
まで識別、PaaS、IaaS まで識別できている企業は全体の 1/4 程度である。
本アンケート Q1 にて「クラウドコンピューティング」及び「クラウドサービス」という
言葉の認知をたずねた。
回答者総数 300 に対し、
「聞いたことがある」の回答者は 218
（72.7%）
であった。この値がクラウドという言葉についての認知度である。
さらに、本アンケートの Q2 で、パブリッククラウド、プライベートクラウド、SaaS、
PaaS、IaaS という言葉の認知レベルを「良く知っている」
「聞いたことがある」
「知らない」
の三段階でたずねた。
「良く知っている」に「聞いたことがある」を加えて「識別している」
とし、回答者総数 300 に対する比率を算出した（表 13）
。パブリッククラウド、プライベ
ートクラウドを識別していた回答者は 62.7%と 2/3 近く、SaaS を識別できていた回答者は
45.7%と 1/2 近く、PaaS/IaaS まで識別できていた回答者は 26.0%と全体の 1/4 程度であっ
た。
表 13 クラウドの認知度（N=300）
項目

回答者数
218

「クラウド」の言葉を認識している
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比率
72.7%

パブリック・プライベートクラウドを識別している

188

62.7%

SaaS を識別している

137

45.7%

78

26.0%

SaaS/PaaS/IaaS を識別している

SaaS はクラウドの概念が知られる以前より提供されているサービスであり、言葉として
ある程度浸透しているが、PaaS と IaaS はクラウド特有の言葉であり、アプリケーション、
コンピュータについて技術的理解も必要であることから、中小企業まで情報として伝わっ
ていない、理解されていないものと考えられる。
（2） クラウドの利用実態：利用及び検討状況
クラウドを認知している回答者の 15.1％がクラウドを利用しており、約半数（50.5%）
が導入・利用の検討を行った、または行っている状況である。また、14.7％が、クラウド
の導入検討を行ったものの導入を見送っている。
本アンケート Q5 にてクラウドの利用状況をたずねた。クラウドを認知している回答者
（N=218）において、49.5％は導入・利用の検討を行っていない。50.5％は検討済みである
が、14.7%は検討の結果、導入を見送っており、検討中は 20.6%、利用中は試験利用を含め
ても 15.1%という結果となった。
1.8%

9.6%

3.7%

多くの事業、業務で利用している
一部の事業、業務で利用している
一部の事業、業務で試験利用している

49.5%

20.6%

導入・利用を検討している
導入・利用に向けた検討は行ったが、当
面は導入しないことになった
導入・利用に向けた検討を行っていない

14.7%

図 16 クラウド利用状況（N=218）
経済産業省が実施している「情報処理実態調査」の平成 21 年度報告書11に記載された
「SaaS の利用状況」によれば、平成 20 年度において、SaaS 関連費用（SaaS 利用料金、
11

http://www.meti.go.jp/press/20100812007/20100812007-3.pdf
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カスタマイズ費用、コンサルティング費用、あるいはサポート費用など外部への支払い）
が発生したという回答者の比率は 8.4%となっている。
本アンケート調査では、試験利用を含めた利用中の回答者（N=33）のうち、無料アプリ
ケーションだけを利用しているという回答者が 11 名いたため、情報処理実態調査と同等の
条件、有料 SaaS アプリケーションを利用している回答者は、クラウドを知っている回答者
中では 10.0%、クラウドを知らない回答を含めた全回答者中では 7.3%となる。
（3） クラウドの利用実態：利用分野の偏り
電子メール、デスクトップアプリケーション、グループウェア、セキュリティサービス、
データストレージの利用が多く、営業支援、顧客管理、財務・会計、人事管理等、バック
オフィス系アプリケーションの利用が低調。
本アンケート Q8～Q11 にて業務アプリケーション、セキュリティアプリケーション、情
報発信、計算機環境の 4 分野のアプリケーションについて、利用あるいは計画の状況をた
ずねた。利用中の回答者（N=33）についての集計（図 17）を見ると、個人利用において
も広く用いられている、電子メール、グループウェア、デスクトップアプリケーションの
利用が浸透しており、次いでデータストレージ、セキュリティサービスが続いている。一
方、営業支援、顧客管理、財務・会計、人事管理等のバックオフィス系アプリケーション
の利用は低調であった。
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

グループウェア（スケジューラ、電子会議室、伝言メモ）

39.4%

デスクトップアプリケーション（ワープロ、表計算）

39.4%

電子メールアプリケーション
営業支援、顧客管理

33.3%

51.5%

30.3%

人事管理

12.1% 9.1% 9.1%6.1%
9.1% 15.2% 9.1%
3.0%

在庫管理

15.2% 9.1%6.1%
6.1%

製造支援

6.1%
0.0%

15.2% 12.1% 12.1%
3.0%

財務・経理

受発注システム

9.1%
3.0%

12.1% 12.1%
3.0%

15.2%3.0%
6.1%12.1%
9.1%
3.0%
6.1%
3.0%

イーラーニング（e-learning） 9.1% 15.2% 12.1%6.1%
内部統制・ガバナンス 9.1%
0.0%
6.1%
6.1%

無料利用

プロジェクトマネジメント 9.1%
3.0%
9.1%
3.0%

有料利用

経営（意思決定）

9.1%
0.0%
6.1%
6.1%

アンチウイルス

33.3%

無料計画
9.1%
3.0%

電子メールフィルタ、スパム対策 12.1% 12.1%
3.0%
セキュアファイル転送

30.3%

有料計画

33.3%

6.1%
0.0% 24.2%

対外的企業ウェブサイト 9.1% 9.1%6.1%

社内向けポータルサイト

30.3%

39.4%

15.2% 9.1%
3.0%

30.3%

社内外ブログ（マイクロブログ含む） 9.1%6.1%
6.1% 18.2%
電子データ交換（EDI）
アプリケーション開発・研究環境

15.2%
0.0%
6.1%
6.1%
9.1%
3.0%
3.0%
3.0%

ウェブアプリケーション作成・稼動環境 9.1% 15.2%3.0%
3.0%
仮想サーバ環境
データストレージ（サイズの大きなマルチメディアデータ等）
データストレージ（重要なファイルのバックアップ）

9.1% 15.2% 6.1%
6.1%
39.4%
27.3%

12.1%
3.0%
3.0%
15.2% 6.1%9.1%

図 17 利用している、利用を計画しているサービス（N=33）

（4） クラウド導入における障害：クラウドに情報を預けることのリスク・脅威
クラウド導入を見送った企業においてはセキュリティポリシーとクラウドサービスの整
合性をとることの難しさが深刻な誯題となっている。クラウド利用のリスク・脅威につい
て、従来のアウトソーシング以上に大きいと考えている、あるいは判断がつかない状況と
考えられる。
本アンケート Q25 にてクラウド利用上の各種誯題を挙げ、その深刻度について高中低の
三段階での評価をたずねた。セキュリティに関連する項目について、
「深刻度高」を 10、
「深
刻度中」を 5、
「深刻度低」を 0 とした重み付けを行い、
「クラウドを利用している」回答者
と「クラウド導入・利用に向けた検討を行ったが、当面は導入しないことになった」回答
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者（非導入者）について、クラウド利用者を 1.0 とした相対的な比率を算出した（表 14）
。
表 14 セキュリティに関する誯題の深刻度、利用者、非導入者の比較
セキュリティに関する誯題

クラウド利用者

6.自社のセキュリティポリシーと「クラウドサービス」
の整合をとることが難しい
9.信頼性・安全性が丌十分である（ソフトウェアのバグ、
停止、データ保護等）
10. 預託したデータが海外のデータセンターに配置され
る可能性がある
13.データ通信に用いるインターネット自体の信頼性・安
全性が丌十分

非導入者

1.0

1.6

1.0

1.1

1.0

1.3

1.0

1.5

「9.信頼性・安全性が丌十分である」についてはクラウド利用者、クラウド非導入者は同
等の深刻度であるが、他の誯題についてはクラウド利用者よりもクラウド非導入者の方が、
各誯題を深刻と考えている。特に「6.自社のセキュリティポリシーと『クラウドサービス』
の整合をとることが難しい」について深刻度の開きが大きい。
企業のセキュリティポリシーでは外部に情報を預けることに制限を設けていることがあ
る。クラウドサービスの特徴はデータもアプリケーションもクラウド上に置かれることに
あるので、クラウド利用に際しては、外部に情報を預ける際の制限が適用される。
外部に情報を預けることのリスク意識について、
「クラウド時代における情報セキュリテ
ィ調査報告書」では、クラウドと従来のアウトソーシング（ホスティング）のどちらの情
報セキュリティ上の脅威が大きいと感じているのか比較する質問を行っている。
「クラウド
の脅威が大きい（27%）
」
、
「従来のアウトソーシングの脅威が大きい（13%）
」、
「どちらも同
じ（60%）」となり、1/4 の回答者は、クラウドは従来のアウトソーシング以上に情報セキ
ュリティ上の脅威が大きいと考えている。
本アンケート調査におけるクラウド非導入者においても、クラウドの脅威はアウトソー
シング以上に脅威が大きいと考えている、あるいは判断がついていないことが「6. 自社の
セキュリティポリシーと『クラウドサービス』の整合をとることが難しい」について、ク
ラウド利用者との深刻度の開きが大きかった要因と考えられる。
（5） クラウド導入における関心事項：コスト低減効果
中小企業において IT システムコストの低減は重要な誯題であり、クラウド利用の動機、
目的として、コスト低減効果に寄せられる関心、期待は大きなものがある。実際のクラウ
59

ド利用者において、コスト低減効果に対する期待は大きく、満足度も比較的高いものであ
ることが確認できた。
本アンケート Q20 にてクラウド導入時に最も重視した目的・メリットをたずねた。IT シ
ステムコストの低減が半数を超え、中小企業におけるクラウド利用に関して、IT システム
コストの低減が大きな関心事であることがわかった（図 18）
。また、Q22 にてコストメリ
ットがあったかどうかをたずねたところ、「十分にメリットがあった」とする回答が 2/3 と
なり、クラウド導入・運用コストのメリットが高く評価されていることがわかった（図 19）
。

0.0%
3.0%

（初期導入、運用等）ITシステムコ
ストの低減

6.1%

新しいサービス、アプリケーション
の迅速な導入・試験が可能

33.3%

57.6%

最新IT技術、知識を持たなくても良
い
セキュリティの心配をしなくても良
い
その他（＿）

図 18 最も重要視した導入目的・メリット（N=33）

0.0%

9.1%

十分にメリットがあった
期待していたほどメリットは無かっ
た

24.2%

66.7%

従来とあまり変わらずメリットは無
かった
結果的にコスト増となってしまった

図 19 従来の情報処理サービスと比較してのコストメリットの有無（N=33）
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（6） クラウド利用の利点：IT 管理の委託
クラウド利用に伴い、自社内での IT 運用管理上の困難をクラウド提供事業者に任せられ
ることは大きな利点と捉えられており、満足度も高い。
本アンケート Q14 にて、クラウド利用中の回答者（N=33）に対して、コスト面における
導入目的・メリットの重要度をたずねた。結果を見ると、「アプリケーション及びシステム
の運用コストが小さい」ことが重要視されている（図 20）。また、Q15 にて、同じ項目の
満足をたずねたところ、満足度低という回答は 3.0%に過ぎず、過半数（57.6%）が「満足
度高」と回答している（図 21）クラウド利用企業においては、利用者側での運用負荷がほ
とんど発生しないというクラウドの特性が理解され、満足度も高い。

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1.アプリケーション及びシステムの導入期間が短縮できる

67%

2.アプリケーション及びシステムの導入費用（設備費用）が
小さい

18%

15%

76%

21%

3%

重要度高
重要度中

3.アプリケーション及びシステムの導入費用（開発費用）が
小さい

64%

4.アプリケーション及びシステムの運用コストが小さい

30%

70%

5.社内の情報システム運用人員を削減できる

45%

6%

30%

30%

重要度低

0%

24%

図 20 導入目的・メリットの導入検討時に重要視した度合い（N=33）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1.アプリケーション及びシステムの導入期間が短縮できる

54.5%

2.アプリケーション及びシステムの導入費用（設備費用）が
小さい
3.アプリケーション及びシステムの導入費用（開発費用）が
小さい

33.3%

69.7%

12.1%

30.3%

0.0%
満足度高
満足度中

39.4%

4.アプリケーション及びシステムの運用コストが小さい

57.6%

5.社内の情報システム運用人員を削減できる

48.5%

54.5%

39.4%

36.4%

6.1%

満足度低

3.0%

15.2%

図 21 導入目的・メリットに関する現時点での満足度（N=33）
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（7） クラウド利用の利点：セキュリティ管理の委託
コンピュータウイルスへの感染、丌正アクセス、サービス丌能攻撃といったインターネ
ット上の脅威への対策は、中小企業にとって技術的に難しくコストが高いことから十分に
実施することが難しい。これらのセキュリティ管理をクラウド事業者側で実施できるクラ
ウドサービスの特性が評価されている。
電子メールサーバ、電子メールクライアント、対外的情報発信用ウェブサイト等、イン
ターネット上の脅威にさらされるアプリケーション、サービスのセキュリティレベルを高
く維持するためには、脆弱性に対するセキュリティパッチの迅速な適用、丌正アクセスの
監視、アンチウイルスソフトウェアの配備、ウイルスパターンファイルのアップデートと
いった数々の対処が必要であり、専用の人員配置が難しい中小企業では、十分な実施が困
難であると思われる。
図 22 に示すように、利用中の回答者の多くが、セキュリティ対策面でのメリットを重視
している。コストの高い、アプリケーション及びシステムを最新に保つこと、セキュリテ
ィ管理をクラウド事業者に任せられるクラウドサービスの特性が高く評価されているもの
と考えられる。また、利用中のクラウドサービスとして、アンチウイルス、電子メールフ
ィルタ、セキュアファイル転送が比較的大きく、セキュリティ機能を提供するクラウドサ
ービスには有望性があるものと思われる。
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

1.導入時・運用時に専門知識が不必要であること

42.4%

2.サービス利用の停止・解除を迅速に実施できる

42.4%

42.4%

48.5%

15.2%

9.1%

重要度高
重要度中
重要度低

3.（利用者から要求しなくても）アプリケーション及び
システムが最新に保たれる（機能拡張、セキュリ
ティパッチ含む）

51.5%

4.セキュリティパッチ適用、不正アクセス監視等セ
キュリティに関する運用を事業者に任せられる

51.5%

42.4%

45.5%

6.1%

3.0%

図 22 導入目的・メリットの導入検討時に重要視した度合い（N=33）
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4.2.2. アンケート設問毎の回答集計結果
ここでは、アンケート調査の設問順に、回答の集計結果のデータを示す。
（1） スクリーニング用設問
 SC1 組織における所属
この設問は全回答者（N=300）について集計を行った。
SC1.組織における所属に最も近いものを次の中から選んでください。※複数の所属を持つ
場合には主な所属を選んでください。
組織における回答者の所属については、過半数が経営層、次いで、情報システム部門、
経営企画部門、営業部門と続いている（図 23）
。

経営層
6.0%
10.0%
2.0%
6.0%
1.0%
8.3%

情報システム部門

営業部門
広報・宣伝部門
50.3%

経営企画部門
製品企画部門

16.3%

研究・開発部門
その他（＿）

図 23 組織における所属（N=300）

 SC2 組織における役職
この設問は全回答者（N=300）について集計を行った。
SC2.組織における役職に最も近いものを次の中から選んでください。
SC1 にて過半数が経営層と回答したように、ここでも過半数が役員クラスとの回答、次
いで誯長クラス、一般社員と続いている（図 24）
。
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3.7%

役員クラス

14.3%

部長クラス
課長クラス

7.0%

52.7%

係長クラス

13.7%

一般社員
その他（＿）

8.7%

図 24 組織における役職（N=300）

 SC3 組織における IT システム管理・調達に関する役割
この設問は全回答者（N=300）について集計を行った。
SC3.組織における IT システム管理、IT システム調達に関する、あなたの役割に最も近い
ものを選んでください。
IT システム管理・調達を承認する立場にある回答者が 52.0%、全社の IT システム管理を
担当する立場にある回答者が 25.7%、部門の IT システム管理を担当する立場にある回答者
が 10.7%となった（図 25）
。

ITシステム管理・調達を
承認する

7.3%
4.3%

全社のITシステム管理を
担当している

0.0%

10.7%

部門のITシステム管理を
担当している
52.0%

25.7%

ITシステム調達を担当し
ている
ITシステム企画を担当し
ている
ITシステム管理・調達に
は関わっていない

図 25 組織における IT システム管理・調達に関する役割（N=300）
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（2） クラウドコンピューティングの認知状況、利用状況
「クラウド」の認知状況、技術的理解状況、回答者所属企業における利用状況について
たずねた。
 Q1 「クラウド」の言葉としての認知度
この設問は全回答者（N=300）について集計を行った。
Q1.「クラウドコンピューティング」及び「クラウドサービス」という言葉について、ご存
知でしたか。
（単数選択）
1. 聞いたことがある
2. 聞いたことがない
約 3/4（72.7%）にあたる 218 人の回答者が「クラウドコンピューティング」及び「クラ
ウドサービス」という言葉を聞いたことがあり、約 1/4（27.3%）にあたる 82 人の回答者
が聞いたことがなかった（図 26）
。

27.3%
聞いたことがある
聞いたことがない

72.7%

図 26 「クラウド」の言葉としての認知度（N=300）

 Q2 「クラウド」の概念・技術の認知状況
この設問はクラウドを聞いたことがある回答者（N=218）について集計を行った。
Q2.以下に示す「クラウドコンピューティング」の概念、技術について、あなたの認知状況
を選んでください。
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1.パブリッククラウド
2.プライベートクラウド
3.SaaS
4.PaaS
5.IaaS
パブリック/プライベートクラウドについては「知っていた・よく知っている」という回
答者が 80%を越えており中小企業において認知が進んでいる状況といえる。
SaaS については「知っていた・よく知っている」という回答者が 60％程度、PaaS/IaaS
については「知っていた・よく知っている」という回答者が 40％程度となり、「知らない」
という回答者が多い状況である（図 27）
。

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1.パブリッククラウド

23.9%

61.9%

14.2%

2.プライベートクラウド

24.3%

61.9%

13.8%

3.SaaS

20.6%

4.PaaS

12.4%

5.IaaS

11.5%

良く知っている

42.2%
27.1%

24.3%
聞いたことがある

37.2%
60.6%

64.2%
知らない

図 27 「クラウド」の概念・技術の認知状況（N=218）

 Q3 分散データ管理手法の認知状況
この設問はクラウドを聞いたことがある回答者（N=218）について集計を行った。
Q3.「クラウドサービス」システムで分散データ管理手法を用いていることをご存知ですか。
国際的に事業展開する「クラウドサービス」事業者の多くは、事業継続や応答速度の確保
を目的として、複数の国にサーバ設備を配置するデータセンターを設けています。
クラウドサービスの技術面の理解として、分散データ管理手法（データセンターを複数
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国にまたがって設置）についての認知状況をたずねたところ 75.2%が「知っている」と回
答した（図 28）
。

24.8%

知っている
知らない
75.2%

図 28 分散データ管理手法の認知状況（N=218）
Q2 における PaaS/IaaS の認知状況よりも高い認知状況となったが、この設問では分散
データ管理手法の説明を行っているため、理解したという意味で知っていると回答してい
るのではないかと考えられる。
 Q4 インフラを持たない事業者の認知状況
この設問はクラウドを聞いたことがある回答者（N=218）について集計を行った。
Q4.「クラウドサービス」事業者の中には、データセンター及びサーバ機器を保有する「ク
ラウドサービス」事業者から、IaaS として情報処理リソースを調達し、その基盤の上に展
開したアプリケーションを SaaS として、あるいはライブラリを PaaS として提供する事業
だけを行う、顧客に提供するインフラ（データセンター、サーバ機器等）を保有しない「ク
ラウドサービス」事業者も多く存在します。このような顧客向けのインフラを持たない「ク
ラウドサービス」事業者の存在をご存知ですか。
この設問もクラウドの技術面の理解状況を知るために、インフラを持たずにサービスを
提供している SaaS/PaaS/事業者の存在の認知状況をたずねた。結果としてちょうど半分の
回答者、50.0%が「知っている」と回答した（図 29）。
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知っている
50.0%

50.0%

知らない

図 29 インフラを持たない事業者の認知状況（N=218）
Q3 同様、Q2 における PaaS/IaaS の認知状況よりも高い認知状況を示している。Q2 に
おいて PaaS/IaaS という言葉を説明無しに提示したため「知らない」と答えたが、ここで
は、ある程度言葉の意味を説明したことから、理解した、それならば知っている、という
意味で知っていると回答したのではないかと考えられる。
 Q5 クラウドサービスの利用状況
この設問はクラウドを聞いたことがある回答者（N=218）について集計を行った。
Q5.貴社における「クラウドサービス」の利用状況について、最も良くあてはまる項目を一
つだけ選んでください。
回答者所属企業におけるクラウドサービスの利用状況について、試験利用を含めた「利
用している」の回答が 15.1%、
「導入検討している」の回答が 20.6%、「検討の結果として
利用していない」の回答が 14.7%、そして約半分にあたる 49.5%が「検討を行っていない」
状況であった（図 30）
。
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1.8%

多くの事業、業務で利用している

3.7%

9.6%

一部の事業、業務で利用している
一部の事業、業務で試験利用して
いる

49.5%

20.6%

導入・利用を検討している
導入・利用に向けた検討は行った
が、当面は導入しないことになった

14.7%

導入・利用に向けた検討を行って
いない

図 30 クラウドサービスの利用状況（N=218）
「クラウドを聞いたことがない」回答者を含めた全回答者に対して「利用している」回
答の割合は 11.0%となる。
 Q6 IT 戦略保有状況とクラウド利用の関係
この設問はクラウドを聞いたことがある回答者（N=218）について集計を行った。
Q6.貴社の経営戦略における IT 戦略の一環として「クラウドサービス」の利用及び導入検
討を行いましたか。
IT 戦略の保有状況を見るとクラウドサービス利用・検討状況との関係を見る。IT 戦略を
保有しているという回答を合わせて 47.3%、IT 戦略を保有していないという回答を合わせ
て 39.4%、IT 戦略の保有状況がわからないという回答が 13.3%であった（図 31）
。
IT戦略の一環として利用を行っ
ている
IT戦略に「クラウドサービス」を位
置づけているが、「クラウドサー
ビス」の利用はまだ行っていない

13.3% 6.9%
23.4%

17.0%

IT戦略を持っていないが、「クラ
ウドサービス」の利用を行ってい
る
IT戦略を持っていないし、「クラウ
ドサービス」の利用も行っていな
い

9.6%

IT戦略上の判断として、「クラウド
サービス」の利用を行わないこと
としている

29.8%

わからない

図 31

IT 戦略保有状況とクラウド利用の関係（N=218）
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IT 戦略を保有している回答者を分母（100%）とすると、
「利用している」が 14.6%、
「利
用しないことにしている」が 35.9%、「まだ利用していない」が 49.5%となる。「IT 戦略上
の判断として『クラウドサービス』の利用を行わないことにしている」回答者の比率が、
「IT
戦略の一環として利用を行っている」回答者の 2.5 倍にもなり、 IT 戦略保有企業のクラウ
ド利用に慎重な姿勢を見て取ることができる。
 Q7 クラウドサービス利用及び導入検討のきっかけ
この設問はクラウドを利用している回答者（N=33）について集計を行った。
Q7.「クラウドサービス」の利用及び導入検討を行ったきっかけとして最も近いものをお選
びください。
「経営層の指示」が最も多く 29.8％、次いで「外部の事業者からの提案」22.0%、「情報
システム企画部署の提案」16.1%となった（図 32）
。
経営層の指示
情報システム企画部署の提案

11.9%

情報システム運用部署の提案

29.8%

6.9%
1.8%

情報システムのユーザ部署の要
請
外部の事業者（会計士、税理士、コンサ
ルタント、ITベンダー等）からの提案

22.0%
16.1%
3.7%

親会社からの要請

7.8%
取引先からの要請
その他（＿）

図 32 クラウドサービス利用及び導入検討のきっかけ（N=33）
最も尐ないきっかけは「親会社からの要請」1.8%、次いで「情報システムのユーザ部署
の要請」3.7%となっている。

（3） クラウドコンピューティングの利用目的・分野
 Q8, Q9, Q10, Q11 利用している、利用を計画しているアプリケーション
この設問はクラウドを利用している回答者（N=33）について集計を行った。
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「クラウドサービス」として利用している、利用を計画しているサービスをお選びくださ
い。
（矢印方向にそれぞれいくつでも）
Q8.【
（1）業務アプリケーション】
グループウェア（スケジューラ、電子会議室、伝言メモ）、デスクトップアプリケーション
（ワープロ、表計算）
、電子メールアプリケーション、営業支援、顧客管理、人事管理、財
務・経理、在庨管理、受発注システム、製造支援、イーラーニング（e‐learning）
、内部統
制・ガバナンス、プロジェクトマネジメント、経営（意思決定）
Q9. 【
（2）セキュリティアプリケーション】
アンチウイルス、電子メールフィルタ・スパム対策、セキュアファイル転送
Q10.【
（3）情報発信】
対外的企業ウェブサイト、社内向けポータルサイト、社内外ブログ（マイクロブログ含む）
Q11.【
（4）計算機環境】
電子データ交換（EDI）
、アプリケーション開発・研究環境、ウェブアプリケーション作成・
稼動環境、仮想サーバ環境、データストレージ（サイズの大きなマルチメディアデータ等）、
データストレージ（重要なファイルのバックアップ）
各種サービスにつき、無料利用している、有料利用している、無料利用を計画している、
有料利用を計画している、と 4 種類の区分で利用及び計画の状況をたずねた。
利用については、電子メール、グループウェア利用が 70％から 80%と多く、デスクトッ
プアプリケーション、データストレージ、アンチウイルス、セキュアファイル転送が続い
ている。バックオフィス系では、営業支援・顧客管理、財務・経理の利用が 20%から 30％
となっている。
計画については、対外的企業ウェブサイト、電子メールフィルタ・スパム対策、アンチ
ウイルス、社内向けポータルサイト、セキュアファイル転送、社内外ブログの順となって
いる（図 33）
。
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図 33 利用している、利用を計画しているアプリケーション（N=33）
セキュリティアプリケーション、情報発信サービスについて、有料計画率が大きいこと
が特徴的である。
 Q12 その他に利用している、利用を計画しているアプリケーション
この設問はクラウドを利用している回答者（N=33）について集計を行った。
Q12. 上記以外で「クラウドサービス」として利用している、利用を計画しているサービ
スがありましたら、ご記入ください。
（自由記述）
この設問はクラウドを利用している回答者（N=33）に対し、Q8 から Q11 に上げたクラ
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ウドサービス以外に利用している、計画しているサービスについて記述を求めたものであ
る。
「特にない」という回答が大半であり、具体的なサービスとしては「医薬業界向けアプ
リケーションサービス」
「工事出来高管理」との回答があった。
 Q13 全職員に占める「クラウドサービス」利用率
この設問はクラウドを利用している回答者（N=33）について集計を行った。
Q13.貴社において「クラウドサービス」を利用されている職員の全職員に占める割合を選
んでください。
電子メール、グループウェアといった、一般事務系アプリケーションの利用が多いこと
から、ほぼ全員での利用が 54.5%と最も多く、1/4 以上が 15.2%、半数以上と情報システム
部門のみの利用が 12.1%であった（図 34）
。

ほぼ全員

12.1%
半数以上

6.1%
15.2%

1／4以上

54.5%
1／4未満

12.1%

試験的導入のため、情報システ
ム部門等のみの利用

図 34 全職員に占める「クラウドサービス」利用率（N=33）

（4） クラウドコンピューティングの利用／非利用の理由
 Q14 導入検討時に重要視した度合い「コスト最適化の目的・メリット」
この設問はクラウドを利用している回答者（N=33）について集計を行った。
Q14.以下に挙げる「クラウドサービス」の導入目的・メリットのうち、貴社における導入
検討時に重要視した度合いをお選びください。（矢印方向にそれぞれひとつだけ）
【
（1）コスト最適化の目的・メリット】

73

「コスト最適化の目的・メリット」の度合いについては、導入期間の短縮、導入費用（設
備費用）が小さい、導入費用（開発費用）が小さい、運用コストが小さいについて、70％
程度が「重要度高」と回答している。「運用の容易さ」、
「その他」の導入目的・メリットと
比較して「重要度高」の選択率が高く、クラウド利用者においてコスト面のニーズが高い
ことが表れている（図 35）。
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図 35 導入検討時に重要視した度合い「コスト最適化の目的・メリット」（N=33）
「情報システム運用人員の削減」については「重要度高」が 45.5%、
「重要度低」が 24.2%
と、他のコスト要因と比較しての重要度が低くなっている。
 Q15 現時点での満足度「コスト最適化の目的・メリット」
この設問はクラウドを利用している回答者（N=33）について集計を行った。
Q15.以下に挙げる「クラウドサービス」の導入目的・メリットのうち、貴社における現時
点での満足度をお選びください。
（矢印方向にそれぞれひとつだけ）
【
（1）コスト最適化の目的・メリット】
「コスト最適化の目的・メリット」の現時点での満足度については、
「導入費用（設備費
用）が小さい」が「満足度高」69.7%、「満足度低」0％と、高く満足されている。続いて、
「運用コストが小さい」が「満足度高」57.6%、「満足度低」3.0%、「導入期間が短縮でき
る」が、
「満足度高」54.5%、
「満足度低」12.1%と続いている（図 36）
。
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図 36 現時点での満足度「コスト最適化の目的・メリット」（N=33）
Q14 でたずねた「導入検討時に重要視した度合い（図 35）」と比較して、全体的に「高」
の回答が尐なくなっており、コスト面の期待が大きすぎた回答者が一定数存在しているこ
とがわかる。特に「導入費用（開発費用）が小さい」については「重要度高」63.6%に対し
「満足度高」39.4%と、24%の回答者が期待ほどではなかったと答えている。
 Q16 導入検討時に重要視した度合い「運用の容易さ」
この設問はクラウドを利用している回答者（N=33）について集計を行った。
Q16.以下に挙げる「クラウドサービス」の導入目的・メリットのうち、貴社における導入
検討時に重要視した度合いをお選びください。（矢印方向にそれぞれひとつだけ）
【
（2）運用の容易さ】
導入検討時に重要視した「運用の容易さ」の度合いについては、
「アプリケーション及び
システムが最新に保たれる」、「セキュリティに関する運用を事業者に任せられる」が「重
要度高」51.5%、「導入時・運用時に専門知識が丌必要である」、「サービス利用の停止・解
除を迅速に実施できる」が「重要度高」42.4%となった（図 37）
。
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図 37 導入検討時に重要視した度合い「運用の容易さ」（N=33）
全体として「コスト最適化の目的・メリット」よりも、
「重要度高」の選択率が低くなっ
ており、コスト面に比べて期待は大きくなかったと考えられる。
 Q17 現時点での満足度「運用の容易さ」
この設問はクラウドを利用している回答者（N=33）について集計を行った。
Q17.以下に挙げる「クラウドサービス」の導入目的・メリットのうち、貴社における現時
点での満足度をお選びください。
（矢印方向にそれぞれひとつだけ）
「コスト最適化の目的・メリット」の現時点での満足度については、
「アプリケーション
及びシステムが最新に保たれる」が「満足度高」57.6%と導入検討時の「重要度高」51.5%
を越えている。導入時・運用時に専門知識が丌必要であることも「満足度高」51.5%と導入
検討時の「重要度高」42.4%を越えており、期待以上の満足を得られたと考えられる（図 38）
。
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図 38 現時点での満足度「運用の容易さ」（N=33）
「セキュリティに関する運用を事業者に任せられる」は、導入検討時の重要度と現時点
での満足度が同じであったが、他項目については、現時点での満足度が導入検討時の重要
度を上回り、
「運用の容易さ」については、導入時にはそれほど期待していなかったが、利
用してみたところ大きなメリットがあることがわかったということが考えられる（図 37 と
の比較）
。
 Q18 導入検討時に重要視した度合い「その他」
この設問はクラウドを利用している回答者（N=33）について集計を行った。
Q18.以下に挙げる「クラウドサービス」の導入目的・メリットのうち、貴社における導入
検討時に重要視した度合いをお選びください。（矢印方向にそれぞれひとつだけ）
【
（3）その他】
導入検討時に重要視した「その他」の導入目的・メリットの度合いについては、
「多様な
ユーザ端末に対応できる」が「重要度高」48.5%、「利用者の環境に合わせたカスタマイズ
が容易である」が「重要度高」45.5%となっている（図 39）
。
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図 39 導入検討時に重要視した度合い「その他」（N=33）
「他システムとの連携能力が高い」については、
「重要度高」
「重要度中」
「重要度低」が
1/3 ずつとなり、
「コスト最適化の目的・メリット」
「運用の容易さ」を合わせた中で、最も
重要視度が低い。
 Q19 現時点での満足度「その他」
この設問はクラウドを利用している回答者（N=33）について集計を行った。
Q19.以下に挙げる「クラウドサービス」の導入目的・メリットのうち、貴社における現時
点での満足度をお選びください。
（矢印方向にそれぞれひとつだけ）
【
（3）その他】
「その他」の導入目的・メリットの現時点での満足度については、「試験導入を容易に行
うことができる」が「満足度高」39.4%、「アプリケーション及びシステムの変更改良を容
易に行うことができる」が「満足度高」36.4%となった（図 40）
。
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図 40 現時点での満足度「その他」（N=33）
「その他」の中で導入検討時の重要視度が高かった「多様なユーザ端末に対応できる」
は「重要度高」48.5%から「満足度高」30.3%、「利用者の環境に合わせたカスタマイズが
容易である」については「重要度高」45.5%から「満足度高」33.3%と、期待に比べ満足度
が低かった（図 39 との比較）
。

（5） メリット・導入効果
 Q20 最も重要視した導入目的・メリット
この設問はクラウドを利用している回答者（N=33）について集計を行った。
Q20.最も重要視した導入目的・メリットを一つだけお選びください。※現在、
「クラウドサ
ービス」を導入されていない場合には、導入した場合を想定してお答えください。
「システムコストの低減」が 57.6%と過半数に選ばれ、コスト低減のニーズが高いこと
がわかった。
「新しいサービス・アプリケーションの迅速な導入・試験が可能」についても
33.3%と高いニーズを示している。中小企業の中で先進的といえるクラウド利用企業では、
クラウドサービスを導入検討する際に実際に使って試していることが理由ではないかと考
えられる（図 41）
。
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図 41 最も重要視した導入目的・メリット（N=33）
クラウドサービスでは、一定期間の試用を無料に設定している事例があり、導入検討に
向けた試用を行いやすいという特徴がある。
 Q21 利用している「クラウドサービス」事業者の数
この設問はクラウドを利用している回答者（N=33）について集計を行った。
Q21.現在貴社で利用している「クラウドサービス」事業者の数（法人として数える）をお
選びください。まだ利用されていない場合は 0 社を選んでください。
過半数にあたる 51.5%は 1 社のみの利用、2 社が 27.3%、3 社以上が 15.2%であった（図
42）
。
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図 42 利用している「クラウドサービス」事業者の数（N=33）
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 Q22 従来型の情報処理サービスとクラウド導入を比較したメリット
この設問はクラウドを利用している回答者（N=33）について集計を行った。
Q22.「クラウドサービス」を導入されたことで、従来型の情報処理サービスを導入した場
合よりも、コスト面でメリットはありましたか。
クラウドサービスを導入してコスト面で「十分なメリットがあった」の回答が 66.7%、
「期
待したほどメリットは無かった」の回答が 24.2%と、合わせて利用者の 90%はメリットが
あったと回答している（図 43）
。
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た

図 43 従来型の情報処理サービスを導入と比較したメリット（N=33）
「従来とあまり変わらずメリットは無かった」の回答が 9.1%いるが、
「結果的にコスト増
となった」は 0%と、クラウド利用におけるコスト面のデメリットは発生していない。
 Q23 クラウドサービス導入時のセキュリティ対策確認方法
この設問はクラウドを聞いたことがある回答者（N=218）について集計を行った。
Q23.「クラウドサービス」を導入する際の、サービス提供事業者に対するセキュリティ対
策確認方法について妥当と考えられる方法、実際に行った方法をお選びください。
（いくつ
でも）
「クラウド事業者が作成した概要資料を確認」が 20.8%、
「クラウド事業者が作成した詳
細資料を確認」が 22.4%、
「サービス提供者のシステムのサイトを確認」が 20.3%と、自ら
で評価するという回答者が 73.0%にのぼった（重複回答除く）
（図 44）
。
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図 44 クラウドサービス導入時のセキュリティ対策確認方法（N=218）
第三者的な評価のニーズについては、
「公的ガイドラインの準拠を求める」28.4%、
「公的
評価認証を求める」22.9%となった。クラウドサービスのセキュリティレベルが高く確認・
担保は丌要という回答は 9.6%と尐数であった。
 Q24 クラウドサービス事業者が取得しておくべき評価認証
この設問はクラウドを聞いたことがある回答者（N=218）について集計を行った。
Q24.「クラウドサービス」のセキュリティ状況を確認するために、公的な第三者評価・認
証を利用する場合、
「クラウドサービス」事業者が取得しておくべき評価認証として望まし
いものをお選びください。
（いくつでも）
「ISMS 適合性認証」が 42.7%、
「プライバシーマーク認可」が同じく 42.7%と高い支持
を示した。次いで、
「情報セキュリティ監査報告書」28.0%、
「ITSMS 適合性認証」26.1%、
「情報セキュリティ格付け」25.2%となっている。
「特に求めない」25.7%と、1/4 は評価・
認証を丌要と答えている（図 45）
。
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図 45 クラウドサービス事業者が取得しておくべき評価認証（N=218）

（6） 導入・利用に際しての誯題、問題点、困っていること等
 Q25「クラウドサービス」利用上の誯題に関する深刻度
この設問はクラウドを聞いたことがある回答者（N=218）について集計を行った。
Q25.「クラウドサービス」を利用する上で直面する（すると思われる）各種の誯題につい
て、貴社にとっての深刻度をお選びください。（矢印方向にそれぞれひとつだけ）
「クラウドサービス」利用上、想定される 21 の誯題について、深刻度高中低での評価を
たずねた。「クラウドサービスの料金が高いこと（深刻度高 53.7%）」、「既存システムから
の移行コストが高い（深刻度高 50.9%）」のコストに関する二つの誯題は、他の誯題と比べ
て深刻な誯題ととらえられている（図 46）
。
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
1.カスタマイズの自由度が低すぎる（必要なカスタマイズが出来な
25.7%
い）
2.カスタマイズの自由度が高すぎる（できることが多すぎてカスタ
7.3%
39.4%
マイズが難しすぎる）
3.既存システムとの連携が難しい（業務アプリケーション、職員ア
35.8%
カウント管理システム等）
4.既存のITシステムからの移行コストが高い（移行計画の立案・
50.9%
遂行が難しい）
5.クラウドサービスの料金（イニシャル、ランニングとも）が高い
53.7%
（思ったほど安くない）
6.自社のセキュリティポリシーと「クラウドサービス」の整合をとる
27.1%
ことが難しい
7.自社のビジネスプロセスと「クラウドサービス」の不一致を解消
24.8%
する必要がある
8.自社に「クラウドサービス」利用ポリシーが確立していない
9.信頼性・安全性が不十分である（ソフトウェアのバグ、停止、
データ保護等）
10.預託したデータが海外のデータセンターに配置される可能性
がある
11.「クラウドサービス」環境との通信回線が性能面でのボトルネッ
クになる
12.「クラウドサービス」環境との通信回線の安定性が事業に与え
る影響が大きくなりすぎる
13.データ通信に用いるインターネット自体の信頼性・安全性が不
十分である
14.契約内容が不十分である
15.特定のサービス事業者への依存度が大きくなりすぎる

39.4%

34.9%
53.2%

35.3%

28.9%

28.0%

21.1%

30.7%

28.9%

39.0%

33.9%

43.6%

31.7%

42.2%

33.9%

40.8%

27.1%

15.6%

38.5%

28.9%
25.2%
34.4%

26.6%

42.7%

30.7%

24.8%

44.5%

30.7%

32.6%

39.0%

23.4%

43.1%

26.1%

45.9%

28.4%
33.5%
28.0%

16.カスタマイズ及び連携システム構築に際して選択できる開発
言語、稼動環境に制約がある

17.0%

46.8%

36.2%

17.SLA（サービスレベル保証）の記載条項が不十分である

15.1%

48.6%

36.2%

18.サポート体制が不十分である（障害発生時の対応、ユーザマ
29.8%
ニュアルの整備、海外事業者の日本語サポートの不備等）
19.必要を感じていないのに（共同利用のため）定期的に機能が
29.4%
追加されてしまう（結果的に料金に反映される、安定性に支障…
20.競合他社よりも優れた業務アプリケーションを開発運用するこ
12.4%
とで優位性を保ってきたが、「クラウドサービス」では、みなが同…
21.サービス事業者の経済状況と経営戦略が明確でなく、サービ
33.0%
スの提供がいつまで続くのかわからない

深刻度高

深刻度中

45.9%
42.7%
44.5%

24.3%
28.0%
43.1%

41.7%

25.2%

深刻度低

図 46 「クラウドサービス」利用上の誯題に関する深刻度（N=218）12
深刻度が低く評価されている誯題は、「カスタマイズの自由度が高すぎる（深刻度高
7.3%）
」
、
「自社開発の業務アプリケーションによる優位性が失われる（深刻度高 12.4%）
」、
「SLA の記載条項が丌十分（深刻度高 15.1%）
」、
「カスタマイズ及び連携システム構築環境
12

グラフ上に表示しきれていない選択肢の全文：19. 必要を感じていないのに（共同利用
のため）定期的に機能が追加されてしまう（結果的に料金に反映される、安定性に支障を
きたす恐れがある等）
、20. 競合他社よりも優れた業務アプリケーションを開発運用するこ
とで優位性を保ってきたが、
「クラウドサービス」では、みなが同じアプリケーション及び
システムを利用することになるため、自社の優位性が失われてしまう
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の制約（重要度高 17.0%）
」の順である。
 Q26 クラウドサービス事業者から示される必要がある情報
この設問はクラウドを聞いたことがある回答者（N=218）について集計を行った。
Q26.「クラウドサービス」事業者から示されることが必要な情報をお選びください。
（3 つ
まで）
「24 時間 365 日対応可能なサポート窓口の連絡先」が 55.5%、
「システム障害発生に関
する緊急連絡のタイミング・方法」が 37.6%、
「保守作業によるサービス停止に関する事前
連絡の次期・方法」が 36.2%と、クラウド事業者との情報提供・交換方法の明示について
のニーズが高い（図 47）
。

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%
1.24時間365日対応可能なサポート窓口の連
絡先
2.保守作業によるサービス停止に関する事前
連絡の時期・方法
3.事業者がサービス提供を事業として終了す
る際の事前連絡の時期・方法
4.システム障害の発生に関する緊急連絡のタ
イミング・方法 （異常検出後の連絡に要する…
5.平均応答時間、最大遅延時間、平均復旧時
間、障害発生件数等の統計情報
6.災害発生時の復旧見通し等に関する緊急連
絡のタイミング・方法
7.システム稼働状況の監視基準 （監視内容、
通知基準、監視間隔等）

55.5%
36.2%
19.7%
37.6%

11.9%
17.0%
13.3%
10.6%

8.定期的なシステム更新のスケジュール
9.セキュリティパッチの臨時適用に関する緊急
連絡の方法
10.年次、月次等、一定期間毎のサービス稼動
率
11.カスタマイズが可能な事項・範囲・仕様等の
条件
12.既存システムや他の情報処理サービス等
の外部システムとの接続仕様（APIや開発言…
13.データのバックアップ頻度、バックアップ
データの安全管理措置（間隔、世代数、暗号…

10.6%

4.1%
13.3%
7.3%
28.9%

図 47 クラウドサービス事業者から示される必要がある情報（N=218）13
13

グラフ上に表示しきれていない選択肢の全文：4.システム障害の発生に関する緊急連絡
のタイミング・方法 （異常検出後の連絡に要する時間等）、12.既存システムや他の情報処
理サービス等の外部システムとの接続仕様（API や開発言語等 ）、13.データのバックアッ
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その他には、
「データのバックアップ頻度・バックアップデータの安全管理措置」が 28.9%
と、クラウド事業者との情報提供・交換方法以外では最も高いニーズを示している。
 Q27「クラウドサービス」利用契約に盛り込む必要がある条項
この設問はクラウドを聞いたことがある回答者（N=218）について集計を行った。
Q27.「クラウドサービス」利用契約に盛り込む必要がある条項（サービスレベル等）をお
選びください。
（3 つまで）
「データ漏えい・破損時の保障及び保険の有無」が 76.1%と 3/4 以上の回答者に選択され
ている。他項目と比べて、際立って高いニーズであり、クラウドサービスのデータ保全状
況に対する丌安感が反映されているのかもしれない。「中小企業等における誯題・導入実態
調査報告書」において IT コーディネータにクラウド導入時の誯題・丌安をたずねている。
ここでも、
「自社の情報を他社に預けることに丌安がある（データが壊れたり消えたりする
かもしれない）
」が 65.7%と丌安視されている。しかし、Q25「クラウドサービス」利用上
の誯題に関する深刻度において、
「信頼性・安全性が丌十分である（ソフトウェアのバグ、
停止、データ保護等）」について、「深刻度高」の回答は 33.9%と、それほど高いものでは
ないことから、データ保護上のリスクを過度に心配しているという状況ではなく、補償や
保険が用意できるのであれば欲しいということではないかと考えられる。
次いで、
「セキュリティ対策の開示」が 32.6%、「サービス利用契約解約時に利用者作成
データを復元できないように消去」が 30.7%、
「サービス利用契約解約時に利用者作成デー
タを返却」が 27.1%、
「利用料金の変動に関する通知時期」が 26.1%となっている（図 48）
。

プ頻度、バックアップデータの安全管理措置（間隐、世代数、暗号化有無、保管場所の監
視体制等 ）
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0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%
1.データ漏えい・破損時の補償及び保険の有
無

76.1%

2.サービス利用契約解約時に定められた期間
内に利用者作成データを復元できないように
消去する

30.7%

3.サービス利用契約解約時に利用者作成デー
タを利用者に返却する

27.1%

4.サービス提供終了時にサービス継続性を確
保するために努力する（代替事業者の斡旋、ソ
フトウェアの提供等 ）

17.9%

5.サービス稼動率の保障される数値基準
（99.99%以上等）

20.6%

6.利用料金の変動に関する通知時期（変更を3
カ月前に通知する等）

26.1%

7.セキュリティ対策状況の開示（契約者に対し
ての開示）

32.6%

8.アクセスログの安全な保存と要求時ならびに
定期的開示

12.4%

9.インシデント発生時のデータ退避措置に対す
るサポート （データ形式の明示を含む）

15.6%

図 48 「クラウドサービス」利用契約に盛り込む必要がある条項（N=218）

 Q28 クラウドサービス」事業者が実施するセキュリティ対策として必要な対策
この設問はクラウドを聞いたことがある回答者（N=218）について集計を行った。
Q28.「クラウドサービス」事業者が実施するセキュリティ対策として必要な対策をお選び
ください。
（3 つまで）
「情報処理の安全性に関する公的認証の取得」が 39.0%、
「丌正な侵入・攻撃行為等の対
策について第三者の客観的評価を得る」が 33.9%と、客観的評価についてニーズが高くな
っている。次いで、
「コンピュータウイルス等・丌正プログラムの検知・駆除に関する対応
体制整備」が 31.7%、
「セキュリティに関する事件・事敀発生時の対応体制整備」が 29.4%
と、体制整備に関するニーズが高い。技術面での対策については、「データ保存の多重化と
定期的バックアップ」が 29.4%、
「パスワード以上の強度を持つ利用者認証方式の導入」が
22.9%、
「提供されるアプリケーションの定期的なセキュリティ試験」が 15.6%となってい
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る（図 49）
。

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%
1.情報処理の安全性に関する公的認証（ISMS,
プライバシーマーク等）の取得

39.0%

2.システムに対する不正な侵入、攻撃行為等
の対策について、第三者の客観的な評価を…

33.9%

3.提供されるアプリケーションの定期的なセ
キュリティ試験（クロスサイトスクリプティン…

15.6%

4.利用者情報及び利用者作成データにアクセ
スできる人員を限定し、特権管理を行う 。

11.9%

5.セキュリティに関する事件・事故発生時の対
応体制整備

29.4%

6.コンピュータウイルス等、不正プログラムの
検知・駆除に関する対応体制整備

31.7%

7.ID・パスワード以上の強度を持つ利用者認
証方式の導入（ワンタイムパスワード、電子…

22.9%

8.自社のアイデンティティ管理システムとクラウ
ドのアクセス管理システムの連携

3.7%

9.データを格納するサーバ機器は日本国内の
データセンターに配置される機器に限定…

10.1%
29.4%

10.データ保存の多重化と定期的バックアップ

11.0%

11.預託データの暗号化と適切な鍵管理

6.9%

12.預託データの不正改ざん検出

13.ハードディスク、バックアップメディア等の二
次記憶装置廃棄時の完全なデータ抹消措置

11.9%
8.3%

14.適切な強度を有する暗号通信のサポート
15.預託データのアクセス制御に問題が発生し
た際、影響を局所化する対策

3.2%

図 49 「クラウドサービス」事業者が実施するセキュリティ対策として必要な対策
（N=218）14

14

グラフ上に表示しきれていない選択肢の全文：2.システムに対する丌正な侵入、攻撃行
為等の対策について、第三者の客観的な評価を得る、3.提供されるアプリケーションの定期
的なセキュリティ試験（クロスサイトスクリプティング、SQL インジェクション等 ）
、
7.ID・パスワード以上の強度を持つ利用者認証方式の導入（ワンタイムパスワード、電子
証明書による認証等）
、9.データを格納するサーバ機器は日本国内のデータセンターに配置
される機器に限定（データの海外移送を許さない ）
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（7） 今後の利用意向・興味の度合い
 Q29 回答者所属企業における「クラウドサービス」利用活用の動向
この設問はクラウドを聞いたことがある回答者（N=218）について集計を行った。
Q29.今後、貴社において「クラウドサービス」の利用・活用は拡大して行くと思われます
か。
「多くあるいは一部の事業・業務で本格的に利用活用」、「導入検討のために試験的な利
用を行っていく」という利用の方向にあるという回答者が 44.0%となり、
「Q5 クラウドサ
ービスの利用状況（図 30）
」における同等の集計結果であるクラウド利用者 15.1%と比べ
て大きな比率を示しており、クラウド利用企業が今後増加する可能性を示している（図 50）
。

多くの事業、業務で本格的に利 用・活
用していく
一部の事業、業務で本格的に利用・活
用していく

11.5%
24.8%

導入を検討するため試験的 な利用を
行っていく

9.6%

現状の利用・活用状況を維持する・
徐々に拡大する
現状の利用・活用状況を縮小していく

22.9%

18.8%

現状の利用・活用を停止する

0.0%
11.0%
「クラウドサービス」は利用していない
し、今後の利用する計画もない

1.4%

わからない、決まっていない

図 50 回答者所属企業における「クラウドサービス」利用活用の動向（N=218）
利用・活用が拡大しない回答として「利用していないし、今後の利用する計画もない」
が 18.8%となっており、Q5 における「検討の結果として利用していない」14.7%と同じく、
一定の企業はクラウドを利用しないという判断を行っている。
 Q30 「クラウドサービス」発展普及の動向
この設問はクラウドを聞いたことがある回答者（N=218）について集計を行った。
Q30.今後、
「クラウドサービス」は発展・普及して行くと思われますか。あるいは普及しな
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いと思われますか。
「大きく発展する」
、
「どちらかといえば発展・普及する」を合わせて 67.9%が、
「クラウ
ドサービス」は発展・普及の方向にあるとみている。「あまり発展・普及しない」、
「全く発
展・普及しない」を合わせて、発展・普及しないという回答は 21.1%となった（図 51）
。

0.5%

大きく発展・普及する

11.0%

17.9%

どちらかといえば発展・普及
する

20.6%

あまり発展・普及はしない
まったく発展・普及しない

50.0%

わからない

図 51 「クラウドサービス」発展普及の動向（N=218）

 Q31 「クラウドサービス」発展普及する/しないの理由
この設問は全回答者（N=300）について集計を行った。
Q31. 発展・普及する／しないの理由もご記入ください。
（自由記述）
ここは Q30 の「
『クラウドサービス』発展普及の動向」に関する自由記述である。発展・
普及の拡大方向にあると考えた回答者の意見には、コストメリットを発展・普及する理由
としてあげている意見が多く見られた。特に、システム購入費用が丌要となること、サー
バ・ソフトウェア運用保守コストが丌要となること、機器の陳腐化を防ぐことができるこ
と、パッケージソフトウェア導入よりもトータルで安価であること、クライアント機器（従
業員のパソコン）を性能向上・機能強化しなくても良いこと、があげられている。また、
すでに成功事例があること、IT のトレンドが確立していること、等の意見もあった。なお、
クラウドには、安全性、信頼性の面で懸念があり、これらの問題が解決されれば発展・普
及するという条件付きの意見も複数見られた。
反対に、発展・普及の方向にないとの意見として、セキュリティを発展・普及しない理
由としてあげている意見が多く見られた。特に、情報を預けることで機密性確保上のリス
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クが増大するとの意見があった。また、クラウドという言葉の実態がわからないまま一人
歩きしており、クライアント・サーバ、ASP、ホスティングサービスといった従来から提
供されているサービス形態との違いがわからないという意見が複数見られた。

（8） 回答者属性
 Q32 回答者所属企業の業種
この設問は全回答者（N=300）について集計を行った。
Q32.貴社について、最も近い業種を次の中から選んでください。
全体の比率として 10%を越えている業種は、サービス業が 20.0%、情報通信業が 15.0%、
製造業が 14.7%、卸売・小売業が 11.7%であった（図 52）
。
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0.0%

20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

1.農業、林業

0.3%

2.漁業

0.0%

3.鉱業、採石業、砂利採取業

0.0%
8.7%

4.建設業

14.7%

5.製造業
6.電気・ガス・熱供給・水道業

1.0%
15.0%

7.情報通信業（情報サービス業、放送業、映…
8.運輸業、郵便業

0.3%
11.7%

9.卸売業、小売業

10.金融業、保険業

1.7%

11.不動産業、物品賃貸業

3.7%

12.学術研究、専門・技術サービス業

3.7%

13.宿泊業、飲食サービス

1.0%

14.生活関連サービス業、娯楽業

0.7%

15.教育、学習支援業
16.医療、福祉
17.複合サービス事業

5.0%

6.7%
4.0%
20.0%

18.サービス業（他に分類されない）
19.自治体・公共団体などの公務（他に分類… 1.0%
20.その他（具体的に：＿）

1.0%

図 52 回答者所属企業の業種（N=300）15

 Q33 回答者所属組織の資本金
この設問は全回答者（N=300）について集計を行った。
Q33.組織の資本金（単体）をお答えください。
資本金 1,000 万円以下の企業が 54.3%、1,000 万円から 3,000 万円未満の企業が 17.0%、
3,000 万円から 5,000 万円未満の企業が 8.3%、5,000 万円から 1 億円未満が 9.7%、1 億円
から 3 億円未満が 8.0%、3 億円以上が 2.7%となっている（図 53）
。
15

グラフ上に表示しきれていない選択肢の全文：7.情報通信業（情報サービス業、放送業、
映像制作・新聞・出版業を含む）
、19.自治体・公共団体などの公務（他に分類されるものを
除く）
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1千万円以下

1千万円超～3千万円未
満

8.0%2.7%
9.7%

3千万円超～5千万円未
満

8.3%

54.3%

5千万円超～1億円未満

17.0%

1億円超～3億円未満
3億円以上

図 53 回答者所属組織の資本金（N=300）

 Q34 回答者所属企業の従業員数
この設問は全回答者（N=300）について集計を行った。
Q34.貴社の従業員数をお答えください。
（おおむね常時使用する従業員の数。有給役員、正
社員・正職員、準社員・準職員、アルバイト等を含む）
従業員数 20 人以下の小規模企業が 66.0%、中規模企業が 31.3%となった（図 54）
。

2.7%
10.7%
5人以下

8.3%

38.7%

6～20人
21～50人
51～100人

12.3%

101～300人
301人以上
27.3%

図 54 回答者所属企業の従業員数（N=300）
301 人以上の企業が 2.7%あるが、回答者がモニタとして登録した時点では 300 人以下で
あったが、その後、従業員が増え 300 人以上となったものと考えられる。
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 Q35

IT 依存状況

この設問は全回答者（N=300）について集計を行った。
Q35.貴社の事業、業務は IT（情報処理技術）にどの程度依存していますか。
「ほとんどの事業、業務が IT に大きく依存している」及び「IT に依存している事業、業
務が多い」を合わせて 58.0％は IT 依存度が大きく、38.0%は IT 依存度が小さいとなって
いる（図 55）
。

ほとんどの事業、業務がITに
大きく依存している

4.0%
27.7%

ITに大きく依存している事
業、業務が多いが、IT依存が
小さい事業、業務も存在する

38.0%

多くの事業、業務はIT依存が
小さい

30.3%

図 55

ITへの依存の度合いを把握
していない

IT 依存状況（N=300）

 Q36 デスクトップ機所有台数
この設問は全回答者（N=300）について集計を行った。
Q36.貴社においてデスクトップ機は何台所有されていますか。
デスクトップ機の所有台数については、60.7%は 10 台未満、23.0%が 50 台未満となって
いる（図 56）
。

94

0.3%

1.3%
5.3%
9.3%

0から10台

11台から50台
51台から100台

23.0%

60.7%

101台から300台
301台以上
わからない

図 56 デスクトップ機所有台数（N=300）

 Q37 サーバ機器所有台数
この設問は全回答者（N=300）について集計を行った。
Q37.貴社においてサーバ機器は何台所有されていますか。
89.0%と大多数の企業が、所有サーバ台数を 10 台未満と回答している。11 台から 50 台
が 7.7%、51 台から 100 台が 2.0%、100 台以上は 0.0%、わからないが 2.0%となっている
（図 57）。

0.0%

2.0%
1.3%
7.7%

0から10台

11台から50台
51台から100台
101台以上
わからない
89.0%

図 57 サーバ機器所有台数（N=300）
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 Q38

IT 管理状況

この設問は全回答者（N=300）について集計を行った。
Q38.貴社の組織の IT に関する管理はどのように行われていますか。最も近いものをお選び
ください。
IT の管理体制については、
「専門部署があり担当者がいる」及び「専門部署は無いが、専
任の担当者がいる」と専任者がいるという回答が 40.0%、兹務で行っているという回答が
25.6%であった。
「組織的には行っていない（各自で対応している）」と専門部署、担当者が
いないという回答が 33.0%と最も多かった（図 58）。
専門とする部署があり担当者が
いる

1.3%

専門とする部署はないが、専任
の担当者が任命されている

20.3%
専任者はおらず、兼務だが担当
責任者が業務部門で任命され全
社のITを管理している

33.0%

19.7%
5.3%

専任者はいないが部門ごとに担
当者が任命され管理している
組織的には行っていない（各自
で対応している）

20.3%

わからない

図 58 IT 管理状況（N=300）
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5. おわりに
本調査事業では、中小企業におけるクラウドの利用意向に関する実態調査と、クラウド
活用の可能性評価に取り組んだ。実態調査の結果として二つの重要誯題、
「本格的な普及に
はクラウドコンピューティングに対する中小企業の認知・理解が必要」と「本格的な普及
にはクラウドサービスの安全性評価が容易であることが必要」が判明した。そのため、こ
の誯題の解決に資する環境を整える目的で、クラウドの利用者ならびに事業者のための参
考文書の開発に取り組んだ。
その成果として、クラウド利用者向けに、クラウドの導入メリットのわかりやすい解説
と導入検討時のチェックポイントをまとめた「中小企業のためのクラウドサービス安全利
用の手引き」を、クラウド事業者向けに、自主的に提供することが期待される情報項目等
とその開示の方法について参考となる情報をまとめた「クラウド事業者による情報開示の
参照ガイド」を策定した。
この二つのガイダンス文書の活用により、中小企業は正しく安全なクラウド利用と IT 利
活用の効果を理解することができ、クラウド事業者は中小企業がクラウドサービスの安全
性を確認するために必要な情報を適時適切に提供することが可能となると期待される。
本調査事業の成果により、クラウドサービスの特徴とメリットを活用することで、中小
企業における IT の利活用ならびに情報セキュリティの向上への取組みが活発化することに
期待したい。
以上
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6. 付録
本調査報告書の付録として、調査事業を通じて策定された二つのガイダンス文書、及び
アンケート調査票を収録する。

① 中小企業のためのクラウドサービス安全利用の手引き
② クラウド事業者による情報開示の参照ガイド
③ アンケート調査票
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中 小 企 業 の た め の

ク ラ ウ ド サ ー ビ ス
安 全 利 用 の 手 引 き

２０１１年 4 月

独立行政法人情報処理推進機構

中小企業のためのクラウドサービス安全利用の手引き

はじめに
クラウドコンピューティングが注目を集めています。クラウドコンピューティングをう
まく活用すると、従来より尐ない負担で IT を利用したり、IT のより高度な活用が図れる可
能性があります。特に IT 利活用に十分に取組めていなかったり、IT の負担が重いと感じる
中小企業にとっては、IT の利活用を進めるチャンスとなる可能性が大きくあります。
しかし、中小企業にとっては、クラウドとはどういうものか理解しにくかったり、どう
使えばよいかわかりにくかったり、正しく使えないためにデメリットが勝ったりといった
ことも起こりえます。
そこでこの手引では、クラウドの利用についての判断やその条件の確認、注意点の点検
等が、比較的容易にできるように、解説やチェック項目を整理しました。
本書を活用することで、多くの中小企業の方々が、クラウドを正しく安全に利用し、IT
利活用の効果を経営に活かし、また IT セキュリティのレベルアップを実現されることが期
待されます。
なお、利用に際しては以下の点に留意してください。


利用企業は IT をある程度活用しているレベル1であることを想定しています。



クラウドサービスの種類として SaaS の利用を念頭に置いた確認項目を記してい
ます。PaaS や IaaS の利用に際しては、別の確認項目や注意が必要になる場合が
あります。別途情報を確認するとか、詳しい人に相談することをお奨めします。
（SaaS、PaaS、IaaS の意味については脚注 2 参照）



本書の利用主体は中小企業の経営層を想定しています。IT 担当部門の関不が必要
な場合には、IT の管理責任者や担当者にも活用いただけます。軽微な案件は経営
層の関不がなくても IT 担当部門で判断可能なケースもありえますが、原則として、
クラウドの利用判断に当っては経営層の関不があることを前提としています。

1

経済産業省の定める IT 経営力指標において、ステージ２と定義されるレベル<末尾の参考情報参照>を基
本とし、ステージ 1 の中で 2 に近いレベルの層も一部含む。

1

１. 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、クラウドサービスとは
クラウドコンピューティングとは、大規模データセンターにおいて仮想化等の技術を用
いてコンピュータの機能2を用意し、それをインターネット経由で自由に柔軟に利用する仕
組みの総称です。企業や個人が個別にコンピュータやアプリケーションを所有して利用す
るのに比べて、IT に関する開発や調達や運用･保守の負担が軽減され、コスト削減にもなる
技術、サービスとして注目されています。
クラウドサービスとは、クラウドコンピューティングに基づいて、サービスの形で提供
される IT の機能と言うことができます。本書では「クラウドコンピューティングによるサ
ービス」を「クラウドサービス」と表記することとします。また、クラウドサービスを提
供する事業者のことを「クラウド事業者」と表記します。
● 中小企業にとってのクラウドサービス活用の利点
クラウドサービスでは、
「持つ IT」から「利用する IT」に転換できることから、以下のよ
うな利点があると考えられています。
(ア) IT の調達に関わる負担からの解放または負担の軽減
 サーバ、ストレージ、ネットワーク等の仕様決め、入手、設置、設定等
 アプリケーションソフトウェアの開発や調達
 処理量の増大に対応した能力増強
 設備やシステムの更新
 これらに伴う初期コスト、資本投下負担
(イ) IT の運用・保守の負荷からの解放または負荷の軽減
 IT 設備やシステムの運転、定期点検、トラブルシューティング等
 OS やアプリケーションのアップデート、パッチ適用、トラブルシューティン
グ、バージョンアップ、ライセンス管理等
 社内ユーザへのサポート、ヘルプデスク、アカウント管理等
 これらに伴うベンダとの連絡、折衝等
(ウ) IT 資源利用の柔軟性・拡張性の獲得
 処理量、利用量の増減に対応して IT 使用量の増減が可能（持つ IT の場合はピ
ーク量に合わせた容量が必要。減尐に対応した対策は実質丌可能）
 急激な負荷変動にも柔軟に能力増強が可能（設備増強のリードタイムが丌要）
2

｢コンピュータの機能｣は様々なレベル・形で提供される。ハードウェアやネットワーク、OS などの情
報システム基盤を提供するサービスを IaaS（Infrastructure as a service）
、アプリケーションの実行環
境を提供するサービスを PaaS（Platform as a Service）
、アプリケーションを提供するサービスを SaaS
（Software as a Service）と呼ぶ。この他にもあるサービスをネットワークを通じて提供することを
XaaS（X as a Service）と呼ぶことがある。

2

(エ) セキュリティ対策の負担と負荷からの解放または負担軽減
 ファイアウォールの設定や変更、丌正アクセス監視の負担の軽減
 サーバのマルウェア対策や OS のアップデート、セキュリティパッチの適時適
用などの負担の軽減
 スパムメールやウイルスつきメール等のフィルタリング負担の軽減
● クラウドサービス利用上留意すべき事項
クラウドサービスの利用には、いくつかの懸念材料も指摘されています。
(ア) コンピュータシステムを自ら管理しないことによる制約
 メンテナンス時期の選択
 障害時の復旧のコントロール
 機能の選択肢の限定 等
(イ) データを自らの管理範囲外に置く、あるいは社外に預ける丌安や制約
 万一の障害時のデータの完全性・可用性の確保がコントロール困難
 委託先管理要求に対応したコントロール実現が困難

等

(ウ) 利用量・処理量の異常な増加や意図せぬ増大に伴う使用料の急増のリスク
(エ) 利用できるアプリケーションのカスタマイズの制約
(オ) アプリケーション間のデータ連携実現への制約やコスト増の可能性
これらの懸念材料については、自社の状況やクラウド事業者の情報を総合的に判断して、
リスクを見極め、対策を施した上でクラウドサービスを利用する必要があります。

3

２. クラウドサービスはこんな形で活用されています
クラウドサービスは、パソコンやスマートフォンなどの高機能端末から、インターネッ
ト経由で利用できます。様々なサービスが数多くのクラウド事業者から提供されているの
で、自社のニーズに合ったサービスの選択やクラウドサービスを活用して業務改善を図る
といった利用が可能です。料金は利用時間や利用量に比例する形が一般的で、月額固定方
式や年額制の場合もあります。
実際に使ってみることがクラウドサービスを知るための近道です。クラウド事業者の中
には、試用期間を設けていたり、尐人数の利用について無料提供を行っていたり、機能限
定版を無料提供している場合があります。業務アプリケーションは、実際に使ってみない
とわからないことがありますので、試用について積極的にクラウド事業者に問い合せてみ
ることをお奨めします。
クラウドサービスの活用例として、いくつかのサービスの事例を紹介します。

２.1. 活用事例：電子メール
比較的容易に導入できるクラウドサービスとして、電子メールサービスが挙げられます。
自社でメールサーバを持たないことで機器の費用を軽減することができますし、サービス
の管理・運用を外部に委ねることで、自社のシステム管理負担を軽減することができます。
スパムフィルタリングやウイルスチェックなどのセキュリティ対策もクラウドサービス側
で提供される場合が多く、自社での対策負担が軽減されます。
また、世界中どこからでも、インターネットアクセスさえ可能なら、同じメール環境を
利用できるので、仕事の機動性が高まります。手元のパソコン等にコピーを残さなければ、
情報の紛失・漏洩リスクも軽減できます。

２.2. 活用事例：経営管理アプリケーション
財務会計、税務計算、給不計算、人事管理、顧客管理などの経営管理のためのアプリケ
ーションを、クラウドサービスとして利用することもできます。専用のサーバや端末が丌
要、ソフトウェアのインストールやアップデートが丌要なので、それらのための初期投資
や維持管理の負荷も丌要となります。ウェブブラウザから簡単な設定で利用できるため、
使用可能な端末や場所が増えて、業務効率が上がります。
従来、IT システムを自前で持つことやその管理運用の負荷から、経営管理の種々の業務
を IT 化できなかった中小企業でも、IT 経営の敷居が大幅に下がることが期待されます。

２.3. 活用事例：事務処理系ソフトウェア
事務処理系ソフトウェア（オフィスアプリケーション、デスクトップアプリケーション
等の言い方もあります）の機能を提供するクラウドサービスがあります。電子メール、ワ
ードプロセッサ、表計算といった一般的な事務処理アプリケーションや、グループウェア、
4

営業管理ツールのようなオフィスでの情報共有や連絡調整を自動化するアプリケーション
等を、手元のパソコンにインストールしなくても、機能だけを利用できます。
個別のパソコンにアプリケーションソフトウェアをインストールしたり、情報共有のた
めのサーバを立てたりといった手間やコストが削減され、ライセンス料の節約につながる
可能性もあります。
アップデートやセキュリティパッチの適用も、クラウドサービスの側で実施されるので、
安心して手軽にこれらアプリケーションを利用できます。
事務処理ソフトで作成したファイルをクラウド上に保存すれば、複数担当者や部署間で
の共有や共同作業も容易に実現することができます。

5

３. あなたの会社の IT に、こんな期待や課題はありませんか？
IT を経営に活かす、あるいは IT 経営を促進する上で、以下のような期待や課題をお持ち
ではありませんか。いくつか思い当たるふしがあるなら、クラウドサービスを活用するこ
とで実現したり解決したりできるかもしれません。
クラウドサービスにはどんなものがあり、どんなことができるのか、検討してみましょ
う。お知り合いのコンサルタント、IT コーディネータ、システムインテグレータ等、専門
家の方に相談するのもよいでしょう。その際には、期待や課題を具体的に説明することが
重要です。

＜業務効率について＞
 IT で行う業務の効率を上げて間接コストを圧縮したい
 社内でバラバラに保有されている情報を集約して有効活用したい
 管理業務や間接業務の IT 化率を上げて業務効率を改善したい
 社外からでも、電子メールやスケジューラーなどを使いたい

＜IT の負担について＞
 IT の運用や維持管理のコスト（人手や手間）を削減したい
 自社で運用しているサーバの運用負担を軽くしたい
 専門要員を雇わずに最新の IT を活用したい
 手間をかけずに情報セキュリティを維持・向上したい
 最新の機能を持つソフトウェアを使いたいが、更新するのが面倒だ
 バックアップの作業負担やコストを軽減したい

＜IT を活用したビジネスについて＞
 IT を活かした新規サービスビジネスを迅速かつ安価に開始したい
 IT をベースに今展開している事業を、尐ない投資で充実・拡大したい
 経営管理や業務処理を IT 化したい
 受発注処理、顧客管理、商談管理等に IT を導入したい（SCM3、CRM4、SFA5等）
 連携する企業間で情報共有を図り、新しい付加価値やサービスを開拓したい

3
4
5

Supply Chain Management（サプライチェーン管理）
Customer Relationship Management （顧客管理）
Sales Force Automation （営業管理支援）
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４. クラウドサービスを導入するにあたってチェックしましょう！
クラウドサービスの導入は、あなたの会社における IT の利用のしかたを変化させること
になる可能性があります。その結果、職場での IT の利用のしかた、データの持ち方や保管
の方法、業務間のデータ連携の方法などが影響を受ける可能性があります。
クラウドサービスの導入の前には、このような面に関してあらかじめ検討し、クラウド
を効果的に利用できる条件を整えて、安全かつ有効にクラウドサービスを利用しましょう。
クラウドサービスの導入を検討する際には、経営者や経営管理に携わる立場と、クラウ
ド利用を実際に所管する IT 担当の立場の両面から検討する必要があります。ここでは、尐
なくともこれだけは確認しておくことが望ましいと思われる項目を、３つの領域に分けて
整理しました。
［A］クラウドサービスの利用範囲についての確認項目（４項目）
［B］クラウドサービスの利用準備についての確認項目（４項目）
［C］クラウドサービスの提供条件等についての確認項目（６項目）
以下の解説を参考に、付録のチェックシートで確認することをお奨めします。
チェックシートでチェックがつかなかった項目に関しては、クラウドサービスの導入・
利用に際して、セキュリティ等に関するリスクが発生する可能性があります。そういった
項目から生じるリスクについて、許容可能か（経営上、業務上、大きな支障が発生する恐
れがないか）どうかを改めて検討してみてください。

［Ａ］クラウドサービスの利用範囲についての確認項目
No.

項目

(1)

利用範囲の明確化

(2)
(3)
(4)

サービスの種類と
コスト
扱う情報の重要度
ポリシーやルール
との整合性

内容
クラウドサービスでどの業務、どの情報を扱うかを検討し、業
務の切り分けや運用ルールの設定を行いましたか？
業務に合うクラウドサービスを選定し、コストについて確認し
ましたか？
クラウドサービスで取扱う情報の管理レベルについて確認し
ましたか？
セキュリティ上のルールとクラウドサービスの活用の間に矛
盾や丌一致が生じませんか？

(1) クラウドサービスでどの業務、どの情報を扱うかを検討し、業務の切り分けや運用ル
ールの設定を行いましたか？
社内のどんな業務のどの範囲をクラウドサービスに移行すべきかを、まず判断する必要
があります。どのような業務でどんな負荷・負担が発生しているかを整理し、(2)項で確認
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する、どんなサービスがどんなコストで利用できるかと照らし合わせながら、クラウドサ
ービスに移行する業務範囲と、そこで取扱う情報の種類・範囲を決定します。
その際、クラウドサービス導入に伴って発生する問題を明確にしておく必要があります。
IT で処理している業務の特定部分を取り出して、別のシステムに移せるでしょうか。その
場合に、他の既存のシステムや処理との連携は問題ないでしょうか。クラウドサービスの
導入が既存の業務やシステムに不える影響を検討しましょう。
最初は電子メール、セキュアストレージなどに対象範囲を限ってクラウドサービスの利
用を始めてみてもよいでしょう。重要な情報（個人情報や機密情報）を外部に預けないよ
うに範囲を区切ってクラウドサービスを活用することも検討に値します。

(2) 業務に合うクラウドサービスを選定し、コストについて確認しましたか？
様々なクラウドサービスが、様々なクラウド事業者から提供されています。サービス内
容や特徴を調べて比較して理解を深め、自社の業務に適したサービスを選択しましょう。
さまざまなクラウドサービスの例
財務会計、経理、人事管理、給不計算、税務申告、グループウェア、セキュリティ
対策、販売管理、プロジェクト管理、インターネットバンキング、社会保険手続き、
顧客商談管理、仕入れ・在庫管理、CAD、データ配信、データ管理、省エネ管理、
電子メール、事務処理系アプリケーション 等
クラウドサービスの導入と運用に関するコストを試算してメリットを確認しましょう。
同条件で必要なコストを比べてみてもよいでしょう。これまで必要であった専任または兼
務の IT 管理・運用要員が丌要になる場合や、IT 資産が丌要になる場合にはコスト面の利点
が大きくなります。サーバの更新時期に合わせてクラウドサービスに切り替えるといった
方法も効果的です。
導入コストだけでなく、間接費も含めた月々の運用コストについても調べてみましょう。

金額
自社所有のITコスト
システムコスト
運用コスト

クラウドの
利用コスト
（様々な
レベルが
ありうる）
処理量

クラウドサービスのコストのシミュレーションの例
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将来、利用の規模を拡大した場合にどの程度のコスト増となるかについてもシミュレー
ションを行って検討しておきましょう。
概ね、自社所有の IT コストとクラウドの利用コストの関係は、上図のようなモデルで表
現することができます。

(3) クラウドサービスで取扱う情報の管理レベルについて確認しましたか？
プライバシーや企業秘密に係る情報をクラウドサービスで取扱う場合には適切な管理が
必要です。情報の性質や重要度を考慮して、クラウドサービスで取扱って問題がないかを
検討しましょう。
情報が外部預託可能なものであるかを検討しましょう。例えば個人情報をクラウドサー
ビスで取扱うためには、個人情報保護法に基づき、委託先の適切な監督義務が生じる場合
があります。
情報の重要度については、その情報が失われた場合の、経営にとってのダメージを評価
しておきましょう。競争力の喪失、顧客の喪失、信用の失墜、預金等の丌正引出し、経営
管理情報の紛失等、経営に重大な影響を及ぼす結果につながる場合があります。

(4) セキュリティ上のルールとクラウドサービスの活用の間に矛盾や丌一致が生じません
か？
会社のセキュリティポリシーやルールで、社外に情報を置くことを禁止していたり、外
部委託に関する制限をしていたりすると、クラウドサービスの利用が難しくなる場合もあ
ります。現在このようなポリシーやルールがあなたの会社にある状態で、それらを変更し
てでもクラウドを利用する価値が大きいと判断できる場合には、情報をクラウド事業者に
預けられるようにこれらの規則を見直し、IT の利活用の実態に整合させることが望ましい
でしょう。
そのような判断をする場合には、クラウドサービス使用時に起きうるトラブルに伴って
想定される丌都合が、業務の上で許容される範囲内に抑えられることを確認しましょう。
情報や情報処理プロセスを外部に預けることに伴うメリットと、利用に伴うリスクの許容
可能な範囲とを理解した上で、クラウドサービスを活用してください。
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［Ｂ］クラウドサービスの利用準備についての確認項目
No.
(5)

項目

内容

利用管理

クラウドサービスの特性を理解した利用管理担当者を社内に確保し

担当者

ましたか？

(6)

ユーザ管理

クラウドサービスのユーザについて適切に管理できますか？

(7)

パスワード

パスワードの適切な設定・管理は実施できますか？

(8)

データの
複製

サービス停止等に備えて、重要情報を手元に確保して必要なときに使
えるための備えはありますか？

(5) クラウドサービスの特性を理解した利用管理担当者を社内に確保しましたか？
クラウドサービスに関する業務を行う利用管理担当者が最低 1 人は必要です（専任でな
く兼務でも構いません）
。社内にクラウドサービスの利用管理担当者を確保しましょう。
（IT
の利用に詳しい人であれば適任の可能性が高いです。）
クラウドサービスの利用管理担当者は、IT 管理責任者の指示と監督の下、クラウドの利
用に際しての各種設定を行う等、IT 担当者と同等の業務を行います。その役割としては、
次のようなことが考えられます。
(ア) ユーザアカウントの登録や抹消の処理（誰にどこまでの処理をさせるかを会社の
方針に基づいてクラウドサービス上で設定する）
(イ) クラウドサービスの利用マニュアルの整備や利用方法の指導
(ウ) クラウドサービスの利用者に対するヘルプデスク
(エ) クラウドサービスに置くデータの定期的な複製
(オ) クラウドサービスに障害が生じた場合のクラウド事業者との連絡調整や、必要に
応じて迂回処置等の検討・実施
(カ) クラウドサービスでの処理量の増減に応じたサービス利用量の調整
また、クラウドサービスの利用に際して、自社だけで判断が困難な事項が生じた際に、
相談できる先6を社外に確保しておくとよいでしょう。

(6) クラウドサービスのユーザについて適切に管理できますか？
クラウドサービスの利用の際には適切なユーザ管理が必要です。ユーザ管理とは、実際
に業務のためにクラウドを利用する人について、その権限等を定めて管理することです。
以下のことを実施しましょう。
(ア) クラウドサービスの業務ごとに、利用する従業者を登録し、他の者はアクセスで
きないようにする。
（アクセス管理）
(イ) クラウドサービスの利用者について、どの業務・どの情報についてどのような操
6

IT コーディネータなどのコンサルタントや税理士等の専門家、日頃付き合いのある IT 機
器や事務機の販売店などが、相談相手として考えられます。
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作・処理を許可するのかを決定する。（権限管理）
(ウ) クラウドサービスの利用者一人一人について、ID とパスワードの対（ユーザアカ
ウント）を用意する。
（複数人でアカウントを共有することは、権限外の処理を
誘発したり、責任をあいまいにしたりします。
）
ルール通りに利用・運用ができているかを定期的に管理するために、管理者用のアカウ
ントも用意しましょう。管理者の権限は必要な人に限って不えるようにしましょう。

(7) パスワードの適切な設定・管理は実施できますか？
クラウドサービス利用者のパスワードは他人に推測されにくいものを設定し、他人に見
破られないようにしましょう。また、パスワードは定期的に変更するなど、他人のなりす
ましによる悪用を防ぐように管理する必要があります。
もし、パスワードを忘れてクラウドサービスにアクセスできなくなると、業務に支障を
きたしたり、必要なデータを使えなくなったりします。パスワードを忘れることがないよ
う管理する7、パスワードを復元する方法を用意する8等の措置も必要です。
万一パスワードがわからなくなったときのために、クラウドサービス事業者はパスワー
ドリセットの仕組みを提供している場合が多いと考えられます。そのようなサービスが提
供されているかあらかじめ確認しましょう。提供されている場合は、リセット要求を誰が
出して誰が受け付けるのか、要求者の本人確認の仕組みはどうか、あらかじめ登録した特
定の人からしか要求できないようになっているか、等を確認しましょう。誰でも勝手にリ
セットできる状態では、権限違反やなりすましのリスクがあります。また例えば手続が郵
送ベースだけだったりするとリードタイムが長くなるので、その間に支障をきたさない備
えも必要になります。

(8) サービス停止等に備えて、重要情報を手元に確保して必要なときに使えるための備え
はありますか？
クラウドに置いた重要なデータの複製を定期的に取りましょう。
「アーカイブ」と呼ばれ
る作業です。万が一、クラウドサービス上に置いたデータが失われたときでも事業の継続・
再開が可能なように、適切な間隔でクラウドサービスの外にデータの複製を作ることをお
奨めします。例えば売上処理が終わったら、売上台帳のデータのコピーを自社内のサーバ
に取るとか、テープや DVD に落として倉庫に保管するなどです。複製作業を適切に実行・
運用できる体制を整えておくとよいでしょう。
なお、クラウドサービス事業者は、通常、自動バックアップを標準機能として提供して
います。日常業務の中では、ユーザが頻繁なバックアップを実施する必要がない場合が多
いと考えられます。クラウド事業者の実施内容を確認のうえ、万が一に備えるレベルでの
7

一定のルールで記録し、利用者以外のものが別の場所でルールに基づいて保管する等
パスワードを、ある方法と特定のパラメータ（特定の数字の組み合わせ等）によって生成
することとし、方法とパラメータを別々に管理する等
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11

データの複製（ローカルコピー、アーカイブ）で十分と考えられます。

［Ｃ］クラウドサービスの提供条件についての確認項目
No.

項目

(9)

事業者の信頼性

(10)

サービスの信頼性

(11)

セキュリティ対策

(12)

利用者サポート

(13)
(14)

内容
クラウドサービスを提供する事業者は信頼できる事業者で
すか？
サービスの稼働率、障害発生頻度、障害時の回復目標時間な
どのサービスレベルは示されていますか？
クラウドサービスにおけるセキュリティ対策が具体的に公
開されていますか？
サービスの使い方がわからないときの支援（ヘルプデスクや
FAQ）は提供されていますか？

利用終了時の

サービスの利用が終了したときの、データの取扱い条件につ

データの確保

いて確認しましょう。

契約条件の確認

一般的契約条件の各項目について確認しましょう。

(9) クラウドサービスを提供する事業者は信頼できる事業者ですか？
そのサービスを提供するクラウド事業者の経営が安定して信頼できるか、サービスの提
供が長期間安定して行われるかを確認しましょう。経営の評価は難しいですが、以下のよ
うな項目が判断の参考になります。
（注）これらはあくまで参考情報であり、これらを満たしていることは必須でなく、ま
た、これらの項目に適合しているからといってそれだけで信頼できるとは限らな
いことに留意してください。一方、新規参入だけど利用価値の高い新事業者・サ
ービスも登場してくるので、それらをうまく安全に活用する視点も大事です。
(ア) 株式公開企業であるか。株式公開企業は経営状況について審査を受け、定期的に
情報を公開しています。
(イ) 何年業務を続けているか。長年事業が継続していれば、安定性、継続性の指標に
なります。
(ウ) 利用者の数が多いか。多くの人が利用していることは、信頼性が高い結果である
可能性が高いです。どんなユーザがいるかが判れば、より参考になります。（ク
ラウドサービスを実際に利用しているユーザと話すことができるなら、使い勝手、
投資効果、障害の有無や対応等について悪い評価はないか確認してみましょう。
）
(エ) 事敀の情報がたびたび聞かれたりしないか、万一の障害対応がきちんと行われて
いるか。
(オ) そのサービスを、事業実績のあるシステムインテグレータや IT の販売店が代理
販売しているケースもありえます。信用や実績のある事業者が推奨、再販してい
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るサービスは、ある程度安心して使うことができるでしょう。
(カ) 対象のクラウドサービスが、大手クラウド事業者（コンピュータメーカや通信事
業者もクラウドサービスを提供しています）が提供するプラットフォーム上で提
供されている場合もあります。その場合には、基盤となっているクラウドサービ
ス部分のセキュリティや信頼性、つまり可用性や攻撃等への耐性は高いものと考
えられるでしょう。

(10) サービスの稼働率、障害発生頻度、障害時の回復目標時間などのサービスレベルは示
されていますか？
クラウドサービスは、メンテナンスや障害のために、予告して、あるいは突然止まるこ
とがあります。その対策方針等は、SLA（サービスレベルアグリーメント、またはサービ
スレベル契約書）等の文書で示されている場合が多いです。以下のことを確認しましょう。
(ア) 予告して停止する場合は、予告のリードタイムが十分であるか、予告の方法として、
確実に事前に知ることができる方法が示されているか、丌都合が生じる恐れがない
かを確認しましょう。
(イ) 突然の障害等については、予告や予測は困難ですが、クラウドサービス側でトラブ
ルが発生した際に、クラウド事業者側からどのような方法で連絡をしてくるかを確
認しましょう。トラブルが生じた場合には、速やかに通知が来るようになっている
ことも大事です。
(ウ) 突然の障害等について、その発生頻度の理論値や経験値、障害でサービスが止まっ
た場合の、復旧に要する見込み時間などが示されていることがあります。それらを
総合して、稼働率保証として示されることもあります。
稼働率保証の場合は、率の計算単位が何か（通常、月単位）を確認しましょう。年
単位の場合は、0.1%の停止でも理論的には 8 時間 45 分連続して停止する可能性も
あることになります。
なお、
この稼働率保証のことを簡略化して SLA と呼び習わしていることもあります。
(エ) また、稼働率保証は、通常、それ以上のサービス停止があった場合には何らかの補
償をしますという条件で示されることが一般的です。必ずしも示された稼働時間が
保障されている訳ではないことに注意しましょう。想定外の長時間の停止に備えて、
(8)で確認したようなローカルバックアップ、アーカイブによる備えをすることが望
まれます。
(オ) クラウド事業者によっては、ダッシュボードと呼ばれる画面等で、現在のクラウド
の運転状況やトラブルの状況などの情報を常時提供している場合があります。その
ような事業者はサービス稼動についての管理が充実していると期待できますし、ま
た必要なときに随時運転状況を確認できるので安心です。

13

(11) クラウドサービスにおけるセキュリティ対策の具体的内容は公開されていますか？
多くの場合、クラウド事業者は自社のセキュリティ対策に関する解説をウェブサイトで
公開しています。年次報告書（情報セキュリティ報告書や CSR 報告書の形を取るケースも
多い）やセキュリティに関するホワイトペーパー（レポート）を公表している場合もあり
ます。
以下のセキュリティ対策に関する項目について、クラウド事業者のウェブサイト等で説
明されているかを確認しましょう。
(ア) システムに関するセキュリティ対策項目
 OS やアプリケーションのアップデート、セキュリティ修正パッチやサービス
パックの適時適用等
 システムの可用性・信頼性を確保するための対策（サーバやストレージやネッ
トワークの多重化・冗長化、自動バックアップ等）
(イ) データ管理に関するセキュリティ対策項目
 暗号化の自動実施、または暗号化機能の提供
 クラウド事業者側での自動バックアップ（インターバル、世代、復旧方法、保
存期間等）
(ウ) ネットワークと通信に関するセキュリティ対策項目
 ウイルス・マルウェア感染への対策、丌正アクセスへの対策、ネットワーク障
害対策等
 障害や攻撃に対する監視、検知、解析、防御対策等
(エ) データセンターに関するセキュリティ対策項目
 防犯設備、入退室管理、災害対応、監視体制等
 電源や冷却設備の二重化、予備電源の確保等
(オ) データセンターの運用に関するセキュリティ管理項目
 運転要員の信頼性確認、勤務状況・作業内容のモニタリング等
 システムへのアクセス権限や管理者特権の管理、操作ログの管理等
公的機関が定めている情報開示指針やサービスに関するガイドラインがあります。また
情報セキュリティやデータの保護管理に関する基準類も、民間のものも含めて数多くあり
ます。それらに基づいた運用管理、情報開示、認定や認証が行われていれば、その事業者
の信頼性やセキュリティ管理についても安心できる可能性が高いです。これら指針等の例
としては、次のようなものがあります。
 経済産業省：SaaS 向け SLA ガイドライン
 経済産業省：情報セキュリティ報告書モデル
 経済産業省：クラウドサービス利用のための情報セキュリティマネジメントガ
イドライン
 総務省：ASP・SaaS における情報セキュリティ対策ガイドライン
 総務省：データセンターの安全・信頼性に係る情報開示指針
 ISMS（情報セキュリティマネジメントシステム）適合性評価制度
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 ITSMS(IT サービスマネジメントシステム)適合性評価制度
 日本情報経済社会推進協会：プライバシーマーク制度
 マルチメディア振興センター：ASP・SaaS 安全・信頼性に係る情報開示認定
制度
 PCI DSS（クレジットカード境界の定めるデータセキュリティ基準）
 米国会計監査基準における SAS70 TypeII 監査（日本においては日本公認会計
士協会の定める 18 号監査）による、内部統制に関わる監査報告

(12) サービスの使い方がわからないときの支援（ヘルプデスクや FAQ）は提供されてい
ますか？
ユーザ支援のための施策として、ウェブサイトに公開されたよくある質問集（FAQ）
、動
画等を用いた取扱説明、使い方に関する質問を受け付けてくれるヘルプデスク（カスタマ
ー窓口）等があります。
これらのユーザサポート施策が充実していて安心できるか確認しましょう。
ユーザサポート窓口については、以下を確認しましょう。
 連絡方法・連絡先（電話、メール、その他の手段が提供されています）
 受付時間（自社の利用パターンと合致するか、業務時間外に連絡が必要となる
かを検討しましょう）
 料金（問合せが月額料金に含まれているか、追加で料金が必要かを確認しまし
ょう）
一度ためしに連絡して対応を確認してみてもよいでしょう。

(13) サービスの利用が終了したときの、データの取扱い条件について確認しましょう。
クラウドサービスの利用を何らかの理由で終了する場合には、クラウドに預けてあった
データを自社内のシステムに戻したり、他のサービス事業者に預け直したりすることが必
要になります。
この作業がスムーズに支障なく行われるためには、次の事項について確認が必要です。
 データが必要なタイミングで返却されるか（あるいは随時ローカルコピーが可
能か。そのスピードはデータ量に比して十分高速か）
 データが返却される場合のデータのフォーマットは、他のシステムとの互換性
が確保されているか
 利用が終了し、データが返却された後で、クラウドのシステム上に残るデータ
は確実に消去され、第三者による再利用や悪用が起こらないよう対策されて
いるか。
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(14)一般的契約条件の各項目について確認しましょう。
クラウドサービスの利用に際しては、通常、サービスを提供するウェブサイトに利用の
ための契約約款が表示され、
「同意します」ボタンをクリックすることで契約が成立する構
造になっています。書面による契約と同じ効力を持ちますので、
「同意します」ボタンをク
リックする前に、契約条件を確認しておきましょう。
一般に、その取引の内容を規定する部分以外にも、以下のような注意すべき項目があり
ます。
 利用価格の体系や適用条件
 価格の変更に関する規定（通知期間、通知方法、丌同意の場合の処理等）
 サービスの変更に関する規定（内容、方法、通知期間、通知方法、丌同意の場
合の処理等）
 守秘義務（ベンダ側、ユーザ側、双方同等。ベンダ側のユーザ情報に関する守
秘義務やユーザ側の義務について注意が必要）
 損害賠償規定（ベンダ側の原因でデータが失われた場合やサービス障害の波及
損害に対する賠償規定があるか、それは十分かの確認）
 契約の満期終了と更新に関する規定（契約期間は、自動更新規定があるか、更
新しない（する）場合の通知期間・通知方法等）
 契約の解除に関する規定（ベンダ側が一方的に解除できる条件でないか、ユー
ザ側が解除する場合のペナルティ等はないか、等）
 契約の終了・解除に伴う処理等の規定（終了時のベンダの義務、ユーザの権利
が規定されているか、それは妥当か。終了時のデータの返還や、返還後にクラ
ウド上のデータを完全消去すること等が明記されているか 等）
以上

[P1] 経済産業省「IT 経営力指標 ステージ２」の定義
ステージ２
◆概ね経営課題は把握できている

◆経営戦略の周知が丌十分

◆IT の活用が組織単位.

◆業務プロセスが可視化されているが、組織ごとの改善に留まる
◆職務権限と職務分掌が定められている.
◆システム基盤がアプリケーションごとにバラバラに構築.
◆IT 戦略の立案に経営層が関不している.
◆IT 投資の効果予測は投資前に行うが、投資後の評価は行っていない.
◆経営層や社員の IT 活用能力を向上させるために、マニュアルの整備、研修会や啓蒙活動を行っている.
◆経営層は IT に関連起因する情報漏洩・ウイルス・丌正アクセス等の脅威を認識している.
*経済産業省「IT 経営ポータル IT 経営力指標」
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/it_keiei/about/idea/management.html
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中小企業のためのクラウドサービス安全利用チェックシート
No.

項目

内容

[ A] クラウドサービスの利用範囲についての確認項目
クラウドサービスでどの業務、どの情報を扱うかを検討
(1) 利用範囲の明確化
し、業務の切り分けや運用ルールの設定を行いましたか？
サービスの種類と 業務に合うクラウドサービスを選定し、コストについて確
(2)
コスト
認しましたか？
クラウドサービスで取扱う情報の管理レベルについて確
(3) 扱う情報の重要度
認しましたか？
ポリシーやルール セキュリティ上のルールとクラウドサービスの活用の間
(4)
との整合性
に矛盾や丌一致が生じませんか？
[B] クラウドサービスの利用準備についての確認項目
クラウドサービスの特徴を理解した担当者を社内に確保
(5) 担当者
しましたか？
クラウドサービスのユーザについて適切に管理できます
(6) ユーザ管理
か？

チェック

□
□
□
□

□
□

(7)

パスワード

パスワードの適切な設定・管理は実施できますか？

□

(8)

データの複製

サービス停止等に備えて、重要情報を手元に確保して必要
なときに使えるための備えはありますか？

□

[C] クラウドサービス提供条件等についての確認
クラウドサービスを提供する事業者は信頼できる事業者
(9) 事業者の信頼性
ですか？
サービスの稼働率、障害発生頻度、障害時の回復目標時間
(10) サービスの信頼性
などのサービスレベルは示されていますか？
クラウドサービスにおけるセキュリティ対策が具体的に
(11) セキュリティ対策
公開されていますか？
サービスの使い方がわからないときの支援（ヘルプデスク
(12) 利用者サポート
や FAQ）は提供されていますか？
利用終了時のデー サービスの利用が終了したときの、データの取扱い条件に
(13)
タの確保
ついて確認しましょう。
(14)

契約条件の確認

一般的契約条件の各項目について確認しましょう。

□
□
□
□
□
□

メモ／摘要

「中小企業のためのクラウドサービス安全利用の手引き」対応

クラウド事業者による

情報開示の参照ガイド

２０１１年４月

独立行政法人情報処理推進機構

「中小企業のためのクラウドサービス安全利用の手引き」対応

クラウド事業者による情報開示の参照ガイド

はじめに
IPA では、中小企業によるクラウドサービスの利用推進に向けて「中小企業のた
めのクラウドサービス安全利用の手引き」
（以下、
「安全利用の手引」）を作成しまし
た。
「安全利用の手引」では、クラウドサービスの解説と利点ならびに留意事項、そ
してクラウドサービスの利用事例と期待効果を紹介し、利用に際して準備･確認すべ
き項目を示して解説しています。
利用に際して確認すべき項目の多くはクラウドサービスの提供事業者（以下、ク
ラウド事業者）が開示する情報に関するものです。中小企業によるクラウドサービ
スの安全利用のためには、必要な情報が適時適切にクラウド事業者から提供される
ことが望まれます。
本書では、クラウド事業者による情報開示に関して、その項目や開示方法につい
て、中小企業によるクラウドサービスの安全利用の視点から、期待される姿を示し
ます。クラウドサービスの特徴である、オンデマンドセルフサービスを実現するた
めにも、クラウド事業者からの積極的な情報の提供が期待されるところです。

クラウド事業者の開示する情報について
「安全利用の手引」では、クラウド事業者の開示する情報について、以下のカテ
ゴリを提示しています。


事業者の信頼性



サービスの信頼性



セキュリティ対策



利用者サポート



利用終了時のデータの確保



契約条件の確認

これらのカテゴリごとに、開示が望まれる情報項目を提示し、開示の方法につい
ても案を示します。ここで提示する項目はすべてを公開しなければならないという
ものではありません。利用者が自らクラウドサービスの利用について判断する際に
参照すべき情報として提示しており、必要に応じて限定された情報項目や開示方法
（既存会員限定など）で提供するようなことも考えられます。利用者にとって必要
な情報が、クラウド事業者に特段の負担となることなく提供され、中小企業による
クラウドサービスの利用が促進される状況が実現することが望まれます。
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1. 「事業者の信頼性」に関する情報開示の項目とその方法
「安全利用の手引」における確認項目の記述

(9) クラウドサービスを提供する事業者は信頼できる事業者ですか？
そのサービスを提供するクラウド事業者の経営が安定して信頼できるか、サービ
スの提供が長期間安定して行われるかを確認しましょう。
事業者の信頼性とは
クラウドサービス利用者にとって、サービスの安定性と継続性は重大な関心事で
す。経営の財務上および事業運営上の持続性と安定性を示す情報が求められていま
す。具体的には以下の項目がそのようなニーズを満たすものと考えられます。

事業者の信頼性に関する項目


企業名、企業の所在地、連絡先（電話、FAX、電子メール）等の企業の
存在に関する情報



創業の時期、当該クラウドサービスの開始時期・利用実績等、サービスの
継続性に関する情報



販売代理店、提携先等、サービスの購入や利用に関する参考情報



制度に基づいて開示される企業情報（株式公開、内部統制報告書、情報セ
キュリティ報告書、情報セキュリティ監査報告書、ASP・SaaS の情報開
示指針に基づく開示



等）

「安全利用の手引」では、「以下のような項目が判断の参考になります」
として示しています 1。
(ア) 株式公開企業であるか。株式公開企業は経営状況について審査を受け、
定期的に情報を公開しています。
(イ) 何年業務を続けているか。長年事業が継続していれば、安定性、継続性
の指標になります。
(ウ) 利用者の数が多いか。多くの人が利用していることは、信頼性が高い結
果である可能性が高いです。どんなユーザがいるかが判れば、より参考
になります。
（クラウドサービスを実際に利用しているユーザと話すこと
ができるなら、使い勝手、投資効果、障害の有無や対応等について悪い
評価はないか確認してみましょう。）

1

「安全利用の手引」では、（注）として「これらはあくまで参考情報であり、これらを満たし
ていることは必須でなく、また、これらの項目に適合しているからといってそれだけで信頼でき
るとは限らないことに留意してください。一方、新規参入だけど利用価値の高い新事業者・サー
ビスも登場してくるので、それらをうまく安全に活用する視点も大事です。」と補足している。

3

(エ) 事故の情報がたびたび聞かれたりしないか、万一の障害対応がきちんと
行われているか。
(オ) そのサービスを、事業実績のあるシステムインテグレータや IT の販売店
が代理販売しているケースもありえます。信用や実績のある事業者が推
奨、再販しているサービスは、ある程度安心して使うことができるでし
ょう。
(カ) 対象のクラウドサービスが、大手クラウド事業者（コンピュータメーカ
や通信事業者もクラウドサービスを提供しています）が提供するプラッ
トフォーム上で提供されている場合もあります。その場合には、基盤と
なっているクラウドサービス部分のセキュリティや信頼性、つまり可用
性や攻撃等への耐性は高いものと考えられるでしょう。

情報の開示方法について
事業者の信頼性に関する情報は、ウェブサイトやサービスカタログに記載されて
いると良いでしょう。利用者はサービスの詳細を確認するとともに、サービスを提
供する事業者を確認しますので、サービスを紹介したウェブサイトやカタログから
直接確認できることが望ましいでしょう。

2. 「サービスの信頼性」に関する情報開示の項目とその方法
「安全利用の手引」における確認項目の記述

(10) サービスの稼働率、障害発生頻度、障害時の回復目標時間などのサービスレベ
ルは示されていますか？
クラウドサービスは、メンテナンスや障害のために、予告して、あるいは突然止
まることがあります。その対策方針等は、SLA（サービスレベルアグリーメント、
またはサービスレベル契約書）等の文書で示されている場合が多いです。
サービスの信頼性とは
クラウドサービス利用者は、事業者の信頼性に加えて、サービスそのものの信頼
性についても確認したいと考えています。サービスの信頼性に関する情報としては、
サービスの稼働率、計画的または偶発的停止の際の連絡や回復時間に関する情報、
その間のサポート等に関する情報等が該当すると考えられます。運用面での情報を
開示することで、利用者に安心感を持ってもらうことができます。

サービスの信頼性に関する項目


サービスの稼働状況に関する情報
 通常運転時のサービスやシステムの稼働状況
 稼働状況を確認できる情報源の場所（ダッシュボード等）やその見方

4



サービスの稼働率に関する情報
 サービスのアップタイム率の見込みまたは保証値（計算単位含む）
 保証値が未達の場合の補償内容



計画的停止に関する情報
 事前通知のリードタイム
 停止の最大時間



障害時の復旧等に関する情報
 障害発生時の通知方法、通知のタイミング等
 障害復旧までの見込み時間等、復旧途中での情報提供の方法
 障害期間中のサポート体制等



「安全利用の手引」では、「以下のことを確認しましょう。」として示して
います。
(ア) 予告して停止する場合は、予告のリードタイムが十分であるか、予告の方
法として、確実に事前に知ることができる方法が示されているか、丌都合
が生じる恐れがないかを確認しましょう。
(イ) 突然の障害等については、予告や予測は困難ですが、クラウドサービス側
でトラブルが発生した際に、クラウド事業者側からどのような方法で連絡
をしてくるかを確認しましょう。トラブルが生じた場合には、速やかに通
知が来るようになっていることも大事です。
(ウ) 突然の障害等について、その発生頻度の理論値や経験値、障害でサービス
が止まった場合の、復旧に要する見込み時間などが示されていることがあ
ります。それらを総合して、稼働率保証として示されることもあります。
稼働率保証の場合は、率の計算単位が何か（通常、月単位）を確認しまし
ょう。年単位の場合は、0.1%の停止でも理論的には 8 時間 45 分連続し
て停止する可能性もあることになります。
なお、この稼働率保証のことを簡略化して SLA と呼び習わしていること
もあります。
(エ) また、稼働率保証は、通常、それ以上のサービス停止があった場合には何
らかの補償をしますという条件で示されることが一般的です。必ずしも示
された稼働時間が保障されている訳ではないことに注意しましょう。想定
外の長時間の停止に備えて、(8)で確認したようなローカルバックアップ、
アーカイブによる備えをすることが望まれます。

(オ) クラウド事業者によっては、ダッシュボードと呼ばれる画面等で、現在の
クラウドの運転状況やトラブルの状況などの情報を常時提供している場
合があります。そのような事業者はサービス稼動についての管理が充実し
ていると期待できますし、また必要なときに随時運転状況を確認できるの
で安心です。
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情報の開示方法について
サービスの信頼性に関する情報は、ウェブサイトやサービスカタログに記載され
ていると良いでしょう。利用者はサービスの詳細を確認すると共に、サービスに対
する信頼性を確認しますので、サービスを紹介したウェブサイトやカタログから直
接確認できることが望ましいでしょう。
また、サービスの信頼性においては、障害発生時の対応など、過去の実績につい
ても情報を望む場合があります。障害対応の実績や事例を公開することは、利用者
の信頼や安心を生むことにつながる場合も多くあります。事業に差し障りのない範
囲で情報を開示することが望ましいでしょう。

3. 「セキュリティ対策」に関する情報開示の項目とその方法
「安全利用の手引」における確認項目の記述

(11) クラウドサービスにおけるセキュリティ対策の具体的内容は公開されていま
すか？
多くの場合、クラウド事業者は自社のセキュリティ対策に関する解説をウェブサ
イトで公開しています。年次報告書（情報セキュリティ報告書や CSR 報告書の形
を取るケースも多い）やセキュリティに関するホワイトペーパーを公表している場
合もあります。
セキュリティ対策とは
クラウドサービス利用における懸念事項のひとつにセキュリティ対策があります。
中小企業はクラウドサービスを提供するためのシステムの仕組みやその安全を確保
する要素について十分な知識を持っていないため、セキュリティ上の安全性につい
て自ら確認することができません。第三者が提供するサービスを利用することや社
外にデータを置くことに漠然たる丌安を抱くケースが多いと考えられます。システ
ムやデータの安全性対策を示すことが安心につながります。

セキュリティ対策に関する項目


システムに関するセキュリティ対策項目
 OS やアプリケーションのアップデート、セキュリティ修正パッチや
サービスパックの適時適用等
 システムの可用性・信頼性を確保するための対策（サーバやストレー
ジやネットワークの多重化・冗長化、自動バックアップ等）



データ管理に関するセキュリティ対策項目
 暗号化の自動実施、または暗号化機能の提供
 クラウド事業者側でのバックアップ（インターバル、世代、復旧方法、
保存期間等）
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ネットワークと通信に関するセキュリティ対策項目
 ウイルス・マルウェア感染への対策、丌正アクセスへの対策、ネット
ワーク障害対策 等
 障害や攻撃に対する監視、検知、解析、防御対策等



データセンターに関するセキュリティ対策項目
 防犯設備、入退室管理、災害対応、監視体制等
 電源や冷却設備の二重化、予備電源の確保 等



データセンターの運用に関するセキュリティ管理項目
 運転要員の信頼性確認、勤務状況・作業内容のモニタリング等
 システムへのアクセス権限や管理者特権の管理、操作ログの管理等

情報の開示方法について
セキュリティ対策については、レベルなどの判断が難しいため、上記に例示した
項目については、実施しているかどうかを明確にしておけば良いでしょう。詳細な
セキュリティ対策を公開することは、攻撃を意図するものに情報を提供することに
なる可能性もあるため、そのような恐れのない範囲に限定するという判断も考えら
れます。
情報の開示については、ウェブサイトへの掲載や資料の作成･配布等が一般的方法
と考えられます。利用者に限定して提供する情報であれば、利用者専用の提供方法
による開示や問い合わせベースでの対応でも良いでしょう。ただし、これらの情報
を利用者は自社内のセキュリティ管理に利用することがあるため、何らかの文書に
なっているとより利便性が高まるでしょう。
また、情報セキュリティ対策については、定期的な報告をすることも、利用者の
安心を得るためのより良い手段だといえます。利用者が自社のセキュリティ監査を
行う場合の情報源となるような、情報セキュリティに関する報告書やホワイトペー
パーなどを提供することも役に立つと考えられます。
「安全利用の手引」には、次のような記述があります。これらに該当する情報開
示を行っている場合は、セキュリティ対策に関する情報開示の補完として効果があ
ります。
公的機関が定めている情報開示指針やサービスに関するガイドラインがありま
す。また情報セキュリティやデータの保護管理に関する基準類も、民間のものも
含めて数多くあります。それらに基づいた運用管理、情報開示、認定や認証が行
われていれば、その事業者の信頼性やセキュリティ管理についても安心できる可
能性が高いです。これら指針等の例としては、次のようなものがあります。
（*URL
については巻末を参照。）


経済産業省： SaaS 向け SLA ガイドライン



経済産業省：情報セキュリティ報告書モデル



総務省：ASP・SaaS における情報セキュリティ対策ガイドライン
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総務省：データセンターの安全・信頼性に係る情報開示指針



ISMS（情報セキュリティマネジメントシステム）の適合性認証制度



日本情報経済社会推進協会：プライバシーマーク認定制度



マルチメディア振興センター：ASP・SaaS 安全・信頼性に係る情報開示
認定制度



PCI DSS（クレジットカード境界の定めるデータセキュリティ基準）



米国会計監査基準における SAS70 TypeII 監査（日本においては日本公
認会計士協会の定める 18 号監査）による、内部統制に関わる監査報告

4. 「利用者サポート」に関する情報開示の項目とその方法
「安全利用の手引」における確認項目の記述

(12) サービスの使い方がわからないときの支援（ヘルプデスクや FAQ）は提供さ
れていますか？
ユーザ支援のための施策として、ウェブサイトに公開されたよくある質問集
（FAQ）、動画等を用いた取扱説明、使い方に関する質問を受け付けてくれるヘル
プデスク（カスタマー窓口）等があります。
利用者サポートとは
中小企業にとっての良いサービスの条件として、サポートが充実していることが
あります。利用方法がわからない時、トラブルが発生したときに、情報を入手でき
る場所や相談できる相手があることは安心感につながります。自社のサポート体制
だけではなく、ユーザ用のコミュニティがある場合には、ユーザ同士の情報交換が
役に立つことも考えられます。

サポート体制と内容に関する項目


利用方法の説明・解説文書の提供：オンラインヘルプ、ユーザマニュアル
等



よくある質問集(FAQ)：トップページからたどりやすいところにある、キ
ーワード検索が充実している



サポート窓口の情報：連絡先（電話、FAX、メール、その他）、応対方法、
受付時間、費用の有無や体系



等が望ましい
等

ユーザコミュニティに関する情報：サポート掲示板、ユーザグループ紹介
など

情報の開示方法について
サポート窓口については事業者のホームページやサービスごとのウェブサイト、
サービス約款や契約書などに記載しておくと良いでしょう。サポートが有償の場合
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や登録制度がある場合には、その旨をあらかじめ伝えて理解しておいてもらうこと
も大事です。

5. 「利用終了時のデータの確保」に関する情報開示の項目とその方法
「安全利用の手引」における確認項目の記述

(13) サービスの利用が終了したときの、データの取扱い条件について確認しましょ
う。
クラウドサービスの利用を何らかの理由で終了する場合には、クラウドに預けて
あったデータを自社内のシステムに戻したり、他のサービス事業者に預け直したり
することが必要になります。
利用終了時のデータの確保とは
クラウドサービスの利用を何らかの理由で終了する場合に、クラウドサービス上
に作成、保管されたデータを、サービス利用終了時に引き上げたいという要望が利
用者にはあります。作成したデータをどのようにローカルに保存し、再利用できる
のかについての情報を提供することで、利用者の安心感を得、また利用についての
判断を促すことになります。
また、サービス利用終了時のクラウド上のデータの抹消方法についても、個人情
報や機密情報だけではなく、企業のすべての情報において気になるところです。利
用が終了した後は、クラウドにあったデータは確実に消去され、復元されたり再利
用されたり流出したりということが起らないことを保証し、説明することが重要で
す。

利用終了時のデータの確保に関する項目


利用終了時のデータのローカルへの落し込み・保存方法



保存できるデータ形式



利用終了後のユーザデータのクラウド上からの抹消についての保証



「安全利用の手引」では「次の事項について確認が必要です。」として以下
の項目を示しています。


データが必要なタイミングで返却されるか（あるいは随時ローカルコピー
が可能か。そのスピードはデータ量に比して十分高速か）



データが返却される場合のデータのフォーマットは、他のシステムとの互
換性が確保されているか



利用が終了し、データが返却された後で、クラウドのシステム上に残るデ
ータは確実に消去され、第三者による再利用や悪用が起こらないよう対策
されているか。
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情報の開示方法について
利用終了時のデータの確保に関する情報は、ウェブサイト上で事前に提供されて
いることが望ましいでしょう。また、必要に応じてツールを提供し、安全にデータ
をダウンロードできるようにすると良いでしょう。

6. 「契約条件の確認」に関する情報開示の項目とその方法
「安全利用の手引」における確認項目の記述

(14)一般的契約条件の各項目について確認しましょう。
クラウドサービスの利用に際しては、通常、サービスを提供するウェブサイトに
利用のための契約約款が表示され、
「同意します」ボタンをクリックすることで契約
が成立する構造になっています。書面による契約と同じ効力を持ちますので、
「同意
します」ボタンをクリックする前に、契約条件を確認しておきましょう。
契約条件の確認とは
クラウドサービスの利用も一般の商取引であり、契約条項は相互に確認の上契約
されるべきものですが、ウェブサイト上の約款を利用者に読んでもらって、利用者
が確認のボタンをクリックすることで契約が成立するパターンが一般的であり、内
容を十分に確認せずに利用を開始してしまう利用者もいます。
特にいくつかの項目は万が一のときに紛糾する恐れがあるので、契約時にきちん
と認識されているようにすることが望まれます。また、サービス利用中も必要に応
じてこれらの契約条件がいつでも参照できるように提供することが望ましいでしょ
う。

契約条件の確認に関する項目
「安全利用の手引」では「一般に、その取引の内容を規定する部分以外にも、以下
のような注意すべき項目があります。」として以下の項目を示しています。


利用価格の体系や適用条件



価格の変更に関する規定（通知期間、通知方法、丌同意の場合の処理



サービスの変更に関する規定（内容、方法、通知期間、通知方法、丌同意
の場合の処理



等）

等）

守秘義務（ベンダ側、ユーザ側、双方同等。ベンダ側のユーザ情報に関す
る守秘義務やユーザ側の義務について注意が必要）



損害賠償規定（ベンダ側の原因でデータが失われた場合やサービス障害の
波及損害に対する賠償規定があるか、それは十分かの確認）



契約の満期終了と更新に関する規定（契約期間は、自動更新規定があるか、
更新しない（する）場合の通知期間・通知方法等）



契約の解除に関する規定（ベンダ側が一方的に解除できる条件でないか、
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ユーザ側が解除する場合のペナルティ等はないか、等）


契約の終了・解除に伴う処理等の規定（終了時のベンダの義務、ユーザの
権利が規定されているか、それは妥当か。終了時のデータの返還や、返還
後にクラウド上のデータを完全消去すること等が明記されているか

等）

情報の開示方法について
サービスの利用における契約条項は、利用者が同意するときにその内容を十分確
認できるよう、明確にわかりやすく示す必要があります。また、利用者が同意した
そのままの内容を保存して将来相互に確認できる状態を保持することが望まれます。
契約期間中はいつでも参照できるように、ウェブサイトにわかりやすく掲載して
おきましょう。利用途中で条件を変更する場合に利用者からの確認を得て記録を残
すことにも留意しましょう。
以上
＜公的機関が定めている情報開示指針やサービスに関するガイドラインの URL＞
 経済産業省： SaaS 向け SLA ガイドライン
http://www.meti.go.jp/press/20080121004/20080121004.html
 経済産業省：情報セキュリティ報告書モデル
http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/downloadfiles/5_sec_report.pdf
 経済産業省：クラウドサービス利用のための情報セキュリティマネジメントガイドライン
http://www.meti.go.jp/press/2011/04/20110401001/20110401001.html
 総務省：ASP・SaaS における情報セキュリティ対策ガイドライン
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/2008/080130_3.html
 総務省：ASP・SaaS の安全・信頼性に係る情報開示指針
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/2007/071127_3.html
 総務省：データセンターの安全・信頼性に係る情報開示指針
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/090226_5.html
 ISMS（情報セキュリティマネジメントシステム）適合性評価制度
http://www.isms.jipdec.or.jp/isms.html
 ITSMS(IT サービスマネジメントシステム)適合性評価制度
http://www.isms.jipdec.or.jp/itsms.html
 日本情報経済社会推進協会：プライバシーマーク認定制度
http://privacymark.jp/
 マルチメディア振興センター：ASP・SaaS 安全・信頼性に係る情報開示認定制度
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http://www.fmmc.or.jp/asp-nintei/
 PCI DSS（クレジットカード協会の定めるデータセキュリティ基準）
https://www.pcisecuritystandards.org/
 米国会計監査基準における SAS70 TypeII 監査（日本においては日本公認会計士協会
の定める 18 号監査）による、内部統制に関わる監査報告
http://www.aicpa.org/Research/Standards/AuditAttest/Pages/SAS.aspx
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/pdf/00534-001629.pdf
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2010 情財第 0380 号

中小企業等における
クラウドの利用に関する実態調査
調査報告書
（付録：アンケート調査票）

平成 23 年 3 月

独立行政法人情報処理推進機構

調査実施機関：株式会社三菱総合研究所
1

1. アンケート調査票
企業等ウェブアンケート調査で用いたスクリーニング用設問と本調査の設問について、
設問及び選択肢を示す。
1.1.
設問

スクリーニング用設問
設問及び選択肢

No.
SC1

組織における所属に最も近いものを次の中から選んでください。※複数の所属を持
つ場合には主な所属を選んでください。
① 経営層
② 情報システム部門
③ 営業部門
④ 広報・宣伝部門
⑤ 経営企画部門
⑥ 製品企画部門
⑦ 研究・開発部門
⑧ その他（＿）

SC2

組織における役職に最も近いものを次の中から選んでください。
① 役員クラス
② 部長クラス
③ 課長クラス
④ 係長クラス
⑤ 一般社員
⑥ その他（＿）

SC3

組織における IT システム管理、IT システム調達に関する、あなたの役割に最も近
いものを選んでください。
① IT システム管理・調達を承認する
② 全社の IT システム管理を担当している
③ 部門の IT システム管理を担当している
④ IT システム調達を担当している
⑤ IT システム企画を担当している
⑥ IT システム管理・調達には関わっていない
2

⑦ その他（＿）
1.2.
Q1

クラウドコンピューティングの認知状況、利用状況
「クラウドコンピューティング」及び「クラウドサービス」という言葉について、
ご存知でしたか。
（単数選択）
① 聞いたことがある
② 聞いたことがない

Q2

以下に示す「クラウドコンピューティング」の概念、技術について、あなたの認知
状況を選んでください。
（良く知っている／聞いたことがある／知らない）
① パブリッククラウド
② プライベートクラウド
③ SaaS
④ PaaS
⑤ IaaS

Q3

「クラウドサービス」システムで分散データ管理手法を用いていることをご存知で
すか。国際的に事業展開する「クラウドサービス」事業者の多くは、事業継続や応
答速度の確保を目的として、複数の国にサーバ設備を配置するデータセンターを設
けています。
① 知っている
② 知らない

Q4

「クラウドサービス」事業者の中には、データセンター及びサーバ機器を保有する
「クラウドサービス」事業者から、IaaS として情報処理リソースを調達し、その基
盤の上に展開したアプリケーションを SaaS として、あるいはライブラリを PaaS
として提供する事業だけを行う、顧客に提供するインフラ（データセンター、サー
バ機器等）を保有しない「クラウドサービス」事業者も多く存在します。このよう
な顧客向けのインフラを持たない「クラウドサービス」事業者の存在をご存知です
か。
① 知っている
② 知らない

Q5

貴社における「クラウドサービス」の利用状況について、最も良くあてはまる項目
を一つだけ選んでください。
3

① 多くの事業、業務で利用している
② 一部の事業、業務で利用している
③ 一部の事業、業務で試験利用している
④ 導入・利用を検討している
⑤ 導入・利用に向けた検討は行ったが、当面は導入しないことになった
⑥ 導入・利用に向けた検討を行っていない
Q6

貴社の経営戦略における IT 戦略の一環として「クラウドサービス」の利用及び導入
検討を行いましたか。
① IT 戦略の一環として利用を行っている
② IT 戦略に「クラウドサービス」を位置づけているが、「クラウドサービス」の
利用はまだ行っていない
③ IT 戦略を持っていないが、「クラウドサービス」の利用を行っている
④ IT 戦略を持っていないし、「クラウドサービス」の利用も行っていない
⑤ IT 戦略上の判断として、「クラウドサービス」の利用を行わないこととしてい
る
⑥ わからない

Q7

「クラウドサービス」の利用及び導入検討を行ったきっかけとして最も近いものを
お選びください。
① 経営層の指示
② 情報システム企画部署の提案
③ 情報システム運用部署の提案
④ 情報システムのユーザ部署の要請
⑤ 外部の事業者（会計士、税理士、コンサルタント、IT ベンダー等）からの提案
⑥ 親会社からの要請
⑦ 取引先からの要請
⑧ その他（＿）

1.3.
Q8

クラウドコンピューティングの利用目的・分野
「クラウドサービス」として利用している、利用を計画しているサービスをお選び
ください。
（矢印方向にそれぞれいくつでも）
【
（1）業務アプリケーション】
① グループウェア（スケジューラ、電子会議室、伝言メモ）
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② デスクトップアプリケーション（ワープロ、表計算）
③ 電子メールアプリケーション
④ 営業支援
⑤ 顧客管理
⑥ 人事管理
⑦ 財務・経理
⑧ 在庫管理
⑨ 受発注システム
⑩ 製造支援
⑪ イーラーニング（e‐learning）
⑫ 内部統制・ガバナンス
⑬ プロジェクトマネジメント
⑭ 経営（意思決定）
Q9

「クラウドサービス」として利用している、利用を計画しているサービスをお選び
ください。
（矢印方向にそれぞれいくつでも）
【
（2）セキュリティアプリケーション】
① アンチウイルス
② 電子メールフィルタ・スパム対策
③ セキュアファイル転送

Q10

「クラウドサービス」として利用している、利用を計画しているサービスをお選び
ください。
（矢印方向にそれぞれいくつでも）
【
（3）情報発信】
① 対外的企業ウェブサイト
② 社内向けポータルサイト
③ 社内外ブログ（マイクロブログ含む）

Q11

「クラウドサービス」として利用している、利用を計画しているサービスをお選び
ください。
（矢印方向にそれぞれいくつでも）
【
（4）計算機環境】
① 電子データ交換（EDI）
② アプリケーション開発・研究環境
③ ウェブアプリケーション作成・稼動環境
④ 仮想サーバ環境
⑤ データストレージ（サイズの大きなマルチメディアデータ等）
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⑥ データストレージ（重要なファイルのバックアップ）
Q12

上記以外で「クラウドサービス」として利用している、利用を計画しているサービ
スがありましたら、ご記入ください。
（自由記述）

Q13

貴社において「クラウドサービス」を利用されている職員の全職員に占める割合を
選んでください。
① ほぼ全員
② 半数以上
③ 1／4 以上
④ 1／4 未満
⑤ 試験的導入のため、情報システム部門等のみの利用

1.4.
Q14

クラウドコンピューティングの利用／非利用の理由
以下に挙げる「クラウドサービス」の導入目的・メリットのうち、貴社における導
入検討時に重要視した度合いをお選びください。
（矢印方向にそれぞれひとつだけ）
（重要度高／重要度中／重要度低）
【
（1）コスト最適化の目的・メリット】
① アプリケーション及びシステムの導入期間が短縮できる
② アプリケーション及びシステムの導入費用（設備費用）が小さい
③ アプリケーション及びシステムの導入費用（開発費用）が小さい
④ アプリケーション及びシステムの運用コストが小さい
⑤ 社内の情報システム運用人員を削減できる

Q15

以下に挙げる「クラウドサービス」の導入目的・メリットのうち、貴社における現
時点での満足度をお選びください。
（矢印方向にそれぞれひとつだけ）
（満足度高／満足度中／満足度低）
【
（1）コスト最適化の目的・メリット】
① アプリケーション及びシステムの導入期間が短縮できる
② アプリケーション及びシステムの導入費用（設備費用）が小さい
③ アプリケーション及びシステムの導入費用（開発費用）が小さい
④ アプリケーション及びシステムの運用コストが小さい
⑤ 社内の情報システム運用人員を削減できる
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Q16

以下に挙げる「クラウドサービス」の導入目的・メリットのうち、貴社における導
入検討時に重要視した度合いをお選びください。
（矢印方向にそれぞれひとつだけ）
（重要度高／重要度中／重要度低）
【
（2）運用の容易さ】
① 導入時・運用時に専門知識が丌必要であること
② サービス利用の停止・解除を迅速に実施できる
③ （利用者から要求しなくても）アプリケーション及びシステムが最新に保たれ
る（機能拡張、セキュリティパッチ含む）
④ セキュリティパッチ適用、丌正アクセス監視等セキュリティに関する運用を事
業者に任せられる

Q17

以下に挙げる「クラウドサービス」の導入目的・メリットのうち、貴社における現
時点での満足度をお選びください。
（矢印方向にそれぞれひとつだけ）
（満足度高／満足度中／満足度低）
【
（2）運用の容易さ】
① 導入時・運用時に専門知識が丌必要であること
② サービス利用の停止・解除を迅速に実施できる
③ （利用者から要求しなくても）アプリケーション及びシステムが最新に保たれ
る（機能拡張、セキュリティパッチ含む）
④ セキュリティパッチ適用、丌正アクセス監視等セキュリティに関する運用を事
業者に任せられる

Q18

以下に挙げる「クラウドサービス」の導入目的・メリットのうち、貴社における導
入検討時に重要視した度合いをお選びください。
（矢印方向にそれぞれひとつだけ）
（重要度高／重要度中／重要度低）
【
（3）その他】
① 他システムとの連携能力が高い
② 利用者の環境に合わせたカスタマイズが容易
③ アプリケーション及びシステムの試験導入を容易に行うことができる
④ アプリケーション及びシステムの変更改良を容易に行うことができる
⑤ パソコン、携帯電話等、多様なユーザ端末に対応できる

Q19

以下に挙げる「クラウドサービス」の導入目的・メリットのうち、貴社における現
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時点での満足度をお選びください。
（矢印方向にそれぞれひとつだけ）
（満足度高／満足度中／満足度低）
【
（3）その他】
① 他システムとの連携能力が高い
② 利用者の環境に合わせたカスタマイズが容易
③ アプリケーション及びシステムの試験導入を容易に行うことができる
④ アプリケーション及びシステムの変更改良を容易に行うことができる
⑤ パソコン、携帯電話等、多様なユーザ端末に対応できる
1.5.
Q20

メリット・導入効果
最も重要視した導入目的・メリットを一つだけお選びください。※現在、
「クラウド
サービス」を導入されていない場合には、導入した場合を想定してお答えください。
① （初期導入、運用等）IT システムコストの低減
② 新しいサービス、アプリケーションの迅速な導入・試験が可能
③ 最新 IT 技術、知識を持たなくても良い
④ セキュリティの心配をしなくても良い
⑤ その他（＿）

Q21

現在貴社で利用している「クラウドサービス」事業者の数（法人として数える）を
お選びください。まだ利用されていない場合は 0 社を選んでください。
① 0社
② 1社
③ 2社
④ 3 社以上
⑤ わからない

Q22

「クラウドサービス」を導入されたことで、従来型の情報処理サービスを導入した
場合よりも、コスト面でメリットはありましたか。
① 十分にメリットがあった
② 期待していたほどメリットは無かった
③ 従来とあまり変わらずメリットは無かった
④ 結果的にコスト増となってしまった

Q23

「クラウドサービス」を導入する際の、サービス提供事業者に対するセキュリティ
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対策確認方法について妥当と考えられる方法、実際に行った方法をお選びください。
（いくつでも）
① サービス提供者が作成した概要資料で確認する
② サービス提供者が作成した詳細資料（システム構成等が詳述されたもの）で確
認する
③ 自らサービス提供者のシステムのサイトを確認する

公的または中立的な

機関が作成したガイドラインや基準を満たしていることをサービス提供者に求
める
④ 公的または中立的な機関による評価認証を求める
⑤ サービス提供者のセキュリティレベルは自社内よりも高いため、信頼している。
このため、確認や担保は丌要である
⑥ その他（具体的に：＿）
Q24

「クラウドサービス」のセキュリティ状況を確認するために、公的な第三者評価・
認証を利用する場合、
「クラウドサービス」事業者が取得しておくべき評価認証とし
て望ましいものをお選びください。
（いくつでも）
① ISMS 適合性認証（ISMS：情報セキュリティマネジメントシステム）
② ITSMS 適合性認証（ITSMS：IT サービスマネジメントシステム）
③ BCMS 適合性認証（BCMS：事業継続マネジメントシステム）
④ プライバシーマーク認可
⑤ 情報セキュリティ監査の監査報告書
⑥ 情報セキュリティ格付け
⑦ SAS70 （TypeII）報告書または委託 18 号監査報告書（運用状況報告書）
⑧ ASP・SaaS 安全・信頼性に係る情報開示認定
⑨ その他（＿）
⑩ 特に求めない

1.6.
Q25

導入・利用に際しての課題、問題点、困っていること等
「クラウドサービス」を利用する上で直面する（すると思われる）各種の課題につ
いて、貴社にとっての深刻度をお選びください。
（矢印方向にそれぞれひとつだけ）
① カスタマイズの自由度が低すぎる（必要なカスタマイズが出来ない）
② カスタマイズの自由度が高すぎる（できることが多すぎてカスタマイズが難し
すぎる）
③ 既存システムとの連携が難しい（業務アプリケーション、職員アカウント管理
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システム等）
④ 既存の IT システムからの移行コストが高い（移行計画の立案・遂行が難しい）
⑤ クラウドサービスの料金（イニシャル、ランニングとも）が高い（思ったほど
安くない）
⑥ 自社のセキュリティポリシーと「クラウドサービス」の整合をとることが難し
い
⑦ 自社のビジネスプロセスと「クラウドサービス」の丌一致を解消する必要があ
る
⑧ 自社に「クラウドサービス」利用ポリシーが確立していない
⑨ 信頼性・安全性が丌十分である（ソフトウェアのバグ、停止、データ保護等）
⑩ 預託したデータが海外のデータセンターに配置される可能性がある
⑪ 「クラウドサービス」環境との通信回線が性能面でのボトルネックになる
⑫ 「クラウドサービス」環境との通信回線の安定性が事業に不える影響が大きく
なりすぎる
⑬ データ通信に用いるインターネット自体の信頼性・安全性が丌十分である
⑭ 契約内容が丌十分である
⑮ 特定のサービス事業者への依存度が大きくなりすぎる
⑯ カスタマイズ及び連携システム構築に際して選択できる開発言語、稼動環境に
制約がある
⑰ SLA（サービスレベル保証）の記載条項が丌十分である
⑱ サポート体制が丌十分である（障害発生時の対応、ユーザマニュアルの整備、
海外事業者の日本語サポートの丌備等）
⑲ 必要を感じていないのに（共同利用のため）定期的に機能が追加されてしまう
（結果的に料金に反映される、安定性に支障をきたす恐れがある等）
⑳ 競合他社よりも優れた業務アプリケーションを開発運用することで優位性を保
ってきたが、
「クラウドサービス」では、みなが同じアプリケーション及びシス
テムを利用することになるため、自社の優位性が失われてしまう
(21)サービス事業者の経済状況と経営戦略が明確でなく、サービスの提供がいつま
で続くのかわからない
Q26

「クラウドサービス」事業者から示されることが必要な情報をお選びください。（3
つまで）
① 24 時間 365 日対応可能なサポート窓口の連絡先
② 保守作業によるサービス停止に関する事前連絡の時期・方法
③ 事業者がサービス提供を事業として終了する際の事前連絡の時期・方法
④ システム障害の発生に関する緊急連絡のタイミング・方法 （異常検出後の連絡
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に要する時間等）
⑤ 平均応答時間、最大遅延時間、平均復旧時間、障害発生件数等の統計情報
⑥ 災害発生時の復旧見通し等に関する緊急連絡のタイミング・方法
⑦ システム稼働状況の監視基準 （監視内容、通知基準、監視間隔等）
⑧ 定期的なシステム更新のスケジュール
⑨ セキュリティパッチの臨時適用に関する緊急連絡の方法
⑩ 年次、月次等、一定期間毎のサービス稼動率
⑪ カスタマイズが可能な事項・範囲・仕様等の条件
⑫ 既存システムや他の情報処理サービス等の外部システムとの接続仕様（API や
開発言語等 ）
⑬ データのバックアップ頻度、バックアップデータの安全管理措置（間隔、世代
数、暗号化有無、保管場所の監視体制等 ）
Q27

「クラウドサービス」利用契約に盛り込む必要がある条項（サービスレベル等）を
お選びください。
（3 つまで）
① データ漏えい・破損時の補償及び保険の有無
② サービス利用契約解約時に定められた期間内に利用者作成データを復元できな
いように消去する
③ サービス利用契約解約時に利用者作成データを利用者に返却する
④ サービス提供終了時にサービス継続性を確保するために努力する（代替事業者
の斡旋、ソフトウェアの提供等 ）
⑤ サービス稼動率の保障される数値基準（99.99%以上等 ）
⑥ 利用料金の変動に関する通知時期（変更を 3 カ月前に通知する等）
⑦ セキュリティ対策状況の開示（契約者に対しての開示）
⑧ アクセスログの安全な保存と要求時ならびに定期的開示
⑨ インシデント発生時のデータ退避措置に対するサポート （データ形式の明示を
含む）

Q28

「クラウドサービス」事業者が実施するセキュリティ対策として必要な対策をお選
びください。
（3 つまで）
① 情報処理の安全性に関する公的認証（ISMS,プライバシーマーク等）の取得
② システムに対する丌正な侵入、攻撃行為等の対策について、第三者の客観的な
評価を得る
③ 提供されるアプリケーションの定期的なセキュリティ試験（クロスサイトスク
リプティング、SQL インジェクション等 ）
④ 利用者情報及び利用者作成データにアクセスできる人員を限定し、特権管理を
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行う
⑤ セキュリティに関する事件・事故発生時の対応体制整備
⑥ コンピュータウイルス等、丌正プログラムの検知・駆除に関する対応体制整備
⑦ ID・パスワード以上の強度を持つ利用者認証方式の導入（ワンタイムパスワー
ド、電子証明書による認証等）
⑧ 自社のアイデンティティ管理システムとクラウドのアクセス管理システムの連
携
⑨ データを格納するサーバ機器は日本国内のデータセンターに配置される機器に
限定（データの海外移送を許さない ）
⑩ データ保存の多重化と定期的バックアップ
⑪ 預託データの暗号化と適切な鍵管理
⑫ 預託データの丌正改ざん検出
⑬ ハードディスク、バックアップメディア等の二次記憶装置廃棄時の完全なデー
タ抹消措置
⑭ 適切な強度を有する暗号通信のサポート
⑮ 預託データのアクセス制御に問題が発生した際、影響を局所化する対策
1.7.
Q29

今後の利用意向・興味の度合い
今後、貴社において「クラウドサービス」の利用・活用は拡大して行くと思われま
すか。
① 多くの事業、業務で本格的に利用・活用していく
② 一部の事業、業務で本格的に利用・活用していく
③ 導入を検討するため試験的な利用を行っていく
④ 現状の利用・活用状況を維持する・徐々に拡大する
⑤ 現状の利用・活用状況を縮小していく
⑥ 現状の利用・活用を停止する
⑦ 「クラウドサービス」は利用していないし、今後の利用する計画もない
⑧ わからない、決まっていない

Q30

今後、
「クラウドサービス」は発展・普及して行くと思われますか。あるいは普及し
ないと思われますか。
① 大きく発展・普及する
② どちらかといえば発展・普及する
③ あまり発展・普及はしない
④ まったく発展・普及しない
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⑤ わからない
Q31

発展・普及する／しないの理由もご記入ください。
（自由記述）

1.8.
Q32

回答者属性
貴社について、最も近い業種を次の中から選んでください。
① 農業、林業
② 漁業
③ 鉱業、採石業、砂利採取業
④ 建設業
⑤ 製造業
⑥ 電気・ガス・熱供給・水道業
⑦ 情報通信業（情報サービス業、放送業、映像制作・新聞・出版業を含む）
⑧ 運輸業、郵便業
⑨ 卸売業、小売業
⑩ 金融業、保険業
⑪ 丌動産業、物品賃貸業
⑫ 学術研究、専門・技術サービス業
⑬ 宿泊業、飲食サービス
⑭ 生活関連サービス業、娯楽業
⑮ 教育、学習支援業
⑯ 医療、福祉
⑰ 複合サービス事業
⑱ サービス業（他に分類されない）
⑲ 自治体・公共団体などの公務（他に分類されるものを除く）
⑳ その他（具体的に：＿）

Q33

組織の資本金（単体）をお答えください。
① 1 千万円以下
② 1 千万円超～3 千万円未満
③ 3 千万円超～5 千万円未満
④ 5 千万円超～1 億円未満
⑤ 1 億円超～3 億円未満
⑥ 3 億円以上

Q34

貴社の従業員数をお答えください。
（おおむね常時使用する従業員の数。有給役員、
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正社員・正職員、準社員・準職員、アルバイト等を含む）
① 5 人以下
② 6～20 人
③ 21～50 人
④ 51～100 人
⑤ 101～300 人
⑥ 301 人以上
Q35

貴社の事業、業務は IT（情報処理技術）にどの程度依存していますか。
① ほとんどの事業、業務が IT に大きく依存している
② IT に大きく依存している事業、業務が多いが、IT 依存が小さい事業、業務も存
在する
③ 多くの事業、業務は IT 依存が小さい
④ IT への依存の度合いを把握していない

Q36

貴社においてデスクトップ機は何台所有されていますか。
① 0 から 10 台
② 11 台から 50 台
③ 51 台から 100 台
④ 101 台から 300 台
⑤ 301 台以上
⑥ わからない

Q37

貴社においてサーバ機器は何台所有されていますか。
① 0 から 10 台
② 11 台から 50 台
③ 51 台から 100 台
④ 101 台以上
⑤ わからない

Q38

貴社の組織の IT に関する管理はどのように行われていますか。最も近いものをお選
びください。
① 専門とする部署があり担当者がいる
② 専門とする部署はないが、専任の担当者が任命されている
③ 専任者はおらず、兼務だが担当責任者が業務部門で任命され全社の IT を管理し
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ている
④ 専任者はいないが部門ごとに担当者が任命され管理している
⑤ 組織的には行っていない（各自で対応している）
⑥ わからない
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