
２０１４年１１月１３日
ニッポンクラウドワーキンググループ

２０１４年度（第三期）年間活動報告および
２０１５年度（第四期）の活動計画



２０１４年度（第三期）の活動報告

ニッポンクラウドワーキンググループ



① 活動方針
 サムライクラウドを基軸に日本のクラウドビジネスのマーケッ
トを広げる。

 「サムライクラウド」が日本から発信できるクラウドビジネスモ
デルになることを目指す。

 「ベンダーニュートラルでの活動」を会の在り方とする。

② 会の構成員（2014年10月時点）
 メンバー 77社
 協賛20社
 サムライクラウドサポーター 4名

③ 部会活動
部会活動の詳細については、各部会長から後程ご報告

２０１４年度活動報告



1.定期的な会合開催
2.部会活動※
3.ＮＣＷＧ支援セミナーの実施
4.クラウドビジネスのための協業支援
5.他団体との交流及び支援
6.各種クラウド知識取得のための教育活動
7. 「サムライクラウド」の啓蒙活動としてノベルティ
の作成

8.クラウドビジネス促進のための「場」作り※
9.理事会および運営委員会、実行委員会開催※

２０１４年度活動概要



１．２０１４年度の会合開催は、第１９回から２６回まで計８回の開催
２．各会の会合レポートについては、WEBに会合報告として掲載

 第１９回 ２０１３年１２月４日 テーマ「ゆくクラウド・くるクラウド」
支援ご協賛：GMOクラウド株式会社

 第２０回 ２０１４年２月７日 テーマ「クラウドの新しい潮流を読む」
支援ご協賛：NTTコミュニケーションズ株式会社

 第２１回 ２０１４年３月６日 テーマ「クラウドセキュリティの潮流」
支援ご協賛：株式会社ビットアイル

 第２２回 ２０１４年４月１０日 テーマ「クラウドビジネスへの顧客開発の適用」
支援ご協賛：スリーハンズ株式会社

 第２３回 ２０１４年６月６日 テーマ「クラウドに集うエンジニアたち」
支援ご協賛：ニフティ株式会社

 第２４回（大阪開催） ２０１４年７月１１日 テーマ「西の白虎～白くたなびく雲

（クラウド）～」 支援ご協賛：株式会社フューチャースピリッツ
 第２５回 ２０１４年９月３日 テーマ「クラウドビジネスの潮目を求めて！」
支援ご協賛：株式会社シーイーシー

 第２６回 ２０１３年１０月３日 テーマ「クラウドビジネスの潮流を掴む！」
支援ご協賛：さくらインターネット株式会社 （敬称略）

２０１４年度の会合開催概要



Supported by 株式会社フューチャースピリッツ

大阪での会合開催



大阪での会合開催の併設イベントとして
カゴヤジャパン株式会社データーセンター見学会の実施



NCWG支援セミナーの実施
ご協賛の新サービスをαやβの段階でご提供いただき、意見交
換の場として「支援セミナー」を開催しました。

開催ご協賛企業：
ＧＭＯクラウド株式会社
株式会社ＩＤＣフロンティア
ＮＴＴスマートコネクト株式会社

協業支援
ＮＣＷＧホームページでの【協業のお知らせ】開始
ＮＣＷＧサイト上で協業のお知らせを皆さんに御覧いただける
様、協業の情報を公開するページを新設しました。



他団体との交流

第39回日本インターネットプロバイダー協会「ISP&ホ
スティング事業者の集い in 金沢」にて講演及びパネ
ルディスカッション参加

ＪＡＩＰＡの第39回「ISP&ホスティング
事業者の集い in 金沢」にて「クラウド
サービスの作り方、使い方 地域版」
で講演。
またパネルディスカッションにも参加。



NCWG✕CBA合同 OpenSocial ハッカソン
サムライクラウドの根幹技術の一つである、OpenSocialを広め
るために 「OpeSocialガジェットハッカソン- 2014夏」をCBAと合
同開催しました。
また、フロント連携ワーキンググループ成果報告書として「第一
回OpenSocialハッカソン実施報告」を公開いたしました。
（サムライクラウド部会）

「CEATEC JAPAN 2014」CBA・NCWG連携部会発表
CEATEC JAPAN にて、NCWGとCBAのフロント連携WGの成果
として『クラウド時代の認証基盤』を紹介いただきました。
（サムライクラウド部会）

他団体との交流



他団体への支援活動

 「写真みつかるプロジェクト」開発支援
石巻市に提供する、東日本大震災で流れてしまった写真
を如何に持ち主に返すかを目的とした、写真検索閲覧シ
ステムの構築に際し、クラウドアプリケーション部会の有
志のエンジニア各位にてご支援いたしました。
（クラウドアプリケーション部会）



 「第一回 実践クラウドセキュリティ」研修会
学校法人岩崎学園様のご支援により、文部科学省の「情報セ
キュリティ分野の中核的専門人材養成推進プロジェクト」で作成
された『実践クラウドセキュリティ』テキストを使った研修会の実施

クラウド教育活動



 各種ノベルティの作成

「サムライクラウド」の啓蒙活動として



２０１５年度（第四期）の活動計画

ニッポンクラウドワーキンググループ



『Beyond Ｔhe Cloudｓ！』

ニッポンクラウドワーキンググループ

２０１５年度スローガン

表面に捉われずに、その先にあるクラウ
ドビジネスの本質を掴もう！



 ２０１５年度活動方針

２０１４年度までの活動を継承し、
『サムライクラウド』を基軸に 日本のクラウドビジネスのマ
ーケットを広げることに全力で努める。
また日本から発信できるクラウドビジネスモデルの促進
にも努める。

そのための『場』を積極的に提供することに努める。

 会の在り方として
ベンダーニュートラルな立ち位置での活動によるグランド
クラウド化の促進およびクラウド全般のユーザー利用のた
めの利便性の向上とクラウドの利活用の促進に努める。

また、会の規模については、実を優先しながら引き続き
緩やかな拡大を目指す。



会 長

副会長

総会

理事会
監 事

事務局

顧 問

研究部会部会長

研究部会
 サムライクラウド部会

 クラウドビジネス推進部会

 クラウドアプリケーション部会

 クラウドサービス部会（新設）

NCWG大阪

委員会

 広報委員会

 アライアンス委員会

 組織拡充委員会

実行委員会
（メンバー・協賛・サポーター）

２０１５年度組織図



 活動部会
1.サムライクラウド部会
2.クラウドアプリケーション部会
3.クラウドビジネス推進部会
4.クラウドサービス部会 （新設）

部会長連絡会や共同部会開催で密に連携を図り、より効率的に
成果がアウトプットできる活動を心掛ける。

 「クラウドサービス部会」を新設
様々なクラウドサービスを表出させながら、将来へより有効なクラ
ウドサービスの在り方を研究する「クラウドサービス部会」を新設

部会活動について



 ２０１５年度役員および理事
会 長 小堀吉伸（株式会社北斗システムジャパン）
会長代行 藤田浩之（株式会社オレガ）
兼副会長
理 事 尾鷲彰一（株式会社オープンウェーブ）
理 事 野元恒志 （有限会社ディアイピィ）
監 事 前本知志（株式会社システムフレンド）
事務局 尾鷲彰一（株式会社オープンウェーブ）

 各部会役員
■サムライクラウド部会
部会長 野元恒志 （有限会社ディアイピィ）
■クラウドアプリケーション部会
部会長 前本知志（株式会社システムフレンド）
■クラウドビジネス推進部会
部会長 藤田浩之（株式会社オレガ）
■クラウドサービス部会
部会長 小堀吉伸（株式会社北斗システムジャパン）



株式会社IDCフロンティア 荻津 亮二
株式会社アルティネット 宮原 哲也
株式会社エイチ・ピー・エス 三上 智親
エヌ・ティ・ティ・スマートコネクト株式会社 北川 彩音
株式会社オープンウェーブ 尾鷲 彰一
株式会社オレガ 藤田 浩之
カゴヤ・ジャパン株式会社 猪俣 成寿
株式会社クリエイトラボ 内田 龍

大澤 武史
横手 広樹

サイオステクノロジー株式会社 杉崎 道夫
株式会社シーイーシー 山崎 敏広
株式会社システムフレンド 前本 知志
有限会社ディアイピィ 野元 恒志
データリンクス株式会社 赤尾 健一

木村 翠
株式会社ドヴァ 井口 和彦
株式会社トランスウエア 佐々木 泰
株式会社ねこじゃらし 新 拓人
ハマゴムエイコム株式会社 吉水 裕一
ビッグローブ株式会社 田口 敏宏
Fullon株式会社 太田貴久
株式会社北斗システムジャパン 小堀 吉伸
和丘株式会社 渡邉 寛和 （計２１社 ２５名）

２０１５年度実行委員



1. 会合および部会開催、ならびにクラウドイベントの開催
2. 部会活動を中心に『サムライクラウド』の具現化とそ

の利活用を図る
3. 様々な階層のクラウド環境の検証およびアウトプット

とそれらのビジネスへの利活用の促進
4. サムライクラウドサポーターの拡充
5. セミナーおよび講演会の開催、また展示会への参加・出展

支援
6. 他団体との積極的な交流および支援
7. ＮＣＷＧ大阪の設立
8. 『ＮＣＷＧ支援セミナー』『ＮＣＷＧメンバー協賛協

業支援セミナー』の実施
9. 理事会および実行委員会の開催

２０１５年度活動概要



※２０１５年度は、会合およびセミナー等計１０回程度開催する予定です。
また、会合時には、引き続き懇親会も併設し、より活発に会の活動を行います。

 ２０１４年１２月 ＮＣＷＧ大忘年会
 ２０１５年 １月 セミナー
 ２０１５年 ２月 第２７回会合
 ２０１５年 ３月 第２８回会合、セミナー
 ２０１５年 ４月 第２９回会合
 ２０１５年 ５月 セミナー
 ２０１５年 ６月 第３０回会合
 ２０１５年 ７月 第３１回会合（大阪開催予定）
 ２０１５年 ８月 ＮＣＷＧ暑気払い親睦会
 ２０１５年 ９月 第３２回会合、セミナー
 ２０１５年１０月 第３３回会合
 ２０１５年１１月 第３４回会合

２０１５年度の会合およびセミナー等の開催予定



 夏季報交換会として「暑気払い親睦会」の開催（８月）

 各種セミナーおよび展示会への協力、参加

 サムライクラウドの啓蒙活動としてのパンフレットやノベルティ
の作成

ＮＣＷＧイベント



皆さんと一緒に日本からクラウドビジネス
モデルを発信していきましょう！

Beyond Ｔhe Cloudｓ！

ニッポンクラウドワーキンググループ


