
２０１６年度（第五期）の活動報告
２０１７年度（第六期）の活動計画

２０１６年１１月１７日
ニッポンクラウドワーキンググループ報告会



名称

ニッポンクラウドワーキンググループ
NIPPON Cloud Working Group（ＮＣＷＧ）

設立

2011年 11月1日 設立/活動開始

 メンバー企業 ８４社
 サムライクラウドサポーター ５人
 協賛企業 １９社

ニッポンクラウドワーキンググループ参加構成（2016年10月時点）



ニッポンクラウドワーキンググループ

２０１６年度スローガン

クラウドの先にある本質を求めながら、次の世
代のためにクラウドの利活用とクラウドビジネス
のマーケットの拡大に努める！

Beyond the Clouds！
『向く先は、全て次の世代へ！』



ニッポンクラウドワーキンググループ

２０１７年度スローガン

ニッポンクラウドワーキンググループが結びの場とな
り、クラウドの先にある様々なモノゴトを結び合わせ
る（繋がりあう）ことで、クラウドサービスの利便性の
向上と日本のクラウドビジネスのマーケットの拡大に
努める！ 結果として成果を得る。

Beyond the Clouds！
『ムスビ（結）で実を創る！』



２０１７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）
副会長 藤田浩之（株式会社オレガ）
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 大澤武史（株式会社クリエイトラボ）
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 尾鷲彰一（株式会社オープンウェーブ）
■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）



会 長

副会長

総会

理事会
監 事

事務局

顧 問

研究部会部会長

NCWG組織図

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

 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）

２０１６年度
２０１７年度



２０１７年度実行委員

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 宮崎 秀人

株式会社オープンウェーブ 尾鷲 彰一/鈴木 淳史

株式会社オレガ 藤田 浩之

カゴヤ・ジャパン株式会社 森 圭吾

株式会社クリエイトラボ
大澤 武史/内田 龍

横手 広樹/水木真一

JIG-SAW株式会社 坂本 勝也/小崎 史貴

スリーハンズ株式会社 渡辺 彩香

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 木村 翠

株式会社ドヴァ 井口 和彦

株式会社クオリティア 佐々木 泰

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

2016年11月現在 15社（20人）



ニッポンクラウドワーキンググループが掲げる
「サムライクラウド」構想とは。

 ＩＤやアプリケーション、ＵＩ、ＤＡＴＡ連

携などの技術的意義としての「サム
ライクラウド」

 日本から発信できるクラウドビジネス

モデルの構築を意義としての「サム
ライクラウド」



２０１７年度部会活動について
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

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。



■部会のポジショニング

機能

サービス

技術

クラウドビジネス
推進部会

クラウドサービス
部会

サムライクラウド
部会

クラウドアプリケーシ
ョン部会

ビジネス

※「ビジネス」と「技術」、「機能」と「サービス」の二軸から会の活動範囲を表出



Beyond the Clouds！ 『向く先は、全て次の世代へ！』
クラウドビジネス促進のための『場』創りを行ってきました

1. 会合および部会開催
会合運営及び部会活動を中心に『サムライクラウド』の具現化と
その利活用を図る

2. 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

3. 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
4. サムライクラウドサポーターの拡充
5. 他団体との積極的な交流および活動支援
6. ＮＣＷＧ大阪をはじめ関東圏以外での活動を促進
7. 『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
8. 理事会および実行委員会の開催

特に実行委員の会合運営及び報告書の作成

２０１６年度活動概要



１．ＮＣＷＧ報告会及び設立四周年記念講演会・パーティ
２０１５年１１月１３日 会場：関東ITソフトウェア健保会館

２．第３４回 ２０１６年２月４日
テーマ：「各社のクラウドサービス／クラウドビジネスを強い絆で

結び、新しい価値を創造しよう！」
支援ご協賛：エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

３．第３５回 ２０１６年３月４日
テーマ：「Dockerのクラウドビジネス利用の勘所」
支援ご協賛：株式会社ＩＤＣフロンティア

４．第３６回 ２０１６年４月８日
テーマ：「ブルガリアとニッポンをクラウドで繋ぎ、価値ある未来

を紡ごう！」
支援ご協賛：スリーハンズ株式会社

５．第３７回（大阪開催） ２０１６年６月１０日
テーマ：「Dockerで、クラウドクラウドビジネスを加速する！」
支援ご協賛：カゴヤジャパン株式会社

（敬称略）

２０１６年度の会合開催概要



６．第３８回 ２０１６年７月１５日
テーマ：「モバイルファースト（モバイルネイティブ時代のクラウド

サービス）」
支援ご協賛：さくらインターネット株式会社

７．第３９回 ２０１６年９月１６日
テーマ：「クラウドエッジノードとしてのバーチャルリアル

の有用性」
支援ご協賛：スターティア株式会社

８．第４０回 ２０１６年１０月１３日
テーマ：「クラウドバックアップでサービスをデザインする！」
支援ご協賛：GMOクラウド株式会社

（敬称略）

２０１５年度の会合開催概要

２０１６年度の会合開催につきましては、
設立四周年イベントを含め第３４回から４０回まで

計８回開催しました。



Supported by カゴヤジャパン株式会社

大阪での会合開催 （第３１回 大阪会合）



部会活動
サムライクラウド部会、クラウドアプリケーション部会、クラウド

ビジネス推進部会、クラウドサービス部会の４部会の活動を行い
ました。



NCWG支援セミナーの実施
ご協賛とメンバーとの橋渡しのための支援セミナーの実施

開催ご協賛企業：
株式会社リンク （２０１６年５月２７日）

協業支援
• ＮＣＷＧのＷｅｂ上で『協業のお知らせ』の協業事例の掲載
• ＪＡＳＩＰＡ主催の協業フェアへのメンバー出展支援

各種協業支援



各種後援として

 NTT西日本四国パートナーカンファレンスへの後援
（２０１６年２月２４日開催）

 一般社団法人 日本インターネットプロバイダー協会主
催の「JAIPA Cloud Conference 2016」への後援
（２０１６年７月２０日開催）

 JASIPA（NPO法人日本情報サービスイノベーション

パートナー協会）主催の「JASIPA 協業フェア2016 
EAST」への後援 （２０１６年１０月１４日開催）

 ＮＴＴスマートコネクトパートナーカンファレンスへの後援
（２０１６年１１月９日開催）



 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



会合等運営のための打合せのため、理事会、および実行
委員会を毎月実施しております。

理事会および実行委員会開催



２０１７年度の活動方針
これまでの活動を継承しながら、日本から発信するクラウドビジネ
スモデル（サムライクラウド）創発の手助けとなる「場」創りに努め
るとともに、日本のクラウドビジネスのマーケット拡大にも努める。
さらにニッポンクラウドワーキンググループの活動が、クラウドビ
ジネス促進のための「場」となるための機会を積極的に提供する
ことにも努める。

 会の在り方として
引き続き、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。

Beyond the Clouds！2017
『ムスビ（結）で実を創る！』



２０１７年度活動概要

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. サムライクラウドサポーターの拡充

4. 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

5. 他団体とのより積極的な交流および活動支援
6. ＮＣＷＧ大阪をはじめ関東圏以外での活動
7. 『協業支援セミナー』『協賛支援セミナー』の開催支援

8. 理事会および実行委員会の開催



会合開催について
• 会合および講演会等の活動を年間に８回程度の
開催予定

• 会合時には、懇親会を併設し、より活発な交流の
場を作る

• NCWG大阪の開催（２０１７年６月予定）
• 夏季及び冬季の大規模情報交換会の開催

 ４部会の活動
各部会とも二ヶ月に一回程度の部会の開催

２０１７年度の会合および部会開催



Beyond the Clouds！

２０１７
ニッポンクラウドワーキンググループ

『ムスビ（結）で実を創る！』



サムライクラウド部会
活動報告及び活動計画

部会長
野元 恒志



2016年度の具体的なお題

 DSなどの組織間シングルサインオン

 （フロント連携＋IDフェデレーション）

 Tsungを用いたSAMLパフォーマンス検証

 SAMLの啓蒙活動検討

 Docker

 アプリケーションベンダーのシンプルなSP化促進の
議論

活動実績

NCWG✕CBA連携部会 月一回 全12回開催
SAML認証パフォーマンステスト（検証中）



サムライクラウド2017年度の活動

 SAML、OpenSocialをベースとしたビジネス活用のた
めの研究開発の続行

 IoT等モノのインターネットにおけるSAML・ガジェット
（OpenSocial）のあり方の研究

 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との連携による啓蒙活
動の強化

 普及促進に関わるハッカソンやアイデアソンの実施
や支援



クラウドアプリケーション部会
活動報告及び活動計画

部会長
尾鷲 彰一



クラウドアプリケーション部会

２０１６年度活動報告
＜＜テーマ＞＞

「クラウドおよびBeaconを活用したIoTの技術に触れる」

①クラウド（IaaS、PaaSなど）とスマートフォン、
Beaconの連携技術の調査、および実装。

②デモアプリケーションの開発

活動実績

計 ２回開催



クラウドアプリケーション部会

２０１７年度活動計画
＜＜テーマ＞＞

「IoT時代のネットワーク、クラウドを体験する」

①IoTプラットフォームのKaa、およびLPWAの調査、検証
②デモアプリケーションの開発

活動予定
計４回予定



クラウドビジネス推進部会
活動報告及び活動計画

部会長
藤田 浩之



クラウドビジネス推進部会

２０１６年度活動報告
スローガン：「価値を生むクラウドビジネスを導く！」

• 協業による価値あるクラウドビジネ
スの創出を目的に、『「アントレプレ
ナーの教科書」の顧客開発モデル』
の勉強会を実施。１章～４章まで終
了。

• 「World IT Project」。IT技術者の状

況についての世界標準の学術研究
アンケート調査に協力。



クラウドビジネス推進部会

２０１７年度活動計画
スローガン：「Cloud Fast！日本のクラウドビジネスを加速させる！」

＜目的＞
1. クラウドを利活用してビジネスに繋げるための、リアルな情報で

語り合う場を提供する
2. 様々な方法で、実際のクラウドビジネス創出を促進する
3. “ニッポン”発のクラウドビジネス（サムライクラウド）の発展に繋

げる

＜部会活動概要＞
• 「アントレプレナーの教科書」をはじめ、別の書籍を題材とした勉強会の実施
• 「World IT Project」のアンケート結果に基づき、クラウドビジネスにおけるIT人
材活用と円滑なコミュニケーションを目的とした分析の実施

• その他、クラウドビジネスに関する各種活動



クラウドサービス部会
活動報告及び活動計画

部会長
小堀 吉伸



クラウドサービス部会

 『ホールプロダクト』の概念を使いクラウド
をサービの視点から有用性を検討する。

顧客の期待と現実を埋めるための補完的なプロ
ダクトを使ったサービス戦略！

 ２０１６年度は、参加メンバーのサービスを
取り上げ４回部会を開催

 ２０１７年度について年間４回程度の部会を
開催予定


