
JAIPA Cloud Conference 2014 開催報告書 

 

Cloud Conference 2014 実行委員会  

 

日時：2014 年 3 月 12 日(水) 9:30～17:10 

場所：コクヨホール 〒108-8710 東京都港区港南 1 丁目 8 番 35 号 

後援：総務省、経済産業省、ニッポンクラウドワーキンググループ、株式会社イーサイド 

プラチナスポンサー：パラレルス 

ゴールドスポンサー：マイクロソフト株式会社、中国電信国際有限公司、ネットアップ株

式会社、日本電気株式会社、ヴイエムウェア株式会社、シトリックス・システムズ・ジャ

パン株式会社、日本 AMD 株式会社、ソフトバンク・テクノロジー株式会社、日本ヒューレ

ット・パッカード株式会社、ニフティ株式会社、ソネット株式会社、NEC ネッツエスアイ

株式会社、株式会社 TOKAI コミュニケーションズ、日本ビジネスシステムズ株式会社、株

式会社ネットフォレスト、株式会社ジェイピー・セキュア、ヤマトシステム開発株式会社、

国際大学グローバル・コミュニケーション・センター、NEC ビッグローブ株式会社 

参加者：306 名 

プログラム： 

09:30～09:50 開場 

09:50～10:00 開会宣言 JAIPA クラウド部会 

10:00～10:30 ＩＣＴの利活用による我が国の成長戦略 

  総務省 情報通信国際戦略局 融合戦略企画官 中村裕治氏 

10:30～10:50 クラウドセキュリティガイドラインの改訂と活用ガイドブック 

  経済産業省 商務情報政策局情報セキュリティ政策室 課長補佐 大崎人士氏 

10:50～11:30 クラウドに関する法的諸問題  

虎ノ門南法律事務所 上沼 紫野 氏 

11:30～12:10 高度化する脅威に対抗！  

JAIPA クラウド部会と JPCERT/CC が作った情報共有体制  

一般社団法人 JPCERT コーディネーションセンター 

インシデントレスポンスグループ  

情報セキュリティアナリスト 小林裕士氏 

12:10～12:30 ランチ引き換え 

12:30～13:10 (ランチセッション）Parallels SMB Cloud Insights 2014 

〜 中小企業向けクラウドサービス市場のトレンドと 

今後のビジネスチャンスについて Parallels 

13:10～13:40 お昼休み  

13:40～14:20 若手パネルディスカッション 

～若手から見たクラウド業界～ 



モデレータ：株式会社クララオンライン 代表取締役社長 家本賢太郎氏  

14:20～15:00 (ライトニングトーク） 

「国産クラウド事業者のトップにもの申す」（立候補制） 

コーディネーター ：  

さくらインターネット株式会社 代表取締役社長 田中邦裕氏 

15:00～15:15 休憩    

15:15～17:00 国産クラウド事業者のトップが語る 

「2014 年のクラウド市場」 

コーディネーター： 

さくらインターネット株式会社 代表取締役社長 田中邦裕氏 

パネリスト： 

株式会社インターネットイニシアティブ プラットフォーム本部 

 本部長立久井正和氏  

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 

クラウドサービス部 ホスティングサービス部門 

 サービスマネジメント担当 担当部長 奥平進氏 

GMO クラウド株式会社 代表取締役社長 青山満氏  

ニフティ株式会社 クラウド事業部 クラウド事業部長 上野貴也氏  

17:00～17:10 閉会宣言 

 

---関連 URL--- 

http://www.cloudconference2014.jaipa.or.jp/ 

https://www.facebook.com/cloudcon2014 

https://twitter.com/cloudcon14 

-------------------- 

 

■Cloud Conference 2014 概要 

昨年の Cloud Conference 2013 に続き、2 年目のイベントです。特徴は、「クラウド事業

者のクラウド事業者によるクラウド事業者のため」のイベント。そして、クラウド事業者

以外の方々のご協力とクラウド関連ビジネスを営んでおられる方、利用者も含めたクラウ

ド・エコシステムに寄与したいイベントを目指しています。3 月 12 日に品川のコクヨホー

ルを 1 日借りて、クラウドに関連する行政、弁護士、セキュリティスペシャリスト、経営

者、更に若手まで巻き込みクラウド関連の全方位の情報を聞けるように企画しました。参

加費は無料に加え、昼食は、プラチナ・ランチスポンサーのパラレルス株式会社が軽食（軽

食と言いつつ、かなりのボリューム感）を提供いただき、食事をしながらパラレルスが独

自に調査した様々な国の中小規模企業のクラウドサービスの利用状況や今後の予測に関す

るレポートを聞けるお得感あるセミナーとなりました。 



 JAIPA クラウド部会が主催ですが、JAIPA クラウド部会の知名度の向上も大切です。知

名度が上がることにより、各方面からの情報が流入する仕組みを寄与する。更に、JAIPA

会員数の増加を目指します。 

 昨年と比較して Cloud Conference 2014 の特徴をあげると下記の通りです。 

（１） ラストセッションの国産クラウド事業者のトップの顔ぶれ 

（２） 後援、スポンサーの充実 

（３） 若手を主体とした実行委員会 

（４） 満杯の会場 

 

（１）ラストセッションの国産クラウド事業者のトップの顔ぶれ 

昨年は、GMO クラウド、さくらインター

ネット、NTT コミュニケーションズのトップ

の方々にパネルディスカッションを行っても

らいました。昨年のアンケートでも他の国内

クラウド事業者のトップの声も聞きたいとい

う意見がありましたので、今年は、去年の 3

社に加え、IIJ、Nifty を加えた 5 社になり充

実した陣容でパネルディスカッションを行い

ました。 

 

（２）後援、スポンサーの充実 

今回は、総務省、経済産業省、両省にご講演、さらにご後援までいただき、このカンフ

ァレンスが広く知れ渡ったのではないかと思います。その他、ゴールドスポンサーとして

19 社の方々も支援してくださいました。概要でも記載しましたが、パラレルス株式会社に

プラチナ・ランチスポンサーとなっていただ

き、ランチセッションを提供いただきました。

加えて、ニッポンクラウドワーキンググルー

プ（NCWG）、イーサイドに参加者の募集に

協力いただきました。 

また、メディアスポンサーとして、アイテ

ィメディア株式会社、株式会社マイナビ、株

式会社リクルートマーケティングパートナー

ズが告知、記事掲載（末尾に記載）をサポー

トいただきました。 

 

（３）若手を主体とした実行委員会 

今年は、企画委員会と実行委員会の部制に分けました。企画委員会にはクラウド部会の



部会長、副部会長（現＆前）4 名。そして、斬新だったのは実行委員会の構成です。イベン

ト企画の初期段階に家本社長からの「若手に注目したセッションがやりたい」と提案があ

り、その後「カンファレンスの実行についても若手に任せよう」っていった話になりまし

た。GMO クラウド、さくらインターネット、

クララオンラインの各社から若手を 3 名ずつ

派遣していただき、それを実行委員長として

ソネット宮内氏がとりまとめてくださいまし

た。12 月 5 日のキックオフから 3 ヵ月間で流

れた ML の数 1679 通。若手が頑張りに頑張

りました。もちろん企画委員会の社長たちに

もその ML に参加いただき、要所、要所で厳

しい突っ込みを入れてくださいました。日々の業務の忙しい中、若手の皆さんが時間を作

って、作り上げたこのカンファレンスはとても良い結果になったと思います。 

 

（４）満杯の会場 

 そんな熱い委員会の頑張りと関連する皆様

方のご協力があり、事前申し込み 511 名。当

日参加 306 名とコクヨホールが満席になる程

の集客を得ることとなりました。 

 

今年度、多くのスポンサーと参加者のつな

がりが出来ましたので、来年度は更に充実し

た大規模のイベントを行えると思います。 

 

■Cloud Conference 2014 委員会 

【企画委員会】 

委員長 

青山 満 

日本インターネットプロバイダー協会クラウド部会長 

GMO クラウド株式会社 代表取締役社長 

副委員長 

田中 邦裕 

日本インターネットプロバイダー協会クラウド副部会長 

さくらインターネット株式会社 代表取締役 

家本 賢太郎 

日本インターネットプロバイダー協会クラウド副部会長 

株式会社クララオンライン 代表取締役社長 



委員 

秋山 卓司 

クロストラスト株式会社 代表取締役 

 

【実行委員会】 

委員長 

宮内 正久 ソニービジネスソリューション株式会社 

副委員長 

飯野 佑樹 GMO クラウド株式会社 

スポンサー委員 

木村 薫 GMO クラウド株式会社 

井田 真理奈 株式会社クララオンライン 

プラチナ・ランチスポンサー委員 

國枝 麗菜 株式会社クララオンライン 

メディアスポンサー委員 

櫻井 裕 さくらインターネット株式会社 

渋谷 幸代 さくらインターネット株式会社 

プログラム委員 

丸田 賢太郎 株式会社クララオンライン 

ライトニングトーク委員 

大嵜 昌子 さくらインターネット株式会社 

Web 委員 

梶本 陽介 さくらインターネット株式会社 

大野 恵子 GMO クラウド株式会社 

集客委員 

伊藤 雄之 GMO クラウド株式会社 

森本 愛 株式会社クララオンライン 

 

■Cloud Conference 2014 掲載記事 

○マイナビニュース 

クラウド事業者に聞く - クラウドだけで飯は食えますか? 

http://news.mynavi.jp/articles/2014/03/14/cloud/ 

 

○クラウド Watch 

クラウド事業者のトップが“生の話”を披露～Cloud Con 2014 レポート 

http://cloud.watch.impress.co.jp/docs/event/20140313_639434.html 

 


