
クラウド時代に企業に求められる変化 と 
CFOに求められる新たな役割
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第1章.なぜクラウドサービスの導入は成果につながらないのか？
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日本でも「クラウドコンピューティング」がビジネスにおけるキーワードとして注目を集めてから数年
の月日が経過し、一時期に比べれば過熱感も落ち着きを取り戻してきたように見えます。 

  

その間、ビジネス以外のさまざまなシーンでもクラウドが活用されてきました。 

2012年のアメリカ大統領選ではオバマ陣営がAWSを活用し、大統領のwebサイト、コミュニケーショ
ンサイトをはじめとした200以上のサイト、アプリケーションをすべてクラウド上で管理したことが話
題となりました。さらに、2014年にはアメリカ国防相がAWSに対してお墨付きを与え、政府によるク
ラウド活用が進んだことから、セキュリティに対する不安も随分解消されています。 

  

こうして、クラウドの価値が世界的に認められてきたことが国内クラウド市場にも波及し、今後も爆発
的な勢いで市場が成長を続けていくことが予想されています。

出典：「国内パブリッククラウドサービス市場 セグメント別売上額予測、2014年～2019年」 
調査機関：IDC Japan株式会社  

第1章.なぜクラウドサービスの導入は成果につながらないのか？



成果を実感できない社内クラウド化

4

日本国内におけるビジネスシーンに目を向けてみると、社内クラウド化の推進が期待外れの結果に終わ
る場合があるとされています。 

国内企業のクラウドサービス導入後の満足度調査の結果によると、約35%が事前の期待に反して社内の
クラウド化が成果をあげていないと回答しており、クラウドサービス導入のメリットを享受できていな
いと感じる層が存在していることが分かります。 

第1章.なぜクラウドサービスの導入は成果につながらないのか？

図1-1：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) 

出典：「中小企業等におけるクラウドの利用に関する実態調査」 
調査実施機関：株式会社三菱総合研究所 

一般的にシステムへの投資というものは、成果が数値で表れにくく、その効果を検証しづらいものではありま
すが、企業によってクラウドサービスへの期待と結果にギャップが生じるのはなぜでしょうか。

第1章.なぜクラウドサービスの導入は成果につながらないのか？
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クラウド活用事例と広がる格差
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クラウドとは単なる流行ではなく、単に騒がれ過ぎただけの一過性のものというわけはありません。日本企

業の中にもクラウドを上手く社内に取り込み、文字通り「革命」を起こした例が存在します。 

日本を代表する大手総合化学メーカーである旭化成グループは、SAP社が提供するソリューションを用いて

別拠点で活動する９つものグループ会社の基幹業務(財務会計から物流管理、在庫管理、生産管理など)シス

テムを一つのクラウドでまとめて管理することに成功しました。 

グループ会社毎にバラバラだった基幹システムに閉じ込められたデータを、最新クラウドによってリアルタ

イムで参照することが可能になりました。グループ会社全体どのような状況にあるのか、ボトルネックがど

こにあるのか可視化できるようになったとされています。

図1-2：SAP社クラウドソリューション事例

出典：「AJS Solution お客様インタビュー　旭化成株式会社様」よりhttp://www.ajs.co.jp/
solutionnavigator/interview/004.html 

第1章.なぜクラウドサービスの導入は成果につながらないのか？



クラウドサービスを活用して組織に一体感をもたらすためには
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構築されたシステムが複雑すぎたり、担当者のリテラシーがあまりにも不足しているなどの企業側から生ずる

問題を除くと、期待はずれに終わる要因の多くは、組織の問題と連動しているようです。 

クラウド会計ソフトやSFA単体の導入によって確かに業務の効率化は期待できるものの、これらのシステムは

営業部や経理部といった一部の部署でしか利用されないために、クラウドサービス導入の最大の恩恵である、

「全ての関係者がいつでも最新の情報を取得できる」というメリットから遠ざかってしまいます。

大手企業群においては予算があるので全部署で活用できる大規模なシステムを構築し、理想的な社内意思疎通

を実現している企業がある一方で、中小・中堅企業は大規模なシステム投資に踏みきれず、部門レベルの業務

をクラウド化することにとどまっています。 

「いかに多くの部署が垣根を超えて同じシステムを活用するか」を考えて導入するかどうかが本当にクラウド

の恩恵を享受できるかどうかを分けているのです。経営者は軽率にコスト削減だけを掲げ「クラウド」に飛び

つくのではなく、こういったクラウドサービスの特性を理解した上新たなシステムの選定を行い、組織の問題

と併せて経営課題と向き合う必要があります。

図1-3:クラウドサービスを活用した情報共有

第1章.なぜクラウドサービスの導入は成果につながらないのか？



中小・ベンチャー企業に開かれた、クラウド活用への道
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そんな、中小・中堅企業での使いにくさの煽りを受けてなのか、クラウドサービスにはパッケージソフトやオ

ンプレミスのシステムにはない「連携」という新たな特性が強くなり始めています。 

クラウドサービス同士が相互に通信することで互いにつながり、まるで一つのデータベースで活用しているか

のように、関係者が常に最新の情報を共有しておくことができるというものです。 

これらを活用することにより、外部クラウドサービスとの連携によって大規模なシステム構築と同等の働きが

できるということです。セールスフォース・ドットコム社の提供するクラウド型PaaSがその最も代表的な例で

す。

図1-4:セールスフォース・ドットコム社が目指すクラウド型PaaSの広がり 

 (図は著者が独自に作成したものです)

この「連携」という特性を活用すれば、システム投資に大きな予算が割けない中小企業も、複数のクラウド

サービスを組み合わせて、自社にあったシステムを作ることができます。まるで大手企業の基幹システムさな

がら、社内業務を最初から最後まで、全関係者が一つのデータベースの元につながる組織の基盤をクラウド上

に形成することが可能です。

第1章.なぜクラウドサービスの導入は成果につながらないのか？



第2章.経営支援クラウドサービスの普及と日本企業が抱える課題

多くのシステム会社がこぞってに力を注いだことにより、「クラウド」は新システム導入に関す

るプロジェクトを考える際のファーストチョイスとなりました。 

しかし、クラウドサービスに日常的に関わる人とそうでない人たちの差があり、現場では「結

局クラウドってなんだったの？」という声もまだまだ耳にします。 

(実際にはクラウドサービスの恩恵を享受していても意識していない場合が多いのですが…) 

それでは、現在の日本におけるクラウドサービスはどのような状況にあるのでしょうか。 

そして、今後の日本のクラウドサービスを取り巻く流れはどのようなものなのでしょうか。 

クラウド先進国である北米との現状の比較から、探っていきたいと思います。
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第2章.経営支援クラウドサービスの普及と日本企業が抱える課題



クラウドサービスの普及状況と日本企業の価値観
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はっきりとした理由は明らかになっていませんが、著者の見解によると、この背景には、日本の「高価なシ

ステムに頼らず、残業してでも業務を終わらせよう」という生産性への低い意識が見え隠れしているように

思います。セキュリティやサーバー運用の実質的なリスクやコストに関わる情報系システムには早急に手を

つけることはできても、基幹系業務の多くは、不透明な残業文化によって投資対効果を見積ることが難しく、

多くの企業が積極的な投資に踏み切れないのです。 

企業が国際的な競争力を持つためには、創造的な仕事に時間と体力を振り向ける必要があります。その大事

なリソースを生み出すためのシステム投資を怠っていることが、日本のホワイトカラーの生産性が低い理由

であり、クラウド後進国のままである所以の一つであることは間違いないでしょう。

出典：総務省「クラウドコンピューティング等のICT利活用に関する諸外国の政策等に係る調査研究」より

どんなクラウドサービスが利用されているか日本とアメリカで比較を行うと、クラウド化を進めていく過程

において、日本の国民性というか、価値観のようなものが明らかになります。 

アメリカは日本よりもクラウドサービスの普及が5～10年進んでいると言われていますが、総務省の調査に

よると、情報系システム(サーバー利用やファイル保管などのデータベース活用)におけるクラウドサービスの

利用率はあまり差がありません。しかし、日常業務に関わる基幹系システム(会計、受注、販売管理など)の

りよう状況は、アメリカの半分以下となっております。

第2章.経営支援クラウドサービスの普及と日本企業が抱える課題

図2-1：目的別のクラウドサービスの利用状況の内訳



ついにクラウド会計爆発の時？
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この2~3年で業務管理クラウドを取り巻く状況は大きく変わりつつあるのも確かです。個人事業主をメイン

ターゲットとしたクラウド会計ソフト「freee」の登場、パッケージ型会計ソフトを提供していた「弥生会

計」がクラウドでのサービス提供を開始しました。 

クラウド会計ソフトを対象にした調査によれば、freeeと弥生会計が市場を牽引していることが分かりま

す。 

また、同調査では、会計ソフトのクラウド化率

は2014年の11月時点で5％だったのが、およそ

半年の間に倍増し、2015年の5月には10％に到

達したことが明らかになっています。 

こうした急激な市場の拡大から、クラウド会計

が一気にスタンダードになる可能性を秘めてい

ると言えるでしょう。

出典：シード・プランニング社 
「クラウド型会計ソフトの利用動向調査 2015」

図2-2：クラウド型会計ソフト事業者シェア(N=371) 

図2-3：SaaS利用率と次回システム更新時のSaaS導入予定率

外資系大手ベンダーであるセールスフォース・ドットコムや「kintone」を提供するサイボウズ社など有力
な大手ベンダーがひしめくSFA/CRM領域はクラウドサービスの利用率が12.9％と業務管理システムの中で
は最も高い上、次回システム導入形態にSaaSを希望する企業が29.0%と現状の利用率より16.1%も高いこ
とから今後の市場の伸びも期待されています。

出典：矢野経済研究所 

(ERP/業務ソフトウェアの導入実態調査結果 2014」

一方で、それ以前から、商談や顧客とのやり取り

を管理することで営業活動を支援するSFA/CRM

領域のクラウドサービスも存在感を示していま

す。 
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SFAと会計の間に存在する大きなミゾ
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低コストで導入できるクラウド会計やSFAが広まっただけでは、中小企業にとって大規模なシステム投資

と同等のメリットを享受できません。 

クラウドが真価を発揮するためには、SFAから会計までの間に大きなミゾに着目する必要があります。

図2-4：SFAから会計/ERPまでの業務プロセスの現状

SFAと会計クラウドを導入しただけでは、上図のように、商品構成から見積、代金回収などの業務がクラ

ウド上で管理されないという事態が発生します。結局アナログな業務の多くが残ったままとなり、余計な

手作業が発生してしまい、業務に支障をきたします。 

例えば、営業部で作成した顧客データと重複する内容を、経理部で再度会計システムに手入力しなければ

ならない二重入力の非効率などです。さらに複数の部署をまたいでいるうちに、ミスが生じたり情報が属

人化してしまうケースが多くなります。お金や情報の流れが見えなくなます。営業部内における、値引き

やアップセル、顧客の要望に従った複雑な合算請求や繰越請求など、お金の流れを管理する上でブラック

ボックスが生じやすいポイントが多くあります。このブラックボックスを1つずつ潰していくことがクラ

ウドが真価を発揮するために最も必要なことであるといえます。

個人事業主は一人で仕事をするためこのような問題とは無縁ですが、中小・中堅企業に本当に必要なのは

業務の効率化ではなく、情報を集約し、組織を強化するために基盤となる業務管理システムです。 

クラウドの導入によりせっかく部内の連携が強化されても、隣の部署との情報が寸断されたままでは本質

的な問題解決には至りません。 

これが導入後の満足度が低下する要因になるのだと考えられます。クラウドを活用した業務管理体制を整

備するためには、各業務プロセスを担当する関係者が部署を横断してつながることが重要です。

第2章.経営支援クラウドサービスの普及と日本企業が抱える課題 
第2章.経営支援クラウドサービスの普及と日本企業が抱える課題



第3章.バックオフィス業務がクラウドサービスで完結する？ 

クラウドの導入により、多くの企業で少しずつバックオフィス業務の負担が軽減しはじめ
ています。 

これまで個人のPCの中に眠っていた情報がクラウドを通じてつながることで多くの業務
が最適化されていきます。 

こんな状況のなか、もし、全てのバックオフィス業務をクラウドで行うことが出来れば、
と夢を馳せる人々が現れはじめています。 

クラウドサービスを提供する企業も利用ユーザのメリットを最大化させるべく、独自の
エコシステムを提供しようと試行錯誤を続けています。
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第3章.バックオフィス業務がクラウドサービスで完結する？



freeeが提唱する「クラウド完結型社会」とは
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SFAやCRMといったサービスが普及し、クラウド会計のサービスも普及が進みました。 

クラウドの最大のメリットは、どこにいても常に最新の情報とつながることにあります。企業の情報管理に

おいて、クラウド化されている情報が多ければ多いほど享受できるメリットも大きいものです。 

しかし、中堅以上の規模の会社ではその恩恵をあまり受けることができていない現状があります。 

この原因は、「中小・中堅企業でボトルネックになっている業務は少し違うところにある」ということに起

因するようです。そんな状況の中、北米で注目されはじめている、新たなソリューションについて紹介しま

す。

2015年4月クラウド会計サービスを提供するfreeeは、日本政府がAPIを公開するタイミングにあわせ、全て

のバックオフィス業務をfreeeで完結させようという「クラウド完結型社会」というプロダクト構想を提唱し

ました 

社会の変化と自社のプロダクトの進化により、会計以外の業務もクラウドで対応できるようにしようという

構想です。

図3-1：freee社の「クラウド完結型社会」構想

出典：freee 株式会社プレスリリース(2015年4月21日)より筆者作成

第3章.バックオフィス業務がクラウドサービスで完結する？



ついにクラウドが人々をつなぐ！「Quote to Cash(見積から入金)」とは？
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上の図から見ても、Quote to Cashがカバーする範囲は実に幅広く、社内の複数の部門を横断するものであ

ることがわかります。 

SFAから会計までを一つのクラウドで管理することができるということには多大な効果があり、PWC社の調

査では、Quote to Cashの最適化によって一般的に次に記載するような定量的な効果が確認されています。

「SFA(案件管理)と会計の間で分断された業務をすべて埋めてしまおう」というコンセプトの元、クラウド界

の最後のピースとも言われている「Quote to Cash(見積から入金)」ソリューションです。 

Quote to Cashソリューションは、見積書の作成から代金回収までを導入企業にあわせて最適化するシステ

ムのことで、営業マンが作成する見積書や注文書を作成したり、契約後の取引先の管理や集金確認をおこな

い、結果をリアルタイムで共有することができます。

図3-2：「Quote to cash(見積から入金)」ソリューションがカバーする業務プロセスとは

第3章.バックオフィス業務がクラウドサービスで完結する？



Quote to Cash導入による効果
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経営者にとってQuote to Cashとは、売上アップと業務効率化推進という頭の痛い課題の両方を、同時に解

決へと導く、まさに魔法のようなソリューションに感じられます。顧客に合わせて複数商材の最適な組み合

わせをシステムに落とし込み適正価格の見積作成することで、営業担当者の勘に頼らない科学的な営業文化

を組織に浸透させることができますし、現場の判断による勝手な値引きが無くなります。不当に低い見積が

出されることでブランドのイメージを損なったり、競合の価格競争に巻き込まれるリスクを回避することも

できます。 

経理・財務の担当者は、お金と情報の流れをクラウドで把握することができるので、業務の大幅な効率化が

可能となるでしょう。営業部の受注データや見積データがリアルタイムで見える化され、代金回収や売掛金管

理など頭の痛かった業務を正確かつスピーディに処理することができます。さらに正確なデータを活用した収

益予想ができ、会計仕訳の負担もとても小さくなります。この結果、CFOは業務に余裕ができ、マーケティ

ングデータの分析などの、これまで手をつけられなかった多くの数字と向き合うことができるようになりま

す。 

企業全体としては、販売から会計までの全プロセスをクラウド化することで、効率的な意思疎通を行う強い

組織をつくることができます。

SFAから会計までを一つのクラウドで管理することができるということには多大な効果があり、PWC社の調査

では、Quote to Cashソリューションの導入によって一般的に下記のような収益向上や業務効率化による定量

的な効果が確認されています。

表3-1：Quote to Cashソリューションの導入により得られる効果とは

出典：PwC’s Technology Institute『Technology industry at the cross-roads』より著者作成
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あの世界一革新的な企業も注目する「Quote to Cash」
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「Quote to Cash」は日本ではまだあまりなじみのない概念で、市場が存在しているとは言えない状態です。

しかし、北米を中心に世界に目を向けると、Quote to Cash市場は既に大きな注目を集めており、特にアメ

リカにおいては設立数年で売上100億円を超える気鋭のベンチャーがいくつも存在する注目市場となっていま

す。 

サブスクリプション事業者に対してQuote to Cashソリューションを提供するzuora社は、2007年の設立か

ら、わずか7年間で売上が100億円を突破し、社員数1,000人を超えているとされています。 

また、独大手のシステム会社であるSAP社がこの市場に独自の新商品を投入するなど、Quote to Cash市場

は大きな盛り上がりを見せています。

世界一革新的な企業セールスフォース・ドットコムも自社のPaaS上で動作するQuote to Cashを提供する

APTTUS社に出資し、SteelBrick社を買収するなど、活発な動きを見せています。 

Quote to Cash市場は、ユーザーのニーズに合わせて早くも多様化の様相を呈しているのです。 

国内の市場においては、2015年以降Zuora社やAPTTUS社を皮切りに、次々と外資系企業が進出をすすめて

います。国産のクラウドサービスベンダーも同領域に次々とサービスを投入し始めています。日本企業の業務

管理も変革の時を迎え始めたといえます。

図3-3：北米Quote to cashサービス(サブスクリプション事業者向け)の位置づけ

出典：Forrester Research, Inc　『Q4 2015 report』

第3章.バックオフィス業務がクラウドサービスで完結する？



第4章.クラウドサービスで全てがつながる時代に向けて 
～これからのCFOに期待される新たな役割～
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Quote to Cash(見積から入金)ソリューションによって関係者が部署の壁を越えてつながることで、

企業は見込み顧客との商談状況から会計まで、すべての業務に関する情報を網羅することができます。

この大きなテクノロジーの変化に対応するためには、クラウドを活用した業務基盤の変革をリードす

る経営幹部(CFOやCIO)の存在が鍵となります。 

特に、いつの時代においても、財務・経理を司るCFOほど、社内の重要情報が集まる役職は存在し

ません。クラウドが普及し、リアルタイムの情報共有や基幹業務の自動化が進むにつれ、CFOには財

務分野を超えた幅広い影響力をもつポジションとして、より創造的な役割が期待されるようになりは

じめています。

第4章.クラウドサービスで全てがつながる時代に向けて  ～CFOに期待される新たな役割～



テクノロジーの変化を受け入れ、企業の変革をリードする役割
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現代は、新たな変化を好んで受け入れるアーリーアダプターが他者を出し抜く時代です。 

そんな時代のCFOに求められる役割の一つとして、社内へ新たなテクノロジーの導入をリードし、その活用

を推進させることが挙げられています。 

一方で、既に多くのCFOの間では、最新のテクノロジーへの理解を深めることの重要性が認識されてはじめ

ています。以下に示す、CFOを対象にした意識調査結果において、課題として最も数多く挙げられているのが、

「データの正確性」と「リアルタイムデータへのアクセス」ということからも、クラウドによるデータ活用が

CFOにとって大きな課題として認識されていることが分かります。

図4-1：CFOが認識する職務阻害要因

出典：『財務リーダーという役割を超えて：アジアの新世代CFOがもたらす意思決定の変革』ザ・エコノミスト・

インテリジェンス・ユニット（EIU） 

(財務統括責任者(CFO)100名を対象にしたアンケート調査)
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将来を見据え、戦略を立案する役割
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今後CFOには、テクノロジーやデータ活用の側面から、ビジネスの成長にコミットすることが求められていき

ます。 

従来の経理財務部門においては過去のデータを集計し経営陣に提供するだけで時間がかかってしまい、未来を

予測している余裕などありませんでしたでした。 

しかし、ここ数年のうちに目覚しい変化を遂げたITの力により、データの集計・分析・可視化の負担が大幅に

減少しています。 

その結果、先進的なシステムを積極的に取り込んでいる企業では、財務データだけでなく、購買傾向のモデリ

ングや支払い遅延顧客の予測などの多くのデータも併せて活用し、企業の未来を予測分析する余裕が生じはじ

めています。 

CEOも、CFOに対して財務データだけではなく、マーケティングデータも取り入れて、より血の通った「戦略」

提案することを求めるようなってきたと言われています。

出典：『The View of Top』2014年12月 

(KPMG International Cooperative社調査、大企業CEO178名を対象にしたアンケート調査) 

図4-2：CEOがCFOに期待する戦略的役割
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ストーリーを描き、企業価値を高める役割
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企業の成長に貢献するために、CFOは企業が価値創造を行っていく時のプロセスを理解しておく必要がありま

す。財務的な観点から経営と事業をサポートする立場として、そこにある人や技術、顧客をつなぎ、企業が価

値を高めていくストーリーを描かなければなりません。 

ミクシィの取締役CFOとして同社の成長を支えた小泉文明氏によると、企業価値を高めるエクイティストーリー

を描くことが、今のCFOに求められている役割であるといいます。 

小泉氏がミクシィにIPOの提案をした際、50万人程度のユーザーを持つmixiにとって、IPOに向けていかに企

業価値を高めるかが命題とされていました。 

そこで、小泉氏は自ら「世界初のSNS上場」(2005年当時)というテーマを考え、以下のようなエストーリー

を打ち立てました。 

「今後SNSは集客に活用され、多くのビジネスがSNSプラットフォーム上で展開されるという未来が到来する。

そして、自社のプラットフォームの力を高め、有利に展開するためのプレイヤーと業務提供を行うための資金

を獲得する」 

この提案の後にミクシィは無事にIPOを果たし、IPO時点での時価総額は1000億円以上となりました。 

小泉氏の目論見どおり、ミクシィはSNS業界をリードする存在となることができたのです。

第4章.クラウドサービスで全てがつながる時代に向けて  ～CFOに期待される新たな役割～



クラウドで全てがつながる時代！CFOは次期CEOたれ！
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クラウドサービスの普及によって創造的な活動にフォーカスする機会を獲得し、様々な役割を期待されるCFO

は、まさに新時代のキーマンです。 

McKinsey & Company社のCFOに関するレポートによると、CFOの役割は財務の責任者、ジェネラリスト、

コスト管理者、組織の成長戦略立案者の４つのタイプに大別されると言います。 

もちろん企業の事業内容の変化や、他のCxOの在籍状況によって求められるCFOの役割は異なりますから、

CFOは多くのインプットをし続けることで、自分の組織に求められるCFOとして立ち振る舞わなければいけな

いということになります。 

そのために、ITを戦略に組み込み、創造的な時間を生み出す必要があると思います。 

日本オラクルの副社長で同社のCFOである野坂茂氏は、CFOの役割を「CEOのよき相談相手」と定義づけま

たことは有名な話です。しかし、それだけに留まらずCFOを経験した人間が次期CEOとなるキャリアステップ

はすでに確立されつつあると言われています。実際、KPMG社のインタビュー調査では、CEOの約３分の２は

CFOに跡を継いで欲しいと思っていることが分かっています。 

CEOの期待に応え、多くの役割をこなすには、社内の幅広い業務について把握しておくかなければなりません。

だからこそ、CFOには求められる役割に備えるために、貴重な「時間」を生み出す業務管理系クラウドサービ

スの活用を段階的に進めていくことが有効であると言えるでしょう。

第4章.クラウドサービスで全てがつながる時代に向けて  ～CFOに期待される新たな役割～


