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Firmly Grounded
in the Cloud
アマゾン次期 CEO

アンディ・ジャシー

ビジネスのあり方を変革する
「クラウド」

「通販サイト」
として超巨大企業に成長を遂げたアマゾンは今や多様な事業を展開するようになっているが、
とりわけ「クラウド」業界においては大きな存在感を放っている。

（AWS）
」だが、
同社のクラウドサービスを手掛ける部門が「アマゾン・ウェブ・サービス
今回取り上げるアンディ・ジャシー氏はその AWS の CEO で、今年の第3 四半期から

ジェフ・ベゾス氏の後を継いでアマゾンの CEO になることが決まっている、
ビジネス界の最重要人物の一人だ。
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アマゾン・ウェブ・サービス（AWS）およびア
マゾン・ミュージックの設立者で、現 AWS の
CEO。今年2 月、アマゾンのジェフ・ベゾスが
自身の CEO 退任と同時に、ジャシーを後継
者として指名することを発表。今年第3 四半
期よりアマゾン CEO に就任する。ハーバード
カレッジ卒業。ハーバード・ビジネス・スクー
ルで MBA 取得。1968 年、ニューヨーク生ま
れ。

経済番組「ファースト・ムーブ」のアンカーを
務め、ニューヨーク証券取引所から金融市場
の動きと最新経済ニュースのリポートを行う。
ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス卒業後、
モルガン・スタンレーに入社。その後、2012
年 に CNBC インターナショナルに 入 局、
2017 年 にブルームバーグに 入 局、翌 年
CNN に入局。

STEP 1

■アンディ・ジャシー

CNN のアンカー兼ジャーナリスト。CNN の

基礎編

■ジュリア・チャタリー

59 コロナ禍がクラウドへの移行を2、
3 年早めた

This year, the pan-

demic moved much of our world

Firmly Grounded in the
Cloud:

infrastructure that allows the rapid

…をオンラインに移行する

online; or to be more precise, it
moved even more of it over to the

and flexible moving, storage and
line. One of the biggest providers is
Amazon Web Services, and among

た。クラウドコンピューティングは、
オンラインでのデータの迅速かつ

cloud:

柔軟な移動、保存、分析あるいは

もっと正確に言うと

クラウド、クラウドサービス

保存

Andy, fantastic to have you on

大手の1 つがアマゾン・ウェブ・サ
ービス（AWS）です。AWS を利用

household name:

して運 営される有 名な企 業には

誰でもその名を知っている
人・存在

run:

稼働する、営業する、活動す
る

on top of:
〜の上で

nine months has been like for…for

モデルナ ▶バイオテクノロ
ジー企業で、新型コロナワ
クチンの開発で有名。

much sleep.

フラです。そのプロバイダーの最

storage:

the show. Explain what this past
AWS, including, I’m assuming, not

サービス提供を可能にする IT イン

Moderna:

assume:

（〜だろうと）思う、推測す
る

Netflix、Zoom、モデルナなどがあ
ります。今回お話をうかがうのは、
アンディ・ジャシーさん、アマゾン・
ウェブ・サービスの CEO です。
アンディさん、ご出演ありがとう
ございます。教えてください、AWS
にとってこの9 カ月がどのようなも
のだったか。もちろん、あまり眠っ
ておられないのでしょうね。

Andy Jassy Thanks for having me,

Julia. I appreciate it. It’s…it’s been a

appreciate:

〜をありがたく思う

アンディ・ジャシー お招きありがとう

ございます、ジュリアさん。うれし

crazy last nine months for every-

いです。この9 カ月は、世界中の全

body in the world and…and us in-

ての人にとって大混乱でした、われ

cluded.

われも含めて。
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STEP 3

IT infrastructure:
IT インフラ、情報通信基盤
flexible:

top of AWS are names like Netflix,

Amazon Web Services.

くの部分がクラウドに移行しまし

to be more precise:

柔軟な、融通のきく

us now is Andy Jassy. He’s CEO of

と正確に言えば、これまでよりも多

move...online:

the household names that run on
Zoom and Moderna. And joining

がオンラインに移行しました。もっ

上級編

analyzing of data and services on-

ックによってこの世界の多くの部分

STEP 2

cloud. Cloud computing is the IT

《タイトル》▶ 直 訳 す ると
「しっかりクラウド（雲）に足
をつけた、根ざした」の意。
cloud（雲）にはもちろん「足
をつける」ことはできないこ
とにかけた言葉遊び。

ジュリア・チャタリー 今年はパンデミ

中級編

Julia Chatterley

