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クラウドとどうやって向き合っていますか？

•  個⼈人として
–  クラウドの勉強や情報収集
–  個⼈人情報発信の場をクラウドで！

•  企業（会社）として
–  クラウドそのものの調査
–  実際に導⼊入したいシステム（サービス）がある

•  その他



企業が扱うITは多種多様

管轄部⾨門 主⽤用途
情報システム部⾨門 社内リソース 
事業系システム部⾨門 BtoB
エンドユーザー向け BtoC 

何かあったらどうする？

本当にできる？コストは？

SI



•  コントロールの範囲が限定される気がする
–  例例えば障害発⽣生時のハンドリング

•  どこで、何が起こっているのか？ 　実際に⾃自社の管理理するシステム
の挙動の事実しかわからない

•  何をしたら他のシステムにまで影響が広がるのかどうかわからない
•  復復旧までの予測と実際の復復旧、その理理由（本当に安⼼心して使い始め
ても⼤大丈夫？）

•  再発防⽌止策
 　：

オンプレミスの延⻑⾧長と考えるか、新技術に新しいアーキテクチャで挑むか



•  ⼤大型コンピュータ（集中化）
•  クライアントサーバーモデル（分散化）
•  オープン化（低価格傾向）
•  仮想化（所持リソースの最適化）

•  クラウド

産業は常に進化、改⾰革してきました。



クラウドコンピューティングとは？

必要な時に、必要な分だけ、低価格で
ITリソースを提供いたします



クラウドコンピューティングとは？

•  AWS（サービス提供側）視点
–  サービス提供要件を最⾼高レベルにするべく、物理理的なデータセ
ンターの設計、利利⽤用者様が簡単に配置できる機能や仕組み、⾼高
セキュア、低レイテンシー、分散技術などを開発、提供し、お
客様が安⼼心してアプリケーション開発やデータ格納をできるよ
う努めております



AWSの第三者認証、保証プログラム準拠 
多数の第三者認証の取得や保証プログラムへの準拠をしています。

AWSコンプライアンス 　http://aws.amazon.com/jp/compliance/
AWSのセキュリティとコンプライアンス    http://www.slideshare.net/AmazonWebServicesJapan/aws-‐‑‒23722701



システム
業務アプリケーションなど

リソース増強
アプリケーションチューニング

リソースの拡⼤大＝不不測事態の際の影響



Networking AnalyticsCompute

Storage  &  Content  Delivery

Developer  Tools Management  Tools Security  &  Identity

Application  Services

Mobile  Services Database Enterprise  Applications

S3 CloudFront EFS Glacier Storage  
Gateway

API  
Gateway AppStream CloudSearch Elastic  

Transcoder SES SQS SWF

Device  Farm Mobile  
AnalyticsCognito SNS RDS DynamoDB ElastiCache RedShift WorkSpaces WorkDocs WorkMail

Lambda EC2  Container  
Service

Elastic  
BeanstalkEC2 VPC Direct  

Connect Route  53 EMR Data  
Pipeline Kinesis Machine  

Learning
Elastic  Load  
Balancing QuickSight Elasticsearch

Service

CodeCommit CodeDeploy CodePipeline CloudWatch Cloud
Formation CloudTrail Config OpsWorks Service  

Catalog

Identity  &  
Access  

Management
Directory  
Service

Trusted  
Advisor Cloud  HSM

Key  
Management  
Service

Web  App  
Firewall

Snowball

Simple  DB
Database  
Migration  
Service

IOT
IoT

Hubs
Mobile  Hub



本⽇日の内容

１・クラウド時代の考え⽅方
２・AWSクラウド活⽤用、その前に「企業における
    クラウド導⼊入ステップ」

３・クラウド時代の企業システム
４・DIVE  to  AWS



AWSクラウド活⽤用、その前に
企業におけるクラウド導⼊入ステップ
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企業におけるクラウド導⼊入ステップ

★まず知ろう！
★触ってみよう！

★利利⽤用するにあたって知り
たいこと！

★必要に応じて先に知って
おきたいこと

★実際に利利⽤用する前に・・・

0)クラウドとはAWSとは
1)登録まで

2)安全な利利⽤用（論論理理的セキュリティ）
3)請求・費⽤用
4)安全な利利⽤用（請求）

5)AWS経理理的視点
6)AWS法務視点

7)安全な利利⽤用（物理理的経路路）
8)AWSを始めよう



企業におけるクラウド導⼊入ステップ
1)登録まで

無料料期間とできること
クレジットカード登録の理理解

2)安全な利利⽤用（論論理理的セキュリティ）

悪意から守るための知識識
通常ID/Password、アカウント譲渡
IAMでロールコントロール

3)請求・費⽤用

円・ドル
請求書・カード
締めと実請求

4)安全な利利⽤用（請求）

料料⾦金金アラート設定
設定画⾯面・設定⽅方法
実アラート
AWS  Budgets

5)AWS経理理的視点

オンプレとの科⽬目⽐比較
清算⽅方法
経理理とシステムとクラウド

6)AWS法務視点

個⼈人情報の扱い
お預かりしているデータの扱い
各認証機関（データセンターなど）

7)安全な利利⽤用（物理理的経路路）

VPC
Direct  Connect

8)AWSを始めよう

使ってみようAWS（初めてのS3／
EC２）

0)クラウドとはAWSとは

基本的なこと
最新技術動向
コミュニティ活⽤用



１）登録まで

•  無償で評価いただくことが可能です
–  無償で評価できるリソースには制限がございます

•  登録にはクレジットカード情報が必要となりま
す
–  こちらは無償・有償限らず、本⼈人確認の意味も兼ねており、無
償評価でもクレジットカード情報が必要となります

•  無償ハンズオントレーニングなどを準備してお
ります



１）登録まで
ステップ1:  サインイン  &  AWS  アカウント作成



１）登録まで
ステップ2:  ログイン証明書  



１）登録まで
ステップ3:  連絡先情報⼊入⼒力力  



１）登録まで
ステップ4:  お⽀支払い情報⼊入⼒力力（クレジットカード情報登録）  



１）登録まで
ステップ5:  ⽇日本語⾃自動⾳音声電話によるアカウント認証  



１）登録まで
ステップ5:  ⽇日本語⾃自動⾳音声電話によるアカウント認証  



１）登録まで
ステップ5:  ⽇日本語⾃自動⾳音声電話によるアカウント認証  



１）登録まで
ステップ6:  AWS  サポートプランの選択  



２）安全な利利⽤用（アクセス権など）

•  悪意から守るための知識識
–  ⼈人事異異動、昇降降格による業務変更更、退職・・・
–  Rootアカウント、キーとクレデンシャル管理理、マネジメントコン
ソール操作権限（ロール設定）、リソースへのアクセス制限、操作
含めたログ管理理、ネットワーク・・・

•  どのような対策ができるのか？
–  AWSで⾏行行える範囲

•  （例例：通常ID/Password、アカウント譲渡、IAM、one  time  
passwordの併⽤用・・・）

–  お客様システムで⾏行行える範囲
•  （例例：アプリケーションID、ポート、ネットワーク経路路・・・）



AWS  Security  Center
(http://aws.amazon.com/jp/security/)

•  セキュリティホワイトペーパー
•  セキュリティとプライバシーの回答
•  半年年に1度度アップデート

•  セキュリティ速報
•  顧客によるペネトレーションテストのポリシ
•  セキュリティベストプラクティス
•  AWS  Identity  &  Access  Management  (AWS  IAM)
•  AWS  Multi-‐‑‒Factor  Authentication  (AWS  MFA)



  アカウントごとのユーザとグループの作成

  セキュリティクレデンシャル
–  アクセスキー
–  ログイン/パスワード
–  多要素認証デバイス(オプション)

  AWS  APIを使ったポリシーコントロールアクセス

  API  コールは以下のサインどちらかが必須:
–  X.509  certificate
–  シークレットキー

  幾つかのサービスではより厳格なインテグレーション
–  S3:  オブジェクト及びバケット毎のポリシー設定

  AWSマネージメントコンソールのユーザログオンサポート

  OSやアプリケーションレベルのログインではない

  既存のお客様ディレクトリと連携させ、SAML2.0でSSOも可能

AWS  Identity  and  Access  Management  (IAM)
AWS account 

owner (master) 

Network 
management 

Security 
management 

Server 
management 

Storage 
management 



３）請求・費⽤用

•  「ドル」のみなのでしょうか？
–  円での表⽰示も可能です。

•  「カード⽀支払い」のみなのでしょうか？
–  場合によっては請求ベースでも可能なケースがございます。
 　※詳細はお問い合わせください。



４）安全な利利⽤用（請求）

•  いくら請求されるかわからない（怖い）
•  予算に応じた運⽤用を⾏行行いたい

–  利利⽤用料料に応じたアラート（AWS  Budgets）
•  コストについて「予算」を定め、３ヶ⽉月後までの「予測」を⾏行行うことができます
•  あらかじめ閾値（⾦金金額）を設定しておくことにより、普段の⽬目視などとは別に急
激に利利⽤用料料が増えた場合など通知設定を⾏行行うことが可能です

–  利利⽤用料料は予め算出することができることができることが多い
•  ネットワークに関してはクラウドに⼊入れる、リクエストを受ける分は無料料です。
•  既存システムの利利⽤用状況からアセスメント、クラウド移⾏行行時の予測利利⽤用料料は「⾒見見
積もり可能」です。



４）安全な利利⽤用（請求）

利利⽤用料料に応じたアラート（AWS  Budgets）



４）安全な利利⽤用（請求）

利利⽤用料料に応じたアラート（AWS  Budgets）



５）AWS経理理的視点

•  オンプレとクラウドの科⽬目⽐比較
＜固定費から変動費＞
 　これまで検証を⾏行行う場合でも固定費計上、あるいは少額範囲でも管
理理が必要なサーバーを購⼊入し検証などを⾏行行っていた場合、クラウドで
実施することにより、必要なリソースを必要な時、また利利⽤用した分だ
けの清算となるため、その⼿手間を省省くことができます。
 　また、クラウドを⻑⾧長く利利⽤用していただく際の利利⽤用量量⾒見見積もりや、経
理理的処理理の考え⽅方などご気軽に相談ください。
 　

皆様の会社にとってもっとも良良い計上⽅方法を



６）AWS法務視点
 　 　AWSのセキュリティの考え⽅方 　
 　 　＝シェアード・レスポンシビリティ・モデル（共有責任モデル）

Webサイト/アプリケーション
これまでと同様の
セキュリティを

お客様、SI様で実現

インフラ
よりハイレベルの

セキュリティをAWSが提供

第三者認証

 

DC、電源、専⽤用線、ネットワーク冗⻑⾧長化

Your 
Apps 



７）VPC  /  DirectConnect

•  論論理理的な権限の設定に加え、物理理的な経路路をセ
キュアにすることも可能です
–  実質社内システムのアセットとしても可能です。

–  VPC
•  接続拠点を絞り込むことにより、オフィスのみからのアクセスなど
しか許さないという設定が可能です

–  Direct  Connect
•  東京DXに加え、⼤大阪DX開設（2015年年夏）



どのサービスを使っていますか？（2013年11月） 

E-JAWS調べ 



８）AWSを始めよう

•  是⾮非！ 　評価・検証を！

•  これまでの検討事項をまとめ、実際にAWSを評
価、検証をしてみてください

–  サポート体制は？
–  AWSの情報はどうやって取得するの？
–  何かイベントなどありますでしょうか？



クラウド時代の企業システム
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ビジネス面での課題 	
・2008 年に発表された Oracle Exadata をいち早く導入した。 
・店舗数が増えていくにつれ、日々扱わなければならないデータ量も比例して増えて
いくように なりました。（1,600 以上の店舗から上がってくる伝票の数は 1 ヶ月あた
りおよそ 1 億 2,000 万件で、過去データも含めるとデータ量は 20 テラバイト超） 
 
オンプレミスでは、パフォーマンスが低下するケースがしばしば見られるように。 
 
Exadata は非常にパワフルなツールなのですが、オンプレミスのインフラがもたらす
コスト面、スピード面での問題が多く顕在化するようになったことから、2014 年 6 月
ごろからクラウドへの移行を真剣に検討するようになりました。	
 



～ テストや検証を簡単に行える、ダメな場合はすぐに変更ができるという点は 
AWS クラウドならではの大きなメリットだと思います。～  



クラウドでスケーラブルなインフラの実現

 　AWS導⼊入事例例：株式会社ヴァル研究所

自然災害（台風や障害など）や事故などで急激に負荷が上昇し、サービス提供に支障 



※AWS  Summit  Tokyo  2014

スピードアップ
⇩

ビジネスの加速

 　AWS導⼊入事例例：株式会社ローソン



クラウド時代の企業システム

・気軽な検証、テストの実施
・柔軟な組み合わせ
・部分的な適⽤用

意識識のチェンジ



DIVE  to  AWS
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Webinarのご紹介



AWS主催の主要イベント・セミナー

•  AWS  Summit
•  AWS  Cloud  Roadshow
•  AWS  re:Invent
•  随時開催無料料セミナー

–  はじめてのAWS
–  サインナップハンズオン
–  使ってみよう！ 　EC2  /  S3



https://aws.amazon.com/jp/about-‐‑‒aws/events/



AWSには強⼒力力なサポートとコミュニティがあります！



JAWS-‐UG	  =	  Japan	  AWS	  User	  Group	  
Since	  2010	  from	  Tokyo	  

本日もイベントあります！ 
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今⽇日現在で、⽇日本全国に
50+  ⽀支部あり

和歌⼭山 

磐⽥田 

世界⼀一の規模



レベルに応じて無料料サポートから
3段階の有償サポートを選択可能




