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自己紹介

清水 崇之
– ソリューション アーキテクト
– 西日本担当（大阪のお客様にもプライム対応！だけどプライスレス）
– ゲーム、モバイル、Web サービス全般
– AWS 芸人 (詳しくは http://www.slideshare.net/shimy_net)

http://www.slideshare.net/shimy_net


IoT というキーワードを
ご存知ですか？



IoT (Internet of Things) とは？

データ

価値

モノのインターネット（Internet of Things、IoT）は
世の中にある様々な「もの」がネットワークに接続され
クラウドを利用したり相互に通信することにより
新しいサービスや価値を産むという考え方

コントロール

コミュニケーション サービスの創造





AWS IoT とは？
接続されたデバイスが簡単かつ安全にクラウドアプリケー
ションやその他のデバイスとやり取りできるマネージド型
クラウドプラットフォーム

数十億のデバイスと数兆のメッセージをサポートし、それ
らのメッセージを AWS エンドポイントおよび他のデバイ
スに確実かつ安全に処理しルーティング

接続されたデバイスによって生成されたデータをインフラ
ストラクチャの管理を必要とせずに収集、処理、分析、実
行する IoT アプリケーションを構築



AWS IoT とは？
接続されたデバイスが簡単かつ安全にクラウドアプリケー
ションやその他のデバイスとやり取りできるマネージド型
クラウドプラットフォーム

数十億のデバイスと数兆のメッセージをサポートし、それ
らのメッセージを AWS エンドポイントおよび他のデバイ
スに確実かつ安全に処理しルーティング

接続されたデバイスによって生成されたデータをインフラ
ストラクチャの管理を必要とせずに収集、処理、分析、実
行する IoT アプリケーションを構築

マネージドサービス

拡張性・可用性・セキュア

インフラ構築不要・簡単・低価格





たとえば、ドライバーの安全性を改善

路面状態と性能の
データを送信

ルールに基づきデータを処理し
湿度が高いことを解釈し

近くの自動車にアラートを送信
「路面が滑りやすい」
というアラートを受信

エンジンの性能データは
S3 に保存して解析へ

Amazon QuickSight で
見える化

Amazon Machine 
Learning 解析し予測



BMW：IoT Journey with AWS (re:Invent2015)
• Mission: Change customer 

experiences with cloud 
enhanced services and 
adopt new market 
requirements

– Scalable, flexible, agile, and 
cost effective infrastructure for 
IoT/M2M

• Connected cars deliver 
sensor data to AWS

• Digital map dynamically 
verified and enhanced

• Key feature to enable 
automated driving

• Estimation
– CARASSO processes 8+ billion 

km driven with several 
hundreds of thousands 
vehicles in 2018



AWS マネージドサービスとは？



AWS マネージドサービスとは？
• インフラ構築／管理不要。高い可用性／拡張性／セキュア。低価格
• ユーザーは効率的にアプリを開発し、本来のビジネスに集中できる。

オンプレミス On EC2(仮想サーバ) マネージドサービス



マネージドサービスを活用して本来のビジネスに集中

アイディア スピーディに実現

ゼロから作ろうとすると

マネージドサービス
を活用すると

予算が…時間が…人が…



本当にスピーディなのか？



AWS IoT でロボットアームのデモをしていた
（re:Invent）

ロボットアーム



ロボットハンドをリモート操作するデモを作ってみる

AWS IoT
（インターネット経由）

ロボットハンド
（ラズパイ利用）

LEAP Motion
トラッキングセンサー
（Node.js 利用）

MQTTMQTT



スピーディに実現できるか？

11/28 作成開始

11/27 部品調達
(Amazon プライム)

11/29 出来上がり！



デモ



会場の様子



手の動きにあわせて、ロボットハンドが動く！

アイディアは実現してこそ検証できる！



ここからは、AWSの様々な
マネージドサービスをご紹介



管理 ＆
セキュリティ

アクセス
コントロール

Identity 
Management

キー管理
& ストレージ

モニタリング
& ログ

リソース &
利用の監査

プラットフォーム
サービス

分析 アプリケーション 開発者ツール ＆ 運用 モバイル

Data
Pipelines

データウェアハウス

Hadoop

Real-time
Streaming Data

アプリケーション
ライフサイクル管理

コンテナ

デプロイ

DevOps

イベント駆動
コンピューティング

リソース
テンプレート

ユーザ認証

アナリティクス

プッシュ通知

データ同期

App 
Streaming

Eメール

キュー＆通知

検索

トランス
コーディング

Workflow

コアサービス CDN
コンピュート
(VMs, Auto-scaling 
& Load Balancing)

データベース
(Relational, 
NoSQL, Caching)

ネットワーク
(VPC, DX, DNS)

ストレージ
(Object, Block 
and Archival)

インフラストラクチャ アベイラビリティゾーン Points of 
Presence

リージョン

エンタープライズ
アプリケーション ビジネスEメー

ル
共有＆コラボレーション仮想デスクトップ

技術 & 
ビジネスサポート

アカウント
マネージメント

パートナー
エコシステムプロサービス セキュリティ

料金レポート
ソリューション
アーキテクトサポート トレーニング

資格

AWS が提供する 50 以上のサービス

自動テスト



たとえば、データを保存したい



先ほどの図を見ると・・・

路面状態と性能の
データを送信

ルールに基づきデータを処理し
湿度が高いことを解釈し

近くの自動車にアラートを送信
「路面が滑りやすい」
というアラートを受信

エンジンの性能データは
S3 に保存して解析へ

Amazon QuickSight で
見える化

Amazon Machine 
Learning 解析し予測



Amazon S3 とは

容量無制限のオンラインストレージ

使った分だけ。低価格な従量課金
（約4円/GB）

自動的に複数データセンターに
データを保存し高い耐久性を実現
（99.999999999％ の耐久性）



S3 は AWS の肝となるマネージドサービス

Amazon S3

ウェブコンテンツ

動画・音楽

センサー／アクセスログ

バックアップ

Amazon Redshift

Amazon Machine 
Learning

Amazon 
CloudFront

Amazon Glacier

データ 他の AWS サービス

データウェアハウス

機械学習

配信

アーカイブ



データウェアハウスも
AWS マネージドサービスで！



Amazon Redshift とは

オンプレミス

Amazon S3

Amazon Redshift BI ツール

・高速で完全マネージド型、ペタバイト規模のデータウェアハウス
・小規模からの利用も可能。オンプレミスのデータも。



Amazon Redshift とは

• データウェアハウスクラスタ
– 数クリックで起動
– 使った分だけの支払い
– 運用管理の手間が少ない

• 高いパフォーマンス
– ハイ・スケーラビリティ

• 高い汎用性
– PostgreSQL 互換の SQL
– 多くの BI ツールがサポート



BI ツールも
AWS マネージドサービスで！



Amazon QuickSight とは
• クラウドベースのBIツール
• AWS内部のデータソースを自動
探索し簡単に開始

• 直感的なビジュアル化機能(Auto 
Graph)を搭載

• 新規開発の SPICE エンジンを搭
載し高速に動作

• 既存のパートナー製品との連携
もサポート

• プレビュー申し込み受付中



AWS マネージドサービスを組み合わせれば
データの収集・処理・保存から解析まで簡単・迅速

センサー・ログ・モバイル 収集・処理 保存・分析 可視化

QUICKSIGHT



通常のデータベースも
マネージドサービスで！



Amazon RDS とは
完全マネージド型で、セットアップ、運用、バックアップ、拡張が容
易なリレーショナル・データベースサービス

AZ a AZ b

同期

非同期レプリケーション

自動フェイルオーバー
スナップ
ショット

(自動/手動)

トランザク
ションログ
(5分間隔)



Amazon Aurora とは
AWS 独自の拡張性／可用性／耐久性に優れたリレーショナル・デー
タベース。高速で安全。容量は自動で拡張する。使った分だけの課金
エンタープライズ向け商用データベースのリプレースにもマッチ。



Amazon DynamoDB とは

• 高い信頼性、スケーラビリティ、低レイテンシで安定した性能を兼
ね備えた NoSQL データベースサービス

• データは3箇所の AZ に保存されるので信頼性が高い
• ストレージは必要に応じて自動的にパーティショニングされる
• DB 運用中にオンラインでスループットの値を変更可能

Read : 1,000

Write: 100クライアント DynamoDB



モバイルアプリを作りたい
ーサーバーサイドだけじゃないー



AWS Mobile サービス

Cognito

Kinesis DynamoDB S3 SQS SES

グローバルインフラ

コアとなるサービス群

モバイルに最適化
されたコネクタ

モバイルに最適化
されたサービス

AWS SDK for Android

ストレージ データベース キュー メール コンピュート
ネットワーク

AWS Mobile SDK

Mobile Analytics SNS Mobile Push

AWS SDK for iOS AWS SDK for Unity

あなたのモバイルアプリ

ゲームアプリ ユーティリティアプリ 家計簿アプリ クーポンアプリ

Lambda

Device Farm API Gateway

AWS SDK for JavaScript



AWS SDK for Android AWS SDK for iOS AWS SDK for Unity AWS SDK for JavaScript

AWS Mobile サービス

グローバルインフラ

コアとなるサービス群

モバイルに最適化
されたコネクタ

モバイルに最適化
されたサービス

ストレージ データベース キュー メール コンピュート
ネットワーク

AWS Mobile SDK

あなたのモバイルアプリ

ゲームアプリ ユーティリティアプリ 家計簿アプリ クーポンアプリ

Cognito

Kinesis DynamoDB S3 SQS SES

Mobile Analytics SNS Mobile Push

Lambda

Device Farm API Gateway

ユーザ認証
データ同期

アナリティクス
レポート プッシュ通知

NoSQL
データベース

断続的なネットワーク
コネクションを処理で
きるレコーダー

コンテンツの
保存と配信

Eメール分散キュー

API 作成自動テスト

ロジック



AWS Mobile Hub
AWS を利用したモバイルアプリを構築するための最も簡単な方法。ユーザー認証、データ
ストレージ、バックエンドのロジック、プッシュ通知、 コンテンツ配信、および分析など
の機能を簡単に追加したり構成できる。

各機能が揃っている 選択して設定するだけ



AWS Mobile Hub
ガイドにそってボタンをクリックするだけで任意の機能をセットアップできて、サンプルの
ソースコードをダウンロードすることができる。

プッシュ通知の設定 ソースパッケージをダウンロード



Guest

独自認証

ユーザー認証

プッシュ通知

データ保存

アクセス解析

テスト自動化

Apple iOS

Google Android

Amazon Kindle Fire

Baidu Android

MS Windows Phone

S3KVS

各プラットフォーム対応

各プロバイダ対応

DAU,MAUなど基本的なビジネス指標からリテンションまで

Android, iOS, Fire 実端末でテスト



独自のサーバーサイド機能も
実現できる



独自のサーバーサイド機能も実現できる

Amazon API Gateway
API に必要な機能を提供
バージョン管理、API キーの作成と配布、認証とアクセス権の管理
リクエストのスロットリング、モニタリング、レスポンスのキャシング
インフラのセットアップおよび管理（AWS Lambda を利用できる）

AWS Lambda
アプリケーションコードを実行できるコンピュートサービス
実行環境は AWS が管理しているので、インフラなどを気にするこ
とがない。AWS サービスと連携することで簡単にイベントドリブン
なアプリケーションを実装できる。

API



独自の機能も、簡単・迅速に構築できる

S3

DynamoDB



AWS は日々進化している



2008 2009 2010 2011

Amazon EBS

Amazon SNS

AWS Identity 
& Access 
Management

Amazon RDS
Amazon VPC
Auto Scaling

Elastic Load
Balancing

Amazon 
ElastiCache

Amazon SES

AWS 
CloudFormation

AWS Direct 
Connect

AWS Elastic 
Beanstalk

GovCloud

Amazon SWF

Amazon Route 53

Amazon Redshift

Amazon Glacier

Amazon 
Dynamo DB

Amazon 
CloudSearch

AWS Storage
Gateway

Amazon 
CloudTrail

Amazon 
CloudHSM

Amazon 
WorkSpaces

Amazon Kinesis

Amazon Elastic
Transcoder

Amazon 
AppStream

AWS OpsWorks

AWS Data 
Pipeline

20132012

数多くのサービスの
追加と改善

2014
Amazon
CloudFront

Amazon Cognito

Amazon Zocalo

Amazon Mobile
Analytics

AWS Directory 
Service

Frankfurt Region

Amazon EC2  
New Instances
T2
R3

最新のマネージドサービスを続々と提供中



まとめ



ゼロから作るのは、フルコース料理

• 食べたいものが出てくるかわからない
• メニューが分かりにくい
• 食材を調達できないかもしれない
• シェフが料理下手かもしれない
• 値段が高い



AWS マネージドサービスは、良質なファストフード

• 食べたいものをメニューから選ぶだけ（簡単/迅速）
• 組み合わせは自由（拡張性）
• 食べたい時にいっぱい食べられる（可用性）
• 低価格（従量課金）



大阪で例えると





マネージドサービスがない時〜



Thank You
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