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今さら聞けないAWSクラウド入門



Thank You!



フィードバックをお寄せ下さい

本イベントについてツイートされる際は、
ハッシュタグをご利用ください。

#AWSRoadshow

お帰りになる前には、アンケートへのご協力をお願いします。
引換用の記念品をご用意しています。



AWSクラウドのご紹介

広がるAWSクラウドユーザ

AWSのセキュリティ

AWSのことをもっと知りたい

本日のアジェンダ



AWSの起源は、Amazon社内の
“ビジネス課題を解決“するために生まれた

APIによる自動化テクノロジー

API

AMAZON CONFIDENTIAL



オンプレミス vs.  クラウド

vs. 

Start !



必要なインフラが数クリックで手配可能に
（日本語で操作OK）



数クリックで
サーバが利用できる？

実際にご覧にいれます



必要なインフラが数クリックで手配可能に

「クリックで選択」

 OS
 サーバースペック
 リージョン(国)
 セキュリティ設定





既存の概念をクラウドサービスで置き換え

データセンター
リージョン

アベイラビリティゾーン

Amazon EC2

ストレージ機器 Amazon S3 /Amazon EBS / Amazon EFS

テープ装置 Amazon Glacier

サーバー

Availability 

Zone

Region

Availability 

Zone



初期費用不要・低額な利用料金

データ転送 ＝ 約17円 / 1GB 
（上りは無料）

※1ドル＝120円で計算

仮想サーバー

EC2
＝ 約3円～ / 時間

ストレージ

EBS、S3
＝ 約4円～/ 1GB / 1ヶ月

 データセンター費用
 インフラ構築費用
 電気代
 物理ファシリティ
 セキュリティ
 仮想基盤運用保守
 センター運用費用

これらの費用が
全て含まれます



初期費用不要・低額な利用料金

データ転送 ＝ 約17円 / 1GB 
（上りは無料）

※1ドル＝120円で計算

仮想サーバー

EC2
＝ 約3円～ / 時間

ストレージ

EBS、S3
＝ 約4円～/ 1GB / 1ヶ月

 データセンター費用
 インフラ構築費用
 電気代
 物理ファシリティ
 セキュリティ
 仮想基盤運用保守
 センター運用費用

これらの費用が
全て含まれます

夜間、週末など
時間単位で停止すれば

更にコスト削減



Amazon EC2の種類
用途に合わせたインスタンスタイプが選択可能
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http://aws.amazon.com/jp/ec2/instance-types/

vCPU

ストレージ
最適化

メモリ最適化

汎用

小規模向け

コンピューティング
最適化

http://aws.amazon.com/jp/ec2/instance-types/


ユーザがやりたいことは、
アプリケーションの開発と利用

AWSクラウドの価値は、
インフラから開発と利用の俊敏化へ



モバイルサービス
Mobile Analytics, Cognito, SNS

お客様のアプリケーション

コンテンツ配信
CloudFront

ネットワーク
VPC, Route 53, Direct Connect

認証とログ
IAM, Cloud Trail,

Cloud HSM,
Config

モニタリング
Cloud Watch,

Trusted Advisor

デプロイと自動化
Elastic Beanstalk,
Cloud Formation,

OpsWorks

管理インター
フェイス

Management
Console, CLI

ライブラリ & SDKs

Java, PHP, 
.NET, 

Python, Ruby

グローバルインフラ
リージョン、アベイラビリティゾーン、エッジロケーションAZRegion

コンピュート処理
EC2, Auto Scaling, Lambda

Elastic Load Balancing, 
EC2 Container Service

エンタープライズアプリケーション
WorkSpaces, WorkDocs, WorkMail

ストレージ
EBS, S3, Glacier, Storage 

Gateway

データベース
RDS, DynamoDB, 

Redshift, ElastiCache

分析
Elastic MapReduce, 

Kinesis, Data Pipeline

アプリケーションサービス
AppStream, Cloud Search, 

SWF, SQS, SES,

ディレクトリ
Directory
Service

コード管理
CodeDeploy,
CodeCommit,
CodePipeline

40以上のAWSサービス群



基本のシステム構成 – AWS上の一般的なウェブシステム
Virtual Private Cloud

Storage

Backup

Administrator

Database

Web Server

Load Balancer

Amazon
EC2

ELB

Amazon 
RDS

Auto
Scaling

Amazon
S3

AMI

Snapshot

• Amazon EC2
仮想サーバーサービス
- ELBでネットワーク負荷分散
- Auto Scalingで自動的に
スケールアウト / スケールイン

• Amazon RDS
マネージドRDB
- 異なるDCに同期レプリケート

• Amazon S3
マネージドオンラインストレージ
- 高い堅牢性、 99.999999999%

• AMI (マシンイメージ)
同一構成インスタンスを複数作成

• Snapshot
仮想ディスクのバックアップ



アプリケーションさえ書ければ、クラウド利用可能
Amazon Elastic Beanstalk

サーバー、ストレージ、DB、LBの
一式が、数クリックで配備。

Java、.NET、 PHP、 Node.js、
Python、Ruby、GO、Dockerの
ウェブアプリがそのまま稼働

Start !



広がるAWSクラウドのサービス

仮想デスクトップ

モバイル向けサービス

ビッグデータ + リアルタイム

Amazon 

Cognito

Amazon 

Mobile Analytics

Amazon 

Mobile SDK

Hi

Amazon SNS

プッシュ通知

Amazon 

Kinesis
Amazon Elastic 

MapReduce

Amazon Redshift



仕事のメールもカレンダーも文書共有も
手元のデバイスで！

サーバ管理不要
お手元の

タブレットが
業務用の

Windows環境に！

fire HD



Elasticsearch

Service

QuickSight

BigData

可視化

DynamoDB

高速DB

RedShift

Cognito 認証

IoT

デバイス
管理

Lambda

サーバー
レス処理

Kinesis

データ
収集

S3

IoT デバイス

・
・
・

組合わせて
構築

IoTプラットフォーム例 (JAめむろ様ご講演)



AWSクラウドのご紹介

広がるAWSクラウドユーザ

AWSのセキュリティ

AWSのことをもっと知りたい

本日のアジェンダ



AWSクラウドを利用するお客様：20,000以上

http://cookpad.com/
http://cookpad.com/


ERPも on AWS で、数百の事例

http://www.mitsui.co.jp/index.html
http://www.mitsui.co.jp/index.html


ERPも on AWS で、数百の事例

AWSクラウド利用のメリット：
開発系、テスト系、本番系の環境を
必要な時に、必要な構成で利用

オンプレでは、コスト高か、疑似環境

http://www.mitsui.co.jp/index.html
http://www.mitsui.co.jp/index.html


利用時間以外はサーバを停止し大幅にTCO削減

• 利用期間以外はサーバを停止
• 夜間もサーバを停止
• 稼働中は死活監視を行い、サーバ異常
時には自動的にサーバを復旧

• サーバ停止時にすべてをバックアップ
• 手動でも一式を起動する仕組みも用意

月額：12,000円
（当初見積もり）

※Oracle, Windows Serverのライセンス込Supported by 



協力会社とのセキュアな開発環境を低コストで運用

• 他社（協力会社）とのLSI開発環境用
として、社外にセキュアな環境を構築

• 時間、場所の制約に関係ない開発環境
が提供でき、効率的な開発を実現

• VPCの利用で構築、運用コストを圧縮
• 自動的に必要な時にサーバ起動、処理
が終わればサーバーを停止

開発スピードが圧倒的に速くなる
とともに、コスト圧縮を実現

Supported by 



仮想デスクトップ環境(VDI)をAWSで

https://aws.amazon.com/jp/solutions/case-studies/yamaha-motor/

VDIのシステム更新に、AWSのサービス
Amazon WorkSpaces をご採用

オンプレミスからAWSサービスに全面移行

理由：低コスト、迅速に2か月で導入
評価も容易、パフォーマンス、安定性
今後も、運用容易、保守切れ対応から解放

「 もう以前のオンプレミスな環境には戻れないというのが正直な感想です。」

AWS導入事例： ヤマハ発動機様

AWS Cloud Roadshow 

10/26 @名古屋 原子様ご講演

https://aws.amazon.com/jp/solutions/case-studies/yamaha-motor/


お客様の声： AWSクラウドのメリット

ご利用のユーザ様の多くからお聞きします。

 インフラの調達、保守、5年毎の更改からの解放

 マネージドサービスで、構築・運用工数削減

 クラウドの方が、セキュリティ、統制レベル向上

 オンプレ比で、小さなコストで短期間でDR対応

 実際のコスト削減効果 ⇒ TCO40～60%削減



お客様の声： AWSクラウドのメリット

ご利用のユーザ様の多くからお聞きします。

 インフラの調達、保守、5年毎の更改からの解放

 マネージドサービスで、構築・運用工数削減

 クラウドの方が、セキュリティ、統制レベル向上

 オンプレ比で、小さなコストで短期間でDR対応

 実際のコスト削減効果 ⇒ TCO40～60%削減

午後のセッションの聴き所です

北海道地域のユーザ様事例で
お客様のご経験を

語っていただきます



AWSクラウドのご紹介

広がるAWSクラウドユーザ

AWSのセキュリティ

AWSのことをもっと知りたい

本日のアジェンダ



 セキュリティはAWSにおいて最優先されるべき事項

テクノロジー、専門組織、プロセスに継続的に投資

 セキュリティと統制の要求が厳しい企業、組織の 要求、
ニーズに応えてきたサービスをご提供、利用料に込み

AWSのセキュリティ、統制



OSより上は
ユーザ責任

仮想基盤、
ハードウェア
データセンター
ネットワークは
AWS責任

AWS共有責任モデル

AWS 基本サービス

コンピュート ストレージ データベース ネットワーク

AWS

グローバルインフラストラクチャ

リージョン

アベイラビリティゾーン

エッジロケーション

ネットワーク
セキュリティ

サーバー(OS)
セキュリティ

お客様のアプリケーション・コンテンツ

ユーザ
データ

セキュリティ

アクセス
コントロール



AWS Identity and Access Management (IAM)

AWS サービスおよびリソースへのアクセスを安全にコントロール



 AWSは、EC2のOS以上にアクセスできません。

理由：インスタンス生成後の特権ユーザアクセスは

生成時ユーザにのみ発行された秘密鍵が必要

推奨：インスタンス生成権限を、IAMでユーザに権限分与

 OSの特権ユーザ権限をクラウド事業者が持つクラウドサ
ービスとは、考え方が大きく異なります。

AWSのセキュリティ



主要な認証/標準に準拠
SSAE 16/ISAE 3402、SOC1(旧SAS70)、SOC2、SOC3 監査報告書

ISO 27001、ISO 9001、PCI DSS Level 1

FISMA moderate、FedRAMP、HIPPA、ITAR、DoD(国防総省暫定認証) 等



 米国会計士協会(AICPA)の基準による保証型監査報告の制度

 SOC2は財務報告向け(旧SAS70)からクラウドに特化した基準

 重要な統制項目を、AWS がどのように達成したかを、専門の
監査人が実地で確認した監査報告書

 半年毎に、繰り返し、継続的に、監査を現地で実施

 AWSユーザは、NDA締結によりSOC2をご受領いただけます

 サマリーを記したSOC3は一般公開されています

★ AWSの東京リージョンは、SOC2の対象です。

SOC2監査報告書とは？

https://aws.amazon.com/jp/compliance/soc-faqs/

https://aws.amazon.com/jp/solutions/case-studies/enterprise-it/


 SOC2 監査報告書の基本構成

第Ⅰ章 監査人の意見

第Ⅱ章 受託会社に関する確認

第Ⅲ章 受託会社の内部統制に関する記述

第Ⅳ章 監査が確認した内容と結果

第Ⅴ章 その他の情報(任意)

セキュリティ、可用性、処理の整合性、機密性、プライバシーのクライテリ
アから、 受託会社の内部統制に関して、AICPAの原則 と基準に基づき監査

SOC2監査報告書の構成



 SOC3 監査報告書(サマリ)は公開されています。

SOC3監査報告書(サマリ)

http://d0.awsstatic.com/whitepapers/compliance/soc3_amazon_web_services.pdf

https://aws.amazon.com/jp/solutions/case-studies/yamaha-motor/


AWSのセキュリティ、統制の公開ホワイトペーパー (日本語)

• AWS リスクとコンプライアンス

• AWセキュリティプロセスの概要

• DDoSに対するAWSのベストプラクティス 他

AWS セキュリティ ホワイトペーパー

https://aws.amazon.com/jp/whitepapers/

http://www.publickey1.jp/blog/14/amazon_aws_summit_tokyo_2014.html


まとめ：AWSクラウド利用の効果

コスト削減

ITの構築、運用が、楽にできる

セキュリティ、統制が高度化

よりビジネスへの貢献に注力できる



AWSクラウドのご紹介

広がるAWSクラウドユーザ

AWSのセキュリティ

AWSのことをもっと知りたい

本日のアジェンダ



トレーニング、ユーザコミュニティで
ラーニング環境も充実

公式トレーニング

セルフペースラボ

認定試験
JAWS-UG = 

Japan AWS User Group
全国50拠点以上で活動中

ユーザーコミュニティ

学ぶ

自習

資格

集う



AWS知識レベルと習得ステップ

学ぶ

自習

資格



“AWS セルフぺース ラボ” 是非、展示会場へ



“AWS セルフぺース ラボ” 実機Web自習

https://qwiklabs.com/?locale=ja

自習

https://aws.amazon.com/jp/free/


“AWS セルフぺース ラボ” 実機Web自習

自習



“AWS セルフぺース ラボ” 実機Web自習

自習

クリック数回の
「ITの新しい常識」

AWSに、是非
触ってみてください！



AWS Cloud RoadShow 午後のセッション
北海道地域ユーザ様事例聞きどころ

「エコモットの考える IoT とクラウドの未来」エコモット様

IoT、センサー、クラウドで未来を創る 融雪、建設現場、事故削減

「クラウドと IoT で切り拓くこれまでとこれから」ファームノート様

「Internet of Animals」事業 940農家、74,000頭の牛が管理

「3社の導入事例に学ぶ、AWS 導入の勘所」

いずみホールディングス様

クリプトン・フューチャー・メディア様

調和技研様



AWS Cloud RoadShow

18:30からは、
AWSユーザ会札幌支部のナイトイベント！

「地方 IT にコミュニティが果たす役割」

パネリスト：kintone、JAWS-UG、Twilio、MovableType、WordPress 

ライトニングトーク、AWS ウルトラクイズ（賞品：Fire HD）

JAWS-UG = Japan AWS User Group 全国50拠点以上で活動中

集う



参考情報
AWSクラウドのメリットとは？

http://aws.amazon.com/jp/what-is-cloud-computing/

AWSクラウドの利用開始方法

http://aws.amazon.com/jp/getting-started/

AWSクラウド無料利用枠のご案内

http://aws.amazon.com/jp/free/

AWSクラウドの製品（サービス）

http://aws.amazon.com/jp/products/

AWSクラウド導入事例のご案内

http://aws.amazon.com/jp/solutions/case-studies-jp/

国内のAWS関連イベント・セミナー情報

http://aws.amazon.com/jp/event_schedule/

http://aws.amazon.com/jp/what-is-cloud-computing/
http://aws.amazon.com/jp/getting-started/
http://aws.amazon.com/jp/free/
http://aws.amazon.com/jp/products/
http://aws.amazon.com/jp/solutions/case-studies-jp/
http://aws.amazon.com/jp/event_schedule/


ハッシュタグは #AWSRoadshow
皆さんのご意見聞かせてください！

【コースター配布場所】 会場受付

公式Twitterアカウント@awscloud_jp
をフォローすると、ロゴ入り
コースターをプレゼント


