
ITインフラ基盤に 

AWSが選ばれている 

3つの理由 

株式会社サーバーワークス 

代表取締役 大石 良 



• 1973年 新潟市生まれ 

• コンピューターの購入は11歳 ／ SHARP X1 

• 中2の時に初めてプログラムが書籍に掲載 

• 高校入学記念にX68000を購入 

• 大学生の時にパソコン通信開始。本格的にシェアウェアを販売 

• 総合商社でインターネットサービスプロバイダー事業に携わる 

• 2000年にECのASPを立ち上げるべく起業 

おおいし    

大石  
クラウド  の  すけ 

蔵人之助 
 株式会社サーバーワークス 

代表取締役 





今日のセッションで皆さまに何も得るものが無ければ 





大学向け合否案内サービス 



昔の合格発表 



今の合格発表 



シェア 
60% 



ところが・・・ 



必要なコスト 

課題 

2月 8月 

必要なサーバー数 

無駄 



そこで、 



2007年からAWSのテスト利用を開始 



2008年 

社内サーバー購入禁止令 



2011年 

AWS Solution Provider 
 
2012年 
Amazon Partner Network 

Advanced Consulting Partner 



事例 







サイトダウンの理由 

被災者： 
救急医療など、支援が受
けられる場所を探して 

非被災者： 
義援金の支払いやボラン
ティア活動など、支援でき

る方法を探して 







EC2 



義援金管理システム 



２０台の、物理的に離れた 
２つのデータセンターに設置 
されたウェブサーバー １日に５００万通送信できる 

メールサーバー 

ロードバランサー 

物理的に離れたデータセンター間で 
リアルタイムに同期し、かつ１時間おきに 

バックアップを取るデータベース 



２０台の、物理的に離れた 
２つのデータセンターに設置 
されたウェブサーバー １日に５００万通送信できる 

メールサーバー 

ロードバランサー 

物理的に離れたデータセンター間で 
リアルタイムに同期し、かつ１時間おきに 

バックアップを取るデータベース 

環境構築２時間 
アプリ開発４８時間 



3月14日 日本赤十字社様との打ち合わせ 

3月15日 サイト復旧 

3月17日 義援金受付開始 



事実 
震災後の迅速な義援金の募集に一役買ったのは、 



200社を超えるAWS導入実績 
(2014年7月現在） 



なぜITインフラの基盤に 
AWSを利用する流れが 
進んでいるのか？ 



早い！ 

安い！ 

ウマい！ 

AWSを基盤にするメリット 



早い！ 

安い！ 

ウマい！ 

AWSを基盤にするメリット 



すぐできるクラウド移行 

仮想マシンごと移行が可能 





200台超のサーバーからなるシステムを 
わずか3ヶ月でAWSへ展開 



早い！ 

安い！ 

ウマい！ 

AWSを基盤にするメリット 



ファイルサーバーのケース 



本番サイト 

これまでのファイルサーバー 

想定される最大容量での投資が必要！ 



AWSによるファイルサーバー 

負担は使った分だけ 



災害対策のケース 



本番サイト 

クラウドを使わない災害対策 

災害対策用サイト 

本番・災害対策用で二重の投資が必要！ 



AWSを使った災害対策 

災害時だけ立ち上げればよい！ 



早い！ 

安い！ 

ウマい！ 

AWSを基盤にするメリット 



AWSのウマ味 

耐久性・可用性 

セキュリティ 





VPN 

Amazon VPC 



さらに・・・ 



VPN 

東京リージョン 

データセンターB データセンターA 

自社のシステムを災害対策用にAWSへ移行しつつ、
AWS上でも複数のデータセンターで冗長構成を実現 



AWSのウマ味 

耐久性・可用性 

セキュリティ 



よくある懸念 

クラウドって、セキュリティが不安… 



一般的なシステムの脅威 

攻撃者によるアタック 

物理的アクセスによる 
データ盗難 

データ漏えい 

外部 

内部 



クラウド特有の懸念 

• 場所がわからないので不安・・ 

• 物理マシンを共有することで 

意図せず漏洩が発生するのでは・・？ 

• AWSのオペレーターが 

悪さをしないのか？ 



AWSは何をしているのか？ 



1. 第三者認証 

2. テクノロジー 

3. 場所の隠匿 

AWSの回答 



ISMS(ISO27001) 

PCI DSS Level 1 

FISMA-Modarate 

FedRAMP 

ISAE3402 SOC1 
(formerly known as SAS70 type II) 

1. 第三者認証 



特許技術で、Xenを拡張 

社員も顧客のデータに 

アクセスできない 

高度な運用システム 

2. テクノロジー 



場所は明かさない 

見学もさせない 

3. 場所の隠匿 



物理アクセスの制限 

最新テクノロジー 

アクセス制御機構 

セキュリティ 



それでも不安・・・？ 



逆質問！ 

1. 会社にとって必須の経営資源は 
  何ですか？ 

2. それはどこにありますか？ 







なぜ大切なお金を銀行に預けるのか？ 

•セキュリティ 
• 社内より銀行の方が安全 

•可用性 
• 預けた支店が事故を起こしても、預金は保護 

•利便性 
• ATMでどこからでもアクセス 



クラウドも、銀行と同じです 

•セキュリティ 
– 社内よりAWSの方が堅牢な物理セキュリティを確保 

•可用性 
– クラウド側で高い耐久性を維持 

（S3のファイル耐久性は99.999999999%） 

•利便性 
– ネット越しにどこからでも簡単にアクセス 



早い・安い・ウマい？ 

Quality 
Cost 
Delivery 

ITのQCDを改善するために 
AWS化は当然の流れ 



なぜ 

サーバーワークス 
なのか？ 



サーバーワークスが選ばれる理由 

1. エンタープライズ分野での圧倒的な実績 

2. スターターパックによるQCD追求 

3. 設計・構築から運用までの一貫体制 

4. 運用自動化へのコミット 



サーバーワークスが選ばれる理由 

1. エンタープライズ分野での圧倒的な実績 

2. スターターパックによるQCD追求 
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4. 運用自動化へのコミット 



200社を超えるAWS導入実績 

(2014年7月現在） 



エンタープライズAWS導入ガイド 



サーバーワークスが選ばれる理由 

1. エンタープライズ分野での圧倒的な実績 

2. スターターパックによるQCD追求 

3. 設計・構築から運用までの一貫体制 

4. 運用自動化へのコミット 



更に速く！ 

スターターパック 



お客様環境 

導入ハードル 
・VPCの設計 
・ルーターの設定・設置 
・VPNの論理接続 

Amazon VPC 



お客様環境 

VPNの24h365d監視 

VPCの設計・設定 



VPCスターターパック 



VPCスターターパック 

ルーターレンタル・設定・設置、 
VPC設計・構築、VPNの24時間365日サ
ポート全て含んで 

月額３8,000円！ 



VPCにしか接続できないVPC専用SIMを 

アルテリアネットワークスと提供開始 

VPC スターターパック SIMオプション 



スターターパック 

VPC 
スターターパック 

企業インフラで求められるネットワーク
セキュリティを迅速・安価に提供 

DR 
スターターパック 

クラウド 
ファイルサーバー 
スターターパック 

災害対策目的でAWSを使う場合の 
ファイル保存をパッケージング 

1TBから100TBを超えるスケールまで 
あらゆるスケールでフィットする 
クラウドストレージをAWSで構築 



サーバーワークスが選ばれる理由 

1. エンタープライズ分野での圧倒的な実績 

2. スターターパックによるQCD追求 

3. 設計・構築から運用までの一貫体制 

4. 運用自動化へのコミット 



クラウド専門のMSP事業会社 「スカイ365」を設立 

24時間365日のAWSマネージドサービスを提供 



AWSの設計・導入から運用までの一貫体制 

設計 

実装 

運用 



Authorized MSP Competency 

日本初！MSPコンピテンシー認定を取得 



サーバーワークスが選ばれる理由 

1. エンタープライズ分野での圧倒的な実績 

2. スターターパックによるQCD追求 

3. 設計・構築から運用までの一貫体制 

4. 運用自動化へのコミット 



is Publicly Released Today! 







AWS上のストレージやデータベースを、 

人手でバックアップしたりする必要はありません！ 



Cloud Automatorで定期的に 

世代・時間を指定して 

スナップショットを取得 

タグ指定もできるので、 

取り忘れなし！ 



仮想サーバーを手動で立ち上げたり、 

停止したりする必要はありません！ 



Cloud Automatorで 

土日・夜間はインスタンスを停止 

アプリケーションに応じて 

AWSのコストをコントロール 



「東京リージョンの全ゾーンが落ちたら？」とか 

「クラウドだと信頼性が・・」などの 

心配をする必要はありません！ 



Cloud Automatorで定期的に 

EC2インスタンス等の情報を 

バックアップしておき、 

災害時に別リージョンで 

リストア可能 



トリガーとアクション 



RBA(Run Book Automation)との連携も可能 

サーバー内 
DBをダンプ 

スナップショット 
取得 

インスタンス 

停止 

正常終了 RBA 

SQS メール 

SQS 



Launch Customer 

丸紅株式会社様 



Introducing... 

丸紅株式会社 
情報企画部 課長 

橘高 弘一郎 様 



Questions 

1.丸紅様のAWSプロジェクトについて教えて下さい 

2.なぜAWSを使うことになったのですか？ 

3. Cloud Automatorをどのようにお使いになっているか、

聴衆の皆さまにお伝え頂けますか？ 

4.今後の方針と、サーバーワークスに対する期待があれば 

教えて下さい 



Thank you! 

丸紅株式会社 
情報企画部 課長 

橘高 弘一郎 様 



サーバーワークスが選ばれる理由 

1. エンタープライズ分野での圧倒的な実績 

2. スターターパックによるQCD追求 

3. 設計・構築から運用までの一貫体制 

4. 運用自動化へのコミット 



大手SIerでなくて 

大丈夫なのか？ 



今までのSI 

のどが 
渇いた！ 

バケツを 
調達する係 

川から 
水をくむ係 

水の量を 
計る係 

水の品質を 
調べる係 

○×○×
○×○×
○×○×
○×○×
○×○×
○×○×
○× 

 

○×○×
○×○×
○×○×
○×○×
○×○×
○×○×
○× 

 

○×○×
○×○×
○×○×
○×○×
○×○×
○×○×
○× 

 

○×○×
○×○×
○×○×
○×○×
○×○×
○×○×
○× 

 

○×○×
○×○×
○×○×
○×○×
○×○×
○×○×
○× 

 

○×○×
○×○×
○×○×
○×○×
○×○×
○×○×
○× 

 
調達チーム 品質チーム 



クラウド時代のSI 

アマゾン工場 
（クラウド事業者） 

H O 

H2O 

H 

   どうぞ！ 

のどが 
渇いた！ 



オンプレ型調達 

ハードウェア調達が前提のため、ミスが許されない 

保険のために、ユーザー企業も大手のSIerを使わざるを得ない 

ユーザーも「大きめのハード」を買わざるを得ない 

 

ハードが多くなればなるほど、人数も多くせざるを得ない 

人数が必要になるため、分業せざるを得ない 

下請け企業の役割は、技術では無く「人材バッファ」だった 



クラウド調達 

インフラの変更が可能 

ハード購入のための「保険」の必要性が減った 

「最適サイズ」を見つけるためには、事前の見積もりよりも 

迅速なトライ＆エラーが最適 

 

少ない人数で、大きなインフラの管理が可能に 

プログラムでインフラが管理できるため、 

インフラのサイズと人員数が比例しなくなる 

適切な組み合わせを知っているかどうかが、価値をデリバリーできる条件に 



クラウドによるベンダー要求の変化 

重要度低下 

•保険能力 
•人員数の調達能力 

重要度向上 

•スピード 
•組み合わせノウハウ 
•自動化の能力 



AWS＋サーバーワークス 

素早いデリバリーが
可能なAWS 

サーバーワークスの 
スターターパックで更に速く！ 

ただでさえ安い 
AWS 

品質とセキュリティ
に旨味のあるAWS 

Cloud Automatorで更に安く！ 

Cloud Automatorによる自動化と 
MSPサービスで品質が更にアップ！ 



結論 

・AWSは早い・安い・ウマい＝QCD改善の最善手 

これからのITインフラの標準に 
・クラウドのセキュリティ≒銀行 

積極的に活用して、セキュリティレベルを向上 

・AWSのメリットを引き出すためには 

200社超の実績を持つサーバーワークスと 

Cloud Automator がベストパートナー！ 





サーバーワークス ブースにお立ち寄り下さい 

エンタープライズAWS導入ガイド 

無償配布中！ 

Cloud Automator 

ライブデモ実施中 



ありがとうございました 
www.serverworks.co.jp 

＼ 私たちAWS認定ソリューションアーキテクトがお待ちしています！／ 


