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そして伝説へ



a

AWSの提案～導入～運用の実体験をパネルディスカッションで紹介

これからAWSを社内外で提案・導入・運用する方がスムーズに事を運べるように

講演の主旨



a

●パネラー

山下光洋(やましたみつひろ)
中央電力株式会社 情報システム部 情報システム課 課長

齊藤愼仁（さいとうしんじ）
アイレット株式会社（cloudpack） cloudpack事業部 情報セキュリティ管理責任者

●モデレータ

中山順博（なかやまのぶひろ）
株式会社内田洋行 情報システム事業部 プロダクト開発部

●メンバーの共通点

所属する組織でAWSの利用を推進している。JAWS-UGで活動している。

本日の登壇者

ユーザー企業

MSP事業

SIer/ソフトウェアベンダー



a

Japan AWS User Group

日本におけるAWSのユーザーグループ

ユーザーグループ自体は世界各国に存在

日本全国に60くらいの支部が存在する

ほとんどの都道府県に1支部＋東京などを中心に多数の専門支部

明日、19時よりJAWS-UGのナイトイベントが開催される予定です！

【用語説明】JAWS-UGとは？



a

山下光洋(やましたみつひろ)

中央電力株式会社 情報システム部 情報システム課 課長

情報システム課は3名(内1名は兼務)／他2名の課員は社内異動、IT歴6ヶ月と1年

やってる事は主に社内ソフトウェア開発、インフラ設計構築

AWS利用歴

会社でのAWSアカウント開設 2015年5月

自社サービス、全業務システム AWS移行中 2017年2月完了予定

JAWS-UG活動歴

JAWS-UG 2015年5月初参加、2015年12月年忘れLTにて登壇してから運営に参加

大阪コアメンバー、関西IoT専門支部コアメンバー

自己紹介（パネラー）



a

齊藤愼仁（さいとうしんじ）

アイレット株式会社（cloudpack） cloudpack事業部

プライバシーマーク、ITSMS、AWS MSP、PCI DSS、SOC2 Type1 取得

情報セキュリティ管理責任者 普段は情報システム部の役割

各メディアでの情報発信

個人ブログ「ロードバランスすだちくん」

https://blog.animereview.jp/

各種メディアへの寄稿

ZDNET, ITmedia, アスキー, キーマンズネット, 日経ITpro, 他多数

自己紹介（パネラー）

https://blog.animereview.jp/


a

中山順博（なかやまのぶひろ）

株式会社内田洋行 情報システム事業部

自社サービスのサーバ運用（AWS）、新規事業開発

AWS利用歴

AWSの社内利用の起案（2014年4月頃）／2014年10月に事業部内で運用開始

（個人として）アカウントを初めて作ったのは2012年10月（1年くらい放置）

JAWS-UGで活動

初心者支部元運営メンバー／CLI専門支部運営メンバー など

自己紹介（モデレーター兼パネラー）



a 事前アンケート結果（１）
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a 事前アンケート結果（２）
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a

1. AWSの採用検討

2. 稟議の通し方、予算申請

3. 料金について（見積方法、リザーブドインスタンスの使い方）

4. パートナーの利用

5. 使ってみて実際どうだった？

今日のお題



AWSの採用検討
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a

そもそも、AWSを検討した背景・目的は？

他社のSaaSやオンプレとの比較は？

実際、どのシステムの移行を検討した？（どのサービスに移行した？）

検討段階で持っていけないと判断したシステムはあった？

パッケージベンダーはサポートしてない、動作確認してないって言ったら？

AWSの採用検討（提案準備）



a

山下さんの場合

なぜクラウドか？

技術者にとって「いい仕事」が出来るから

事業ニーズとして「これをしなければならない」の「これ」のプロトタイプを

すぐに構築できる

オンプレミスの場合、

「初期費用」「調達」「稟議」「発注」など、ハードルが多く、高い

何も知らなかった時は正直どこでも良かった

なぜクラウドサービス？



a
クラウドサービスを比較するときの評価指標
（山下さんの場合）

評価指標 評価ポイント

第1位
シェア

• シェアが大きい → パートナーが多い → （自分の）代わりはいくらでもいるもの

第2位
運用

• マネージドサービスの利用による運用責任のオフロード
• CLI, SDKによる運用の自動化

第3位
価格

• これまでの値下げの歴史
• 従量課金であること

第4位
学習コスト

• コミュニティーの存在（業務時間外に勉強できる／ひとりじゃない）



a

山下さん

物理ネットワーク関連

検討中／難しければ現状維持

某会計ERPパッケージソフト

V2V、再構築、SaaSへの乗り換え、現状維持など、様々な選択肢を検討中

シンジさん

全てAWSに移行済み（他社SaaSとの組み合わせ多数）

中山

開発環境（クライアント含む）

移行について悩んでるシステム



予算申請、稟議の通し方
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a

利害関係者との合意形成、根回し

経営陣、上司、同僚、他部署・・・

懸念／反対意見への対応

セキュリティ／ベンダーロックイン／為替／従量課金／クレジットカード

オンプレとの比較

既存資産の扱い（ハードウェア、ソフトウェア、ファシリティなど）

事例

予算申請、稟議の通し方



a

Q : システム構成の自由度がオンプレより劣る

A : 極端に言うと、好きなメーカーのパーツを使用したり、ハードを選

定する事は出来ません。

しかし、それが要件を実現出来るかどうかの壁には成り得ないと判断し

ています。

懸念／反対意見とそれに対する回答例（１）



a

Q : 大量のIPアドレス、インスタンスが必要な時のリソース不足

A : 事前申請で対応可能。

テレビやメディアとの連動で爆発的にアクセスが増えるシステムなどに

も、スポットのインスタンス追加などの事例があります。

懸念／反対意見とそれに対する回答例（２）



a

Q : システム障害カバー、セキュリティに懸念

A : オンプレミスの方がリスクがあります。

なぜなら、AWSはISO9001、PCI DSS レベル 1、SOC 1、SOC 2、SOC 3、SSAE 
16、ISAE 3402、FedRAMPS、FIPS 140-2、FISMA 、DIACAP、HIPAA、ITAR他
の第3者認証を取得しています。

責任共有モデルでAWSが責任を負う範囲では、 自分達よりも優れたセキュリティの
専門チームがセキュリティ対策を実施しています。

独自にハードや設置環境も含めたセキュリティ対策をするよりもずっと安全だと判
断できます。

懸念／反対意見とそれに対する回答例（３）



a

・ペイメントカードインダストリ データセキュリティスタンダード

JCB、アメリカンエキスプレス、Discover、マスターカード、VISAの

国際ペイメントブランド5社が共同で策定した、クレジット業界におけ

る国際的なセキュリティ基準

クレジットカード情報を取り扱えるだけのセキュリティを実装している

証明になるので、効果が高いと考えて良い

【用語説明】PCI DSSとは？



a

内部統制の有効性における外部監査による報告書のこと。日本では

JSOXが有名だが、SOC2は米国公認会計士協会（AICPA）が、

・セキュリティ

・可用性

・処理のインテグリティ

・機密保持

・プライバシー

に特化して、内部統制の状況をありのままに記述され、NDAを結んだ

顧客に対して提出可能な報告書を作成する。

シンジの知るところでは、史上最強のセキュリティ監査となる。

【用語説明】SOC2とは？



a

Q : システム停止時の保障は？

A : AWSが公開しているSLAに準拠します。そもそもサービスに影響が

がないようにこれらの対策を予定しています。

(Multi-AZやELB（ロードバランサー）を利用した単一障害点の排除、

別リージョンへのバックアップなど)

懸念／反対意見とそれに対する回答例（４）



a

Multi-AZとは、

複数のアベイラビリティゾーンを利用してリソースを分散配置し、

サービスの可用性を向上させること

AWSは、地理的に離れたリージョン毎に独立したコンピューティング

リソースをホストしている

リージョンは、「アベイラビリティゾーン」として複数のロケーション

に分かれており、低レイテンシのネットワークで相互接続されている

Amazon EC2のSLAでは、Multi-AZ構成時のサービスの稼働率が判断

基準

【用語説明】Multi-AZとは？



a

Q : 物理サーバより遅いのではないか？

A : 比較対象とする物理サーバの構成やネットワーク環境に依存する。社内で

利用するような一般的な業務サーバに必要な性能は確保されている。

ディスク性能（IOPSやスループットの上限など）およびネットワーク性能

（インスタンスタイプ毎のスループット上限、ディスク用帯域との競合の有

無、回線（VPN/DX）の帯域など）には留意する必要があるが、性能に関す

る仕様の確認と事前検証を行えば性能不足のリスクの有無は確認できる。

懸念／反対意見とそれに対する回答例（５）



a

Q : 既存のソフトウェアライセンスを持ち込むことができるか

A : 各ソフトウェアの規約などに基づいて持ち込むことが可能。

各社ルールが異なるため、個別に確認が必要。以下はその一例。

Microsoft社のサーバ製品：SA特典であるライセンスモビリティが必要

Microsoft社のクライアント製品（Officeなど）：ホストの占有が必要

Oracle Database：「仮想コア数」に比例したライセンスが必要

http://www.oracle.com/jp/store/cloud-lic-170290-ja.pdf

https://aws.amazon.com/jp/ec2/virtualcores/

懸念／反対意見とそれに対する回答例（６）

http://www.oracle.com/jp/store/cloud-lic-170290-ja.pdf
https://aws.amazon.com/jp/ec2/virtualcores/


a

Q : 従量課金であるために予算をオーバーするリスクがあるのではないか？

A : リスクを完全に排除することはできないが、コントロールすることはできる。

具体的には以下のようなコントロールが可能。

通知：「Billing Alert」や「Budget」により、料金が設定した閾値を超えると通知できる

予測が困難な要素を可能な限り排除：EBS（ディスク）の種類でMagneticを利用しない

（ディスクIOに比例した料金が発生する）

トレンドを確認：「Cost Explore」で過去の傾向を踏まえて将来の予測が可能

分析：「Detailed Billing」で時間単位の利用明細をCSV出力できる

運用の自動化：「CloudWatch Events」や「Lambda」を利用してインスタンスの自動停止

などが可能

リスク要因の監視：「VPC」におけるネットワーク転送量であれば、「VPC Flow Log」によ

る分析が可能

懸念／反対意見とそれに対する回答例（７）



a

Q : クラウドのメリットは分かりましたがデメリットは？

A : ありません。（山下さん）

懸念／反対意見とそれに対する回答例（８）



a

山下さんの場合

NO稟議でよい（もちろん、予め使っていい予算枠を確保する必要はある）

その予算枠の中で会社のために良いと考えた事を実行する事ぐらいの「信用」は

仕事をする上で持ちえておくべき

都度決裁をしてたらスピードをあげることなんてできない

決裁されたからといってリスクが排除されたわけではない

「メンバーと責任を共有し、共に果たしていくしかない」
わからない事があれば、AWSJさんやJAWS-UGで聞けばいい

プロトタイプの内製はNO稟議でいいのか



料金について（見積方法）
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a

どこまで精緻な見積をしているのか？

少しでも利用するサービスは見積の対象？

時間単位で料金を積み上げている？

データ転送量やディスクIO、 EBSスナップショットは見積もれるのか？

そもそも、見積もった結果と実際の料金はどのくらいの差になるの？

リザーブドインスタンスをどのような場合に使うべき？

使って後悔したことは？失敗談など

見積方法



a

コンピューティングリソースを1 年間または 3 年間予約することで、

オンデマンドインスタンスに比べて料金の大幅な割引 (最大 75%) が受

けられる料金体系

【用語説明】リザーブドインスタンスとは？



a

予算外の処理をしないで済むように、想定される利用料金の「最大値」

で予算申請

CDPを参考にして最大構成を決める

AWSの見積もりツールを利用

サイジングは十分なバッファーを含んだ値をツールに放り込んで計算

為替レートは計算当時よりもその付近の少し高めのレートで計算

実際にサービスを利用するときは最小構成からスタート

見積時の考え方の例



パートナーの利用
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a

パートナーに委託するかの判断基準は？

（自力で運用して／運用を委託して）実際どうだった？

パートナー（外部委託）の利用



a

山下さんの場合

今ぐらいの規模なら、運用保守は自分たち十分対応できる

気になっているのは請求代行（どこの会社さんがメリットあるか）

中山の場合

運用（バックアップなど）を自動化するためにスクリプトやコードを書けるので

現時点では必要性を感じていない

Developers.IO（クラスメソッド社の技術ブログ）が便利すぎて、申し訳ない

クラウドネイティブなアプリケーションの開発を行うのであれば、どこかに相談

したい（かも）

24／365の運用監視が必要なケースがあれば委託したい

実際にパートナーを使っているか？



AWSを使ってみて実際どうだったか
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a

他に何が改善した？

セキュリティレベル／運用工数／サービスのリリース頻度（アジリティ）

／コスト／情シスと経営・事業部門との関係性

実際、AWSの設計、構築、運用は難しい？

どんなスキル／マインドが求められる？

AWS以外に組み合わせて利用しているサービスやプロダクト

VPN接続とDX（専用線接続）

使ってみて実際どうだったか



a

セキュリティ

セキュリティグループで簡単に接続元IPが設定できるなど、設定が簡単になった

可用性／運用

バックアップが簡単に取れるので運用は楽で安心になった

RDSはもはや何も手をかけていない（マネージドサービスの活用がポイント）

サービスのリリース頻度

時間さえあれば新しい事が出できるようになった

調達工数が減った

変わったこと（１）



a

コスト

既存の資産がまだ使えるなら、あまりコスト削減にならないと思う

そうでなければ、初期費用の負担は削減できる

事業部門との関係性

内製と組み合わせる事で、

事業部門の要望を実現するための初期費用0円で報告する機会が増えた

「出来る／出来ない」よりも「どうやるか」という前向きなマインドへ

経営層：「情シスに言えばなんとかしてくれるよ」

変わったこと（２）



a

食わず嫌いをしない（とにかくやってみるスキル）（山下さん）

試行錯誤して学べばいい

ネットワーク／サーバー／データベースなどに関するスキルはあるに越した事は

ないが、AWSはオンプレミスと比較して簡単に設定できるようになっている

分からない設定を調べながらで十分

コミュニケーションスキル（シンジさん）

現状のやり方が最適なのかどうか、考え続けること（中山）

求められるスキル／マインド



まとめ
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a

これからどのように活用していこうと考えているか、その狙いは？

これからについて



a

AWSを使い、愛され必要とされる情シスを作る

もっと様々な社内要件を早く満たして情シスの存在価値を向上させたい

もっともっとその先ですが、外からの売上を上げるデジタルビジネス事業な情シ

スへ変化する

もっとAWSの（クラウドネイティブな）使い方を学んで、情シスの人

手不足を補う

2017年2月に既存DCからの移行を控えているので、CDP設計とそのための技術

を学ぶ必要がある

QuickSight（BIのマネージドサービス）を待ち望んでいる

人員をもう少し確保し、さらにサービスの価値とスピードを上げたい

山下さんの場合



a

自社ノウハウを販売したい

大量のAWSアカウント管理、コスト管理、サポート、様々な外部監査認証のノウ

ハウを多くの人に提供したい。それが出来る情シス、物売る情シスを目指す。

AWSで出来る事は、AWSでやる

オンプレで出来るかどうかは検討しない、AWSで出来ることは全部AWSでや

る。AWSで出来ない事が何かを考える。

フルクラウド化は使い方次第だが基本的に安全だと考える。銀行を使わずに現金

管理するのと、考え方は同じレベルにある。信頼出来る場所に、大事なものを預

ける方が、セキュアかつ利便性があがり、情シスの評判も良くなる。

シンジさんの場合



a

今の業務・ビジネスのやり方をAWSを通じて再構築したい

従来のやり方から変えることで、メリットが得られることがたくさんある

失敗してもやり直ししやすい／もっと活用しないともったいない

自社の価値を向上させるために、クラウドをどう活かせるかを追求

中山の場合



a

本日のパネルディスカッションは、皆様にとって有意義でしたでしょう

か？

今後の皆様の活動に活用できそうでしょうか？

伝説を作るのはあなたです！

最後に



a

この資料は、パネルディスカッション用に事前に用意された資料です。

当日のパネルディスカッションでお話しした内容とは必ずしも一致しません。

講演の詳細は、当日の録画映像をご覧ください。

この資料について


