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注意 

本書は、情報提供の目的のみのために提供されるものです。本書の発行時点に

おける AWS の現行製品と慣行を表したものであり、それらは予告なく変更さ

れることがあります。お客様は本書の情報および AWS 製品の使用について独

自に評価する責任を負うものとします。これらの情報は、明示または黙示を問

わずいかなる保証も伴うことなく、「現状のまま」提供されるものです。本書

のいかなる内容も、AWS、その関係者、サプライヤー、またはライセンサーか

らの保証、表明、契約的責任、条件や確約を意味するものではありません。お

客様に対する AWS の責任は、AWS 契約により規定されます。本書は、AWS 

とお客様の間で行われるいかなる契約の一部でもなく、そのような契約の内容

を変更するものでもありません。 
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要約 

このホワイトペーパーでは、相互に接続された市場の変化に対応し、グローバル

な対応力とイノベーションの障壁を最小限にするために AWS を活用する方法を

ご紹介します。AWS は、インフラストラクチャのコストを削減するだけでな

く、ビジネスの価値を創造するのに役立ちます。 

 

 

 

 

はじめに 

テクノロジーがビジネスの仕組みを変え、コンピューティングパワーの可用性

とコスト効率性を高めながら進化を続けています。 

 
10 年前には聞いたことの無かった革新的な新製品とサービスを提供すること

で、IT はビジネスを実現可能にする原動力となっています。企業は、ソーシ

ャルネットワークを通じて顧客とつながり、データの傾向を分析し、誰もが

欲しがる新しい製品やサービスを作り出しています。これらはすべて、クラ

ウドコンピューティングの力が活用されています。 

 
成功している企業は、動的な新しい経営方法を取り入れ、会社の収益にプラスの

効果をもたらすビジネスの原動力として IT にアプローチしています。その多く

は、アマゾン ウェブ サービス (AWS) を使用して、高コストや複雑性のような

イノベーションの障壁を取り除くことに役立てています。それらの企業は、AW

S を使用して柔軟性を高め、従業員が協力して情報をシームレスかつセキュアに

共有できるようにしています。 
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新しいビジネスインフラストラクチャ 

過去 5 年間で、テクノロジーによりビジネスのやり方が変わりました。クラウ

ドコンピューティングは IT コストを削減するだけでなく、あらゆる業界の企

業で柔軟性と生産性の向上に役立っています。これらの企業は、シームレスか

つ系統的な方法でパートナーやサプライヤーと交流しています。さらに、つな

がりを持ち協力することを容易にすることで従業員満足度の向上を推進してい

ます。この新しいデジタル世界では、情報へのアクセスはリアルタイムで、パ

ーソナライズされ、モバイルになっています。 

 

デジタル世界におけるサービスのスタンダード 
異なる種類の複数のニーズを満たすためには、IT をサービス型中心とする必

要があります。社内外の顧客は、ビジネスと個人のニーズ、多様なデバイスの

嗜好、モビリティの要件を満たすソリューションを求めています。クラウドコ

ンピューティング、モビリティ、ソーシャルという 3 つの主要分野ではすで

に影響が見られています。 

 

クラウド 

クラウドコンピューティングは、サービスとしての IT を推進する主な原動力

となっています。クラウドコンピューティングでは、ハードウェアに大きな初

期投資をする必要がなく、そのハードウェアの管理に多くの時間を費やす必要

がありません。その代わりに、最新の素晴らしいアイデアや IT 部門の運営に

必要なコンピューティングリソースに必要なタイプとサイズを正確にプロビジ

ョンできます。クラウドが主流となり、導入の勢いが増しているため、わずか

な費用でこれまで以上のスピードで最先端のテクノロジーにアクセスできま

す。 

 

モビリティ 

モビリティは、ビジネスのやり方を根本的に変化させました。情報はリアルタ

イムに、これまで以上の精度で複数のデバイスで利用できます。モビリティと

クライドが一緒になり、オフィスだけでなく、どこからでも従業員が仕事を行

うことを容易にしています。このように使用されるツールは、セキュリティ等

厳しい業界標準を満たすよう保護されていなければなりません。 
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ソーシャル 

ソーシャルメディアは、人々の働き方に大きな影響を与えています。従業員は、

複数の情報と透明性を持って、リアルタイムで情報を共有することができます。

今日の労働力は、よりパーソナルかつダイナミックな方法で、障害なく、多数の

デバイス間で情報を交換できることを期待しています。 

 
IT が進化し、世界がよりデジタル化されるにつれ、クラウドコンピューティ

ングに関する議論も変化してきました。この議論は、データの保存場所やハー

ドウェアに支払う金額だけではなく、テクノロジーのブレークスルーをどのよ

うに使ってビジネスの価値を生み出すかというものです。 

 

AWS がビジネスの価値を高める方法 

AWS を使用することで、お客様は新たな方法で IT を活用することができま

す。スマートな IT を使用したコスト削減だけでなく、新しいサービスの提供、

顧客のより良い理解、生産性の向上、およびより早い市場投入への活用が可能

です。つまり、AWS はビジネスが利益に直接的な影響を及ぼすソリューション

を作り出すのに役立ちます。AWS を使用することは、顧客がデータにアクセス

することを可能にし、モビリティを解放し、世界中のデータをセキュアかつア

クセス可能に保つことができます。AWS を使用することで、複雑で高コストの

データセンターを管理するために費やされていた貴重なリソースを解放し、他

の高度に戦略的なビジネス分野に集中させることができます。 

 
 

2006 年以来、AWS はクラウドサービスのリーダーとなっています。クラウ

ドコンピューティングは、革新的なサービス、活発なエコシステム、および競

争力のある価格を提供することでお客様の業績達成を支援する、変革をもたら

すものであると私たちは考えています。AWS は、成長と拡大を続けており、

世界中の 100 万人以上のお客様を支援する新しいサービスを提供していま

す。2016年時点でAWSは、他の9の主要なクラウドプロバイダーを合わせた

マーケットシェアの2倍以上のシェアを保有しています。 

 

イノベーションの障害物を取り除く 
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AWS は、信頼性の高い革新的なサービスを通じて、お客様がさまざまなビジ

ネス上の困難な問題に対処することを支援するために設計されています。e コ

マースサイトの立ち上げ、サプライチェーンソフトウェアの実行や複雑なバイ

オテクノロジー製品のモデル化が必要な場合でも、AWS はお客様が新たなビ

ジネスインサイトを獲得し、迅速にサービスを提供し、顧客がこれまで気づい

ていなかった需要に基づいた新たな製品を作成するのを支援することができま

す。 

 
CRM データからインサイトを得るためのフォーチュン 100 レベルの資金や新

しいデバイスのために 24 時間体制で働く開発者チームは必要ありません。ク

ラウドコンピューティングを利用すれば、イノベーションは迅速かつ安価で実

現できます。AWS を使用することで 、お客様は高性能のコンピューティング

ソリューションを活用し、数ペタバイト単位のデータの保存、アクセス、およ

び分析することが可能になります。AWS には、活発な開発者コミュニティから

フォーチュン 500 の大手グローバル企業までに渡る 100 万人以上のアクティ

ブユーザーがいます。AWS の顧客基盤には、Pinterest、Spotify、Yelpなどの

ダイナミックなスタートアップに加えて、Unilever、Dow Jones、Siemens な

どの国際的に有名な企業も含まれています。下記では、これらのお客様に関す

るストーリーをいくつか紹介します。 

 

柔軟性を高める 
複数のテクノロジーカテゴリーにまたがる 100 以上のユニークなサービス、

幅広いパートナーエコシステム、および継続的なイノベーションにより、AW

S はビジネスソリューションを推進してお客様のビジネスの成長を支援しま

す。AWS のプラットフォームは、世界のほとんどの業界標準に準拠していま

す。AWS を使用することで、お客様は新しいビジネスを推進するために必要

な信頼性とユーザーエクスペリエンスを得ることができます。 

 
AWS を使用することは、ほとんどのビジネスニーズに対応する高性能で信頼

性の高いソリューションをお客様が開発することに役立ちます。世界中の顧客

にメディアサービスを提供している場合でも、高度に分散した労働力向けに医

療機器を管理している場合でも、AWS は迅速かつ限定された抵抗でソリュー

ションを導入するツールを提供します。例えば、AWS バックアップ・リカバ

リソリューションで、セキュリティ保護が可能でスケーラブルかつ耐久性の高

いストレージを提供され、お客様が即座にアクセスしたいデータには、Amaz
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on Simple Storage Service (Amazon S3) を、「コールドストレージ」に保

存したいデータには Amazon Glacier を利用することができます。AWS ネッ

トワーキングソリューションは、AWS Direct Connect を使用したプライベ

ートネットワーキングや、Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) を

使用した独自のネットワークを分離するオプションなどの提供しています。 

 
AWS を使用することで、企業は柔軟性とキャパシティーを高めることができ、

ハードウェアニーズの予測における不確実性を低減できます。さらに、AWS の

スケールは、オンプレミスのソリューションでは対応が困難なキャパシティー

と信頼性をお客様に提供します。例えば、オンラインコンテンツプロバイダー

のNetflix は、AWS を使用して、サービスとコンテンツ配信のためのシームレ

スなグローバルサービスをサポートしています。AWSを利用することで、Netfl

ex は数千台のサーバーとテラバイト単位のストレージを数分で迅速にデプロイ

することを可能にしています。ユーザーは、ウェブ、タブレット、iPhone など

のモバイルデバイスを利用して世界のどこからでも Netflix の番組やムービーを

ストリーミングできます。 

 

企業に可能性を与える 
さらに AWS は、最新のインフラストラクチャの活用を望む企業向けにエンタ

ープライズ品質のサービスを提供し、お客様がアプリケーションのより良い管

理、データへの素早いアクセス、迅速かつコスト効率よいデプロイを行うこと

を可能にしています。 

 

グローバルソリューション 

AWS は、世界中の何十万ものデバイスからのデータをリアルタイムで収集・追

跡する機能をお客様に提供しています。AWS には、IoT 向けのコネクテッドデ

バイスアプリケーションと連携する、高度にスケーラブルで、柔軟かつグロー

バルな一連のサービスがあります。これは、企業と消費者の双方にとって意味

があります。例えば、Siemens Healthcare Diagnostics は、イノベーション

を通して人の健康増進を支援しています。Siemens は、Amazon Simple Que

ue Service (Amazon SQS)、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC

2)、Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)、Amazon Elasti

Cache、AWS CloudTrail などのサービスを使用して、HIPAA に準拠したスケ

ーラブルなプラットフォームを AWS で構築しています。 
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ビッグデータ 

AWS は、ビッグデータを管理しやすいものにし、保存してセキュアに保つ必要

のある膨大な情報から、トレンドやインサイトを得るための扱いやすいフローに

変換します。AWS を使用することは、データをビジネスのための情報に変換す

るのに必要なストレージ、計算、およびデータベースをプロビジョンするための

ツールをお客様に提供します。Yelp は、オンラインで詳細なレビューを収集

し、29 か国を上回る 120 以上の市場でそのデータをシェアする会社です。Yel

p は、Amazon Elastic MapReduce (Amazon EMR) を使用してビッグデータの

分析を実行し、1 日に約 30 テラバイトのデータを処理しています。Yelp にと

って最も重要なことは、機会費用です。Yelp の検索・データマイニングエンジ

ニアの Dave Marin 氏は次のように述べています。「AWS を使用することで、

当社の開発者はこれまでできなかったことをできるようになりました。」「当社

のシステムチームは、他の課題にエネルギーを集中させることができます。」 

 

ハイパフォーマンスコンピューティング 

ハイパフォーマンスコンピューティング (HPC) により、科学者やエンジニ

アは、広い帯域幅、強化されたネットワーク、および非常に高度なコンピ

ューティング能力を必要とするアプリケーションを使用して、科学、工学、

およびビジネス上の複雑な問題を解決することができます。AWS は、クラ

ウドでハイパフォーマンスコンピューティング (HPC)を実行して研究のス

ピードを向上させることを可能にします。これらはコスト削減ももたらし

ます。例えば、Pfizer は、AWS を使用してワールドワイドな R&Dのため

の HPC ソフトウェアとシステムを構築しました。これは、大規模なデータ

分析、研究プロジェクト、臨床分析、およびモデリングをサポートするも

のです。 

 

エンタープライズアプリケーション 

AWS は、メッセージとコラボレーションを改善し、エンドユーザーの生産性を

向上させるために導入できる多数のエンタープライズアプリケーションを提供

しています。AWS を使用することで、企業はクラウドを介してファイル、アプ

リケーション、および体験へのアクセスを提供することができます。また、Am

azon WorkSpaces (エンドユーザーがドキュメント、アプリケーション、およ
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びリソースにアクセスすることを可能にするクラウド上のフルマネージド型デ

スクトップコンピューティングサービス)、Amazon WorkDocs (生産性を高め

る強力な管理制御とフィードバック機能を備えたフルマネージド型のセキュア

なエンタープライズストレージおよび共有サービス) などの AWS のドキュメ

ントマネジメントおよびエンタープライズ E メールソリューションを使用する

ことで、ユーザーはコラボレーションをさらに効果的なものにできます。 

 

IoT 

ソラコムさん側で入れていただく。 

 

機械学習 

機械学習はその学習において大量のデータを必要とします。AWSはその大量の

データを管理するデータレイクとして、容量が自由に拡張する安定したストレ

ージサービスを提供し、安価な学習基盤の構築が可能です。また従量課金型でP

3インスタンスなどのGPU搭載型インスタンスによる学習や、マネージド型学習

基盤サービスのSageMaker、非データサイエンティストでも利用可能な機械学

習利用アプリケーションなどを提供しています。 

例えばABEJAは、機械学習の本番環境・運用で必要となるライフサイクルを管

理するABEJA Platformを提供しています。このプラットフォームはAWS Elast

ic Container Service, Amazon DynamoDB, Amazon RDS, AWS Lambdaな

どを使用することで、非常にスケーラブルでフルマネージドな機械学習プラッ

トフォームの構築を実現しています。 

 

ビジネスを実現するエンジンとして AWS 
を使用する 
AWS クラウドは、高性能で低コストのインフラストラクチャを構築するため

のビルディングブロックを提供し、テクノロジーソリューションを実現可能

にします。さらに、お客様は AWS の機能を使用してビジネスソリューション

を作り出し、主要業績評価指標 (KPI) に向けて動いています。 

 

価値を生み出す 
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企業は、AWS を使用して、今後のニーズを満たすソリューションとサービス

を計画することができます。AWS は、お客様がより迅速に動き、ITコストを

削減し、アプリケーションをスケールするために設計された幅広いグローバル

コンピューティング、ストレージ、データーベース、分析、アプリケーショ

ン、デプロイメントサービスを提供します。これらすべては、ユーザー企業の

顧客のためにより大きな価値を生み出すためにあります。 

 
柔軟性は AWS の中核であり、お客様が迅速かつ限られた先行投資でクラウド技

術を導入することを可能にします。これにより、お客様は大規模な設備投資の負

担なしで、モダンなテクノロジーソリューションを利用することができます。さ

らに、AWS は最先端のテクノロジーを使用してインフラを提供しているため、

お客様はサイクル毎にテクノロジーを習得する必要がなくなります。 

 
AWS のお客様は、ストレージや処理能力などの最新のテクノロジーにアクセス

して、急激なトラフィックスパイクや大規模なデータセットを処理することが

できます。AWS が持つ規模の効率性によって、お客様は複数の調達サイクルや

高価な評価を実施することなく、革新的なサービスと最先端のテクノロジーを

常に使用できます。AWS は、実質上すべてのワークロードをサポートする能力

を提供します。このレベルのイノベーションにより、お客様が最新テクノロジ

ーに継続的にアクセスすることが可能になります。 

 

 

 

戦略的な進化 
AWS の主な利点の 1 つは、自分のペースでサービスを利用できることです。A

WS を使用することで、お客様は季節的な要件、新しいサービスや製品の立ち

上げ、あるいは新しい戦略方針への対応のために、サービスの使用を拡大、縮

小、適応させることができます。例えば、小売業のお客様は、1 年中 AWS を

利用し、ピークシーズンにはキャパシティーを増やし、それほどのキャパシテ

ィーが必要でなくなった時にはそれを減らすことができます。同様に、製薬会

社は、特定の医薬製品の開発段階に応じて AWS の使用を変化させることがで

きます。この柔軟性は、組織が適切なスケールを使用することだけでなく、は

るかに低いリスクとコストで、実験、検査、臨床実験を行うことにも役立ちま

す。例えば、製薬会社は新製品の発売と市場投入を迅速化できる可能性があり
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ます。 

 
音楽業界では、AWS は Spotify ストリーミング音楽サービスが進化する事業目

標を達成するためにインフラストラクチャを継続的に評価するのを支援してい

ます。Spotify のオペレーションディレクター Emil Fredriksson 氏は、次のよ

うに述べています。「インハウスソリューションの制約を取り除くことで、開

発とデプロイメントのサイクルを大幅に短縮することができました。」この評

価の一環として、Spotify は新しいサービスを既存の AWS 機能スタックに統合

する可能性を頻繁に検討しています。このプラクティスに基づいて、Fredrikss

on 氏はリソースの使用が予測不可能となり得ることを他の技術的意思決定者に

伝えています。彼は次のように説明しています。「従って、パフォーマンスの

ばらつきに対応し、スケーリングを補うことができるようシステムを設計する

ことが非常に重要です。」 

 
AWS は、既存のオンプレミスリソースを AWS クラウドに統合するツー

ルとソリューションを提供しています。AWS のサービスの広がりは、パ

ートナーエコシステムの強みとともに、組織のニーズに最も適したアーい

てクチャを開発するための幅広いオプションを提供します。これまでに行

った投資を手放すことなく AWS を使用して機能を拡張・拡大すること

で、クラウドコンピューティングの導入を大幅に加速することができま

す。 

 

業務の変革 
AWS を使用することで、お客様はコアアプリケーションに意識を向け直すこ

とができ、それを実行するインフラストラクチャの管理に必要なリソースを削

減できます。AWS のグローバルなネットワークに支えられる世界中の拠点

は、お客様の顧客、ベンダー、およびサプライヤーがどこにいても、整合性の

あるリッチな体験でリーチすることを可能にします。AWS を使用して、企業

は厳格な法令遵守が求められるセキュアな環境にアプリケーションをデプロイ

できます。そして、インフラストラクチャは、絶えず進化するビジネス資産に

なります。 

 

ビジネスアプリケーション 

リソース計画は、すべてのビジネスにとって重要です。多くの企業は、SAP や 
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Oracle PeopleSoft などのソリューションに重要な投資を行っています。これ

らのパッケージを AWS に移行することで、重要なリソースとそれをサポート

するインフラストラクチャの管理とを切り離すことができます。また、より多

くのキャパシティーを配置して使用に対して最適化できます。AWS は、お客様

が部門単位の小規模なソリューションから、ミッションクリティカルなアプリ

ケーションまで、あらゆるタイプのビジネスアプリケーションをセキュアで堅

牢な環境で実行できる信頼性と柔軟性を備えたクラウドインフラストラクチャ

プラットフォームを提供します。 

 
お客様は、既存の投資を活用し最大化するために AWS を活用できます。ライ

センスの移植性により、一部のソフトウェアパッケージについては既存のライ

センスをクラウドに移行できます。Microsoft SQL Server、Microsoft ShareP

oint、Microsoft Exchange、SAP HANA、SAP HANA One、Oracle 11g、Peo

pleSoft、IBM DB2、IBM WebSphere ファミリー製品などを始めとしたよく

使用されるソフトウェアは、AWS で利用が可能で、さらに多くのオプションと

ビジネスアプリケーションが常に追加されています。 

 
例えば、Johnson & Johnson は、175か国以上で消費者向け健康製品、医薬

品、バイオインフォマティクス製品を販売しています。世界60か国において、J

ohnson & Johnson ブランドの下で 270 を超える企業が事業を行っています。

このグローバル企業の IT 部門は、クラウドに移行してグローバル IT 戦略を再

定義することを決定した際、AWS に目を向けました。同社は、AWS クラウド

を使用して 120 のアプリケーションを実行しています。そのビッグデータアー

キテクチャにより、非常に集中的で複雑なデータモデリングを実現することが

可能になっています。同社は、AWS でホストするアプリケーションの数を 3 

倍にし、25,000 台の Amazon WorkSpaces クラウドベースデスクトップを起

動してコンサルタントと従業員が世界中で使用できるようにすることを計画し

ています。 

 

データ、レポート、および分析 

ますます多くのセンサーやデバイスからデータが生成されていることで、デー

タを使用して製品やサービスを最適化する機会はこれまでになく多くありま

す。AWS は、開発者向の幅広いデータベース管理サービスを提供しています。

AWS は、クラウドストレージ、コンピューティング、およびデータベースツー

ルをセットアップして所有するデータを処理するためのサービスを提供しま

す。Amazon Kinesis Data Streams を使用したリアルタイムデータ処理から 
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Amazon Elastic MapReduce を使用した法医学データの分析、Amazon Redsh

ift を使用したデータウェアハウス Amazon Data Pipeline を使用したデータワ

ークフローまで、AWS は簡単な設定、強力なコンピューティング、および従量

制料金を提供し、企業が迅速に着手しコストを低く抑えるのに役立ちます。 

 

モビリティ 

AWS は、モバイルアプリケーション開発者が迅速かつ容易にアプリケー

ションの構築を支援するさまざまなサービスを提供しています。AWS M

obile Hub は、一連のビルディングブロックとして提供されるため、お

客様はモバイルアプリケーションに必要なサービスを選択できます。 

 
AWS Mobile Hub は、プラットフォームに依存せず、iOS、Android、およ

び Fire OS プラットフォームを横断してアプリケーションを構築できるよう

設計されています。 

 
AWS を使用しているお客様は、バックエンドインフラストラクチャではなく、

モバイルアプリケーションの差別化に時間と資金を費やすことができます。モ

バイルアプリケーションが口コミで流行した際は、AWS は世界中の新たなユー

ザーの要求に応えるように拡張します。株式会社NTT ドコモは、日本の大手携

帯電話事業者です。音声認識サービスの人気によりパフォーマンスと容量の問

題が発生した際、ドコモは AWS に目を向けました。エンタープライズレベル

のAWS サポートと協力して、ドコモは AWS 上に音声認識アーキテクチャを作

成しました。AWS は、同社がトラフィックスパイク時のより良いパフォーマン

スのためにスケールし、巨大で成長する顧客基盤に対応するのを支援していま

す。 

 

コラボレーション、情報交換、およびソーシャル 

また AWS は、完全マネージド型のサービスを使用して企業が従業員間のコラ

ボレーションとコミュニケーションを促進するのに役立ちます。完全マネージ

ド型のサービスは、クラウドベースのデスクトップのプロビジョン、ドキュメ

ントへ、アプリケーションやリソースへのアクセス、およびそれらを同僚と共

有することを可能にします。 

 
Amazon WorkSpaces は、クラウド上の完全マネージド型デスクトップコン

ピューティングサービスであり、エンドユーザーがドキュメント、アプリケー
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ション、およびリソースにアクセスすることを可能にします。これは、 

Johnson & Johnson や Exeter Family Friendly Insurance のような企業に

使用されています。Amazon WorkDocs は、完全マネージド型のセキュアな

エンタープライズストレージおよび共有サービスで、生産性を高める強力な管

理制御とフィードバック機能を備えています。 

 

投資を最大化 
AWS は、お客様が初日からアプリケーション開発を開始するための商用プラ

ットフォームを提供します。AWS を使用して、人のやりとりを最小限に抑え

て運用可能な信頼性の高い、手頃な料金で耐障害性のあるシステムを構築で

きます。AWS は、必要なツール、機能、地理的地域へのアクセスを提供し、

お客様の取り組みをサポートしています。 

 
また AWS は、施設、ネットワーク、ソフトウェア、およびビジネスプロセス

全体で最も厳格なセキュリティ要件を満たすための業界最先端の機能を提供し

ています。AWS の世界クラスの高い安全性を持つデータセンターは、最先端の

電子監視およびマルチファクタアクセス制御システムを使用しています。デー

タセンターには、訓練を受けた警備員が 24 時間 365 日配備され、アクセスは

権限を最小限にして厳密に許可されています。 

環境システムは、運営に対して混乱の影響を最小限に抑えるよう設計されてい

ます。複数の地理的地域とアベイラビリティーゾーンにより、自然災害やシス

テム障害を含むほほとんどの障害モードに耐えることができます。 

 
AWS サポートは 1 対 1 で迅速に応答するサポートサービスです。テクニカル

サポートエンジニアと経験豊富なカスタマーサービス専門家が 24 時間体制で

配備され、AWS が提供する製品と機能をお客様が最大限に活用できるよう支

援します。すべての AWS サポートプランでは、月間利用料で無制限のサポー

トケースが提供されます。長期契約は不要です。4つのプランは、特定のニー

ズを満たすサポートプランを選択する柔軟性を開発者と企業に提供します。 

 

まとめ 

クラウドへの移行とは、単に IT コストを削減することだけでなく、ビジネスを

成功させる環境を作り出すことです。デジタル革命により、顧客とのつなが

り、画期的な新しいインサイトと化学的な飛躍の開発、革新的な新製品とサー
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ビスの提供をこれまで以上に容易になっています。 

 
AWS クラウドを使用すると、高コストや長期契約などのイノベーションの障

害を取り除くことができます。また、50 以上のユニークなサービス、幅広い

パートナーエコシステム、ビジネスソリューションを推進する継続的なイノベ

ーションを利用して、お客様のビジネスを成長させることができます。当社の

世界的なフットプリントおよびビジネスイノベーションを可能にするテクノロ

ジーを生み出す専門性により、お客様のビジネスの成功を支援するソリューシ

ョンの提供を AWS に期待できます。 

 
AWSがお客様のビジネスを高速化する方法についてのより詳細な情報は、当

社ウェブサイト http://aws.amazon.com、を参照いただき、アカウントを作

成の上、当社営業部門までお問い合わせください。 

http://aws.amazon.com/

