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金融機関をはじめとする
エンタープライズのIT変革、
マイグレーションをサポート



本セッションのFeedbackをお願いします

受付でお配りしたアンケートに本セッションの満足度やご感想などをご記入ください
アンケートをご提出いただきました方には、もれなく素敵なAWSオリジナルグッズを
プレゼントさせていただきます

アンケートは受付、パミール3FのEXPO展示会場内にて回収させて頂きます
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金融を取り巻く環境

1. 金融機関における、ビジネスモデルの変革の必要性

2. FinTech

3. 銀行API

4. FISCガイドライン



「平成28年事務年度 金融行政方針」 金融庁

形式から実質へ – 実質的に良質な金融サービス

過去から将来へ – ビジネスモデルの持続可能性

部分から全体へ – 真に重要な問題への対応

金融機関に求められる対応

顧客本位の金融サービスの提供

ユニークなビジネスモデルの構築

ビジネスモデルの転換を求める金融行政
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「平成28年事務年度 金融行政方針」 金融庁

「FinTechの動きが、金融の姿を今後大きく変えていくこ
とが見込まれる」

銀行法の改正（３月3日閣議決定）によりフィンテック対応は必須に(*)
電子決済等代行業者に登録制を導入
金融機関に求められる措置

電子決済等代行業者との連携・協働に係る方針の策定・公表
電子決済等代行業者との接続に係る基準の策定・公表
オープンAPI導入に係る努力義務

フィンテックへの対応は必須に
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*詳細は「銀行法等の一部を改正する法律案（平成29年3月3日）」を参照下さい。
http://www.fsa.go.jp/common/diet/



PFM

決済・送金

レンディング

資産運用

保険

クラウドを前提とするFintechサービス

金融情報サービス

マーケティング

クラウドファンディング

ブロックチェーン

会計・バックオフィス



現在のFISCガイドライン – クラウドを想定

安全対策基準第8版追補改訂（2015/6）

システム監査指針 改訂第3版追補（2016/5）

今後のガイドラインの方向性 – クラウドを前提

フィンテックに関する有識者検討会

ガイドラインは、クラウドを前提としたものへ
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「海外先進諸国において、クラウド利用に係るガイドライ
ンの策定が進んでいることから、海外先進諸国のガイドラ
インを参考とすることが有益である。」

「金融機関は、（中略）実質的な統制を行うにあたり対象
となる事業拠点について把握しておくこと」
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*詳細についてはFISCホームページ（https://www.fisc.or.jp/）を参照下さい。

フィンテックに関する有識者検討会
2017/2/2開催の第3回議事録より

https://www.fisc.or.jp/
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「監査にあたっては、技術が先進的であることから、クラ
ウド事業者が自ら監査人に委託して行った保障型監査の報
告書を利用することが望ましい」

「クラウド事業者選定時において、（中略）客観的評価を
実施する際の評価事項に、安対基準の設備基準や技術基準
を含めることを必ずしも意味しない」

*詳細についてはFISCホームページ（https://www.fisc.or.jp/）を参照下さい。

https://www.fisc.or.jp/


FISC対応のリファレンスをサポートするパートナー様
安全対策基準第8版追補改訂版対応のガイドラインをリリース済み
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https://aws.amazon.com/jp/compliance/fisc/

http://www.aws-partner-directory.com/PartnerDirectory/PartnerDetail?Name=JBCC+Corporation&language=Japanese
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日本・グローバルでの金融機関におけるAWS活用



三菱東京UFJ銀行

MUFGクラウドの進化～インフラサービスの自己組織化へ。

イノベーション促進、スピード向上、コスト削減の実現をAWSをトリガーに。
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ソニー銀行：
2017年度末までに、基幹系以外のAWS移行が概ね完了（見込み）

2014年より
AWSへ段階的に
移行を開始。

そして、現在。

基幹系

（勘定系）での

AWS採用採用可
否判断、

検討着手済み
Copyright ©  Sony Bank Inc. All rights reserved. 
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その他社内業務銀行業務

2

ＡＷＳ導入の対象範囲
ＡＷＳ導入の経緯

一般社内業務システム、銀行業務周辺系システムを順次AWSへ移行中

AW S東京リージョ ン

⼀般社内業務系VPC銀⼀業務周辺系VPC

開発系VPC
（ 開発環境）

構築系VPC
（ 構築テスト ）

W eb系VPC
（ 情報提供系）

IB/勘定系 各種周辺系 各種社内機

ファイルサーバ管理会計 リスク管理

顧客メール受信 DB監査

イメージファイリング Backup(S3)

決裁ワークフロー

グループウェア
管理系

(ウィルス対策)

データセンターA データセンターB データセンターC

開発機

開発機

Direct Connect Direct Connect

本社等

Internet VPN Internet VPN

本番アクセルーム

Backup(S3)



SOMPOホールディングス
デジタル戦略の中核としてAI・クラウド活用

最先端アーキテクチャの採用

（ディープラーニングで必須なGPU）

柔軟性とスピード

セキュリティランクの高いデー
タも取り扱い可能なAWS

（AWSは社内と同等の扱い）



新しいIT環境の実現（API, HPC, AI）

高い可用性

高いセキュリティ

認証、認可

暗号化

ログ管理、監査

金融機関で求められるシステム要件



APIの活用
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Fintech

Mobile

データレイク

バックエンド
システム群

各チャネルや外部サービスと
APIを通じた連携を実現する
ことで、セキュアで柔軟な
サービス提供を実現

サービスをマイクロ化するこ
とにより、追加やレベルアッ
プをスピードアップ

データレイクを活かし、高度
なマーケティングや不正検知
などを具現化

店舗

ATM

チャット
ボット

画像認識 音声変換

不正検知

PC

サービス群

パーソナラ
イズ

APIレイヤー

認証

IoT



回復性

APIライフサイクル

SDK の世代

API 動作の
モニタリング

AWS認証

サードパーティ
開発者用の API キー

Amazon API Gateway

リクエスト受信
チェック
キャッシュ

スロット
リング

バックエンド
コール

Amazon API Gateway

Amazon API Gateway は、完全マネージド型サービス。
容易にスケールでき、そして、API を公開、管理、監視、セキュリティ保護しやす
くなります。



高性能GPUインスタンスタイプ

• NVIDIA K80を最大16GPU搭載

• 計192GBのGPUメモリと 約40,000 CUDAコアを搭載

• １台で70TFlops(単精度浮動小数点演算)を実現

• 1台で23TFlops(倍精度浮動小数点演算)を実現

• GPUDirectによるpeer-to-peer 接続をサポート

• 最大64 vCPUのIntel Broadwell プロセッサと、最大 732GiB RAM

HPC: Amazon EC2 P2インスタンス

• 既存のGPUアプリケーションを素早くクラウドに移行して利用開始できる。
• クラウドネイティブなGPUアプリケーション構成にすることで、スケーラブル

なキャパシティを実現できる。
• 初期投資不要。いつでも最新のGPUを利用可能。



最新のVoltaベースのGPUインスタンスを提供予定。
LSTMの学習が3倍高速に。AI開発者が接する世界を完全に別物
にしてしまうと我々は考えています。

AWSで動いているDeep Learning Institute (DLI)を通
じて10万人以上の開発者をトレーニングする計画を発
表

広い開発者コミュニティのために深層学習を大規模にス
ケール可能とするツールの共同開発

GTC 2017にてAWSとNVIDIAは
深層学習のパートナーシップを拡大

https://www.nvidia.com/en-us/deep-learning-ai/education/


自動化による、障害発生時の対応・体制の簡略化

性能不足検知

状況把握

対処
（自動的に対応）

原因分析

恒久対策・
再発防止

お客様のアクション

EC2インスタンスを負
荷またはスケジュール
に応じて自動増減

Auto Scaling group

Desired 
Capacity

必要に応じて
追加される
Capacity

自動化

不要

障害対応が
不要に
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CloudWatch Eventによる不正設定の自動検出・対処
var aws = require('aws-sdk');

var ec2 = new aws.EC2();

exports.handler = function(event, context) {

console.log('Received event:', JSON.stringify(event, null, 2));

var instance_id = 'NONE';

var state = 'Unknown';

if (event.detail['instance-id']) {

instance_id = event.detail['instance-id'];

}

console.log(instance_id);

if (event.detail.state) {

state = event.detail.state;

}

if (state != 'pending') {

console.log('State is not running. It is ' + state);

context.fail('Failed');

}

ec2.describeInstances({InstanceIds: [ instance_id ], DryRun: false})

.on('success', checkInstances)

.send();

function checkInstances(resp) {

console.log('start checkInstances');

//console.log(resp);

if (resp.data.Reservations[0].Instances.length !== 1) {

complete();

}

var groups = resp.data.Reservations[0].Instances[0].SecurityGroups;

if (groups.length === 0) {

complete();

}

groups.forEach(validateGroups);

}

function validateGroups(group, index, groups) {

var groupId = group.GroupId;

console.log('Checking ' + groupId);

ec2.describeSecurityGroups({GroupIds: [ groupId ], DryRun: false})

.on('success', validateGroup)

.send();

}

function validateGroup(resp) {

resp.data.SecurityGroups.forEach(checkGroups);

}

function checkGroups(group, index, groups) {

group.IpPermissions.forEach(checkPermissions);

}

function checkPermissions(permission, index, permissions) {

console.log('Detected:'+permission.IpRanges[0].CidrIp);

if (permission.IpRanges[0].CidrIp == '0.0.0.0/0') {

console.log('Found insecure IP:' + permission.IpRanges[0].CidrIp + ' Port:' + permission.ToPort);

console.log('Stopping: ' + instance_id);

ec2.stopInstances({InstanceIds: [ instance_id ], DryRun: false})

.on('success', handleTermination)

.on('complete', complete)

.send();

}

}

function handleTermination(resp) {

context.succeed('Terminated ' + instance_id);

}

function complete(resp) {

context.succeed('done');

}

};

EC2インスタンス起動が
トリガー

Security Group(ファイア
ウォール)の設定が、どこ
とでも通信を許可するよ
うになっていたら、ログ
出力＋EC2インスタンス
を停止。



ネットワークセキュリティ

IGW

外接用VPC (DMZ)

外接用VPCの
分割

VPC Peeringによる
他のVPCとの接続

ProxyNAT GW
Public PrivateEIPによる

Internetへのアクセス

NATによる
内部アドレスのマスキング

セグメント化による
最小限の露出

ELB

Public PrivatePrivate

IDS

NACLの適用

Security 
Groupの適用

インライン型
IDS/IPS（UTM)

ELB

Web

Private

App DB

本番用VPC

本番用VPCと開発用
VPCの分割

共通サービスVPC

踏み台等

踏み台等、管理用機能
のあるVPCの分割

オンプレミス

専用線によるオンプレ
ミス環境との接続
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既存のActive Directoryのユーザ情報を使用して、
AWS管理コンソールにアクセスすることが可能

① ADフェデレーションサービス（AD FS）を利用する方法

② AWS Microsoft ADを
使用する方法

https://aws.amazon.com/jp/blogs/news/how-

to-access-the-aws-management-console-

using-aws-microsoft-ad-and-your-on-

premises-credentials/

https://aws.amazon.com/jp/blogs/security/ho

w-to-use-saml-to-automatically-direct-

federated-users-to-a-specific-aws-

management-console-page/

https://aws.amazon.com/jp/blogs/news/how-to-access-the-aws-management-console-using-aws-microsoft-ad-and-your-on-premises-credentials/
https://aws.amazon.com/jp/blogs/security/how-to-use-saml-to-automatically-direct-federated-users-to-a-specific-aws-management-console-page/


CloudTrailでAWSのサービスに対する各種操作ログを取得可能

監視・監督
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• 特徴 (http://aws.amazon.com/jp/cloudtrail/

– AWSアカウントの操作をロギングするサービス

– AWSマネジメントコンソール、コマンドライン、
サードパーティ製品等AWS APIの呼び出しを記録

– セキュリティの分析、リソース変更の追跡、およ
びコンプライアンスの監査に利用

– AWS CloudTrail自体の料金は無料

AWS CloudTrail サポートサービス一覧
http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/awscloudtrail/latest/userguide/what_is_cloud_trail_supported_services.html



Amazon Inspector で評価レポートを作成

エグゼクティブサマリーや
評価詳細を含んだ評価レ
ポート

管理コンソールやAPI,CLIか
らHTML/PDF形式でダウン
ロード可

https://aws.amazon.com/jp/blogs/aws/amazon-inspector-update-assessment-reporting-proxy-support-and-more/

https://aws.amazon.com/jp/blogs/aws/amazon-inspector-update-assessment-reporting-proxy-support-and-more/
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金融リテールビジネスを支えるAWSのサービス群

EMR

外部連携の柔軟性 ビッグデータ分析 AIの活用

API Gateway

Kinesis

S3IoT

Redshift Machine Learning

Rekognition

Polly Inspector

Shield

WAF

サイバーセキュリティ
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アメリカストラテジックアカウントチームのAWSソ
リューションアーキテクト。

2015年6月にAWSにジョインし、米国の大手銀行
を担当。

他のエンタープライズAWS顧客も含めた、セキュリ
ティ、リスク、コンプライアンスに強みがあります。

AWSに入社する前は、AOL、Rosetta Stone、TD Waterhouse 
Bank、College Board、Leidos、UMUCなどの幅広い顧客と協力
して、Northern Virginiaのエンタープライズリスク管理コンサル
タントに従事。

アメリカ大学のコンピュータ情報システムに学士号を取得、
ジョージ・ワシントン大学からMBAを取得。

ピーター オドネル Peter M. O'Donnell



© 2017, Amazon Web Services, Inc. or its Affiliates. All rights reserved.

US Banks’ cloud journey

ピーター オドネル (Peter O'Donnell)

Solutions Architect, Amazon Web Services

本パートは、資料は日本語ですが、英語で説明します。

ご了承ください。



クラウドジャーニーにおける典型的な例
Transformation Journey – Common Patterns

ステージ：

➢ プロジェクトフェーズ

➢ 初期フェーズ

➢ 移行フェーズ

➢ 改革フェーズ

目指す姿：

➢ クラウドファースト

➢ All-in（全てをAWSに）

クラウドネイティブ 従来技術活用、
システム更改
など

プロジェクト

初期

改革

移行

価値

時間軸



SOAの時間軸、キーとなるアクション
SOA Over Time & Key Activities

1年目

プロジェクト
フェーズ

初期フェーズ 移行
フェーズ

最適化

クラウドCoE

ガバナンス
ID管理

標準化
トレーニングの拡大

AWS Direct Connect

限られた参加者

トレーニングへの
フォーカス

多くの経験

ホスト移行
プラットフォーム移行
リファクタリング
調達方式の変更
トレーニングの進化

インフラ最適化
インスタンスサイズ

最適化

サーバレスヘの変更

新しいAWSサービス
の活用と、検証とポー
トフォリオマッピング

リソースの再配置

2年目 3年目 4年目



移行のプロセス
Migration process

オポチュニティの
評価

ポートフォリオの
発見とプラニング

アプリケーションデ
ザイン

アプリケーションの
移行と検証

運用

既存のIT資産 移行の対象
新しい

運用モデル

Application 1

Application 2

Application 3

Application 1

Application 2

Application 3



セキュリティを設計時に組み込む

Security by Design

Security by Design（SbD）は、セ
キュリティ管理を自動化し、監査を
合理化する、 AWSアカウントの設
計を形式化したセキュリティ保証の
方法です。

セキュリティの確保を監査に頼る代
わりに、SbDではAWS IT管理プロ
セス全体にセキュリティ管理機能を
組み込む方式を実現します。

AWS Identity & 

Access Management

AWS CloudTrail

Amazon 

CloudWatch

AWS Config rules 

AWS Trusted 

Advisor

AWS CloudHSMAWS KMS

AWS Directory 

Service



複数のAWSアカウントにおけるVPCのデザイン

企業のデータセンター

AWS バックボーン/ AWS Direct Connect

コンソリデートビリングの
AWSアカウント

共有サービスの
AWSアカウント

部門/アプリケーション
AWSアカウント



Security by Design ‒ 設計の原則

• すべてのレイヤーでセキュリティ
を構築する

• 障害を前提とした設計

• 自動修復を実装する

• 並行して考える

• 違反の計画

• 既存の慣習や制約を恐れない

• 様々なストレージオプションを活用

• コストのための設計

• インフラストラクチャをコードとし
て扱う

• モジュラー構造

• バージョン管理

• 制約を作る

厳格な自動化を通じ、リスクを処理し、手作業を排除し、リスクを検証し、監
査プロセスを最適化することにより、グローバルなセキュリティフレームワー
クを超えた新しいリスク軽減機能を開発する



AWSのセキュリティにおける考え方

標準で用意される機能や
ツールを利用可能

30以上のグローバル
コンプライアンス認定および認定

数百万以上の顧客体験から
収集されたセキュリティ強化方法を活用

業界をリードするセキュリティ
チームを24時間365日利用
できるメリット

セキュリティインフラストラクチャ
軍事、グローバルの金融機関など
を満足させる高度な組織



AWS Foundation Services

Compute Storage Database Networking

AWS Global 

Infrastructure
Regions

Availability 

Zones Edge 

Locations

Client-side Data 

Encryption

Server-side Data 

Encryption
Network Traffic 

Protection

Platform, Applications, Identity & Access Management

Operating System, Network & Firewall Configuration

Customer content

C
u
s
to

m
e
rs

AWS責任共有モデル

Customers are 

responsible for 

their security IN

the Cloud

AWS is 

responsible for 

the security OF

the Cloud



技術統制の近代化 Modernizing Technology Governance 

1.2 Identify Workloads Moving to AWS

2.1 Rationalize 

Security Requirements

2.2 Define Data 

Protections and Controls

2.3 Document 

Security Architecture 

3.1 Build/deploy 

Security Architecture

1.何をすべきかを
決める（戦略）

2.分析と文書化
（AWS外）

1.1 Identify Stakeholders

3.自動化、
展開および監視

3.2 Automate 

Security Operations

4. 認証

3.3 Continuous 

Monitor

4.1 Audit and Certification

3.4 Testing and 

Game Days



AWS プロフェッショナルサービス for FinServ

• お客様の成功のための必須コ
ンポーネント

• ミッションクリティカルなプ
ロジェクトと移行のための
deep dive機能

• お客様が専門家を採用するよ
りも簡単に、AWSが必要なリ
ソースを速く提供することが
できます

• サービス、ユースケース、ビ
ジネスコンテキストの専門分
野

• コストとプロセスを管理する
クラウドビジネスオフィスを
構築することは、
CloudFormation＆Chefの開発
と同じくらい重要。

• コンサルタントがイノベー
ションを推進

• セキュリティ、リスク、コン
プライアンスの適用は、クラ
ウドの移行と採用にとって基
本的なもの



エンタープライズサポート for FinServ

• AWSアカウントチームの中核
部分

• エンタープライズサポートは、
Well-Architectedの第5の柱、
「オペレーショナルエクセレ
ンス」を決定的に地検があり
ます。

• リリース時におけるエンター
プライズサポート

• インフラのイベント管理は、
顧客にとって強力な付加価値
になります。

• AWSパーソナルヘルスダッ
シュボードとトラステッドア
ドバイザー

• 顧客のNOC / TOC / Opsス
タッフとの継続的な業務上の
関与

• 特別なプロジェクトにおける
VIPサポートの提供

• 導入方法案の提示

• エンタープライズサポートは
日々、重大な状況を処理して
います



金融業界を取り巻く動向

日本での金融分野でのAWS活用

グローバルでの金融分野でのAWS活用

クラウドジャーニー

Agenda



金融機関のAWS採用のクラウドジャーニー

STEP1: AWSの評価 STEP2: 初回プロジェクト STEP3: 標準化/高度化

AWSを知る

CoE担当・
組織決め

セキュリティ評価

PoC/検証

ガイドライン
整備

1st プロジェクト

IT資産棚卸/
TCO分析

人材育成

移行計画

組織戦略

TCO

新事業

トレーニング

プロジェクト
プロジェクト
プロジェクト
プロジェクト
クラウドネイティブ

AWS推進・PMO

プロジェクト
プロジェクト
プロジェクト
プロジェクト
プロジェクト

自動化
クラウドネイティブ

単純移行・新サービスでの活用

ガイドライン
更新

事業計画
（経営判断）

方針決定

組織浸透

方向転換

効果測定

IT環境/基盤整備



例示：TCO分析の進め方

対象、スケジュール、
担当者の決定

• 対象となる組織、
業務の特定。

• ステークホルダの
特定

• アウトプット先の
決定

• AWS TCO 
Calculatorの理解
等。

システム資産台帳
の作成・情報収集

• システム情報

• システム名

• サーバ台数

• CPU

• メモリ

• ディスク

• 使用率

• バックアップ方
法

• ソフトウェア

• 非機能要件

• 機密性要件

• 可用性要件

既存コスト算定

• コスト情報

• ハードウェア費
用、

• ソフトウェア費用

• 運用人件費

• 構築費

• システム更改費
用

AWSコスト算定

• 移行方式の検討
（単純移行、クラ
ウドネイティブ）

• RIの検討

• AWSならではの
コスト削減方法の
理解

TCO分析・レビュー



TCO分析のポイント

対象範囲が多い方がTCO効果の実感が得やすい。

既存環境の見えないコストに着目する。
DC費用、運用コスト、システム更改費用などを考慮する。

ハードウェアの固定資産費用と、Amazon EC2の費用を
比較しない。

単純移行でも良いが、RIの活用や運用の変更など、
AWSならではのコスト削減方式を理解する。



AWS活用による新しいITライフサイクルの構築

AWSを知る/
最新情報セキュリティ評価

PoC/検証

ガイドライン
整備・更新

IT資産棚卸/
TCO評価・分析

人材育成

CoE/AWS推進・PMO

事業計画
（経営判断）

システム監査

プロジェクト
プロジェクト
プロジェクト
プロジェクト
クラウドネイティブ

プロジェクト
プロジェクト
プロジェクト
プロジェクト
プロジェクト

IT環境/基盤整備

自動化
クラウドネイティブ

単純移行・
新サービスでの活用

3.
クラウド時代にあった
リスク管理策

2.
コスト最適化
投資効果の最大化

1.
経営戦略に
働きかける
新IT戦略



まとめ

金融ビジネスは、ビジネスモデルの転換を求められています。

規制及びガイドラインはクラウドを前提としたものに変わろ
うとしています。

金融ビジネスには、クラウドを効果的に活用できる領域が数
多くあります。

AWSは、進化するサービスポートフォリオを通じて、金融ビ
ジネスの変革を支援します。



本セッションのFeedbackをお願いします

 受付でお配りしたアンケートに本セッションの満足度やご感想などをご記入ください
アンケートをご提出いただきました方には、もれなく素敵なAWSオリジナルグッズを
プレゼントさせていただきます

 アンケートは受付、パミール3FのEXPO展示会場内にて回収させて頂きます



ご静聴どうもありがとうございました。


