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IT子会社による
AWSの社内プラットフォーム化と
AWS IDガバナンス
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パナソニックインフォメーションシステムズのご紹介 3
パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社（以下、パナソニックIS）

パナソニックグループのIT戦略を担う中核会社

パナソニックグループ全ての事業を動かす ITソリューションを企画・構築
グローバルな挑戦をITで支援しています

ユーザー起点で考え、ご提案できるSI企業

「ユーザー目線で、自ら試し・選び・育てる」 をポリシーに
お客様に最適なモノをお届けします

パナソニックで培った目利き力を活かし、特定ベンダーに依存しない、ユーザー様に
最適な製品・技術をご提供

コンサルティング領域からシステム設計、開発、機器導入、運用までトータル的な
ソリューションをご提供

製造・流通業を中心に、設計～生産～物流～販売～管理の全業務に密着した
システム構築のノウハウを保有

➢わたしたちの強み

① 約60年にわたる、大規模基幹システム構築ノウハウ

② 特定ベンダーに依存しない、マルチベンダー対応

③ ワンストップでのソリューション提供

➢様々な業種のお客様
製造業

文教・
自治体

情報
サービス業

小売・卸売業

サービス業

建設・工事業

施設空間 35

50

51

66

163

134

130

年間のご支援
社数・団体数

729

※1年間のご支援企業数 （パナソニックグループを除く）

パナソニックグループのIT戦略の中核として全事業領域を支援

※2020年4月1日現在

パナソニックグループ従業員数 パナソニックグループ会社数



本日のテーマ 4

1. AWSの社内プラットフォーム化（主にクラウドの活用促進を担う方へ）

2. AWS IDガバナンス（主にシャドーIT対応、クラウド活用の統制を担う方へ）
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１．AWSの社内プラットフォーム化



背景 6

Web上で検索すればAWS上にシステム構築できるようになってきた。
社内IT部門の価値って？

データセンターでほぼ全ての
システムを運営

ビジネス部門の要請に応え、
AWSの利用を開始

AWS活用が一気に加速。Web上に
情報も充実し、活用が浸透

Panasonicが扱う商品 ：空調家電、キッチン家電、バッテリー、パソコン・・・

様々な分野で常に新しいサービスを検討。ITと連動する仕組みを
クラウドを使ってすぐ試したいというニーズがある。

～2012年頃 2012～2016年頃 2016年頃～

どうすればもっとAWSを活用しやすくなるのか？



システム構築・運用する上で各システム担当が準備すること 7

AWS Cloud

各システム担当部門

Applications

AWS Cloud AWS Cloud

個別回線Intranet
イントラネットと連携するために、各システム担当部門で
回線を準備

AWS運用体制（場合により24H365D）
以下のような運用が可能な体制を各システム担当部門にて準備

• メンテナンス通知を受けて対処する
• オートスケールの設定変更、インスタンスタイプ変更
• OSパッチ適用、バックアップ、リストア
• 障害復旧対応 など

全社ルール・プロセス準拠
クラウドを利用するための厳しいルールを各システム担当でクリア

• 全社ルールの読み込み、準拠するように設計、構築、運用
• クラウド利用にあたっての申請・審査のプロセスを通す

セキュリティ管理
• 不審なログのチェック
• 新規の設定追加等により設定不備や
セキュリティリスクが発生していないかチェック

これらを各システム担当部門がバラバラに準備するのは非効率で大変



システム構築・運用する上で各システム担当が準備すること 8

AWS Cloud

各システム担当部門

Applications

AWS Cloud AWS Cloud

個別回線Intranet
イントラネットと連携するために、各システム担当部門で
回線を準備

AWS運用体制（場合により24H365D）
以下のような運用が可能な体制を各システム担当部門にて準備

• メンテナンス通知を受けて対処する
• オートスケールの設定変更、インスタンスタイプ変更
• OSパッチ適用、バックアップ、リストア
• 障害復旧対応 など

全社ルール・プロセス準拠

セキュリティ管理
• 不審なログのチェック
• 新規の設定追加等により設定不備や
セキュリティリスクが発生していないかチェック

これらを各システム担当部門がバラバラに準備するのは非効率で大変
一式まとめて提供できるように（＝AWS社内活用プラットフォーム 社内サービス名：iFlex）

緑色箇所：iFlexカバー範囲

クラウドを利用するための厳しいルールを各システム担当でクリア

• 全社ルールの読み込み、準拠するように設計、構築、運用
• クラウド利用にあたっての申請・審査のプロセスを通す



具体的にやっていること（1/2） 9

＜Before＞ ＜After＞

AWS運用体制（場合により24H365D）

以下のような運用が可能な体制を各システム担当部門にて準備

• メンテナンス通知を受けて対処する
• オートスケールの設定変更、インスタンスタイプ変更
• OSパッチ適用、バックアップ、リストア
• 障害復旧対応 など

全社ルール・プロセス準拠

各システム担当にて
• 全社ルールの読み込み、準拠するように設計、構築、運用
• クラウド利用にあたっての申請・審査のプロセスを通す

AWSの社内プラットフォーム化で、手続きはより簡単に、セキュリティはさらに強化

iFlexチームにて
• 全社ルールを理解する
• AWSの各サービスを評価して、全社ルールに準拠する設計をしておく
• 各種申請・審査のプロセスを予め通しておく

＜Before＞ ＜After＞

所定の設計に則る構成であれば、社内承認済みの環境を使える

• 元々、 24H365Dのオンプレの運用体制が存在しており、
夜間休日のコール受付はその体制を活用して立ち上げ

• 技術検証、手順への落とし込みをするメンバーと、手順に基づき
作業するメンバーに分けて体制整備

24H365Dで各種作業ができる体制をすぐに利用できる

コンセプト



具体的にやっていること（2/2） 10

個別回線

セキュリティ管理

• 問題のある設定・構成にできないように制御
• AWS Well-Architected フレームワーク、

ISO27017、社内ルールに設定・構成面で
準拠できるように監視

＜Before＞ ＜After＞

ミスオペや設計不備等によるリスクを減らし、セキュアに

• 不審なログのチェック
• 新規の設定追加等により設定不備や
セキュリティリスクが発生していないかチェック

＜Before＞ ＜After＞

• iFlexチームで十分な帯域の回線を準備
• 論理分割し、各システム担当者が利用できる形で提供

個別で準備不要。安価で素早くイントラ回線利用

イントラネットと連携するために、各システム担当部門で
回線を準備

AWSの社内プラットフォーム化で、手続きはより簡単に、セキュリティはさらに強化

コンセプト



iFlex 過去のアップデートとアカウント数の変遷 11

正式サービススタート
全社ルール・プロセス準拠

運用体制（平日日中のみ）
セキュリティ管理

運用体制拡充（24H365D）

イントラ回線利用可
名実ともに次期DCの位置づけへ

初の大規模システム移行

パナソニックISが本社関連職能と連携し、必要な体制や仕組みを準備することで、
より簡単に、セキュアになった。
「AWSの社内プラットフォーム化」により利便性を高め、Panasonic内での利用が進んだ。

しかし、それでもまだ各システム担当が個別に準備するAWS Accountが存在

次章へ

2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年2019年～

次章へ
続く
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２．AWS IDガバナンス



AWS Account ID管理の状態 13

Panasonicではクラウドを活用するにあたり、クラウドの信頼性やネットワーク設計上の問題点が無いか
確認するプロセスが整備されている

Clouds

AWS Account IDや契約、運用開始後のAWS内の構成は各組織で管理

法務、セキュリティ機能、
品質等の観点でチェック

VPC

Private subnet

Public subnet

Security group

ネットワークの設計・設定のチェック

Account Account AccountAccount

iFlex 組織A 組織B

Account Account

・・・

Account

組織C

専用条件契約 一般契約 一般契約 一般契約

Security group

Security group Security group

保存情報に応じたサーバの
セキュリティ設計・運用基準

レベル 設計 運用

L1

L2

L3



IDガバナンスとコストの問題の解決 14
AWSのID情報と管理者をきちんと紐づけて一元管理したい。
こんなリスクも・・・

Account Account AccountAccount

iFlex 組織A 組織B

Account Account Account

組織C

主に活用している組織は把握 インシデント発生

組織Cがインシデント把握

組織Cから報告・対応

• Panasonic内の別部門が気が付く
• 社外からご連絡

管理部門がすぐに特定できない、対応に時間を要する

担当部門が特定できる情報がある

No（Account IDなど）

Yes（システム名など）
連携

全社セキュリティ部門へ



実態の確認 15

AWS Cloud AWS Cloud AWS Cloud

Intranet

Applications

iFlex



実態の確認 16

AWS Cloud AWS Cloud AWS Cloud

Intranet

Applications

iFlex

iFlexを利用していないAWS環境には、
• 運用体制不要
• イントラ回線も不要
• 小規模な検証、開発等のシステム
が多いことが判明



想定原因 17

原因１．コスト

⇐ 小さいシステムなので、きちんとした運用も回線もなくていい。コストが最重要

運用や回線の付加価値を付けている分、費用が発生する。

原因２．iFlexの存在を知らない

パナソニックグループ内の全ての組織にサービスの情報が行き渡りづらい。
特に、担当者レベルの隅々まで情報を伝えるのは難しい。
サービスの紹介の仕方や情報発信の方法を見直す必要あり。



各組織の課題感 18

本社

パナソニックIS
（iFlex）

各利用部門

管理できていないAccount IDの
リスクを排除したい

• 小規模環境でもiFlexを使ってほしい
• iFlexの知名度を上げたい

コストを何とかしてほしい

解決策？



サービス体系見直し 支払い代行サービス 19

支払い代行サービス

• 日本円に換算して請求書で費用処理
• Enterprise Support

※緊急時に15分以内に回答をもらえるなど
特に重要システムにメリット大

• 専用契約条件

AWS費用のみ

マネージドサービス
（社内プラットフォーム）

選択するオプションに応じた費用

イントラ回線

AWS運用体制（場合により24H365D）

全社ルール・プロセス準拠

セキュリティ管理

• コストの問題が生じないよう、AWS費用のみで利用できるプランを作りAccount ID集約を加速
• さらに、最上位のサポート（Enterprise Support）とPanasonicのニーズを考慮頂いた専用契約を締結し、

AWS費用のみでiFlex全環境に適用

サービスプラン 特徴 iFlex利用費



アカウントの構成と運用概要 20

AWS Organizations

Management 

account

Account Account Account

全アカウントのID、管理者の情報を管理

Account

iFlexへ申し込み①

② Accountを追加

iFlex

利用部門本社

有事の際の管理者特定



iFlex知名度アップの施策 21

Top Down

複数の情報部門に跨る会議があれば、いろいろな場で説明

本社部門から全部門へIDガバナンスのためのiFlex活用について発信

Bottom Up

全社員向けのPortalに掲載

Panasonicグループ内向けのメルマガで発信

AWSさんから可能な範囲での各利用部門への情報連携

Panasonicグループ内AWSイベント開催 ※次頁

そして、AWS Summit

各担当者一人一人に情報が行き渡るよう、Bottom Upアプローチを特に強化



Panasonic社内でのAWSイベント開催 22

2020年は最大200名が参加し好評
iFlexの紹介もさせていただきつつ、エンジニアとして新鮮な気持ちで
他部署の取り組みを勉強できる最高の場

• AWSを活用した取り組みでの成功体験
• 取り組み中の内容
• 全社サービスの情報共有 など

Panasonicの各部門を超えた情報交換やネットワーキングの機会となるよう、
AWSさんと共同でイベント企画・開催

内容

Panasonic内のヨコの繋がり強化



2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年予想

iFlex AWSアカウント数増加ペース 23

積極的に認知度アップの取り組みをしたタイミングから急増

正式サービススタート
全社ルール・プロセス準拠

運用体制（平日日中のみ）
セキュリティ管理

運用体制拡充（24H365D）

イントラ回線利用可
名実ともに次期DCの位置づけへ

初の大規模システム移行
認知度アップの
取り組み開始

• 支払い代行
体系見直し

• ID集約本社発信



各課題の解決へ 24

本社

パナソニックIS
（iFlex）

各利用部門

管理できていないAccount IDの
リスクを排除したい
⇒ 管理レベルの引き上げ

• 小規模環境でもiFlexを使ってほしい
• iFlexの知名度を上げたい
⇒ 小規模利用部門含む顧客基盤の獲得

コストを何とかしてほしい
⇒ 支払い代行で追加費用なく

サポート強化、条件良化

• ID集約
• AWS費用のみで

利用可能



次の取り組み 25

AWS Cloud

AWS Cloud

API設定不備検出

• ネットワーク設定不備
• 認証設定不備
• ログ出力設定不備 等

アクティビティ監視

• クラウド管理画面への
ログイン元IPの監視

• 設定変更や情報閲覧
アクティビティの監視

利用者

API

違反通知

アクセス

チェック
ツール

クラウド構成・設定監査ツール

カスタム監視 • Panasonic基準からの
逸脱を監視

・
・
・

セキュリティ不備あり

1. iFlex支払い代行サービス（追加費用無し）にも自動で構成・設定の監査をする仕組みを検討
⇒ 意図していない設定ミス等の不備によりセキュリティリスクが生じてしまっても、自動検知

2. 構成・設定監査の仕組みの導入により、社内の利用審査プロセスを効率化できないか検討

AWSの社内プラットフォーム化で、手続きはより簡単に、セキュリティはさらに強化

再掲：コンセプト



目指す姿 26

この仕組みがキー
• ヨコの繋がりを強化するイベント・仕組みづくり
• 自動でセキュアな状態を保つ仕組みを

みんなが使えるように
• 社内審査で確認していた項目を仕組みで効率化



おまけ：iFlex自転車部 27

iFlexジャージ

全員200km完走

淀川河川敷などで
特訓
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IT子会社による
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AWS IDガバナンス


