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ご質問を受け付け致します！

質問を投稿することができます！
• Adobe Connectのチャット機能を使って、質問を書き込んでく
ださい。（書き込んだ質問は、主催者にしか見えません）

• Webinarの最後に、可能な限り回答させていただきます。

• 終了時刻となった際は、割愛させていただく場合がございます。

①画面右下のチャッ
トボックスに質問を
書き込んでください

②吹き出しマークで
送信してください



初心者向けWebinarのご紹介

• AWSについてこれから学ぶ方向けのWebinarです。

• 過去のWebinar資料
– AWSクラウドサービス活用資料集ページにて公開

http://aws.amazon.com/jp/aws-jp-introduction/

• イベントの告知
– 国内のイベント・セミナースケジュールページにて告知

http://aws.amazon.com/jp/about-aws/events/

（オンラインセミナー枠）

http://aws.amazon.com/jp/aws-jp-introduction/
http://aws.amazon.com/jp/about-aws/events/


このWebinarの位置づけ

• 日頃お客様からよくいただく疑問やご不安に対
して回答いたします。

• 本日のWebinarを通して「試してみよう！」と
思っていただけること、不明点が解消している
ことをゴールとします。



Agenda

• 検討時によくある疑問とご不安

• 利用開始時によくある疑問

• 利用開始後によくある疑問



検討時によくある疑問とご不安



ご検討中のお客様からよくいただく疑問とご不安

• セキュリティは大丈夫？

• 難しそうだけど自分たちで出来るの？

• ドキュメントはあるの？日本語？

• 同業者の導入事例はある？

• 実際に試せる？

• 料金はどのくらいかかる？データ転送量は？

• 料金の比較はどう考えればいい？

• 相談窓口はあるの？サポートは？

• 移行や構築の支援は受けられる？



セキュリティは大丈夫？

本当に大丈夫？
やっぱり不安…



Webサイト/アプリケーション

これまでと同様の

セキュリティを

お客様、SI様で実現
＝

インフラ

高レベルの

セキュリティをAWSが提供 ＜

第三者認証

DC、電源、専用線、ネットワーク冗長化

Your 

Apps

セキュリティは大丈夫？（セキュリティの考え方）
＝シェアード・レスポンシビリティ・モデル（共有責任モデル）



セキュリティは大丈夫？ （物理セキュリティ）

• AWS従業員には管理された必要最低限
のアクセス権が付与されています。

<AWSのセキュリティとコンプライアンス>  http://www.slideshare.net/AmazonWebServicesJapan/aws-23722701

http://www.slideshare.net/AmazonWebServicesJapan/aws-23722701


セキュリティは大丈夫？ （ネットワーク）

• Amazon Virtual Private Cloud(VPC)を使っ

て、AWS上に自社専用の仮想ネットワークを

構築可能です。

• VPCへのVPN接続および専用線接続が可能で

す。

• ゲストOSごとのファイアウォールおよびサ

ブネットごとのネットワークアクセスコント

ロールによるアクセス制限が可能です。

• AWSのサービスのAPIエンドポイントへの

SSL接続が可能です。

Amazon VPC (Virtual Private Cloud) http://aws.amazon.com/jp/vpc/
VPCのセキュリティ http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/AmazonVPC/latest/UserGuide/VPC_Security.html

リージョンとエンドポイント http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/general/latest/gr/rande.html

http://aws.amazon.com/jp/vpc/
http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/AmazonVPC/latest/UserGuide/VPC_Security.html
http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/general/latest/gr/rande.html


セキュリティは大丈夫？（利用者認証とアクセス
ポリシー管理）

• AWS操作を行うユーザとグループの
権限を設定することができます。

• 必要最低限の権限付与によって誤操
作や人為的な事故を防ぐことができ
ます。

<AWSのセキュリティとコンプライアンス>  http://www.slideshare.net/AmazonWebServicesJapan/aws-23722701

http://www.slideshare.net/AmazonWebServicesJapan/aws-23722701


セキュリティは大丈夫？（多要素認証）

• 多要素認証によってEメールアドレス
とパスワードを乗っ取った不正利用
を防止出来ます。

• 多要素認証はAWSアカウントに対し
ても、そのアカウント内に作成した
AWS IAMユーザに対しても設定する
ことが出来ます。

AWS Identity Access Management (IAM) http://aws.amazon.com/jp/iam/

<AWSのセキュリティとコンプライアンス>  http://www.slideshare.net/AmazonWebServicesJapan/aws-23722701

http://aws.amazon.com/jp/iam/
http://www.slideshare.net/AmazonWebServicesJapan/aws-23722701


セキュリティは大丈夫？（第三者認証）

高度な第三者認証を多数取得しています。



セキュリティは大丈夫？（丸紅様）

<出所 ITpro>

http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/jirei/14/250198/101400003/

「AWSは世界中で著名なユーザー企業を
多数抱えている。少なくとも自社で運用す
るよりもAWSの方が高いセキュリティを
確保している、と社内で認識されている」
橘高弘一郎情報企画部IT戦略課長

http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/jirei/14/250198/101400003/


セキュリティは大丈夫？（旭硝子様）

<出所 @IT>

http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/15

04/09/news029.html

http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1504/09/news029.html


評価の結果、AWSではセキュリティ、内部統
制などの基準をクリアした信頼性の高いシステ
ム運用が実施されていることを確認しました。
ISO27001やPCI DSSなどを取得しており、
AWSへの申請で第三者機関によるセキュリ
ティレポートの定期的な入手も可能となりまし
た。

セキュリティは大丈夫？（ソニー銀行様）

<出所 Publickey>

http://www.publickey1.jp/blog/14/amazon_

aws_summit_tokyo_2014.html

ソニー銀行 システム企画部 マネー
ジャー 基盤統括担当 大久保光伸氏

http://www.publickey1.jp/blog/14/amazon_aws_summit_tokyo_2014.html


AWSのクラウドインフラストラクチャは
今日利用できるものの中で最も柔軟でセ
キュアなクラウドコンピューティング環
境として設計されています。



どのくらい難しいの？

なんか難しそう…
コンソールは英語だし…



実際に動画で
見てみましょう



簡単ですね

・誰でも使えて
・すぐに始められて
・好きな時にやめられます



ドキュメントはあるの？

どこにあるの？
日本語なの？



ドキュメントはあるの？日本語？
サービス毎の詳しい資料を、AWSクラウドサービス活用資料集にて公開
しています。全て日本語です。

AWS活用資料集 http://aws.amazon.com/jp/aws-jp-introduction/

http://aws.amazon.com/jp/aws-jp-introduction/


ドキュメントはあるの？日本語？

http://aws.amazon.com/jp/documentation/ https://aws.amazon.com/jp/tools/

設定手順やSDK を公開しています。多くが日本語化されており今後も
継続して更新されます。

http://aws.amazon.com/jp/documentation/
https://aws.amazon.com/jp/tools/


同業者の事例はある？

同じ業界での
導入事例はある？



AWSはあらゆる分野で利用されています

http://cookpad.com/
http://cookpad.com/
http://www.jrc.or.jp/index.html
http://www.jrc.or.jp/index.html
http://www.mitsui.co.jp/index.html
http://www.mitsui.co.jp/index.html


実際に試せる？

試してみないと不安…



実際に試せる？

評価用に1年間利用できる無償利用枠をご用意しています。

Amazon EC2

Amazon S3

Amazon RDS

<AWS無償利用枠> http://aws.amazon.com/jp/free/

750時間 1か月の Linux,RHEL,Windows t2 micro 
インスタンス
※5台を同時に150時間という使い方も可能

5GBまで
20,000 件の Get リクエスト
2,000 件の Put リクエスト

750時間 Single-AZ microインスタンス
20GBのデータストレージ
1,000万 I/O

http://aws.amazon.com/jp/free/


料金はどのくらい？

どのくらいかかるの？
データ転送量が不安…



料金はどのくらい？（主要サービスの料金）
使った分だけの従量制で、いずれも初期費用はかかりません。

Amazon EC2

Amazon S3

③データ転送量
（ダウンロードのみ課金対象）

Amazon RDS

②ストレージ

①サーバ
データベース

$0.020～/ 時間

$0.026～/ 時間

1GB1か月保存で$0.033

$0.140 / GB
※リージョンによって異なります。ボリュームディスカウントあり

※リージョンによって異なります。ボリュームディスカウントあり

※サーバスペックやリージョンによって異なる



料金はどのくらい？（利用料の一般的な内訳例）

一般的に「サーバ・データベース」が全体の9割を占めるケースが
多いです。

※動画、音楽、写真（画像）などを配信する場合にはデータ転送料金の比率が高くなります。



料金はどのくらい？（簡易見積ツール）
仮想サーバ/データベースとデータ転送量が想定できれば、高い精度で
試算が可能です。

<簡易見積ツール> http://calculator.s3.amazonaws.com/index.html?lng=ja_JP

http://calculator.s3.amazonaws.com/index.html?lng=ja_JP


比較はどう考えればいい？

トータルで考えて
どっちが得なの？
考え方が難しい…



On Premise

比較はどう考えればいい？

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ※ ※ ※

✔ ✔ ✔

※※※※

サーバ OSライセンス
仮想化ソフト

ウェア

データセン
ター

/フロアス
ペース

電源
空調

データセン
ターでの
各種作業

ネットワー
ク機器運用

ストレージ
冗長性

リソースマ
ネジメント

AWSには設備費用と運用費用が全て含まれています。

<AWS総所有コスト（TCO）計算ツール> http://aws.amazon.com/jp/tco-calculator/

※お客様にて調達と運用が必用

http://aws.amazon.com/jp/tco-calculator/


相談できるの？

相談先はあるの？



相談できるの？（お問合せ窓口）

お客様のビジネスと要求を理解してご提案いたします。

https://aws.amazon.com/jp/contact-us/aws-sales/

<お問合せフォーム>

https://aws.amazon.com/jp/contact-us/aws-sales/


相談できるの？（サポートサービス）
Support Team24時間体制で日本語によるサポートを提供します

ベーシック デベロッパー ビジネス エンタープライズ

料金（月額） 無料 $49 $100～ $15,000～

フォーラム 利用可能 利用可能 利用可能 利用可能

サポートへの
コンタクト

EC2の
健全性エラーが発生

した場合

コンタクト
フォーム

電話、チャット
コンタクト
フォーム

電話、チャット
コンタクト
フォーム

初回応答時間 不可
12時間

（営業時間内）
1時間 １５分

連絡先登録 - 無制限 無制限 無制限

24/365対応 なし なし あり あり

Trusted Advisor 一部機能 一部機能 全機能 全機能

専任スタッフ
特別サポート

なし なし なし あり



移行はどうやるの？

移行はどうやるの？
手伝ってくれる人はいるの？



移行はどうやるの？
コンサルティングパートナーが構築、移行、運用を支援します。

<パートナー一覧> http://aws.amazon.com/jp/solutions/solution-providers-japan/

日本電気株式会社

http://aws.amazon.com/jp/solutions/solution-providers-japan/


利用開始時の疑問



契約は？
カスタマーアグリーメントへの同意が必要です。紙による契約の
締結はありません。法人/個人の区別はありません。

カスタマーアグリーメント http://aws.amazon.com/jp/agreement/

http://aws.amazon.com/jp/agreement/


支払は？
クレジットカード支払い以外の選択肢もご用意しています。

1.クレジットカード 2.パーチェシングカード 3.海外送金（※） 4.請求代行

概要 クレジットカードを
利用し決済頂く形式

パーチェシングカードを利用
決済頂く形式

AmazonWebServices,Inc.
の口座に送金頂く形式

パートナーによる請求代行に
て決済頂く形式

手数料 無料
(*)年会費等が必要になるケー
スも有り

1枚 315円/年 (*)
(*)カード会社へのお支払
(*)下記サービスの年会費を記
載

4000円～5000円/ 送金 (*)
(*)金融機関へのお支払
(*)下記サービスの手数料を記
載金融機関により異なります。

パートナーに依る

(*)代行会社へのお支払

請求形式 カード会社からの
請求明細書

カード会社からの
請求明細書

AmazonWebServices,Inc.
からのご請求メール(PDF)

代行会社からの請求書

指定口座からの引落し 指定口座からの引落し
※振込オプション有

指定口座へのご送金 指定口座へのお振込

代表的なサービス - ・三井住友カード
-ビジネスパーチェシング

http://www.smbccard.
com/hojin/lineup/corp_p
archasingcard.jsp

・三井住友銀行
-海外送金

http://www.smbc.co.jp/kojin/ot
etsuduki/sonota/kaigai/shimuke
.html

・サニークラウド
・クラウドパック
他多数あり

その他制約 - ・法人/部門名義で発行可
・カード発行不要
・キャッシング不可
・利用制限設定可

・送金への切替に申請が必要
・送金ごとに手数料
・紙媒体での請求書発行は
されません

・月末締/翌月末払い
・円建てでのお支払
・前払チケット方式も有り

http://classmethod.jp/services/v
oucher/

※おおよそ月額$2,000程度のご利用があることが前提となります。 http://aws.amazon.com/jp/aws-jp-faq/

http://aws.amazon.com/jp/aws-jp-faq/


利用開始後の疑問とご不安



料金をタイムリーに知りたい

気づかないうちに
料金が増え続けたら…



料金をタイムリーに知りたい（ビリングアラート）

利用料金が閾値を超えるとEメールで通知する仕組みがあります。

※この場合は$1000で設定



メディアに取り上げられることになった！

1週間後にメディアに
取り上げられること

になった…



メディアに取り上げられることになった！
コンテンツ特性に応じた負荷分散手法を選択できます

Scale Up
（サイズを大きくする）

AutoScaling
（負荷に応じて自動的に台数を増やす）

Contents Delivery Network
（コンテンツをAWSの配信拠点から配信する）



大規模な災害が起こったらどうなる？

どうなるの！？



大規模な災害が起こったら？

EU (Ireland)

Availability

Zone A

Availability

Zone C

Availability

Zone B

Asia Pacific (Tokyo)

Availability

Zone A

Availability

Zone B

US West (Oregon)

Availability

Zone A

Availability

Zone B

US West(Northern California)

Availability

Zone A

Availability

Zone B

Asia Pacific (Singapore)

Availability

Zone A

Availability

Zone B

AWS GovCloud (US)

Availability

Zone A

Availability

Zone B

South America (Sao Paulo)

Availability

Zone A

Availability

Zone B

US East (Northern Virginia)

Availability

Zone D
Availability

Zone C

Availability

Zone B

Availability

Zone E

Availability

Zone A

Asia Pacific (Sydney)

Availability

Zone A

Availability

Zone B

＊AZ=Availability Zoneの略、データセンタは地理的に離れており、電源、空調、インターネットコネ
クティビティは独立しています。

EU (Frankfurt)

Availability

Zone A

Availability

Zone B

各リージョン（データセンタ群）には2つ以上のデータセンタ
（AZ）があります。2つのAZを使った冗長構成をとることで極
めて安価に災害対策を講じることができます。

リージョンとアベイラビリティゾーン

http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/AWSEC2/latest/UserGuide/using-regions-availability-zones.html

http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/AWSEC2/latest/UserGuide/using-regions-availability-zones.html


料金を節約したい

コスト削減の指示が…



料金を節約したい

スポットインスタンス

（時間の制約がなく、
中断してもかまわない
タスク向け）

リザーブドインスタンス

（一定したワークロード
で長期の利用向け）

トラステッドアドバイザー

（自動診断機能、無償で
す）

複数の利用オプションと、料金の無駄を診断する機能をご用意し
ています。

<リザーブドインスタンス/スポットインスタンス>

http://www.slideshare.net/AmazonWebServicesJapan/20150325-aws-blackbeltrispotpublic

http://www.slideshare.net/AmazonWebServicesJapan/20150325-aws-blackbeltrispotpublic


新しいサービスを開発することになった

何をどう使えば
効率的なの？



AWSの全体像

<クラウド活用資料集> http://aws.amazon.com/jp/aws-jp-introduction/

AWSグローバルインフラ
Regions / Availability Zones / Contents Delivery POPSAZRegion

コンピュート処理 ストレージ データベース

EC2 Elastic
Load Balancing

Auto Scaling S3 Glacier EBS Storage Gateway RDS DynamoDB ElastiCache Redshift

データ分析

Kinesis EMR Data Pipeline

コンテンツ配信

CloudFront

ネットワーク Virtual Private Cloud Direct Connect Rout53

アプリケーションサービス

WorkSpaces

SQS SNS SES SWF Elastic Transcoder CloudSearch

Management & Administration

CloudWatch CloudTrail IAM Management Console SDK CLI

自動化とデプロイメント

CloudFormation BeanStalk OpsWorks

EcosystemTechnology Partner / Consulting Partner 

http://aws.amazon.com/jp/aws-jp-introduction/


ご相談ください

最適な構成をご提案いたします

https://aws.amazon.com/jp/contact-us/aws-sales/

<お問合せフォーム>

https://aws.amazon.com/jp/contact-us/aws-sales/


AWSのことをもっと知りたい

効果的な勉強方法は？



AWSのことをもっと知りたい
多数のトレーニング教材をご用意しています。

国内のクラウドセミナー・イベントスケジュール http://aws.amazon.com/jp/about-aws/events/

Webinar セルフペースラボ トレーニング講座 書籍

http://aws.amazon.com/jp/tr

aining/self-paced-labs/
http://aws.amazon.com/jp/ab

out-aws/events/

https://aws.amazon.com/jp

/about-aws/events/

http://www.amaz

on.co.jp/

http://aws.amazon.com/jp/about-aws/events/
http://aws.amazon.com/jp/training/self-paced-labs/
http://aws.amazon.com/jp/about-aws/events/
https://aws.amazon.com/jp/about-aws/events/
http://www.amazon.co.jp/


AWSのことをもっと知りたい
全国に50支部以上のユーザーグループがあります（2015年4月時点）

日本AWSユーザグループ http://jaws-ug.jp/

http://jaws-ug.jp/


まとめ



難しくありません！
まずは触ってみましょう！



公式Twitter/Facebook
AWSの最新情報をお届けします

@awscloud_jp

検索

最新技術情報、イベント情報、お役立ち情報、
お得なキャンペーン情報などを日々更新しています！

もしくは http://on.fb.me/1vR8yWm



AWS初心者向けWebinar 2015

• AWSをこれからご使用になる方向け、ソリューションカットのオ
ンラインセミナー

• 今後の配信予定
– 4/23(火) 利用者が実施するAWS上でのセキュリティ対策

• 申し込みサイト
http://aws.amazon.com/jp/about-aws/events/

http://aws.amazon.com/jp/about-aws/events/


AWS Black Belt Tech Webinar 2015

• AWS中上級者向け、サービスカット

• 今後の配信予定

– 4/15(水) Amazon VPC

– 4/22(水) Amazon S3

• 申し込みサイト

http://aws.amazon.com/jp/about-aws/events/

http://aws.amazon.com/jp/about-aws/events/



