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協和発酵キリンの概要

•設立設立設立設立 ：：：： 1949年（昭和24年）7月１日

2008年10月1日 キリンファーマ株式会社との合併により、

「協和発酵工業株式会社」より商号変更

•資本金資本金資本金資本金 ：：：： 26,745百万円

•従業員数従業員数従業員数従業員数 ：：：： 7,243名（連結、2012年12月末現在）

•事業内容事業内容事業内容事業内容 ：：：： 医療用医薬品の製造・販売。 バイオケミ

キリンキリンキリンキリン

ホールディングスホールディングスホールディングスホールディングス

協和発酵協和発酵協和発酵協和発酵キリンキリンキリンキリン

＜＜＜＜事業持株会社事業持株会社事業持株会社事業持株会社＞＞＞＞

•事業内容事業内容事業内容事業内容 ：：：： 医療用医薬品の製造・販売。 バイオケミ

カル事業をグループ事業として展開。

親会社はキリンホールディングス。

•売上高売上高売上高売上高 :  2012年度333,158百万円（連結）
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協和発酵協和発酵協和発酵協和発酵バイオバイオバイオバイオ

•事業事業事業事業ビジョンビジョンビジョンビジョン：：：： がん、腎、免疫疾患を中心とした領域で、抗体医薬を核にした最先端

のバイオテクノロジーを駆使して、画期的な新薬を継続的に創出し、世界の人々の健

康と豊かさに貢献する日本初のグローバルスペシャリティファーマとなる。



クラウド化に至る背景クラウド化に至る背景

�クラウド化に至る背景

クラウド化の道のりと今

今後の構想

課題とまとめ
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ﾈｯﾄﾜｰｸｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞの歴史

メインフレームメインフレームメインフレームメインフレーム＆＆＆＆端末端末端末端末（（（（ｴﾐｭﾚｰﾀｴﾐｭﾚｰﾀｴﾐｭﾚｰﾀｴﾐｭﾚｰﾀ））））

ＶＡＸ（ＶＡＸ（ＶＡＸ（ＶＡＸ（分散分散分散分散ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｺﾝﾋﾟｭｰﾀｺﾝﾋﾟｭｰﾀｺﾝﾋﾟｭｰﾀ））））

ＷＩＮＤＯＷＳ、Ｃ／ＳＷＩＮＤＯＷＳ、Ｃ／ＳＷＩＮＤＯＷＳ、Ｃ／ＳＷＩＮＤＯＷＳ、Ｃ／Ｓ

●●●●ＴＣＰ／ＩＰＴＣＰ／ＩＰＴＣＰ／ＩＰＴＣＰ／ＩＰのののの採用採用採用採用

▲▲▲▲ＤＥＣｎｅｔＤＥＣｎｅｔＤＥＣｎｅｔＤＥＣｎｅｔ

（（（（画一的画一的画一的画一的））））集中集中集中集中
分散分散分散分散 （（（（多様多様多様多様なななな））））集中集中集中集中

100M100M100M100M
ⅠⅠⅠⅠ期期期期

ⅡⅡⅡⅡ期期期期
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１９７０１９７０１９７０１９７０年年年年 １９８０１９８０１９８０１９８０ １９９０１９９０１９９０１９９０ ２０００２０００２０００２０００ ２０１０２０１０２０１０２０１０

ＷＥＢ、ＷＥＢ、ＷＥＢ、ＷＥＢ、イントライントライントライントラ

ＳａａＳ、ＳａａＳ、ＳａａＳ、ＳａａＳ、クラウドクラウドクラウドクラウド

★★★★インターネットインターネットインターネットインターネット接続接続接続接続

■■■■ＪＡＶＡＪＡＶＡＪＡＶＡＪＡＶＡ本格採用本格採用本格採用本格採用

●●●●ＴＣＰ／ＩＰＴＣＰ／ＩＰＴＣＰ／ＩＰＴＣＰ／ＩＰのののの採用採用採用採用

YearYearYearYear

ネットワークネットワークネットワークネットワーク速度速度速度速度

256K256K256K256K

9.6Kbps9.6Kbps9.6Kbps9.6Kbps

10M10M10M10M

ⅢⅢⅢⅢ期期期期

ⅣⅣⅣⅣ期期期期

無線接続無線接続無線接続無線接続★★★★



ｸﾗｳﾄﾞｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞの必然性

•ユーザ企業は業務を実行する事が目的
�インフラの維持管理（Ｖｕｐ、ウイルス対策）は目的ではない

•増大するコンピュータ経費を抑制したい
�ＩＴ資産をオフバランスにできないか？

�プライベート・クラウドよりパブリック・クラウド

•業務アプリのサービスインを早くしたい•業務アプリのサービスインを早くしたい
�システム開発に要する期間を短縮できないか？

•ハードの爆発的進展によるソフトの開花
�ソフトウエアのオープン化、標準化、仮想化が進展

•世の中のクラウドビジネスの台頭
�さらなるアウトソーシングの可能性をもたらす

•当社のシステム全体アーキテクチャに合致
�自社のデータモデルを中心とした地動説にマッチ

�周辺の取り換え可能なプロセスの１つがＳａａＳ 4



アウトソーシングの変遷

アプリソフト アプリソフトアプリソフト アプリソフト

業務自体 業務自体 業務自体 業務自体

アプリソフト

業務自体

アプリソフト

業務自体

クラウドコンピューティングクラウドコンピューティングクラウドコンピューティングクラウドコンピューティング
現在現在現在現在

ハードウエア

ミドルウエア

コンピュータ

ルーム設備

ハードウエア

ミドルウエア

コンピュータ

ルーム設備

ハードウエア

ミドルウエア

コンピュータ

ルーム設備

ハードウエア

ミドルウエア

コンピュータ

ルーム設備

ハードウエア

ミドルウエア

コンピュータ

ルーム設備

完全完全完全完全

インソースインソースインソースインソース

ハウジングハウジングハウジングハウジング ＩａａＳＩａａＳＩａａＳＩａａＳ ＳａａＳＳａａＳＳａａＳＳａａＳ ＢＰＯＢＰＯＢＰＯＢＰＯ

効果効果効果効果 小小小小（Ｂ／Ｓ（Ｂ／Ｓ（Ｂ／Ｓ（Ｂ／Ｓ 大大大大）））） 効果効果効果効果 大大大大（Ｂ／Ｓ（Ｂ／Ｓ（Ｂ／Ｓ（Ｂ／Ｓ 小小小小）））） ﾍﾞﾝﾀﾞｰ資産

ハードウエア

ミドルウエア

コンピュータ

ルーム設備

ＰａａＳＰａａＳＰａａＳＰａａＳ
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当社のシステムアーキテクチャ

• 当社独自のモデルに基づいたエンタープライズＨｕｂが中心。

• ﾊﾟｯｹｰｼﾞ等の周辺処理コンポーネントは、取り替え可能！

ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞＨｕｂＨｕｂＨｕｂＨｕｂ

販売物流販売物流販売物流販売物流

Local Model Local Model
Enterprise Model

ﾓﾃﾞﾙ

変換

モデル

変換

Ｃ
ｌ
ｏ
ｕ
ｄ

Ｃ
ｌ
ｏ
ｕ
ｄ

Ｃ
ｌ
ｏ
ｕ
ｄ

Ｃ
ｌ
ｏ
ｕ
ｄ

生産管理生産管理生産管理生産管理

（（（（ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞ））））

原価計算原価計算原価計算原価計算

（（（（ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞ））））

営業支援営業支援営業支援営業支援

（（（（スクラッチスクラッチスクラッチスクラッチ））））

会計会計会計会計

（（（（ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞ））））

ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞＨｕｂＨｕｂＨｕｂＨｕｂ

給与給与給与給与計算計算計算計算

＜＜＜＜BPO＞＞＞＞

販売物流販売物流販売物流販売物流

（（（（ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞ））））

トランザクショントランザクショントランザクショントランザクション

ＤＷＨＤＷＨＤＷＨＤＷＨ

TR-Hub

共通共通共通共通マスターマスターマスターマスター

ﾏｽﾀﾏｽﾀﾏｽﾀﾏｽﾀHub

Ｃ
ｌ
ｏ
ｕ
ｄ

Ｃ
ｌ
ｏ
ｕ
ｄ

Ｃ
ｌ
ｏ
ｕ
ｄ

Ｃ
ｌ
ｏ
ｕ
ｄ
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当社のAWS概念図

本番ｾｸﾞﾒﾝﾄ 開発ｾｸﾞﾒﾝﾄ

Gateway Gateway

本番

ｻｰﾊﾞ

開発

ｻｰﾊﾞ

本番VPC
（クラウドデータセンター）

ﾃｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ

ﾃｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ

Virtual Private

ﾃｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ

Gateway

ﾃｽﾄ

ｻｰﾊﾞ
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R
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ｸﾗｲｱﾝﾄ



クラウド化の 道のり と 今クラウド化の 道のり と 今

8

クラウド化に至る背景

�クラウド化の道のりと今

今後の構想

課題とまとめ



クラウド化の道のり

仮想化が進むが、独自で装備するのは大変そう!?

仮想仮想仮想仮想サーバはサーバはサーバはサーバは大規模大規模大規模大規模すぎるすぎるすぎるすぎる

仮想仮想仮想仮想サーバのサーバのサーバのサーバの老朽化更新老朽化更新老朽化更新老朽化更新もももも救救救救えるえるえるえる。。。。

プライベートクラウドもプライベートクラウドもプライベートクラウドもプライベートクラウドも可能可能可能可能

パブリッククラウドがパブリッククラウドがパブリッククラウドがパブリッククラウドが台頭台頭台頭台頭



なぜAWSを選んだか

•サーバとサーバとサーバとサーバとOSOSOSOSをををを従量課金従量課金従量課金従量課金でもでもでもでも提供提供提供提供

⇒⇒⇒⇒MicrosoftMicrosoftMicrosoftMicrosoftのサーバのサーバのサーバのサーバOSOSOSOSのののの提供提供提供提供ややややSQLSQLSQLSQLサーバのサーバのサーバのサーバの提供提供提供提供もももも従量課金従量課金従量課金従量課金ありありありあり

•システムイメージをシステムイメージをシステムイメージをシステムイメージを含含含含むサーバをむサーバをむサーバをむサーバを、、、、丸丸丸丸ごとバックアップごとバックアップごとバックアップごとバックアップ可能可能可能可能（（（（AMIAMIAMIAMIとしてとしてとしてとして））））

⇒⇒⇒⇒別別別別のﾘｰｼﾞｮﾝへののﾘｰｼﾞｮﾝへののﾘｰｼﾞｮﾝへののﾘｰｼﾞｮﾝへのＡＭＩＡＭＩＡＭＩＡＭＩコピーもコピーもコピーもコピーも可能可能可能可能

（（（（バックアップのバックアップのバックアップのバックアップの遠隔地保管遠隔地保管遠隔地保管遠隔地保管としてもとしてもとしてもとしても利用可利用可利用可利用可））））

•サーバシステムのサーバシステムのサーバシステムのサーバシステムの起動停止起動停止起動停止起動停止をををを管理画面管理画面管理画面管理画面だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく、、、、スクリプトでスクリプトでスクリプトでスクリプトで定期起定期起定期起定期起

動停止動停止動停止動停止できるできるできるできる動停止動停止動停止動停止できるできるできるできる

•開発開発開発開発////テストテストテストテスト////保守保守保守保守////障害調査障害調査障害調査障害調査などなどなどなど、、、、簡単簡単簡単簡単にサーバにサーバにサーバにサーバ構築構築構築構築しししし、、、、試試試試すすすすことができることができることができることができる。。。。

作業作業作業作業スピードアップスピードアップスピードアップスピードアップ

SAP（ERP）のAWSでの本番稼働を認定

金融機関での利用も可能（ＦＩＳＣへの対応も可能）

企業利用企業利用企業利用企業利用でもでもでもでも安心安心安心安心



導入までの流れ

•２０１１２０１１２０１１２０１１年春頃年春頃年春頃年春頃 AWSAWSAWSAWSとととと出会出会出会出会いいいい（（（（画面画面画面画面によるサーバによるサーバによるサーバによるサーバ管理可能管理可能管理可能管理可能））））

→→→→無料枠無料枠無料枠無料枠でででで利用利用利用利用。。。。東京東京東京東京ﾘｰｼﾞｮﾝでﾘｰｼﾞｮﾝでﾘｰｼﾞｮﾝでﾘｰｼﾞｮﾝでLinuxLinuxLinuxLinuxサーバがサーバがサーバがサーバが起動起動起動起動できたできたできたできた。。。。

•２０１１２０１１２０１１２０１１年秋頃年秋頃年秋頃年秋頃 VPCVPCVPCVPCサービスがサービスがサービスがサービスが出出出出てきててきててきててきて、、、、企業利用可能企業利用可能企業利用可能企業利用可能とととと判断判断判断判断。。。。

→→→→インターネットインターネットインターネットインターネット認証用認証用認証用認証用サーバをテストサーバをテストサーバをテストサーバをテスト構築構築構築構築。。。。

構築手順構築手順構築手順構築手順とととと動作動作動作動作をををを確認確認確認確認したうえでしたうえでしたうえでしたうえで、、、、本番用実機本番用実機本番用実機本番用実機をををを手配手配手配手配。。。。

•２０１１２０１１２０１１２０１１年年末年年末年年末年年末 VPNVPNVPNVPNサービスがサービスがサービスがサービスが出出出出そろったそろったそろったそろった。。。。

→→→→数万円数万円数万円数万円ででででVPNVPNVPNVPN用用用用ルータをルータをルータをルータを購入購入購入購入。。。。VPNVPNVPNVPN準備開始準備開始準備開始準備開始。。。。

•２０１２２０１２２０１２２０１２年年初年年初年年初年年初 評価用評価用評価用評価用のプライベートクラウドのプライベートクラウドのプライベートクラウドのプライベートクラウド環境作成環境作成環境作成環境作成•２０１２２０１２２０１２２０１２年年初年年初年年初年年初 評価用評価用評価用評価用のプライベートクラウドのプライベートクラウドのプライベートクラウドのプライベートクラウド環境作成環境作成環境作成環境作成

→→→→評価用評価用評価用評価用LANLANLANLANととととAWSAWSAWSAWSののののVPCVPCVPCVPCととととVPNVPNVPNVPNにてにてにてにて接続接続接続接続。。。。

•２０１２２０１２２０１２２０１２年春頃年春頃年春頃年春頃 実機実機実機実機によるインターネットによるインターネットによるインターネットによるインターネット認証認証認証認証サーバサーバサーバサーバ構築完了構築完了構築完了構築完了

→→→→タイのタイのタイのタイの洪水洪水洪水洪水のののの影響影響影響影響でサーバでサーバでサーバでサーバ到着到着到着到着がががが２２２２ヵヵヵヵ月程度遅延月程度遅延月程度遅延月程度遅延。。。。

AWSAWSAWSAWS上上上上でプライベートクラウドデータセンターでプライベートクラウドデータセンターでプライベートクラウドデータセンターでプライベートクラウドデータセンター構築構築構築構築をををを開始開始開始開始。。。。

→→→→本番用本番用本番用本番用VPNVPNVPNVPN回線回線回線回線とルータをとルータをとルータをとルータを準備準備準備準備。。。。５５５５月中旬開通月中旬開通月中旬開通月中旬開通。。。。

•２０１２２０１２２０１２２０１２年夏頃年夏頃年夏頃年夏頃 物理物理物理物理データセンターデータセンターデータセンターデータセンター移転移転移転移転のためののためののためののための緊急緊急緊急緊急バックアップとしてバックアップとしてバックアップとしてバックアップとして準備準備準備準備

•２０１２２０１２２０１２２０１２年秋頃年秋頃年秋頃年秋頃 ＳＡＰＳＡＰＳＡＰＳＡＰ社社社社ＥＲＰＥＲＰＥＲＰＥＲＰのののの本番適用本番適用本番適用本番適用をををを認定認定認定認定したしたしたした

本番運用機本番運用機本番運用機本番運用機ををををAWSAWSAWSAWSへへへへ導入導入導入導入しながらしながらしながらしながら、、、、運用手順整備運用手順整備運用手順整備運用手順整備

•２０１３２０１３２０１３２０１３年年初年年初年年初年年初～～～～ ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄクラウドデータセンターﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄクラウドデータセンターﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄクラウドデータセンターﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄクラウドデータセンター本番運用開始本番運用開始本番運用開始本番運用開始



現在の利用状況と費用推移

６６６６月現在月現在月現在月現在、、、、６６６６システムシステムシステムシステム９９９９サーバサーバサーバサーバ常時稼働常時稼働常時稼働常時稼働。。。。

３０３０３０３０サーバサーバサーバサーバ日次稼働日次稼働日次稼働日次稼働。。。。全全全全４９４９４９４９サーバサーバサーバサーバ設定済設定済設定済設定済みみみみ。。。。
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AWS費用推移費用推移費用推移費用推移

今後今後今後今後はははは、、、、リザーブドインスタンスのリザーブドインスタンスのリザーブドインスタンスのリザーブドインスタンスの利用促進利用促進利用促進利用促進などなどなどなど、、、、コストコストコストコスト抑制策抑制策抑制策抑制策もももも注意注意注意注意してしてしてして実装実装実装実装するするするする。。。。
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運用移管の実施

•AWS上に作成したプライベートクラウドデータセンターも、
物理データセンターと同様に、運用管理グループの管理配下

とし、運用移管を行った。

⇒開発保守担当は、サーバ構築など申請して行う



今後の構想今後の構想
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クラウド化に至る背景

クラウド化の道のりと今

�今後の構想

課題とまとめ



これからのAWS活用

•基幹システムを順次載せていく。
�コンピュータシステムバリデーションの対応も行い、

安全性と品質を保ちつつ、システム立ち上げのスピードアップと

障害時の早期復旧（原因追究や代替手段の早期確保も）も目指す。

•より品質の高いシステム提供を行う。
�開発・保守は、スピードとテスト重視�開発・保守は、スピードとテスト重視

�リスクが高そうなことは、テスト環境を作成して早く検証する

�データセットアップ時は、大きな性能のサーバーをチョイス

•社外で活用できるシステムへ

•グローバル対応
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社外で活動できるシステムへ

要求開発要求開発要求開発要求開発＋＋＋＋アジャイルアジャイルアジャイルアジャイル

クラウドセンタークラウドセンタークラウドセンタークラウドセンター

Amazonなどなどなどなど

フロント・オフィスフロント・オフィスフロント・オフィスフロント・オフィス システム・サービスシステム・サービスシステム・サービスシステム・サービス バック・オフィスバック・オフィスバック・オフィスバック・オフィス

ONONONON----PREMISEPREMISEPREMISEPREMISE

フロントフロントフロントフロント支援支援支援支援

実績実績実績実績

ＤＷＨＤＷＨＤＷＨＤＷＨ

ＣＣＣＣＣＣＣＣ

管理系ｼｽﾃﾑ
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ＭＡＲＴＭＡＲＴＭＡＲＴＭＡＲＴ バックオフィスバックオフィスバックオフィスバックオフィス支援支援支援支援

フロントフロントフロントフロント支援支援支援支援

（ＳａａＳ）（ＳａａＳ）（ＳａａＳ）（ＳａａＳ）

ＤＷＨＤＷＨＤＷＨＤＷＨ

活動活動活動活動

報告報告報告報告

新新新新））））情報端末情報端末情報端末情報端末

ｌｌｌｌ

ｏｏｏｏ

ｕｕｕｕ

ｄｄｄｄ

ｌｌｌｌ

ｏｏｏｏ

ｕｕｕｕ

ｄｄｄｄ

電子電子電子電子メール・メール・メール・メール・SNSSNSSNSSNS

電話電話電話電話・・・・TVTVTVTV会議会議会議会議などなどなどなど

ﾏｽﾀﾏｽﾀﾏｽﾀﾏｽﾀ

ﾏｽﾀﾏｽﾀﾏｽﾀﾏｽﾀ

各種

分析資料



グローバル対応

２）AWSとの社内ネットワークをDirectConnectなどを使い増強

１）海外リージョンを活用

→各拠点から近いﾘｰｼﾞｮﾝへ直接接続できるようにしたい

→リージョン間でデータ同期を行いたい

→運用管理ルールは統一したい

２）AWSとの社内ネットワークをDirectConnectなどを使い増強
→大規模なシステムとのデータ交換をスムーズにする

→ネットワークの接続拠点の見直し（データセンターは九州のため）

→アクセスラインと基幹システム間データ交換ラインの見直し



本社管理本社管理 USA管理USA管理

■ システム概念図(2013年7⽉)
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本社管理本社管理 USA管理USA管理

■ システム概念図(2013年１２⽉)
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課題とまとめ課題とまとめ
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クラウド化に至る背景

クラウド化の道のりと今

今後の構想

�課題とまとめ



課題

•マルチクラウドサービスの運用統治が必要
�物理データセンターもクラウドデータセンターも同じ管理体系

�問合せ先が複数で、サービスレベルが違う

�クラウドサービスは、運用サービスレベルが一方的、選択制もあり

�ハードウェアベンダー問合せ契約からクラウドサービスベンダーへ

�データの保全、マスタ・トランザクションの同期

21

•グローバルの共通資産の管理
�どのサイトへ出張して仕事しても同じ環境にしたい

�グローバルで同じ仕事共有するための環境が必要(できれば安く)



まとめ

•ユーザ企業は業務をすることが目的
�システム調達・構築・維持管理のタイムラグを短縮する

•所有から利用へ考え方を変えることにより、
変化に合わせた適正コストの仕組みを獲得する

�従量課金、期間契約など、適切な契約形態で必要な規模の

システムを早く準備する
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システムを早く準備する

•運用管理ルールは、今までと変わらない
�システムを適正に管理するために、業務ルールに基づく

システム運用管理ルールはほとんど変わらない

�AWSでも運用に必要なことはほとんど同じ

クラウドはクラウドはクラウドはクラウドは、、、、使使使使ってってってって試試試試してみることからしてみることからしてみることからしてみることから始始始始めるめるめるめる




