
～その時、歴史は動いた～ 

【実録】 

エンタープライズＡＷＳ 



l  昭和48年7月20日 新潟市生まれ 
l  コンピューターとの出会いは10歳の頃 
l  当時はPC-8001にベーマガのプログラムを入力する日々 
l  コンピューターの購入は11歳 ／ SHARP X1 
l  中2の時に初めてプログラムが書籍に掲載 
l  高校入学記念にX68000を購入 
l  大学生の時にパソコン通信開始。本格的にシェアウェアを販売 
l  総合商社でインターネットサービスプロバイダー事業に携わる 
l  2000年にECのASPを立ち上げるべく起業 

おおいし      
大石    
株式会社サーバーワークス  
代表取締役  

クラウド  の  すけ  

蔵人之助  



皆さまに何も得るものが 
無ければ 

切腹  





大学向�けサービスに強み  

2004年 2011年  

約200校 



昔の合格発表  



今の合格発表  



ところが・・・  



必要なコスト 

課題  

2月 8月 

必要なサーバー数 

無駄 



そこで、  



2007年からAWSのテスト利用を開始 



2008年 
社内サーバー購入�禁止令  



22001111年  

AWS Solution Provider  
  
22001122年  
Amazon Partner Network最上位の  
Advanced Consulting Partner  



AAWWSSが災害時に役立った実例  







サイトダウンの理由  

被災者： 
救急医療など、支援
が受けられる場所を
探す目的で 

非被災者： 
義援金やボランティ
ア活動など、支援で
きる方法を探す目的 







EC2 



義援金管理システム  



２０台の、物理的に離れた 
２つのデータセンターに設置 
されたウェブサーバー 

１日に５００万通送
信できるメール 
サーバー 

負荷分散装置 

物理的に離れたデータセンター間で 
リアルタイムに同期し、かつ１時間お
きにバックアップを取るデータベース 

環境構築２時間 
アプリ開発４８時間 



33月1144日  日本赤十字社様との打ち合わせ  

33月1155日  サイト復旧  

33月1177日  義援金受付開始  



事実  
震災後の迅速な義援金の募集に  

一役買ったのは、　  



こうした事例が呼び水となり  



AWSによるSI売上  

2010年	 2011年	 2012年	

前年比8倍！ 



AAWWSSでエンタープライズ？  





ロート製薬様の課題  

l AWSを使って災害対策を実現したい 
l 一度に全部を移行することは難しい
ので、ハードがリースアップした 
システムから順次移行 



The answer is... 





VPN 

Amazon VPC 



さらに・・・  



VPN 

東京リージョン 

データセンターA データセンターB 

自社のシステムを災害対策用にAWSへ移行しつつ、
AWS上でも複数のデータセンターで冗長構成を実現 



なぜAAWWSSなのか？  



・セキュリティ  
・全体最適  



よくある懸念  
クラウドって、セキュリティが不安…�  



一般的なシステムの脅威  

攻撃者によるアタック 

物理的アクセスによる 
データ盗難 

データ漏えい 
外部 

内部 



クラウド特有の脅威  

仮想マシン 

仮想マシン 

仮想マシン 

仮想マシン同士が 
情報を意図せず共有したり、 
漏洩したりしないか不安・・ 

場所が分からなくて、 
なんとなく不安・・・ 

AWSのオペレーターが 
悪さをしないのか？ 



AAWWSSは何をしているのか？  



AAWWSSの回答  

11..  第三者認証  
22..  テクノロジー  
33..  場所の隠匿  



第三者認証  

•  ISMS(ISO27001) 
• PCI DSS Level 1 
• FISMA-Modarate 
•  ISAE3402 SOC1 
(formerly known as SAS70 type II) 



テクノロジー  

• 特許技術で、Xenを拡張 
• 社員も顧客のデータに 
アクセスできない 
高度な運用システム 



場所の隠匿  

• 場所は明かさない 
• 見学もさせない 



22550000年前  秦の中国統一前夜  



戦っても勝ち目はない趙の決断  

「降伏と見せかけて  
　始皇帝を暗殺しよう」  



秦の始皇帝暗殺を企んだ 
降伏の使者が持って行ったもの 

地図  



地図を渡す＝攻撃が成功する  
可能性が極めて高くなる  

地図を渡す＝完全な服従の意  



場所の情報はそれほど  
重要な情報なので、

AAWWSSは場所を明かさない  



それでも不安・・・？  



逆質問！  

11..   会社にとって必須の経営資源は  
    何ですか？  
22..   それはどこにありますか？  







なぜ大切なお金を銀行に預けるのか？  

•  セキュリティ  
•  社内より銀行の方が安全  

•  可用性  
•  預けた支店が事故を起こしても、預金は保護  

•  利便性  
–  AATTMMでどこからでもアクセス  



クラウドも、銀行と同じです  

•  セキュリティ  
– 社内よりAAWWSSの方が堅牢な物理セキュリティを確保  

•  可用性  
– クラウド側で高い耐久性を維持  
（SS33のファイル耐久性は9999..999999999999999999%%）  

•  利便性  
– ネット越しにどこからでも簡単にアクセス  



NASAと、御社とでは、  
どちらがセキュリティを保つ  

仕組みが整っていると思いますか？  



AWSでわれわれの組織内の  
インフラよりもはるかに高い  
セキュリティを保てるようになる  

NASA ジェット推進研究所（JPL）のシニア・ソリューション・アーキテクト 
カワジャ・シャムズ（Khawaja Shams）氏 
http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1301/24/news087.html 



実例：全農ビジネスサポート様  



全農ビジネスサポート様  

•  全農の子会社  
•  中核グループ企業  
•  従業員550000名、資本金66億円  



AAWWSSで何を動かしたか？  



会計システム  



全農ビジネスサポート様の課題  

•    会計を動かす以上、セキュリティが  
  万全のインフラを利用したい  

•  資産を増やしたくない  



The answer is... 





全農ビジネスサポート  

VPN 

Amazon VPC 

Oracle 会計パッケージ 



全農ビジネスサポート  

VPN 

グループクラウド  

Oracle 会計パッケージ 

JJAAグループ企業  

JJAAグループ企業  

JJAAグループ企業  



・セキュリティ  
・全体最適  



戦艦大和  



ゼロ戦  



共通のポイントは？  



一点豪華主義  



なぜ一点豪華主義が  
敗戦を招いたのか？  



単体の性能は優れていたが  
こだわりすぎて  

大量生産できなかった  



こだわり過ぎエピソード  

•  最初は三菱が開発したが、中島飛行機もライセンス生産
し、あとから改�造して燃料タンクを取り付けるなど勝手
に改�良。戦地の整備兵にとってはありがた迷惑！  

•  飛行機によっていちいち部品が違うので非能率で、空母
上でネジをやすりで削って使ったりしていた・・・！  



単体の性能が良くても  
戦争には勝てない  

航空機が戦力として機能するには、  
大量生産と運用システムが必要  

運用システム  

• 空母  
• レーダー  
• 通信網  
• 補給  

大量生産  

• 大規模工場  
• 大量調達  
• 標準化  



運用のキモである  
レーダーの例  



日本では  

•  実は技術としては確立していた  
•  でも、実地で戦闘員がはずしてた  
•  レーダーがあっても、通信網と  
接続されていなかったので無意味  



その頃  
アメリカさんは・・  

•  開発者を空母に同乗させてた  
•  現地で何がおきるか、一緒に把握
して改�良させていた  



国産クラウドで  

•  自社のシステムを全部クラウドに
乗せたという話を聞きますか？  



その頃  
Amazonは・・  

•  44兆円のEEコマースサイトをAAWWSS
に乗せて、一緒にサービスを枯れ

させていた・・・！  



利用者へのインパクト  



最近よく見る比較広告  

AA社より4400％安い！  

AA社よりCCPPUUが早い！  



現実  

Amazon	  Elas.c	  Compute	  Cloud	  （EC2）	

Amazon	  Elas.c	  MapReduce	  

Auto	  Scaling	  

Amazon	  CloudFront	  

Amazon	  SimpleDB	  

Amazon	  Rela.onal	  Database	  Service	  （RDS）	  

Amazon	  Elas.Cache	  

AWS	  Elas.c	  Beanstalk	  

AWS	  CloudForma.on	  

Amazon	  Simple	  Queue	  Service	  （SQS）	  

Amazon	  Simple	  No.fica.on	  Service	  （SNS）	  

Amazon	  Simple	  Email	  Service	  （SES）	  

Amazon	  CloudWatch	  

Amazon	  Route	  53	  

Amazon	  Virtual	  Private	  Cloud	  （VPC）	  

Elas.c	  Load	  Balancing	  

AWS	  Direct	  Connect	  

Amazon	  Simple	  Storage	  Service	  （S3）	  

Amazon	  Elas.c	  Block	  Storage	  （EBS）	  

AWS	  Import/Export	  



現実  

Amazon	  Elas+c	  Compute	  Cloud	  （EC2）	

Amazon	  Elas.c	  MapReduce	  

Auto	  Scaling	  

Amazon	  CloudFront	  

Amazon	  SimpleDB	  

Amazon	  Rela.onal	  Database	  Service	  （RDS）	  

Amazon	  Elas.Cache	  

AWS	  Elas.c	  Beanstalk	  

AWS	  CloudForma.on	  

Amazon	  Simple	  Queue	  Service	  （SQS）	  

Amazon	  Simple	  No.fica.on	  Service	  （SNS）	  

Amazon	  Simple	  Email	  Service	  （SES）	  

Amazon	  CloudWatch	  

Amazon	  Route	  53	  

Amazon	  Virtual	  Private	  Cloud	  （VPC）	  

Elas.c	  Load	  Balancing	  

AWS	  Direct	  Connect	  

Amazon	  Simple	  Storage	  Service	  （S3）	  

Amazon	  Elas.c	  Block	  Storage	  （EBS）	  

AWS	  Import/Export	  

EC2相当のサービス	

国産クラウド	



どんな違いをもたらすか？  



EECC22相当のサービスを使った場合  

EC2相当のサービス	
他社クラウド	

BIND	

PosOix	

MySQL	

Backup	

インストール時間  
サーバー資源  
が必要！  

監視	

squid	



AAWWSSの場合  

Amazon	  Elas+c	  Compute	  Cloud	  （EC2）	

Amazon	  Elas.c	  MapReduce	  

Auto	  Scaling	  

Amazon	  CloudFront	  

Amazon	  SimpleDB	  

Amazon	  Rela+onal	  Database	  Service	  （RDS）	  

Amazon	  Elas.Cache	  

AWS	  Elas.c	  Beanstalk	  

AWS	  CloudForma.on	  

Amazon	  Simple	  Queue	  Service	  （SQS）	  

Amazon	  Simple	  No.fica.on	  Service	  （SNS）	  

Amazon	  Simple	  Email	  Service	  （SES）	  

Amazon	  CloudWatch	  

Amazon	  Route	  53	  

Amazon	  Virtual	  Private	  Cloud	  （VPC）	  

Elas+c	  Load	  Balancing	  

AWS	  Direct	  Connect	  

Amazon	  Simple	  Storage	  Service	  （S3）	  

Amazon	  Elas+c	  Block	  Storage	  （EBS）	  

AWS	  Import/Export	  



AAWWSSの場合  

Amazon	  Elas+c	  Compute	  Cloud	  （EC2）	

Amazon	  Elas.c	  MapReduce	  

Auto	  Scaling	  

Amazon	  CloudFront	  

Amazon	  SimpleDB	  

Amazon	  Rela+onal	  Database	  Service	  （RDS）	  

Amazon	  Elas.Cache	  

AWS	  Elas.c	  Beanstalk	  

AWS	  CloudForma.on	  

Amazon	  Simple	  Queue	  Service	  （SQS）	  

Amazon	  Simple	  No.fica.on	  Service	  （SNS）	  

Amazon	  Simple	  Email	  Service	  （SES）	  

Amazon	  CloudWatch	  

Amazon	  Route	  53	  

Amazon	  Virtual	  Private	  Cloud	  （VPC）	  

Elas+c	  Load	  Balancing	  

AWS	  Direct	  Connect	  

Amazon	  Simple	  Storage	  Service	  （S3）	  

Amazon	  Elas+c	  Block	  Storage	  （EBS）	  

AWS	  Import/Export	  

インストール時間０  
サーバー（EECC22）の利用量削減  



実システムでの比較（コスト）  
AWS	
EC2	 20台	
ELB	 2	

RDS	 2	

Route53	 1	

CloudFront	 -‐	

SES	 -‐	

CloudWatch	 -‐	

S3	 20GB	

約18万円／月	

EC2相当	

仮想サーバー	 45台	
約22万円／月	



実システムでの比較（時間）  

EECC22相当  
4455台分の  

セットアップ時間  
4455台分の  
運用時間  



AWSでは  

インフラにかかる時間とコストが減る！  

サーバーのセットアップとメンテナンスに  
かかる時間が減って  

EECC22以外のサービスが  

システマチックに連携しているから  



私が伝えたいこと  

•  11点に拘る姿勢は日本人特有  
•  それが、クラウドの様にシステム思考・  

全体最適が必要なクラウド開発には仇  
•  クラウドの構築は車輪の再発明。それは得
意な人に任せて、  

使う技術の洗練に注力しよう！  



AAWWSSが良いことは  
わかった。  



なぜ  
  
  

なのか？  



読み解く鍵  



米国のクラウド利用者が必要と
しているサービストップ３  

11..   インテグレーション    
22..   保険  
33..   ガバナンス（統制）  

Nov.	  2012,	  AWS	  re:Invent	  
Tiffani	  Bova,	  Gartner	  VP	



アメリカにＳＩは無い  
んじゃなかった？  



クラウド時代に
必要とされる  
ＳＩ  

米国  日本  

古い  
ピラミッド型SSII  

セルフサービス  



今までのSI 
のどが  
渇いた！  

バケツを  
調達する係  

川から  
水をくむ係  

水の量を  
計る係  

水の品質を  
調べる係  

○×○×○×○×○
×○×○×○×○×
○×○×○×○×	
	

○×○×○×○×○
×○×○×○×○×
○×○×○×○×	
	

○×○×○×○×○
×○×○×○×○×
○×○×○×○×	
	

○×○×○×○×○
×○×○×○×○×
○×○×○×○×	
	

○×○×○×○×○
×○×○×○×○×
○×○×○×○×	
	

○×○×○×○×○
×○×○×○×○×
○×○×○×○×	
	

調達チーム  品質チーム  



これからのSI 

アマゾン工場  
（クラウド事業者）  

H	 O	  

H2O	

H	

のどが  
渇いた！  　  　どうぞ！  



ピラミッド型ＳＩ  

•  「人が多い」ことが前提だった  
•  「コミュニケーション」が重要なスキルだった  
•  下請け企業の役割は、  
技術では無く「人材バッファ」  

•  元請け企業の役割は「ファイナンス」  
だから規模が必要  



クラウド型ＳＩ  

•  非常に小さいチームで素早いデリバリー  

• つくらない技術≒使う技術が重要に！  
– 「組み合わせ」分子式の知識  

•  AWSのCDP 
•  Heroku と EC2+SQS 
•  Salesforce と S3 



Salesforceの例  

コスト：100万ドル／年 コスト：30万ドル／年 







AWSの運用をサポートするサービス 



Cloudworks とは？  
l  Amazon Web Servicesの運用支援サービス 

l  日本語でEC2/EBSを操作 
l  運用の自動化でコスト削減に貢献！ 
l  無料版＋ビジネス版 



実績  

　1,800 ユーザー 

　9,000インスタンス 



利用シナリオ：開発環境  

l  スケジュールジョブ機能を使って、 
土日・深夜に使わないサーバーを自動停止 

l  平日午前９時に、開発サーバーを自動で起動 
l  開発サーバーにかかる費用を６６％削減！  



利用シナリオ：バックアップ  
l  EBSスナップショット取得をタイマーで自動化 
l  バックアップするボリュームをタグで一括指定 
取り忘れ防止 

l  さらに、世代を指定して取得が可能 

l バックアップソフトも運用も不用！  



サーバーワークスによる  
ＡＷＳ導入�コンセプト  



AWSコスト 

運用コスト 

戦略なき
AWS導入 サーバーワークスによるAWS導入 

AWSコスト 

ツール＋当社のノウハウ
で削減できるAWSコスト 

運用コスト 

ツール＋自動化＋技術移転で 
削減できる運用コスト 

ツール・サポート費用
（AWS利用料の10%） 

AWSコスト 

ツール＋当社のノウハウ
で削減できるAWSコスト 

運用コスト 

ツール＋自動化＋技術移転で 
削減できる運用コスト 

ツール利用・サポート費
用（AWS利用料の10%） 



そして今日は、  
このクラウド調達を実践された  
お客様をお招きしています  



日経コンピュータ  55//1166号  HotNews 



２０１３年上半期  

Partner Award 
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アンケート実施 
集計のご依頼	

アンケート 
回答依頼	

トータルリサーチシステム概要

117 

お客様	 インテージ 

アンケート 
管理システム 

モニター様 

アンケート 
回答システム 

画面設計 アンケート回答 

アンケート 
画面 

集計処理	 集計・加工 
システム 

① ②

集計データ ③

各種
DB 

提供システム 

分
析
結
果

 
ご
提
供
	

④
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バックアップ環境	
社内業務環境	

118 

システム構成

Zone-A 

アンケートWeb	 分析Web	
外部公開	

アンケートDB	

Zone-B 

アンケートWeb	
外部公開	

アンケートDB 

集計・分析	アンケート管理	

監視・運用	

Zone-C 

データバックアップ 

接続・中継	
VPN 
G/W	

開発・検証環境	
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スケジュール

2011 FY	 2012 FY 

～	 3月	 4月	 5月	 6月	 7月	 8月	 9月	 10月	 11月	 12月	 1月	

ソフト開発 

インフラ 

サーバー 
ワークス 

設計・開発	

開発環境 
構築	

移行 
検証	

DC選定 
AWSに決定	

総合 
テスト	

本番環境 
構築	

各種 
チューニング	

運用 
開始	

性能 
検証 

設計 
支援	

構築 
支援	

導入 
支援	

導入 
準備	

開発決定	



ご質問  



QQ..  そもそもなぜAAWWSSを選択された
のでしょうか？  

他のクラウドとの比較は  
されましたか？  

    



QQ..  御社にも十分なスキルを持った

エンジニアが多数いらっしゃいま

すが、それでもサーバーワークス

へ依頼した理由はどのようなもの

でしょうか？  



QQ..  AAWWSSを導入�してみて、今の

率直な評価をお聞かせ下さい。  



QQ..  最後に、当社に何かメッセージ

やリクエストがあれば  

ぜひお聞かせ下さい。  



作らないＳＩのためのソリューション  



AAWWSSソリューション  

•  VVPPCCスターターパック  
•  DDRRスターターパック  



お客様環境  

VPNの24h365d監視 

Amazon VPC 



VVPPCCスターターパック  

ルーターレンタル、VVPPNN設定、  
ルーターの設置、VVPPCCの構築、VVPPNN
の2244時間336655日サポート全て含んで  

月額2288,,000000円！  



AAWWSSソリューション  

•  VVPPCCスターターパック  
•  DDRRスターターパック  



DDRRスターターパック  

アプライアンス 



そして今日、  



また一つ  
エンタープライズAAWWSSの  
歴史の扉が開きます  



SSAAPP  EERRPP向�け基盤  
スターターパック  



お客様環境  

VPN 

Amazon VPC 

SAP® アプリケーション 



SAP ERP向�け基盤スターターパック  
•  サーバー運用の自動化  
•  AAWWSSインフラの証跡取得  
•  VVPPCCオペレーション  
•  課金代行サービス  



まとめ  

①AWSはセキュリティ・システムの全体最適という観点で 
　最適なインフラ 
②インテージ様、ロート製薬様、全農ビジネスサポート様など 
　既に本番環境でエンタープライズシステムを稼働中 
③これからのＳＩは規模が問題ではない。クラウド分子式の 
　ノウハウでクラウドのメリットを最大限に引き出せる 
　インテグレーターが必要。 
　そのためにサーバーワークスはベストパートナー 



切腹しろ  
  という方は  
  お申し出下さい  



ありがとうございました  

お問い合わせ先： 
sales@serverworks.co.jp 
http://www.serverworks.co.jp 
03-5579-8029 


