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⾃自⼰己紹介
•  名前

–  榎並  利利晃（えなみ  としあき）
–  toshiake@amazon.co.jp

•  役割
–  パートナーソリューションアーキテクト
–  主にエマージングパートナー様を担当

•  好きなAWSのサービス
–  Amazon  Kinesis
–  Amazon  DynamoDB



Eコマース
（物販＆デジタル）

アドバタイジング マーケットプレイス
ロジスティックス

クラウド

カスタマーファースト
スケールメリット

テクノロジーカンパニー

アマゾンのビジネス



Amazonのビジネスモデル

創業者ジェフ・ベゾスが起業時にレストランのナプキンに書いたオリジナルのコンセプト図

低価格と品揃えを徹底的に追求



Amazonのビジネスモデル

•  High  Volume  /  Low  Margin
•  「規模の経済」と「効率率率化」
•  このビジネスサイクルを回し続ける

お客様に便便利利をご提供



AWSはITインフラの『規模の経済』

ITインフラの
成⻑⾧長

低コストな
運⽤用構造

低価格の
インフラ提供

利利⽤用者の
満⾜足度度向上

インフラの
⼤大量量利利⽤用

サービス提供社
の増加

サービス種類の
増加



拡⼤大を続けるAWS  グローバルインフラストラクチャー
GovCloud 米国西部 米国東部 南米 EU アジアパシフィック 中国 

US ITAR 
Region 

北カリフォルニア オレゴン 北バージニア サンパウロ アイルランド シドニー 東京 シンガポール 中国 

10  Regions  (地域)  |  26  Availability  Zones(データセンター群)  |  51  Edge  Locations

アカウント⼀一つで世界中のデータセンターを利利⽤用可能
セキュリティーレベルは全て同じ
使い勝⼿手も全て同じ



Amazon.comが年年商70億ドル
の際に必要だったサーバー量量

をAWS  は、毎⽇日追加



Gartner “Magic Quadrant for Cloud Infrastructure as a Service,” Lydia Leong, Douglas Toombs, Bob Gill, Gregor Petri, Tiny Haynes, May 28, 2014. This Magic Quadrant graphic was published by Gartner, Inc. as part of a larger research 
note and should be evaluated in the context of the entire report. The Gartner report is available  at http://aws.amazon.com/resources/analyst-reports/. Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in its research 
publications, and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings. Gartner research publications consist of the opinions of Gartner's research organization and should not be construed as statements of 
fact. Gartner disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. 

ガートナー  マジック・クアドラント  クラウド
(Infrastructure  as  a  Service)



低価格  ＋  柔軟な料料⾦金金モデル

固定費から
使った分だけ⽀支払い

の変動費へ

1
様々なワーク
ロードに対応で
きる柔軟な料料⾦金金

モデル

オンデマンド

リザーブド

スポット

3
利利⽤用規模によ
る割引オプ
ション

ボリューム
ディスカウント

カスタムプライス

4
規模の経済による

値下げ

2

2006年年から
44回の値下げ



洗練されたスケーラブルなアプリケーションの構築を助ける
幅広く、深いプラットフォーム

豊富な品揃え



フィードバックループ
•  顧客とビジネスの間のフィードバックループを加速する
•  顧客の期待に応え続ける



お客様のフィードバックに基づくイノベーション

新サービス・機能追加の数
新サービス/機能向上
1.5⽇日に1回
のペース



クラウドのインパクトを
 　 　歴史上の出来事に例例えると・・・



発電機所有が差別化要因だった時代の終焉



「発電機を持つ」ことは
差別化要因ではなくなった

「電気を利用してて何を創造するか」が 
大きな差別化要因に。 



AWSクラウドで得られる効果

今までできていたことを、
より早く、簡単に、安く実現できる

今までできなかったことを
実現できる

カイゼン

イノベーション



190カ国数十万のお客様が利用 
                 日本でも20,000以上のお客様がご利用中 



５つのAWSクラウドの特徴 



1.  初期投資不不要。必要とするインフラに対する⽀支払いのみ

オンプレミス

利利⽤用開始時の料料⾦金金は0円
使⽤用量量に応じた従量量課⾦金金



開発検証環境やビッグデータの解析で

Oracle開発、検証環境としてAWSを利利⽤用
し、5年年間のトータルコスト試算90%削減

データのリアルタイム解析業務、
数千万円の初期投資なし、⽉月50万円で実現



バッチ処理理を⾏行行うときだけ3000台の仮想サーバーを起動

EC
2サ

ー
バ
の
数

週末は300
サーバー

⾦金金曜
4/24/2009

⽇日曜
4/26/2009

⽕火曜
4/28/2009

⽔水曜
4/22/2009

3,000サーバを利利⽤用

ウォールストリートのヘッジファンドが
夜間バッチ処理理におけるリスクシミュレーションにEC2を利利⽤用



様々な⽤用途でコスト削減

Eコマースサイトだけでなく、SAP  ERPの本
番環境をAWS上で稼動させ、オンプレと⽐比
較して、5年年で65%のコスト削減効果

⼈人事、BI、ワークフロー、会計システムを
オンプレからAWSに移⾏行行し、3〜～4割のコス
ト削減

iPadを⽤用いた⾞車車の画像販売システム
初期投資なし、ランニングコスト30%削減

コーポレートサイトをオンプレから
AWSに移⾏行行し、年年間コストを80%削減



2.  需要予測が不不要

キャパシティ
余剰なキャパシティ

機会損失&
顧客満⾜足度度の低下

実際の需要

予測した受領領

硬直的なキャパシティ調達の場合 柔軟なキャパシティ調達の場合

実際の需要

AWS



テレビショッピングの急激なアクセス変動に⾃自動的に対応
導⼊入事例例:  株式会社トーカ堂様



3.  イノベーションの増⼤大：低コスト、低リスクで素早く実験

オンプレミス

お試しの頻度度が低い

失敗のコストが⾼高い

イノベーションが
少ない

頻繁にお試しが可能に

低コストで、すぐに
結果が判明

より多くのイノベー
ションを起こすことが
可能に

$  Millions Nearly  $0



40億件のデータを⾒見見たい

•  取得しているデータ
•  レーン上の寿司の売り上げ
•  レーン上の寿司の鮮度度
•  テーブル毎の注⽂文
•  ⼈人数と着席時間

導⼊入事例例:  あきんどスシロー様



•  問題
•  データを⾒見見てみないと結果がわからない。
•  経営陣は投資すべきか判断できない。

•  解決策=AWS
•  クラウドならば、まずやってみるができる
•  やってみないとわからないことをすぐに試せる

40億件のデータを⾒見見たい
導⼊入事例例:  あきんどスシロー様



•  結果
•  15億件のデータをみることが出来る環境を
２⽇日で構築。かかった費⽤用は10万円。

•  データ分析の有⽤用性を検証でき、データを
もとにして、どこに投資するかの判断を決
定できるように。

•  空いた時間で「テイクアウトシステム」を
刷新

40億件のデータを⾒見見たい
導⼊入事例例:  あきんどスシロー様



4.  付加価値を⽣生まない「⾯面倒な作業」を削除

データセンタ運⽤用
電源
冷冷却
ケーブル敷設
ネットワーク

ラック
サーバー
ストレージ
運⽤用オペレータ

新しいハードウェアの購⼊入、
インストール
新しいソフトウェアの設定
データセンターの建設、更更新

AWSが以下を管理理します・・ ユーザーは以下をしなくてよくなりま
す・・



クラウド活⽤用による
ITインフラ

本来の
業務

本来の業務

付帯的な業務

クラウド
の管理理

70%

30%70%

従来型の
オンプレミス
ITインフラ

30%

ビジネスの「本業」に専念念できる



バックアップに関する「⾯面倒な作業」も不不要に

•  Amazon  S3にバックアップ保存するだけで、
3ヶ所以上のDCに冗⻑⾧長化

•  容量量無制限なのでディスクが⾜足りなくなる⼼心配なし
•  ⽉月額  約3.3円/GBから提供

S3

S3 S3 データを
⾃自動複製

リージョン

耐久性  99.999999999%



AWSはビッグデータに必要なITインフラをサービスとして⽤用意

Amazon
Elastic  

MapReduce
Amazon  
RedShift

Amazon  S3

ためる

処理理する 分析する



ビッグデータ解析基盤をスモールスタートで構築

•  お客様の⾏行行動をより正確に把握したい
•  仕組み

-  現場の店舗とECサイトでお客様IDを統⼀一化
-  Amazon  Redshift  +  Tableauで安価なBI環
境を実現

•  効果
•  必要最⼩小限の構成からスタートでき、
BI環境への膨⼤大な投資リスクを回避

•  顧客のニーズや購買⾏行行動を迅速、正確に把
握し、商品戦略略や経営判断に役⽴立立てること
で、顧客満⾜足度度の⼀一層の向上を図ることが
可能に

良良品計画様

新規サービスリリースにあたり、必要最⼩小
限の構成からスタートする事ができ、BI環

境への膨⼤大な投資リスクを回避



データ分析で「サンクスクジ」キャンペーンの利利益を4倍に！

•  相談から1ヶ⽉月での構築・運⽤用、年年間4億⼈人分という膨⼤大なデータ規模
•  仕組み

-  基幹システムから抽出したPOSデータをRedshiftに転送
-  Tableauを使ってリアルタイムに分析

•  効果
-  サンクスクジキャンペーン

•  データを調べると、リピート客の割合など、ブランドごとに効果に違いがあった
ため、ブランドごとに賞品⾃自体をがらっと変更更

•  キャンペーン利利益が４倍に跳ね上がった
-  分析スピード

•  今まで2⽇日かかっていた分析が分・秒単位に短縮

すかいらーくグループ様



5.  すばやくグローバル展開



コンシュマー向け⼤大規模ネットワークでも

 　 　 　 　    任天堂様：

ニンテンドー3DSやWii  Uの
利利⽤用者向けサービスMiiverse
のインフラにクラウドを活⽤用。
ユーザ体験の向上に寄与。

http://aws.amazon.com/jp/solutions/case-studies/nintendo/　 

*ニンテンドー3DS™  ・Wii  U™  は任天堂の商標です



お客様はクラウドのメリットを⼿手に⼊入れるためにAWSを採⽤用

初期投資
不不要

✔ ✔

必要に応じた
柔軟な容量量

✔

イノベーショ
ンの
加速
✔ ✔ ✔

低い運⽤用
コスト

本業に専念念 世界展開



クラウドのメリットはクラウドでのみ得られる

“プライベート”  
クラウド

x x x xx x

初期投資
不不要

✔ ✔

必要に応じた
柔軟な容量量

✔

イノベーショ
ンの
加速
✔ ✔ ✔

低い運⽤用
コスト

本業に専念念 世界展開



ＡＷＳのセキュリティ⽅方針

•  AWSクラウドのセキュリティ
–  AWSにおいて最優先されるべき事項
–  セキュリティに対する継続的な投資
–  セキュリティ専⾨門部隊の設置

•  共有責任モデルの採⽤用
–  AWSと利利⽤用者の2者でセキュリティを確保



利利⽤用者の統制

AWSの統制

利利⽤用者固有の要件

共有の責任

利利⽤用者のデータ

ユーザー権限管理理

アカウント管理理

アプリケーション

セキュリティ構成

ネットワーク構成

ゲストOS

コンピュート・インフラ

ストレージ・インフラ

ネットワーク・インフラ

施設・物理理セキュリティ

AWSグローバル・インフラ

仮想化レイヤー



• 物理理セキュリティ

• ネットワークセキュリティ

• VMセキュリティ

• 管理理者層による管理理者権限アクセス

• 認定  &  認証評価



ISO27001 PCIDSS SOC2 SOC1 FedRAMP FIPS140-2 ITAR HIPAA 

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

AWSコンプライアンスプログラム 



AWSを使ったセキュリティ成功例例

"   クレジットカードでの決済サービス

"   AWSを利利⽤用し、PCI  DSSへ準拠
•  圧倒的なコスト削減

"   設⽴立立１年年に満たないスタートアップ企業
でもPCI  DSS準拠を取得することが可能



AWSの機能紹介と最新情報



仮想サーバだけではないクラウドサービス群を提供



Amazon  EC2:仮想化されたサーバ

仮想サーバ(Amazon  EC2)
Windows Linux BSD

コマンドライン
/  SDK利利⽤用

SSH公開鍵
認証

仮想外部ディスク
(Amazon  EBS)

Amazon  S3

マシンイメージ
(AMI)から
起動

仮想デスクトップ

ターミナル

AMI
保存

API
Webコンソール



Amazon  EC2  スペックが選べる、後から変更更できる
"   任意のインスタンスタイプ(スペック)を選択可能

§  CPU、メモリのスペック毎に⽤用意
§  後からタイプを、変更更することもできる

Medium	   Large	   XLarge	   2XLarge	   4XLarge	   8XLarge	  

256 
128  	    	    	    	    	    	  

64  	    	    	    	    	    	  

32  	    	    	    	    	    	  

16  	    	    	    	    	    	  

8  	    	    	    	    	    	  

4  	    	    	    	    	    	  

1  	    	    	    	    	    	  

1 2 4 8 16 32 

vCPU  (Hyper  Threading含む)  

M
em
or
y  
(G
B)

T2  –  汎⽤用

M3  –  汎⽤用

C3  –  コンピューティング最適

R3  –  メモリ最適

I2  –  ストレージ最適

G2  –  GPU搭載

10  GB  
Inter-‐‑‒Instance  
Network

http://aws.amazon.com/jp/ec2/instance-‐‑‒types/

Full bisection 
bandwidth 

10Gbps



典型的Webアーキテクチャ(他のサービスとの組み合わせ)

東京リージョン

AZ-‐‑‒1a AZ-‐‑‒1c

EC2 EC2

RDSマスタ RDSスレーブ
⾃自動同期

ELB
(ロードバランサ)

Amazon  Route  53
(ドメイン名割り当て)

静的コンテンツ

S3

CloudFront
(コンテンツ配信)



Amazon  CloudFront

Elas3c	  Load	  
Balancing	  

Amazon	  CloudFront	  
www.mysite.com	  

	  
	  

Dynamic	  Content	  

Amazon	  EC2	  

Sta3c	  Content	  

Amazon	  S3	  

Your	  Users	  

ユーザはまず  CloudFront  へ
最低レイテンシへの誘導
TCP最適化
Persistent  Connections

q  設定が簡単でスピーディ
q  コミットメントなし
q  ⾼高いパフォーマンス、拡張性、可⽤用性、信頼性
q  AWSサービスとの連携性
q  グローバルなCDN



AWSで考える⾼高可⽤用化について
"   従来型の単⼀一障害点の冗⻑⾧長化も可能

§  クラスタウェアを⽤用いてRTO,RPOを最⼩小化することも

"   インスタンス再起動でActiveスタンバイの代替が可能
§  再起動時間＝ダウンタイム、その時間が許容できるかがポイント
§  シンプルな構成となるのでコスト削減も可能

"   Availability  Zone  を活⽤用することでデータセンターレベルの冗⻑⾧長化が可能

"   マルチリージョンを活⽤用することでリージョンでの冗⻑⾧長化が可能



最新サービス紹介

-‐‑‒  Bigdataサービス
-‐‑‒  モバイルサービス



最新サービス紹介

-‐‑‒  Bigdataサービス
-‐‑‒  モバイルサービス



AWS  のビッグデータ・プラットフォーム

収集 保存 解析   可視化 

Amazon 
Kinesis 

Stream Processing 

Amazon S3 

Cloud Storage 

Amazon DynamoDB 

NoSQL 
Amazon 

EMR 

Batch Processing 

Amazon 
Redshift 

Data Warehouse 

Amazon EC2

BI Tools 

Amazon RDS 

RDBMS 

AWS Data Pipeline 

Data Flow 



Bigdataソリューションの分類

DynamoDB Redshift RDS EMR 

クエリー 
タイプ 

バッチタイプ 
（Map-Reduce) 

ストリーム 
タイプ 

Kinesis 

"   半構造化されたデータ
に対してデータ処理理を
数回実⾏行行 

"   事前処理理なしで実⾏行行 

"   半構造化データをスト
リームで処理理 

"   シンプルなデータ処理理 
"   他システムへのデータ転
送 

"   構造化されたデータに
対してクエリー処理理を
繰り返し実⾏行行可能 

"   ⼤大量量データに対するイ
ンデックス処理理を事前
⾏行行う 



Amazon  Redshift

•  Data  Warehouse  as  a  Service  –  分析⽤用に整理理された⼤大
量量の統合業務データの管理理サービス（フルマネージドサー
ビス）

•  拡張性：数百GB〜～数PBまで拡張可能
•  ⾼高速：カラムナ型、超並列列演算(MPP)
•  低額：インスタンスの従量量課⾦金金

（初期費⽤用、ライセンス費⽤用不不要）



最新サービス紹介

-‐‑‒  Bigdataサービス
-‐‑‒  モバイルサービス



AWSモバイルサービス

Amazon Cognito Amazon Mobile Analytics Amazon SNS Mobile Push 

Kinesis Connector DynamoDB Connector S3 Connector SQS Connector SES Connector 

AWS Global Infrastructure (10 Regions, Availability Zones, 51 Edge Locations) 
 

Core Building Block  
Services 

Mobile Optimized  
Connectors 

Mobile Optimized  
Services 

Your Mobile App, Game or Device App 
AWS Mobile SDK, API Endpoints, Management Console 

Compute Storage Networking Analytics Databases 

Integrated SDK 



AWS Mobile SDK 

Amazon Mobile  
Analytics 

Amazon Cognito  
(Sync) 

AWS Identity and  
Access Management 

Amazon Cognito 
(Identity Broker) 

Amazon S3 
Transfer Manager 

Amazon CloudFront 
(Device Detection) 

Amazon DynamoDB 
(Object Mapper) 

Amazon Kinesis 
(Recorder) 

Track  Retention
Amazon Mobile  
Analytics 

Amazon SNS  
Mobile Push 

Your 
Mobile 

App 

ユーザ認証

アクセスの認可

ユーザの⾏行行動分析

メディアの管理理

データの同期

メディアの配信

共有データの保存

データのリアルタイム解析

プッシュ通知の送信



Amazon  Cognito
“アプリのデータをセキュアに、オフラインでも参照可能な形で保存し、
かつ、デバイス間でSync可能に”

デバイスや
プラットフォームを
越えてデータをSync

⾮非同期に複数のデバイス・
プラットフォーム間でデー

タをSync

モバイルデバイスから  
AWSの各種サービスにアク

セス

セキュリティのベストプ
ラクティスを実践

IDとアクセス管理理を
シンプルに

IDプロバイダを越えて
ユーザのユニークなIDを

管理理

Guest



Amazon Mobile Analytics 

スケール
  無料料使⽤用枠

数百万のユーザーから、⼀一⽇日数
⼗十億のイベントまでスケール

「アプリ利利⽤用率率率データの収集、可視化や理理解を簡単に、しかも⼤大規模に実現」

重要なメトリックにフォーカ
ス。アプリからデータを受け
取ってから、60分以内にレ

ポート利利⽤用が可能。

速い データを所有

収集したデータは共有、集計
や再利利⽤用はしない





クラウドも、
アマゾンで。



AWSの最新技術動向、サービスのベストプラクティスを知ることができる
無料料クラウドカンファレンス 　全国4都市で開催

〜～申込受付中〜～



AWS  Black  Belt  Tech  Webinar
"   ⽔水曜⽇日18時から放送のWebセミナー
"   ソリューションアーキテクトが各サービスを徹底解説！ご質問も承ります！
"   お申込みはAWSのイベント・セミナーページから！
            http://aws.amazon.com/jp/event_̲schedule/

"   過去のセミナー資料料は『AWS  クラウドサービス活⽤用資料料集』へ
            http://aws.amazon.com/jp/aws-‐‑‒jp-‐‑‒introduction/



今後のセミナ―スケジュール

<AWSをご利利⽤用になるユーザー様向け>  
    9/30  17:00-‐‑‒18:30  はじめてのアマゾンウェブサービス(東京のみ)
10/24  17:00-‐‑‒18:30  はじめてのアマゾンウェブサービス(東京、オンライン)

<AWS活⽤用⽅方法を⽤用途別に理理解したい⽅方>
10/  3  17:30-‐‑‒18:30  初⼼心者向け  AWSで開発環境を構築しよう（オンライン）

＜新規でパートナー様向けプログラムのご検討＞
  9/30  15:20-‐‑‒17:00  パートナープログラムAPNのご紹介（東京）

<サポート切切れを迎えるWindowsServer2003の事例例>
10/  8  15:00-‐‑‒17:00  Windows2003セキュリティ対策とAWS移⾏行行事例例を紹介（東京）



今後のセミナ―スケジュール

□  以下のリンクをご確認ください！

パートナー様共催セミナー
http://amzn.to/1xtbpL8

AWS開催セミナー・イベント
http://amzn.to/1r9XTIN


