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公共分野でAWSを活用する方法

• 既に公共分野で AWS をご利用の事例を中心に、
「公共分野でクラウドを使えるの？何か始めれ
ばいいの？どうやったら使えるの？ 」といった
公共分野のお客様の共通の疑問にお答えいたし
ます。
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• どうやったら使えるの？

• まとめ
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クラウドコンピューティングは
ニューノーマルに

新規のアプリケーションは
クラウドで構築する潮流に

既にあるアプリケーションの
移行はさらに加速

2006年3月
AWSサービス開始
それから10年

2011年3月2日
東京リージョン開設

それから5年



公共機関におけるAWS

5,700+
教育機関

2,400+
政府機関

19,000+
非営利組織



日本の公共機関においてもAWS導入が加速



「AWSパートナー事例大全集」掲載多数

• 三井情報株式会社 国立循環器病研究センター P24
• 株式会社クラウドテクノロジーズ 地域環境福祉事業協同組合 P44
• 株式会社ヘプタゴン 一般財団法人MAKOTO P68
• SunnyCloud（株式会社アイディーエス） 国際基督教大学 P94
• 富士ソフト株式会社 日本理学療法士協会 P104
• 株式会社神戸デジタルラボ 一般財団法人BERT P108
• 株式会社ハウインターナショナル 水巻町役場 P110
• アイレット株式会社 公益社団法人 日本サッカーリーグ P146
• キヤノンITソリューションズ株式会社 九州大学 P162
• JBCC株式会社 デジタルハリウッド株式会社 P192
• 株式会社FUSIC 九州大学 P210
• 株式会社TOKAIコミュニケーションズ 株式会社Z会 P212
• 株式会社日立製作所 株式会社日立インフォメーションアカデミー P214
• 日本電気株式会社／NECソリューションイノベータ株式会社 早稲田大学 P216
• 三井情報株式会社 神戸大学 P226
• 株式会社信興テクノミスト 東京大学 P228
• 株式会社信興テクノミスト 京都大学 P232
• 株式会社SUPINF NPO法人 ブリッジ・フォー・スマイル P234
• クラスメソッド株式会社 芽室町農業協同組合 P236
• 日本ユニシス株式会社 日本貿易振興機構 P250 （掲載順）



公共機関は何故AWSを使うのか？

1. 利用前の大きな資本費用から、低額の運転費用に

2. 自力では叶わない、より低いコストを達成

3. 変動するワークロードにも、定常的なワークロードにも、それぞれ最適
な支払いモデルを採用

4. 人件費・労務費の低減

5. 普通の値段で、超一級のセキュリティ機能が利用可能

6. わずかなコストで高可用性（HA）ワークロードをサポート、DRも可能

7. 俊敏性とイノベーションの速度：プログラム可能なインフラによりITに
革命

公共機関のお客様は、七つの大きな効果を経験しています



戦略やビジネスの変化に機敏に対応

戦略やビジネスの変化に機敏に対応できる
ことがAWSを選択する第一の理由に



公共機関ものんびりできません

旧世界：
インフラの増減は週単位
WEEKS

AWS：
インフラの増減は分単位
MINUTES

開発環境を新たに追加

本番環境を新たに追加

アメリカに環境を新たに追加

サーバ1000台追加

サーバ1000台削除

1PBのデータウェアハウス起動

1PBのデータウェアハウス停止

新たなレベルの
俊敏さにより

事業活動が変容
します
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計算機水槽による津波シミュレーション
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• 4月16日に熊本地震が発生。
• 翌17日、水道局から断水情報が発表されるが、情報

のメッシュが粗く生活に即した断水状況が把握でき
ないと感じた崇城大学 和泉先生が「水が出る・出
ないを地図に投稿できるサービスがあると役にたつ
かもしれない！」とTwitterでつぶやいたところ、
学生らがわずか2時間で原型を作成。

• 拡張性等を考慮し、AWS Elastic Beanstalkに載
せて4月17日深夜に公開。

• その後、スライダー等の機能を徐々に追加。



AWSはイノベーションの文化を生みます
実験を頻繁に、リスクなく失敗

オンプレミスでの動き

• 実験はなかなかできない

• 失敗は高価

• イノベーションは稀

• どんどん実験

• 低コストで素早く失敗

• イノベーションの増加



The Birds in the Cloud「雲の中の鳥」
NEXRADを利用したオクラホマ大学による鳥の研究
• Next Generation Weather Radar 

Network (NEXRAD) は、最新の気象
レーダーでテレビの天気予報などでも広
く使われています。

• ただ、このレーダーにできることは天候
を観測するだけではありません。

• 春と秋、NEXRADには渡り鳥の大きな
「雲」が観測されます。気象学者にとっ
ては頭痛の種ですが、鳥類学者には大き
なチャンスになりました。

• オクラホマ大学では、AWSパブリック
データセットで公開されているNEXRAD
の映像を渡り鳥の数や渡りの研究に使用
して成果を上げています。



444+

2011

82
159

2012

280

2013

516

2014

AWSのイノベーションの速度
AWSは、2006年のサービス開始以来:
2340以上の新サービスや機能をリリース
70以上のメジャーな新サービスを提供
50回以上の料金値下げ

2015 2016

722



クラウドが公共機関に重要な理由

• イノベーションへの道を開く 世界をより良い場所にする

クラウドは提供します：

• Disruptive innovation

• 俊敏さ

• 21世紀の機能性

• 新しいスキル

• コスト削減

クラウドは可能にします：

• 世界を変えるプロジェクト

• 経済発展

• 市民サービスと市民参加

• 研究と教育
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豊中市様「地図情報とよなか」

• 今回システムの更新が実現できたのは、クラウドサービスが低価格で利用できたことが大
きかった

• AWSは、複数のゾーンにバックアップが取られており、高い可用性に魅力
• 自治体にとって、国内にデータセンターがあるというのは大きなポイント
• セキュリティ対策は非常に重要。従来は、市役所にサーバーを設置し、増加する脅威への

対策が課題。AWSのセキュリティ対策に期待。

• 豊中市役所様より



AWSは公共機関のセキュリティ要件を満たします

重要なワークロードに求められる認証や
認定に準拠したサービス

AWS CloudTrail、AWS Config 
ガバナンスとコンプライアンスの
ためのAPIコールのロギングと、
構成管理

• 全てのユーザーの行動を
記録、評価、警告

• クラウド上のリソースの
過去と現在の構成を参照

MTCS



米国国防省のサイバーセキュリティ強化
ペタバイトのサイバーデータを取り込み、保管し、可視化する

堅牢でスケーラブルな枠組みBDP

RADMFにより、BDP環境を短時間でGovCloudに構築



セキュリティ、コンプライアンスでも規模の経済
全てのお客様にあまねく適用

厳しく精細な調査、市場をリードする機
能性、絶え間ない改善、世界トップレベ
ルのセキュリティチームが全てのお客様
のお役にたちます。

全員のシステムとアプリケーション

REQUIREMENTS REQUIREMENTS REQUIREMENTS

Amazon Web Services Security 
Infrastructure

一部のお客様の極めて厳しい要求

全ての皆様への高いスタンダードに



東芝メディカルシステムズ様

• 医療機関で撮影したエック ス線や、CT、
MRIなどの画像データを、東京リージョ
ンのAmazon S3に外部保存するサービ
スを始めています。

• AWSのクラウドサービスを検討するにあ
たり、「医療情報システムの安全管理に
関するガイドライン」、「医療情報を受
託する情報処理事業者向けガイドライ
ン」を順守できているのかを検証しなけ
ればいけませんでした。要求事項が200
項目ほどありましたが、医療データを格
納するにあたり、AWSのクラウドサービ
スに東芝の鍵管理技術、サービス運用体
制を組み合わせることで適切であると確
認することができました。



救急医療管制支援システム e-MATCH

• 医療機関の救急患者受け入れ体制をリアルタイムに把握する「管制
塔」システムを構築することで、救急車による搬送先選定をスムー
ズにし、「たらい回し」のない救急医療を支える仕組み
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公共機関でのご利用分野

1. ウェブ、モバイル、ソーシャル

2. 開発、テスト環境

3. エンタープライズアプリケーション

4. ディザスタ・リカバリー DR

5. ストレージとバックアップ

6. ビッグデータ、HPC

7. データセンター・マイグレーション
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西宮市様 「あぐりっこ西宮」

• 市内の野菜直売所情報を発信し、都市型農
業を広く知ってもらい地産地消につながる
ことをようとの想いから作成されたサイト
で、西宮市農政課が企画運営しています。

• 低コストであることと、高い可用性を求め
ていました。 そこでAWSを検討した結果、
万が一の際のリカバリーの容易さやバック
アップの仕組みの充実さ、そしてアクセス
増への対応の容易さなど非常に柔軟に対応
できることが決め手となり選択しました。

• 完全にroot権限を持ったサーバーが低コス
トで手に入りますし、ドメイン数の制限な
どもありません。何よりも構築の手間がか
からないのが便利です。



電気通信大学様
• 国立大学法人 電気通信大学は、卒業式、入学式の際のライブストリーミング配信において

Amazon CloudFrontを採用。想定外の大量アクセスにも問題なく対応が可能となっています。

• 年間に数回しか行わない企画に対してオンプレミス環境の増強を行う場合、利用しない分のコス
トも余計に発生します。AWSの利用により、こうした余剰サーバーの費用を削減できただけでな
く、ライブストリーミング配信を行うAdobe Flash Media Serverのライセンスも、利用時間分
だけの支払いとなりました。この結果、事前のテストも最小限のコストで行うことができたほか、
本番配信時のコストも最適化することが可能となりました。

• 実際の卒業式、入学式の際、Amazon 
CloudFrontを採用したことにより、
想定外の大量アクセスにも問題なく対
応できました。式典開始直後のアクセ
スのピークでも、ライブストリーミン
グのクオリティを損なう事なく、配信
を行うことができました。

• 電気通信大学 広報センター



早稲田大学様 at AWS Summit Tokyo 2016



 ２つのAZにWeb/APサー
バ、DB（RDS）、NAS用
途サーバをそれぞれ配置。

 Web/APサーバについては
ELBによりバランシング。

 スレーブ側のRDSが存在す
るAZ上のWeb/APサーバ
は基本的に待機させておき、
スレーブが稼動した際に、
運用で稼動させる。

 RDSについては、Zabbix
によりフェイルオーバーす
るよう構築。

 NAS用途サーバについては、
ClusterProで冗長化。

 インターネット接続とは別
に、学内とのデータ連携等
の接続に、VPN、Direct
Connectを活用してセキュ
アな通信を可能とした。

早稲田大学様 at AWS Summit Tokyo 2016



公共機関でのご利用分野

1. ウェブ、モバイル、ソーシャル

2. 開発、テスト環境

3. エンタープライズアプリケーション

4. ディザスタ・リカバリー DR

5. ストレージとバックアップ

6. ビッグデータ、HPC

7. データセンター・マイグレーション



東京証券取引所様

• 運用機能やサービス監視機能を実施するためのパッケージの検証環
境としてAWSのクラウドサービス利用を開始

• 運用機能の検証環境での利用頻度は多くはないが、利便性が求めら
れるため、クラウド環境の活用が適した状況

• コスト効率は圧倒的
– 物理的に資産を保有しないので、サーバのラッキングも不要であり、電気代もかからず、

財務管理上は、固定資産管理をしなくて済む点もメリット

• 初心者が行き詰る典型的なパター ンについてナレッジとして社内
に蓄積して次回利用時に活用するという点も有効
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広島大学様

• 広島大学様では、基幹系業務システム（SAP・
Works Applications）においてAWSを利用。

• ①クラウドサービスとしての利便性を高める仕
組みの提供、②クラウドサービスが提供するリ
ソースをオブジェクトとして利用できる利便性
を高く評価。

• クラウド利用についてのガイドラインを制定。

• 運用の自動化 により利用効果を最大化
– 運用タイムチャートに合わせたインスタンス数・

タイプでの利用
– 運用ルールの明確化とそのコード化

• Amazon S3のWEB配信機能を利用したWEB公
開による大きなコスト削減



広島大学 at AWS Summit Tokyo 2016
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信州大学様
Learning Management System

• 信州大学様では、LMS（Moodle)
の更新において、RASIS 
（Reliability Availability 
Serviceability Integrity 
Security）の全ての要素において、
クラウド運用が大学内データセン
ター運用よりも高く評価され、ク
ラウド移行が決定。

• 移行先として、必要なサービスを
柔軟な組み合わせ低コストで利用
できるという観点でAWSを選定。



静岡大学様
安否確認システム

http://www.avancesys.co.jp/cloud/anpic/

http://www.avancesys.co.jp/cloud/anpic/


静岡県様
統合基盤地理情報システム（GIS)

• 静岡県様では、2011年3月
のAWS東京リージョン開設
や東日本大震災を機に、
「統合基盤地理情報システ
ム」でのAWS導入が開始さ
れ、現在まで安定した運用
が行われています。

• 国内にてデータが確保され
ること、アクセスの急増に
対して柔軟に対応できる点
等を高く評価頂いています。
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東京大学空間情報科学研究センター様
「人の流れプロジェクト」

• 数十万人規模の動線データに関するデータセットを作成するにあたり，大
規模なデータ処理環境が一時的に必要となるため，データ処理の発生に応
じて，分散処理用に想定した必要数分のインスタンスをEC2に作成して利
用しています。処理前後のデータは直接EC2に作成したインスタンスと受
け渡しを行うこともあるが，データサイズが非常に大きい場合などは，S3
を経由して受け渡すこともあります。
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ノートルダム大学

• University of Notre Dame大学はイン
ディアナ州ノートルダムにあり、さまざ
まな研究分野の学部課程と大学院を有し
ています。同大学は、ウェブサイトおよ
びグローバルな学生/教職員認証ストア
をAWSに移行しました。今後3年間で
ワークロードの80%をAWSに移す計画
です。

• University of Notre Dameでは、AWS
への移行によって、年間の ITオペレー
ションコストをこれまでのところ40%節
約できたと報告しています。

• アメリカンフットボールの名門校である
University of Notre Dameでは、大きな
イベントの際にはこれまでの5倍以上の
Webトラフィックを処理できるようにな
りました。 The University of Notre Dame is a Catholic academic 

community of higher learning, animated from its origins 
by the Congregation of Holy Cross.

We are confident in saying 

that the AWS infrastructure 

has performed exactly as 

intended.
Sharif Nijim

Enterprise Application Architect, 
University of Notre Dame

”

“



全学のワークロードをAWSに移行



近畿大学様 –全学ワークロードをAWSに移行



近畿大学様 + LDAP Manager

• 近畿大学（大阪府東大阪市）は、エクス
ジェン・ネットワークス株式会社（東京
都千代田区）が提供するアカウント情報
（ID・パスワードなど）の統合管理シス
テム「LDAP Manager®」を、クラウド
サービス「アマゾン・ウェブ・サービス
（以下、AWS）」に移行しました。

• これまで、各キャンパスで個別に構築・
運用を行っていた同社のアカウント管理
システムをAWSのクラウド上に移行。全
キャンパス共通で学生・教職員のアカウ
ント約5万件を統合管理することにより、
運用・コスト・セキュリティ面のデメ
リットを解消しました。

近畿大学様ニュースリリースより



アジェンダ

• 公共分野でクラウドを使えるの？

• 何か始めればいいの？

• どうやったら使えるの？

• まとめ



“All-In” on AWSからの学び

• セキュリティの高さは証明
できます。例えば保管中も
通信中もデータを暗号化で
きます。ただし、最も強力
な抵抗は実は違う形で現れ
ます。それは人の心です。

• 早めに計画し、クラウドに
進むべきという直感を信じ
て、クラウドストーリーを
繰り返してください。

• 多くの人々と一緒にクラウ
ドの旅を続け、組織を変え
るには文化を変えることが
必要です。その技術が進む
べき道だと示すだけでは足
りません。チームの心をつ
かみ、大きく舵を切ること
が必要です。



組織を越えて共通するパターン

最適化

マイグレーション

基盤

プロジェクト

検証・実証実験
パイロットプロジェクト

ガイドライン・ポリシー策定
人材育成
既存業務の移行開始

既存業務の本格移行
新規業務の基盤

クラウドならでは



クラウド利用の三つの前提条件

• 総務省「教育ICTの新しいスタ
イル クラウド導入ガイド
ブック2016」

• クラウド導入ガイドブック
– クラウドの利用方法

• ICT環境構築のための調達ガイ
ドブック
– クラウドの調達方法

• 情報セキュリティに関する手
続きガイドブック
– クラウドのセキュリティ



AWSセキュリティ
AWSコンプライアンス

AWSご契約方式
AWSの課金体系

パートナー
エコシステム

AWSの
幅広いサービス

AWS Marketplace
パートナーエコシステム

AWS教育・研究支援
プログラム

ガイドライン
契約方法

クラウド利用の三つの前提条件

クラウドの
利用方法

クラウドの
調達方法

クラウドの
セキュリティ



クラウド調達の重要ポイント
直接購入とパートナー様経由

クラウドベンダーから直接購入
• 民間分野で利用されるサービスを前提と

した契約条件を使用する。作業費用を含
まない汎用品として購入する。

• 多くのクラウドベンダーでは、クラウド
サービスの利用を迅速に簡便に開始でき
るよう、オンラインでの「クリックス
ルー」による利用条件への同意を行える
ようにしています。クラウドベンダーと
の直接契約を選択し、単純にクリックス
ルーにより利用条件に同意して、電気ガ
ス水道のようなサービスとしてインフラ
ストラクチャの利用を開始する公共部門
の顧客もいらっしゃいます。

パートナー様から間接購入

• クラウドベンダーのパートナー様やクラ
ウド再販事業者から購入する、組織独自
の契約条件について交渉可能。

• 日本におけるほとんどの公共機関様事例
は、パートナー様経由間接購入



クラウド調達の重要ポイント
非マネージド型サービスとマネージド型サービス

“非マネージド型”クラウドサービス

• クラウドインフラストラクチャの購入と
管理型サービスの購入の差異を認識して
おくことも重要です。公共機関によるク
ラウドサービスの利用に際しては、機関
自身ではどれだけの役割を担い、どれだ
けを管理型サービスプロバイダーにアウ
トソースするのか検討しなければなりま
せん。

• “非マネージド型”クラウドサービスとは、
クラウドインフラストラクチャとプラッ
トフォームサービスのこと、クラウドベ
ンダーから汎用品型サービスとして購入。

“マネージド型”クラウドサービス

• “マネージド型”クラウドサービスとは、
顧客がクラウド上において顧客の業務を
設計、アーキテクト、構築、移行、運用
管理することを支援する企業やサービス。

• 日本におけるほとんどの公共機関様事例
では、パートナー様が「マネージドサー
ビス」を提供。



調達方式の確立はクラウドのアドバンテージ活用の鍵

• 既存契約の中で購入
– 新規契約を結ばず、既存契約の範囲内で利用

• ソリューション調達
– 調達するソリューションの一環としてクラウドを調達

– クラウドを利用することを明示

– 要件は「サービス」として記述する



IT Map – 伝統的IT

製品とサービス
CTO アプリケーション

デジタル製品, ブランド
ウェブサイト, モバイル
アプリケーション, 
POS, EC

E-mail, 生産性, 
コラボレーション
, 人事労務, 財務, 
ERP

バックオフィス システム
CIO 業務システム

デスクトップサポート, 
機器管理, テレフォニー
, ITサポート

エンドユーザーコンピューティング

IT Support

サーバー, ストレージ, ネッ
トワーキング, データベース
, データウェアハウス, デー
タセンター

インフラ/デリバリー
Infrastructure

情報セキュリティ
CISO

暗号化, 鍵管理, ID管理, ファ
イアウォール, IDS, DDoS



IT Map – 明日の「クラウドファースト」

製品とサービス

情報セキュリティ

業務システム
エンドユーザー

コンピューティング

Cloud Center of Excellence (CoE) +
DevOps



鯖江市「Data City Sabae」



クラウドで国民生活に貢献



アジェンダ

• 公共分野でクラウドを使えるの？

• 何か始めればいいの？

• どうやったら使えるの？

• まとめ



参考資料

• 政府・教育機関での AWS 国内導入事例
Powered by AWS クラウド
– https://aws.amazon.com/jp/solutions/case-

studies/government-education/

• 「AWSパートナー事例大全集」
– https://aws.amazon.com/jp/solutions/partner-

central/case-studies-guide/

https://aws.amazon.com/jp/solutions/case-studies/government-education/
https://aws.amazon.com/jp/solutions/partner-central/case-studies-guide/


Q&A



オンラインセミナー資料の配置場所

• AWS クラウドサービス活用資料集
– http://aws.amazon.com/jp/aws-jp-introduction/

• AWS Solutions Architect ブログ
– 最新の情報、セミナー中のQ&A等が掲載されています

– http://aws.typepad.com/sajp/

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


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の導入、お問い合わせのご相談

• AWSクラウド導入に関するご質問、お見積り、資料請
求をご希望のお客様は、以下のリンクよりお気軽にご相
談ください
https://aws.amazon.com/jp/contact-us/aws-sales/

※「AWS 問い合わせ」で検索してください

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


ご参加ありがとうございました。


