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初心者向けWebinarへようこそ！

• 参加者は、自動的にミュートになっています
• 質問を投げることができます！

– できるだけ回答させて頂きます
– 書き込んだ質問は、主催者にしか見えません

• Twitterのハッシュタグは#jawsugでどうぞ
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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ソリューション
カットの技術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/
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Introduction

• 今回のAWS初心者向けWebinarでは、AWS上に仮想
サーバーを作成し、Webサーバーとして設定します。

• 講師による概要説明、ハンズオン ステップの解説とQ&A、
さらにAWS自主学習用のオンライン演習環境を使って実際に
AWSのサービスを体感していただきます。

• 演習の際に、本日Eメールでお送りしたトークンコードを使
用します（講師の指示があるまで使用しないでください）。
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Agenda

• 概要
– AWS アカウントとマネジメント
コンソール

– Amazon EC2 とは
– Amazon EC2 へのログイン

• 演習操作
– セルフペースラボを使ってみま
しょう

– Amazon EC2 インスタンスの
起動とログイン

– Webサーバーの構築

• （参考）
AWS アカウントの確認と
利用の際の注意事項
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今回ご紹介するサービス

モバイルサービス
Mobile Analytics, Cognito, SNS

お客様のアプリケーション

コンテンツ配信
CloudFront

ネットワーク
VPC, Route 53, Direct Connect

認証とログ
IAM, Cloud Trail,

Cloud HSM,
Config

モニタリング
Cloud Watch,

Trusted 
Advisor

デプロイと自動化
Elastic Beanstalk,
Cloud Formation,

OpsWorks

管理インター
フェイス

Management
Console, CLI

ライブラリ & SDKs
Java, PHP, 
.NET, 

Python, Ruby

グローバルインフラ
リージョン、アベイラビリティゾーン、エッジロケーションAZRegion

コンピュート処理
EC2, Auto Scaling, Elastic 
Load Balancing, Lambda

エンタープライズアプリケーション
WorkSpaces, WorkDocs, WorkMail

ストレージ
EBS, S3, Glacier, Storage 

Gateway

データベース
RDS, DynamoDB, 

Redshift, ElastiCache

分析
Elastic MapReduce, 

Kinesis, Data Pipeline

アプリケーションサービス
AppStream, Cloud Search, 

SWF, SQS, SES, Elastic 
Transcoder

ディレクトリ
Directory
Service

コード管理
CodeDeploy,
CodeCommit,
CodePipeline
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AWSアカウント

• AWSを利用するには、AWSアカウントが必要
– Webフォームから数分程度の登録で、即AWSを利用可能

<参考>
AWSアカウント作成の流れ http://aws.amazon.com/jp/register-flow/
AWSアカウント作成方法についての動画（日本語字幕付き）

http://aws.amazon.com/jp/getting-started/

http://aws.amazon.com/jp/register-flow/
http://aws.amazon.com/jp/getting-started/
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マネジメントコンソール

• ウェブベースのユーザーインターフェース
– シンプルで直感的に操作できる
– AWSサービスのラウンチから設定変更、監視、AWSアカウントの
管理や課金の確認など幅広い管理作業ができる

• Webブラウザのほか、モバイルアプリも利用できる
– インターネットが接続あれば、どこからでもすばやく管理
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Amazon Elastic Compute Cloud（EC2）とは ~概要~

• AWSの仮想サーバ
– 必要な時に必要な台数を数分で調達できる

• 初期費用無し、1時間ごとの従量課金
• 用途に合わせたEC2を利用できる

– インスタンスタイプ：CPUパワー、コア数、メモリ容量
– OSテンプレート：Linux, Windows 等OSのほか、様々なアプリケーションと
ツールが含まれたものも選択可能

• ミドルウェアやソフトウェアを自由に利用可能

10
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Amazon EC2とは ~柔軟性 ：必要な時に必要なだけ~

• 必要な時に必要なだけ利用
– 素早いインスタンス起動
– 不要になったらターミネート
– 従量課金 – 使った分だけ

• Auto Scaling
– インスタンス増減の自動化
– 負荷状況や時間により増減
– トラフィックに応じた調整
– コスト削減
– メンテナンスが容易

自動で
インスタンス
を増減Auto Scaling

EC2

伸縮自在
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Amazon EC2とは ~可用性 その 1：AMI~

• AMI（Amazon Machine Image) の利用
– AMIはインスタンス起動に必要なOSイメージ
– さまざまな種類のAMIがAWSのほか多数の
リリース元から提供されている

• EC2インスタンスのひな型として
– カスタムAMIを作成

AMI
起動

EC2

必要に応じて
カスタマイズ
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Amazon EC2とは ~可用性 その2：アベイラビリティ
ゾーン~
• AWS のグローバルインフラストラクチャ

– 世界9ヶ所 (+2)のリージョン (拠点)
– 各リージョンには2ヶ所以上の
アベイラビリティーゾーン (AZ)

• AZとは
– データセンター群のこと
– 電源、ネットワーク、地理的に
独立

• 冗長構成
– 2箇所以上のAZにEC2を配置
– 可用性の向上 AZ AZ

複数AZの利用による
可用性向上

EC2 EC2
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Amazon EC2とは ~可用性 その3：ELB、AutoScaling~

• Elastic Load Balancing（ELB）
– トラフィックを複数のEC2に分散
– 正常に稼働しているEC2のみに分散
– 処理容量を自動的に縮小/拡大

• Auto Scaling
– EC2インスタンス数の維持

• EC2インスタンスの障害時
• EC2インスタンスを
ストップ、ターミネートしたとき

ELB

Auto Scaling

負荷分散

自動スケール
/ 容量維持

EC2

EC2
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Amazon EC2とは ~コスト~
• 用途に合わせたインスタンスタイプが選択可能
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http://aws.amazon.com/jp/ec2/instance-types/

vCPU

ストレージ最適化

メモリ最適化

汎用

小規模向け

コンピューティング
最適化

GPU

http://aws.amazon.com/jp/ec2/instance-types/
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Amazon EC2インスタンスへのログイン

AWS cloud

ターミナル リモートデスクトップ Amazon EC2

マシンイメージ
(Amazon AMI)
から起動

仮想外部ディスク
（Amazon EBS)

仮想サーバー リモート管理

ログイン

マネジメントコンソールコマンドライン
/SDK

管理者

Amazon Linux, 
Windows Server,

Red Hat, Ubuntu…

AWS サービス管理

API
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Agenda

• 概要
– AWS アカウントとマネジメント
コンソール

– Amazon EC2 とは
– Amazon EC2 へのログイン

• 演習操作
– セルフペースラボを使ってみま
しょう

– Amazon EC2 インスタンスの
起動とログイン

– Webサーバーの構築

• （参考）
AWS アカウントの確認と
利用の際の注意事項
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セルフペースラボを使ってみましょう

• 練習環境内でテクノロジーを使用し、実際的な経験を深める
• 新しい製品を理解し、体験する
• 短期間のみの利用ができる実習環境で、新しい技術を習得する

各分野の専門家が設計したセルフペースラボを、インストラクションに従い
作業することで、AWS のテクノロジーを自信を持って使えるようになります

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

いつでも、どこからでも学習できます
アクセスはこちら http://run.qwiklab.com/?locale=ja

http://aws.amazon.com/jp/training/self-paced-labs
https://run.qwiklab.com/?locale=ja
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1. セルフペースラボサイトにログイン

画面右上の [Sign in]
をクリック

※言語切り替えにより、
日本語メニューも表示可能クリック

http://run.qwiklab.com ※ブラウザはGoogle Chromeまたは Mozilla Firefox使用推奨

http://run.qwiklab.com/
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2. (オプション) 言語設定を日本語に変更
※日本語版の手順書を見るには、言語設定の変更を行ってください

1. 画面右上の
[MY ACCOUNT]を
クリック

2. [Edit User]で、
[Language]を

Japanese に変更し、
[Current Password]
にパスワードを入力

3. [Update Profile]
をクリック

1. クリック

2. 言語をJapanese
に変更

3. 現在のパスワードを
入力し、プロファイルを

更新
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3. ラボを検索
1. 検索ボックスに

EC2と入力して
検索

1. 「EC2」を検索
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4. ラボを選択 その1
1. EC2 でラボを検索
2. 結果の一覧から、
「Creating Amazon EC2
Instances (for Linux)(日
本語版)」を選択
3. 手順書が表示されたら、
画面上の[開始]を
クリック

2. いずれかを選択

1. ラボを検索

2. 選択してクリック

3. 手順書の画面で
[開始]
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5. ラボを選択 その2

ラボ概要や、時間
などが表示されます
時間：所要時間の目安
アクセス時間：
ラボ環境にアクセス
可能な時間
セットアップ時間：
ラボ環境の作成に
必要な時間

1. ラボタイトルの横
の[選択]をクリック

1. クリック
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6. 手順書とコマンドライン用テキストの確認

ラボを実施する
ための手順書が表示
されます

タブをクリックする
と、コマンドライン
用テキストが表示さ
れます。
（コマンドをコピー
アンド ペーストする用
のテキストファイルで
す）ラボの手順書

コマンドライン用
テキストの表示
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7. ラボを開始 その1
実際に演習作業を開
始します。

1. [ラボを開始]を
クリック

1. クリック



26

8. ラボを開始 その2
選択したラボは有償
のラボのため、開始
方法を選択します。

1. Eメールでお送り
したアクセスコード
を入力します

1. コードを入力
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9. ラボの接続情報の確認

ラボの手順書

接続コンソールに、ラ
ボの作業をするのに必
要な情報が表示されて
います。

AWSマネジメントコ
ンソール：マネジメン
トコンソールの
サインイン情報

EC2キーペア：EC2
起動とログインに
必要なキー情報
（後述）

マネジメントコン
ソールのサインイン

情報

EC2 キーペア情報
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10. マネジメントコンソールを開く その1

ラボの手順書

接続コンソールからマ
ネジメントコンソール
を開きます。
※このWebページは
閉じないでください。

1. パスワードを
コピー

2. [コンソールを
開く] をクリック1. コピー

2. クリック
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11. マネジメントコンソールを開く その2

新しいWebブラウザ
ページが開きます。

1. 以下の情報を入力
して [サインイン]
をクリック
ユーザー名：

awsstudent
パスワード：貼付け
（前のステップで
コピーしています）

1. 必要情報を入力

2. クリック
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12. マネジメントコンソールの言語設定

マネジメントコンソー
ルは表示言語の変更が
できます。

1. 画面下にある言語
名をクリックし、
一覧から使用した
い言語を選択

※手順書は英語のメニュー
で書かれています

1. クリック
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これから行う演習の手順

ターミナル

マシン
イメージ

マネジメントコンソールEC2起動

ログイン
Webサーバー

構成

EC2起動ウィザード

管理者

管理者

インスタンス
タイプ

セキュリティ
グループ

キーペア

インスタンス
起動

EC2

ログイン

Webサーバー設定
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これから行う演習の手順 ~補足 : 用語について~

• EC2インスタンスを起動してログインするには、以下の項目の確認が必要です
– Security Group

• インスタンスに対する仮想ファイアウォール
• Security Groupルールで許可していないトラフィックはすべてドロップ

– キーペア
• インスタンスログインに使用する公開鍵と秘密鍵のペア
• インスタンス起動時にキーペアを指定

– 公開鍵：EC2インスタンスに埋め込み
– 秘密鍵：作成時にダウンロードされ、手元で保管 (<キーペア名> .pem/.ppk)

– インスタンスのIPアドレスまたはパブリックDNS名
• パブリックネットワークに作成したインスタンスには、
パブリックIPアドレスとDNS名が割り当てることも可能
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13. ラボの手順に従って操作
ラボの手順書のステップに従い、

マネジメントコンソールを操作します

ラボの手順書

AWSマネジメントコンソール
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14. PuTTYダウンロード

• PuTTYは以下の場所からダウンロード
できます

http://the.earth.li/~sgtatham/putty
/latest/x86/putty.exe

SSHでEC2に接続する
ため、PuTTYのダウ
ンロードを行います。

※手順は手順書内にもあり
ます
※TeraTarmやターミナルな
どの手持ちのアプリケー
ションを使っても構いませ
ん

http://the.earth.li/%7Esgtatham/putty/latest/x86/putty.exe
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やってみましょう
Amazon EC2 インスタンスの

作成 (Linux)

※講師もデモ操作を行います
参考にしてください

※講師より先に進んでも構いません
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15. ラボの終了

1.ラボが終了したら、
マネジメントコン
ソールを閉じます。

2. [終了] ボタンを
クリックします。

※続いてラボを実施す
る場合は、トップペー
ジに戻り、次のラボを
選択します。

2. クリック

1. マネジメント
コンソールを閉じる
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AWSアカウントの作成

• AWSアカウントをお持ちでない方は、作成が必要です
– AWSアカウント作成の流れ

http://aws.amazon.com/jp/register-flow/

– AWSアカウント作成方法についての動画（日本語字幕付き）
http://aws.amazon.com/jp/getting-started/

今ならAWSアカウントを作成された方に
12ヶ月間の無料利用枠に加え、
キャンペーン応募で25ドル分の
クーポンをプレゼント！ ～6/30/2015まで

http://aws.amazon.com/jp/register-flow/
http://aws.amazon.com/jp/getting-started/
http://aws.amazon.com/jp/free/
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AWSアカウントを使ったログイン
1. AWSのTopページへアクセス http://aws.amazon.com/jp/

2. 登録したメールアドレス、
パスワードでログイン

1. AWSトップページで
[コンソールへサインイン]
をクリック

2. 登録メールアドレス、
パスワードでログイン

http://aws.amazon.com/jp/
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課金とサポートについて ~課金~

• 使った分だけの従量課金

詳しくはこちらをご覧ください
http://aws.amazon.com/jp/how-to-understand-pricing/

Amazon EC2 $ 0.020/時間
(インスタンスタイプ、購入オプション等により異なる)

Amazon S3 $ 0.033/GB/月
(リージョン、ストレージタイプ等により異なる)

Amazon S3 $ 0.140/GB
(上りは無料。リージョン、月の総利用量等により異なる)

サーバー：起動した時間分だけ

ストレージ：ストレージ容量分だけ

データ転送 ：データ量分だけ
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課金とサポートについて ~課金~

• 選べる支払い方法
– AWSアカウントごと、または一括請求
– 支払い通貨
– 決済方法

• 課金の確認
– マネジメント
コンソール

– アラート
– 簡易見積もりツール

http://calculator.s3.amazonaws.com/calc5.html?lng=ja_JP
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課金とサポートについて ~サポート~

• 月払い、長期契約不要



43

課金情報の確認
1. 画面右上のユーザー名をクリックし、

[Billing & Cost Management]をクリック

クリック
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課金情報の確認
課金情報が表示されます。 ※画面に表示されている金額は、架空のものです。
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課金情報の確認

課金情報へのアクセス権限がない場合、拒否されることがあります。

課金情報へのアクセスは制限可能です。
表示されない場合はAWSアカウントの管理者にお問い合わせください。
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参照リンク
• AWSアカウント作成の流れ

– http://aws.amazon.com/jp/register-flow/

• AWSクラウド活用資料集

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

• 国内のお客様のAWS活用事例

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

• EC2製品ページ

– http://aws.amazon.com/jp/ec2/

• EC2ドキュメント

– Linux 用ユーザーガイド
http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/AWSEC2/latest/UserGuide/concepts.html

– Microsoft Windows 用ユーザーガイド
http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/AWSEC2/latest/WindowsGuide/concepts.html

http://aws.amazon.com/jp/register-flow/
http://aws.amazon.com/jp/aws-jp-introduction/
http://aws.amazon.com/jp/solutions/case-studies-jp/
http://aws.amazon.com/jp/ec2/
http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/AWSEC2/latest/UserGuide/concepts.html
http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/AWSEC2/latest/WindowsGuide/concepts.html
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詳しくは、http://aws.amazon.com/training をご覧ください

メリット
• AWS について実習や実践練習を通じ
て学習できる

• AWS を熟知したエキスパートから直
接 AWS の機能について学び、疑問の
答えを得られる

• 自信をもって IT ソリューションに関
する決定を下せるようになる

提供方法

e ラーニングや動画

セルフペースラボ

クラスルーム
トレーニング

AWSトレーニングでは様々な学習方法をご提供しています

http://aws.amazon.com/training
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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
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AWS初心者向けWebinar

• AWSをこれからご使用になる技術者向け、ソリューションカット
※いずれも18時~19時15分の時間帯です！

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

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