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こんな悩みがないでしょうか

オンプレ ユーザ クラウド ユーザ

● ハードウェアの故障対応や、FW のアップデート作業な
どに時間が取られてしまう

● SAP 基盤の障害が起きてから、安定稼働への要求が
強くピリピリしている

● DR / HA 構成を組みたいが、コストがかかるため踏み
切れない

● グローバル WAN などの構成が複雑すぎて管理し切
れていない

● オンプレ機器を買ってしまっているので、急な M＆A が
あっても柔軟に拡張できない

● データ活用の要望はあるが、対応できるエンジニアが
いない

● クラウド側のメンテが多い。メンテの度に VM を再起動
する必要がある

● よく止まる、なんだかんだ停止時間が多い。
● DR / HA 構成を組みたいが、リージョン間などの通信

速度が課題になっている
● リージョン間でのやりとりが多いが、設定が複雑になっ

ている
● VM にコミットをしてしまっているので、リソースの変更

ができない
● データ活用の要望はあるが、対応できるエンジニアが

いない
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今日は二つの観点をお話しします

可用性
セキュリティ
性能
インフラ柔軟性

データ活用
CI/CD
サーバレス

守りの IT 攻めの IT
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守りの IT を考える上で重要なポイント

セキュリティ安定性 / インフラ性能 コスト / 柔軟性

"守りの IT"観点では以下が重要となります。

1 兆円規模の企業が基幹システムを  3 時間止めると、
1 億円の損害が出ると言う試算



この領域は

どのクラウドも

同じだと思っていませんか



Proprietary + Confidential

"Best of Google"の詰まった Google Cloud

イノベーションとアジリティの文化

ユーザーファーストの製品・サービス

業界で磨かれたテクノロジー



安定性 / インフラ性能



Google Cloud 
Platform

Regions and PoPs

Current region 
with 3 zones

Future region 
with 3 zones

Edge point 
of presence

São Paulo

Oregon

Las Vegas

Salt Lake City

Los Angeles

Iowa*

Montréal

N. Virginia

S. Carolina

London

Netherlands

Belgium
Frankfurt

Warsaw

Finland

Zurich

Mumbai

Singapore

Jakarta

Taiwan
Hong Kong

Tokyo

Osaka

Seoul

Sydney

*Exception: region has 4 zones.

GCP 東京

a

b c



Google Cloud 
Platform

Regions, PoPs, and network

Network
Current region 
with 3 zones

Future region
with 3 zones

Edge point 
of presence



グローバルな VPC

1 つの VPC で複数 Region の通信

1 つのサブネットで複数 Zone の通信

よりシンプル、かつよりセキュアにネットワークを構成

「NW の特性上設計がシンプルになるため、
管理工数を削減できる」  
by フォスター電機様



ライブマイグレーションによるインス
タンス停止リスクの低減

プロアクティブな  HW メンテによる可用性担保

透過的メンテナンスにより、
ダウンタイム  ゼロ、SAP の再起動なし



6TB の VM も無停止で移行 Opening Keynote（Cloud Next '19）より



セキュリティ



1 Ponemon Institute Global Encryption Trends Study, 2017

100% 
の Google Cloud のお客

様はデータを暗号化して

います

59% 
の会社が企業全体の暗

号化の方針を定められて

いません1

Bring Your 
Own Keys

Encryption 
by Default

FULLY-AUTOMATED 
MANAGEMENT

MORE CUSTOMER 
CONTROL 

Manage
Keys

データは
デフォルトで
暗号化されます



Google Cloud
& privacy

You own your data, 
not Google

顧客データの所有はお客様自身にあ
り、グーグルは持たない。

We guard against insider 
access to your data

内部から顧客データへのアクセスを防ぎます。

Google never sells 
customer data to third 
parties

グーグルは顧客データを第三者に　提供す
ることは決してありません。

We never give any 
government entity "backdoor" 
access

政府機関と言えどもバックドアからのアクセスを決し
て許しません。

Google Cloud does not
use customer data
for advertising

グーグル・クラウドは広告に顧客データ
を使う事はありません。

Our privacy practices are 
audited against international 
standards

グーグルのプライバシー慣行は、国際標準に準じて
います。

All your data is 
encrypted at rest and 
in transit by default

全ての顧客データはデフォルトで安全に暗号化され、
転送と保存がされます。



コスト / 柔軟性



24%

18

継続利用割引 / 確定利用割引

コミットをしない場合 コミットをする場合

常時稼働の場合 

自動で 30%割引

最大で 57%割引

しかもリソース変更可

※条件や割引率はマシンタイプにより異なります
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攻めの IT を考える上で重要なポイント

ただの基盤更改で終わらせないために考えたいこと

「ERP データという宝の山を、どうビジネスに活用するか」

データを統合 データをフル活用
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データを一箇所に
集約

誰でも分析可能
コーディングレスでの  

ML と高度な分析
あらゆる場所に分

散したデータ

SoR
データ

Analytics 360

SoE
データ

部門別の基幹  DB,
部門別の  DWH

様々なデータを一元的に分析

様々なデータを一箇所に集約し、誰でも分析可能なプラットフォーム

BigQuery
Salesforce AccuWeather

SAP SAP ERP
SAP S/4 HANA など
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Google BigQuery 

Google Cloud Platform の
エンタープライズ  データウェアハウス

ギガ〜ペタバイト規模のストレージと  
SQL クエリ

暗号化、堅牢、高可用性

フルマネージド、サーバーレス環境で最

大限のスピードとスケールを実現

ストリーミングデータによる

インサイト

すぐに使える組み込み  ML 機能 

高速インメモリ  BI エンジンで

レポート作成と分析を高速化

Unique

Unique

Unique

Unique



SAP と BigQuery 連携の活用例

Home Depot: 
IT インフラの運用維持コストの削減に加え、
売り上げデータ / マーケティングデータなど様々なデータをビジネスに活用

● 複数データソースのデータの分析  / 可視化をBigQuery
で実現

● 2000億以上のレコードの分析を 1つのデータセットへの
クエリで実現

● 販売データと在庫データをほぼリアルタイムに分析
● 在庫切れによる販売ロスを防止



まとめ

Google Cloud の以下のような内容を説明しました。
● 守りの IT の観点

○ リージョン / ゾーン
○ VPC の考え方
○ ライブマイグレーション
○ デフォルト暗号化機能
○ データポリシー
○ 継続利用割引 / 確定利用割引

● 攻めの IT の観点
○ BigQuery
○ BigQuery * SAP 活用事例




