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企業概要

【商号】

ソニー銀行株式会社

【本店所在地】

東京都千代田区内幸町二丁目1番6号

【設立】

2001年4月2日

【開業】

2001年6月11日

【資本金】

310億円

【株主】

ソニーフィナンシャルホールディングス
株式会社 100%

2016年1月
日本円・米ドル・ユーロなど11通貨に対応する
Visaデビット付きキャッシュカード
「Sony Bank WALLET」の取り扱い開始

2017年8月
新規事業に挑戦する企業とそれに共感・応援したい個人
を結ぶ場として、投資型クラウドファンディングのプラットフォー
ム「Sony Bank GATE」の運営開始



自己紹介
システム管理部長 西林夏子

システム部門の以下業務分掌のイントラネット、基盤、運用を所管。

＜弊社システム部門の業務分掌＞

部署名 業務分掌

システム企画部
システム投資・経費管理、当局対応、監査対応、システムリスク管
理、情報セキュリティ管理

システム開発部 商品、サービス、業務に係るアプリケーションの開発・保守

システム管理部 イントラネット管理、システム基盤構築、システム運用管理





ITの基本コンセプト

従来 未来

基本方針 低コスト、高品質、短納期

調達 作る 使う

技術
独自技術
（開発ベンダー依存）

オープン技術

システム構成 密結合 疎結合



クラウド導入の目的

■ＩＴコストの最適化

■柔軟性・俊敏性の向上



クラウド導入の背景・経緯

2011年頃
パブリッククラウドに注目。国内外のサービスについて情報収集、調査を開始

2013年末
一般社内業務システム、銀行業務周辺系システムにおいてAWS（東京リージョン）を活用する方
針を決定、以降段階的に導入を拡大

2018年末
社内および銀行周辺系システムの移行完了

AWS以外にも、Salesforceなど幅広くクラウドを活用
今後も新商品・新サービス導入等でのクラウド活用を検討



本社等

ＡＷＳ活用範囲

一般社内業務システム、銀行業務周辺系システムにおいてＡＷＳ活用中

今後利用予定の
サービス

ファイルサーバ管理会計 リスク管理

顧客メール受信 DB監査

イメージファイリング ファイルサーバ

決裁ワークフロー

グループウェア 管理系

管理系 プロモーション

開発機

情報共有

開発機

IB/勘定系 各種周辺系 各種社内機 開発機

Direct Connect

本番アクセスルーム

災対環境

社内インターネット

東京リージョン

銀行業務系VPC 一般業務系VPC 開発系VPC
（開発環境）

構築系VPC
（構築・テスト）

社内利用
一般情報共有
VPC

大阪ローカルリージョン

災対環境VPC

データセンタA データセンタB データセンタC データセンタD



今後のＡＷＳ活用予定

■財務会計システム(総勘定元帳)でAWSを採用

■バックアップサイトとして大阪ローカルリー
ジョンを活用

⇒2019年秋以降、新「財務会計システム」が
AWS上で本番稼働予定



AWS導入の効果 –コスト削減と短期構築の実現

■オンプレ環境に比べ、インフラコストを40～60%程度削減

■インフラ調達・構築期間が半減

■個別案件・施策において、急きょ新規サーバが必要となった場合にも
柔軟に対応可能

■新たなシステム構成・方式の実機検証も低コストかつスピーディーに
対応可能



AWS導入の効果 –システム部門の意識の変化

■新しいシステムは、まずクラウドでの実現可否から検討着手。

■クラウドであるが、金融機関として守るべき箇所は実現可能。
やればできるし、できないものもない。

■資産を持たずに新しいことを実現するために、日頃から
様々なAWSのマネージドサービスを調査、検討する意識が根付いている。

■新しい技術に前向きに取り組む意識が高くなっている。





Amazon Workspaces導入事例紹介

■ソニー銀行のシンクライアント利用
・導入経緯
・導入目的
・導入後の課題

■Amazon Workspaces導入概要
・導入過程
・採用理由
・構成概要
・苦労した点



本社等

Amazon Workspaces利用範囲

一般社内業務システムにおいてWorkspaces利用を開始

今後利用予定の
サービス

ファイルサーバ管理会計 リスク管理

顧客メール受信 DB監査

イメージファイリング ファイルサーバ

決裁ワークフロー

グループウェア 管理系

管理系 プロモーション

開発機

情報共有

開発機

IB/勘定系 各種周辺系 各種社内機 開発機

Direct Connect

本番アクセスルーム

災対環境

社内インターネット

東京リージョン

銀行業務系VPC 一般業務系VPC 開発系VPC
（開発環境）

構築系VPC
（構築・テスト）

社内利用
一般情報共有
VPC

大阪ローカルリージョン

災対環境VPC

データセンタA データセンタB データセンタC データセンタD



ソニー銀行のシンクライアント利用

■導入経緯
2012年からシンクライアント利用開始。

WindowsXPの保守期限切れに伴うWindow7対応と合わせて実施。

• 2011年 シンクライアントの導入検討、社内のシンクライアント化を計画

• 2012年 一般社内業務環境の300台の展開

• 2013年 一般社内業務環境の全端末の約700台の移行完了

• 2015年 銀行業務環境、開発環境の端末約1,000台のシンクライアント移行完了

■導入目的

• セキュリティ強化（端末上にデータ保存がされない）

• 端末管理コストの削減（キッティング、レイアウト変更工数の削減）

• BCP対策強化（リモートアクセス）



ソニー銀行のシンクライアント利用

■導入後の課題

• １仮想端末あたりのパフォーマンスが劣化

• 利用アプリケーションの増加に伴うパフォーマンス劣化

• パッチ適用時にサービス停止を伴う場合があり、作業タイミングが制
限される

• リソース増強する場合の工数が膨大

• ハードウエア、ソフトウェア保守期限切れの検討、対応が必要

次期更改時は上記課題を解決するためにDaaSを採用したい！！



Amazon Workspaces導入

■導入までの過程

オンプレミス基盤のハードウェア、Windows7の保守期限切れに伴う対応
としてDaaS基盤の導入に着手したもの。

2017年 DaaS情報収集、ソリューション選定

2018年 8月 試行開始(50名) （サーバOS環境での試行を開始)

2018年12月 BYOL環境の構築開始

2019年 4月 移行完了(約700名分) 移行期間は約2ヶ月



Amazon Workspaces導入

■採用理由①マネージド型のDaaSであること

（初期）

• 導入時のハードウェア調達、構築費用、時間の低減

• ピーク時を想定したハードウェアのサイジングが不要

• 同一可用性を持つ基盤のオンプレ構築費の約6割のコスト

（リソース）

• 複数AZでの稼働による可用性向上（バックアップ環境を保有する場合コスト高）

• リソースの上限を気にする必要がない

• ハイスペックな仮想端末の柔軟な割り当ても可能

（運用）

• ハードウェア障害時の対応が不要

• ハードウェアの保守期限到来に伴うシステム更改は不要

• ハードウェア、ソフトウェアのメンテナンスが不要



Amazon Workspaces導入

■採用理由②既存環境との親和性

（システム）

• 端末から利用するシステム（ファイルサーバなど）がAWS上で既に稼働

• 既存ユーザーディレクトリとの連携が容易

（端末）

• 既存の環境で使用していたゼロクライアント端末が利用可能

（ネットワーク）

• DirectConnect敷設済みで帯域面での懸念もなかった

• Workspaces通信の閉域網接続が可能とできること



Amazon Workspaces基盤概要

オフィス データセンタ

クライアント

VPC

Availability Zone 1 Availability Zone 2

VPC

AWS Cloud

Subnet

バックアップ/Bundle

Directory 
Service

WorkSpaces

Subnet
Directory 
Service

WorkSpaces

PCoIP
Gateway



Amazon Workspaces基盤概要

オフィス データセンタ

クライアント

VPC

Availability Zone 1 Availability Zone 2

VPC

AWS Cloud

Subnet

バックアップ/Bundle

Directory 
Service

WorkSpaces

Subnet
Directory 
Service

WorkSpaces

PCoIP
Gateway

閉域網環境下での
利用を実現



苦労した点

■ネットワーク（シンクライアントの画面転送）
・通常の画面転送はインターネット
・Direct Connectを活用し、画面転送含めて閉域網利用とするために、
既存のDirectConnect経路を拡張し画面転送も閉域網経由とした。

・当時公開されていた情報だけでは読み取れないネットワーク設計箇所について、
AWS、ベンダー、検証を通して、閉域網でWorkspaces接続が可能な状態とした。

・さらに帯域を考慮し必要なサービスのみPublic接続とするための接続制御に苦労した。

■仮想端末の展開
・BYOL環境は専用環境での利用となるが、仮想端末作成時キャパシティを越えた展開となり、
パフォーマンスが劣化する事象が発生。
・Enterpriseサポートの活用により早急に弊社のニーズに合わせたリソース増強が行われ、パ
フォーマンスが改善された。



今後の予定

■銀行業務系においても、DaaSを活用した端末更改を計画中。



今後の改善要望

■クライアント単位の性能監視機能の拡充

■仮想デスクトッププールの作成

■東京リージョンのコスト

■AWS大阪ローカルリージョンへのサービス提供



Thank you!


