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免責事項

• 本資料は2021年6月10日時点の情報に基づき記載
された書籍のご紹介です。内容が変更されている
可能性もありますのでご了承ください。

• 本資料は可能な限り正確な内容を記述するよう努
めていますが、内容に関して保証するものではあ
りません。本資料の内容を実行・適用・運用した
ことで何が起きようとも、いかなる責任も負いま
せん。

• 最新、並びに正確な情報については各クラウドの
公式サイトをご確認頂けますようお願いします。
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突然ですが…

みなさん
パブリッククラウド
活用していますか?



では…

みなさん
複数パブリッククラウド
活用していますか?



“複数”の壁

✔ サービスは類似しており、ある程度の知識は活用可能

✔ しかし、パブリッククラウド間の細かい差異をおさえる必要
性は捨てきれない

✔ 使い始めのころは“未知の仕様”に悩まされつつ、徐々
に“ノウハウ”が蓄積されて使いこなせるようになった
体験はないでしょうか？

「となりのクラウド」を使いこなすには
"ノウハウ"がなく"未知の仕様"に悩まされるという壁を

乗り越えなくてはいけない（体験談）



クラウド探訪記?

✔ パブリッククラウドのサービスごとに「特徴
（特長）」や「違い」を知ることで、前述の壁
を乗り越える一助にして欲しい！

✔ パブリッククラウドごとに思想や特徴が異なり、
思いのほか違いを理解するのに苦労した著者一
同の経験にもとづき執筆

✔ 比較・解説という形にはなりますが、それぞれ

「良い・悪い」ではなく、各パブリッククラウ
ドの「特徴（特長）」を掴んでもらうことで、
正しく使いこなしてもらうことを目的とする

https://cloud-
quadrant.booth
.pm/items/309
4507

技術書展11(2021/7)に出展

https://cloud-quadrant.booth.pm/items/3094507


FAQ

Q1. 誰が書いてるの？



A1. 著者紹介

氏名 担当 プロフィール

石川知宏 全般 オンプレからパブクラへの変化を、肌で感じてきたアーキテクト兼エンジニア。新しい技術好きも講じて、気づけ

ばパブクラ遍歴も AWS → Azure → (少し)OCI → Google Cloud と、幅広くとりとめがなくなってき
た今日この頃。最近の関心事は、特にIaC(Terraform,Ansible) やCI/CD 周り。日々楽をするために邁進中。

新井雅也
@msy78

AWS 北国出身のアーキテクト兼エンジニア。最近はもっぱらAWS、コンテナ、IaC全般、Go 言語、Terraform、
Pulumiがメイン。金融領域を得意としており、AWSでPCIDSS に準拠したアーキテクチャ設計・構築実績もあり。

実はいろいろとAWS から認定されていたりします。2021 APN Ambassador / 2021 APN ALL AWS 

Certifications Engineer / 2020-2021 APN AWS Top Engineer

工藤匡浩 Azure インフラ領域が専門だが好き嫌いはあまりない。Azure 以外のクラウドを全く知らない状態から執筆開始し、素朴

な疑問を他担当にぶつけ続けて今日に至る。著者紹介に書く内容が無く困ったため、2021年6月時点のMicrosoft

認定資格のAzure 部分をすべて取得。

小島仁志 Google 

Cloud

珈琲と機械式時計をこよなく愛すアーキテクト兼エンジニア。エンジニア人生をAWS でスタートさせ、現在は
Google Cloud を中心にマルチクラウドの設計・運用をメインで担当。最近は複数クラウドで一貫した予防的 /発

見的統制を実現するしくみ作りに尽力中。Google Cloud Professional 認定資格を複数保持。

小畑知義 OCI アプリ開発→ミドル→インフラと徐々にレイヤを下げていって、パブリッククラウドに辿り着いたアーキテクト兼

エンジニア。OCI でパブリッククラウドのデビューを果たす。Oracle Cloud Infrastructure Architect 

Professional 資格を日本で初めて取得。



FAQ

Q2. どんな内容なの？



A2. 章構成紹介

章 題名 内容

第１章 はじめに 書籍の位置付け、構成について記載しています

第２章 アカウント クラウド利用にあたってリソースを配置するベースとなるアカウント・環境につい
て記載しています
Keyword: AWS アカウント、Azure AD テナント、Google Cloud プロジェクト、
OCI テナンシ、環境分離

第３章 リージョン＆ゾーン サービスのリソース配置先となるリージョンとゾーンについて記載しています
Keyword: 地域・場所、可用性設計

第４章 ネットワーク サービス間をつなぐネットワークについて記載します
Keyword: AWS VPC、Azure VNet、Google Cloud VPC、OCI VCN、サブネット、
ファイアウォール、ルーティング

第５章 コンピューティング アプリケーションを稼働させるコンピューティング環境について記載します
Keyword: 仮想マシン、コンテナ、サーバレス、ロードバランサ



FAQ

Q3. “概要編”なんですね?
続編は??



FAQ

回答は…最後に！



なお…

✔ イベントのアワードでファイナリストに選出（あとから知った…）
✔ “ニュースタンダート”と言ってもらえて、ちょっと嬉しい

技術書展 Youtube公式チャンネルより
https://www.youtube.com/channel/UCC0E4GrhFNgRCDt_aMXSmvQ



Today?

✔ 中身をすべてご説明するのは時間的にも難しいので、
より「特徴（特長）」や「違い」が感じ取りやすい下
記２トピックをご紹介します

✔ パブリッククラウド利用にあたって必ず通る道、かつ
違いが顕著に現れます

第２章：アカウント

第４章：ネットワーク
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アカウント?

パブリッククラウドの
「アカウント」と聞いて
何を思い浮かべますか？



アカウントといえば?

✔ どのクラウド使いかによって異なるはず
✔ 環境分離の際に使いこなすスキルも異なってくる

アビリティ 思い浮かべること スキル

AWS使い AWSアカウント AWS Organizations, AWS アカウント

Azure使い Azure ADアカウント Azure AD テナント, サブスクリプション, リソー
スグループ

Google Cloud使い Googleアカウント 組織, フォルダ, プロジェクト

OCI使い Oracle Cloudアカウント テナンシ, コンパートメント



アカウント編

AWS

Azure

Google Cloud

OCI



アカウント編（AWS）

環境分離
AWSアカウント単位がでリソースを完全分離す
ることが一般的。
その他、組織構造や目的別(検証用など)でも割り
当てることが多い。

特徴
OU(Organization Unit)で論理的にアカウントを束
ねる。OUにポリシーを適用することで配下すべ
てのAWSアカウントにルールを適用可能。

特徴
AWSアカウントがリソース管理の最小単位



アカウント編（Azure）

特徴

Azure Active Directoryにサブスクリプションが
紐づく。

環境分離
AAD分離、サブスクリプション分離、リソー
スグループ分離があり用途によって異なる。
・M365環境とは分けたい場合はAAD分離
・課金を楽に分けたい場合はサブスクリプション分離、等

特徴

Azureリソースに対する権限付与は、サブスク

リプション・リソースグループ・各リソース
に付けられる。権限分離や管理を考慮して付
与する。（何でもサブスクリプションに対して権限付与す
ると過剰になりがち）

←課金単位

←リソース
管理単位



アカウント編（Google Cloud）

特徴
プロジェクトがリソースを管理する最少単位
組織(Organization)→フォルダ→プロジェクトの階層
構造

環境分離
「XXXシステム用本番プロジェクト」など、システ
ム・環境単位(本番/開発)でプロジェクトを分割し、
同じ権限設計にするプロジェクトを1つのフォルダ
にまとめて管理する

特徴
Billingアカウントをプロジェクトに紐づけることで
課金情報を管理

開発Billingアカウント本番Billingアカウント



アカウント編（OCI）

特徴
テナンシ(=Oracle Cloudアカウント)が、契約時に払
い出されるリソース管理の空間
※AWSアカウントに近い概念

特徴
階層構造はテナンシ＞コンパートメント
※IAMユーザはテナンシ単位、権限制御やリソースの一覧表示
はコンパートメント単位

環境分離
１組織１テナンシでコンパートメント分割が推奨
※実態としては請求先・IAMユーザ・作業影響を完全に分離す
るためにテナンシを分割するケースもある



アカウント編（まとめ）

✔ 多少語弊はありますが、こんなイメージです

組織の単位 環境のグループ 環境の単位 請求の単位

AWS AWS 

Organizations

Organization Unit AWSアカウント 管理アカウント

Azure Azure AD

テナント
ー リソースグループ サブスクリプショ

ン

Google Cloud 組織 フォルダ プロジェクト 請求アカウント

OCI ー ー テナンシ
コンパートメント

テナンシ
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ネットワーク編

１．ネットワーク構成

２．アクセス制御



ネットワーク編

１．ネットワーク構成

２．アクセス制御



ネットワーク編

AWS

Azure

Google Cloud

OCI



ネットワーク編（AWS）

特徴
VPCはリージョナル、サブネットはAZ
のリソース。

特徴

マルチリージョン構成にしたい場合
はリージョンが異なるVPCを2つ作り
接続する。

インターネットと接続可能なサブネ
ットを単にパブリックサブネットと
呼ぶ。



ネットワーク編（Azure）

特徴

vNetはリージョナルのリソース
（サブネットはリソースではなくvNet内の設定）

特徴

マルチリージョン構成にしたい場
合はリージョンが異なるvNetを2つ
作り接続する



ネットワーク編（Google Cloud）

特徴
VPCはグローバル、サブネットはリー
ジョナルのリソース。
1つのVPCでマルチリージョン構成が
簡単に構築可能。

特徴

サブネットの切り方は「１リージョ
ンに１サブネット」が最もシンプル。
Private/Publicでサブネット分割はあま
り取らない。



ネットワーク編（OCI）

特徴
VCN/サブネットのどちらもリージョ
ナルのリソース。
※マルチリージョン構成にしたい場合はリ
ージョンが異なるVCNを2つ作り接続する

特徴
サブネット作成時点でPublic/Private
を指定する。
※Privateサブネット内にはPublic IPを持つイ
ンスタンスを作成できない



ネットワーク編

１．ネットワーク構成

２．アクセス制御



ネットワーク編（AWS）

特徴
通信制御はセキュリティグループ or 
NACL。通常、ステートフルなセキュリ
ティグループを利用することが多い。

特徴

・セキュリティグループはリソース、
NACLはサブネットに対して設定。

・セキュリティグループは明示的な
Denyが設定できないので、その場合は
NACLを利用する。



ネットワーク編（Azure）

特徴

通信のフィルタは
NetworkSecurityGroup(NSG)で実施。
(新規NSGはデフォルトでインターネット向けの
送信が許可であるため注意！)

特徴
サブネットとNICに設定が可能。

その他
ルーティングのNexthopはIPアドレ

スで指定。経路制御は柔軟に設定
が可能。（一方で意識した設計は必要）



ネットワーク編（Google Cloud）

特徴
通信制御はFWルールの1種類のみ。
FWルールを適用する目印（タグ）をリ

ソースに付与し、リソース単位での通
信制御を実現する。

特徴
デフォルトでOutbound通信の全Allow、
Inbound通信の全Denyの2つのルールが

存在。インターネット向けの通信を禁
止するには、デフォルトFWルールは削
除できないので、優先度の高いDenyル
ールで上書きする。



ネットワーク編（OCI）

特徴
記述はホワイトリスト形式のみ。
※他クラウドの様に、AllowとDenyを混ぜて優
先度で設定する事はできない(Default Deny思想)

特徴
通信制御はNSGとSLの2種類。

特徴
NSGはVNIC、SLはサブネットに設定。
※SLは従来の境界型FWのイメージで利用でき
るが、実態は「サブネット内のVNIC」に設定さ

れる点がポイント（サブネット内通信も明示的
に許可が必要）



さいごに



FAQ

Q3. “概要編”なんですね?
続編は??



FAQ

A3. 著者一同の
モチベーション次第…?!

みなさんからの叱咤激励&感想お待ちしています



https://cloud-quadrant.booth.pm/items/3094507

ご清聴ありがとうございました。

https://cloud-quadrant.booth.pm/items/3094507

