
- AWS移⾏の最適解 -

事例で学ぶ
3つのアプローチ
株式会社サーバーワークス
代表取締役 ⼤⽯ 良



• 1973年 新潟市⽣まれ
• コンピューターの購⼊は11歳 ／ SHARP X1
• 中2の時に初めてプログラムが書籍に掲載
• ⾼校⼊学記念にX68000を購⼊
• ⼤学⽣の時にパソコン通信開始。本格的にシェアウェアを販売
• 総合商社でインターネットサービスプロバイダー事業に携わる
• 2000年にECのASPを⽴ち上げるべく起業

おおいし

⼤⽯
クラウド の すけ

蔵⼈之助
株式会社サーバーワークス
代表取締役





⼤学向け合否案内サービス



昔の合格発表



今の合格発表



シェア
60%



ところが・・・



必要なコスト

課題

2⽉ 8⽉

必要なサーバー数

無駄



そこで、



2007年からAWSのテスト利⽤を開始



2008年
社内サーバー購⼊禁⽌令



2009年
AWS専業インテグレーターに転換

新規案件はAWSのみ



事例







サイトダウンの理由

被災者：
救急医療など、⽀援が受
けられる場所を探して

⾮被災者：
義援⾦の⽀払いやボラン

ティア活動など、⽀援でき
る⽅法を探して







EC2



義援⾦管理システム



２０台の、物理的に離れた
２つのデータセンターに設置

されたウェブサーバー １⽇に５００万通送信できる
メールサーバー

ロードバランサー

物理的に離れたデータセンター間で
リアルタイムに同期し、かつ１時間おきに

バックアップを取るデータベース

環境構築２時間
アプリ開発４８時間



3⽉14⽇ ⽇本⾚⼗字社様との打ち合わせ
3⽉15⽇ サイト復旧
3⽉17⽇ 義援⾦受付開始



事実
震災後の迅速な義援⾦の募集に⼀役買ったのは、



日赤のWebサイトをダウンから救う．

懲禦i鰯繧鷺乳剤i撚易化1翻、
これらは、ネットを介したITエンジニアの無慣協力で実現したことだ。　　　　．．／L』・．　．．’聾・：．噸鐸．

rrエンジニアの力は復興支援に大いに役立つ。今回の震災での事例を紹介す毒苛：li戸1　．払

　日本赤十字社（日赤）のWebサイ

トは震災発生後、アクセスが集中し

て閲覧できない状況に陥った。1日

当たり8000件程度だった閲覧数が

震災後には約50万件となり、Web

サーバーの処理が追いつかなくなっ

たためだ。

　ITサービスを提供するサーバー

ワークスの羽柴孝氏（営業部部長）

は日本赤十字社が困っていることを

3月14日朝に知り、すぐさま行動し

た。アマゾンデータサービスジャパ

ンやAmazonユーザー会の協力を得

て、コンテンツ配信サービス「Amaz㎝

CloudFmt」を用いた高速なボスティ

ング環境の無償提供を申し出た。日

本赤十字社の担当者は14日昼ころに

申し出を受け、16日未明にはWebサ

イト。正常。閲。。，。、，、講1。き。限，早、絹。構築。。、、

た。急場をしのげた日本赤十字社訓1．

杉山達哉氏（企画広報室広報担当ア

は、「困っている状況で1丁エンジニア

が手助けしてくれて、本当に助かっ

た」と話す。

徹夜をいとわず突貫作業で構築

　この件をきっかけに別の話も進ん

だ。日本赤十字社は義援金の受け付

け業務を基本的に手作業で行ってい

たが、大量に寄せられる義援金の申

し出に作業が追いつかない状況だっ

た。そこで日本赤十字社の担当者は、

羽柴氏に「ネット上で義援金を事前

登録できるようなシステムを作れな

いだろうか」と相談した。羽柴氏は

その場で経営層の承諾を得て、「で

　返答。ここからサーバーワークスのIT

　エンジニアによる急ピッチのシステ

　ム構築が行われる。

　　羽柴氏は14日午後に要件をヒアリ

　ングし、大まかな仕様を決めた。開

　発は、自宅作業可の指示が出ていた

　ことにも気付かず出社していた川口
…覇氏（開発・運用部エンジニア）が

　引き受けた。14日夜から徹夜で作業

　を続け、夜が明けるころ、複数サー

　バーで入力を受け付けてデータを保

　持する部分が完成した。「復興支援

　につながる緊急作業なのだから、で

　きる限りのことをやろうと思った」

　と川口氏は語る。

　　15日朝、開発作業に新国学氏（開

　発・運用部システムエンジニア）と

日本赤十宇社のホームページ

團日本赤＋字社の盤金事薩録システムを突賄築

人物写真は左からサーパーワークスの中嶋麻衣子氏、羽柴孝氏．川ロ樹氏、新坂学氏。右上は、高速なコンテンツ配信サービスの利用により、アクセス集中

時でも表示可能な日本赤十字社のホームページ。右下は義援金事前登録システムの入力フォーム
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　　　　　　　　　lTの現

復興の道しるべ璽

サイトで公開している分析レポート

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ツイート
国どこでどんな物資が求められているかを見える化

人物写真は左から野村総合研究所の福島健吾氏、堀宣男氏。右上はTwitterで発信されたツイートを分析してレポート出力した画面、右下はグラフ上のポイントを

クリックすると妻示される該当ツイート

中嶋麻衣子氏（営業部）の2人が加

わる。新坂氏はマイクロブログに「自

分も何かやりたい」とつぶやいてい　1

て、それを見た羽柴氏が支援を要請

し開発に加わった。川熟手と調整の

上、新訓氏は主に管理系の画面や機

能を作成した。交通機関の乱れが予

測されていたため早めに出社してい

た中嶋氏は、出社後に川口氏らの状

況を知って手伝いを申し出た。中嶋

氏は、システムテストなどを行った。

　徹夜明けの同門氏が15日夜に抜

け、羽柴氏を含む3人のチームによ

る開発作業が15日も夜通し続いた。

義援金事前登録システムが稼働した

のは16日午前11時。直前まで修正

作業に追われた新坂氏は、「チームが

一丸となって頑張った結果、よい朝

を迎えられた」と感じた。また、稼

働の直前テストを終えた中嶋氏は「入

社2年目の自分でも役に立てたこと

がうれしい」と思った（図A）。

’rW㎞erの分析システムを開発

　こうした、ITエンジニアによる復

興支援の例は他にも多数ある。

　今回の震災ではTwitterをはじめと

するソーシャルメディアが現地から

の情報発信や被災者の安否確認など

に幅広く使われた。貴重な情報源と

して活躍したが、逆に情報があふれ

ると、今どこで何が求められている

かが分かりにくくなる。

　そのことに気付いた野村総合研究

所（NRI）の堀宣男氏（ビジネスイン

チりジェンス事業部上級システムコ

ンサルタント）と福島健吾氏（同事

業部副主任データアナリスト）は、

業務で身に付けたテキストマイニン

グ技術が役立っと考えた。

　実際に、Twitterで発信された膨大

なツイートから支援要請などの情報

を拾い出し、どこでどんな物資が求

められているかを見える化するシス

テムを開発した（図B）。システムは3

月下旬に出来上がったが、同社のサ

イトで公開するとなるとセキュリティ

などの社内審査手順を踏む必要があ

る。堀氏は早期に審査が完了するよ

う関係者に働きかけた。「夜9時から

臨時の審査会を開催してもらうなど、

相当な無理を聞き入れてもらった」　…

（堀氏）。また、審査に通るまでの問

は文書としてダウンロード可能にし

た。両氏には、各種団体から役立っ

ているとの声が寄せられているとい

う。「Twitter上での反響も大きい。

残業時間がちょっと増えたけれども

取り組んでよかった」（福島氏）。

　　　　　　　　　ましも
　このほかにもNRIの真下竜実氏（IT

基盤インテグレーション事業本部主

席）が、支援物資の受け手が発する

メッセージを支援者である送り手に

届けるシステムを構築した。真下氏

は、「支援したものが誰に届いたの

か、それが役立ったのか、といった

被災地からのフィードバックがあれ

ば、支援活動が長続きする」と考え

たのだという。また、システムイン

テグレータであるユー・エス・イーの

平岡由美子氏（クラウドサービス事

業部クラウドサービス推進室）らの

チームは、被災地からの避難者を受

け入れる自治体のコミュニティーを

支援するために、セールスフォース・

ドットコムの協力を得て、ボランティ

ア活動計画の管理システムを構築し

て無償提供した。
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⽇本⾚⼗字社様事例
（⽇経SYSTEMS様 2011年6⽉号）



400社を超えるAWS導⼊実績 (2016年05⽉現在）



Authorizations and Awards
AWS Solution Provider (2011)
APN Advanced Consulting Partner (2012)
パートナーアワード (2013)
APN MSPコンピテンシー (2014), MSP Program (2015)
パートナーアワード 事例部⾨（2014）

プレミアコンサルティングパートナー（2015, 2016）



Remember the Keynote



クラウド ジャーニー：クラウド導⼊における共通パターン

①プロジェクト

②基盤

③移⾏

④最適化



今⽇の本題

①プロジェクト

②基盤

③移⾏

④最適化



1st Apporach
“Lift-and-Shift”



2013年



200台超の仮想サーバーを
わずか3ヶ⽉でAWSへ移⾏



2014年



グループ2,000台のサーバーをAWSへ統合



エンタープライズグレードのAWS移⾏では

本来歓迎されるべきマネージドサービスでも、運⽤⼿順などの変更を
伝播するためには合意形成、⼿順の作成などで時間がかかる
このため、まずはインフラ部分だけAS-ISでAWSへ移⾏する
アプローチが現実的

Lift-and-Shift



Lift-and-Shift がやりやすい、AWSの隠れたメリット

ネットワークが移⾏しやすい
VPCというSDN機能が充実
VPNや専⽤線接続も可能

仮想マシンが移⾏しやすい
AWS側でサポートされるOS範囲が広い（Windows 2003もサポート）
VMImport等、周辺ツールも充実

アプリケーションが移⾏しやすい
IaaS市場最⼤のクラウドサービスであることから、ほとんどのベンダーが
AWS上での稼働をライセンス上許可している（BYOLがやりやすい）



2nd Apporach
Desktop Anywhere



デスクトップも、アマゾンで。



WorkSpaces とは？

AWSが提供するDaaS（Desktop-as-a-Service）
画⾯転送型の
シンクライアントを実現



WorkSpaces（シンクライアント）のメリット

セキュリティ モバイル 運⽤

• サーバー側は
セキュリティに定評のある
AWSのインフラ

• 端末にデータが残らない

• Win, Mac, Android, 
iPadで利⽤可能

• インターネットに接続
できればどこでも利⽤可能

• Microsoft Officeが
プリインストールされた
環境を利⽤可能

• ⾃動バックアップ



WorksSpacesが、シンクライアントのデメリットを解消！

スモールスタート モバイルアクセス キャパシティプランニング

⾃分でSSL-VPNゲート
ウェイなどを設置する

必要有り

最初からビルトインさ
れたモバイルアクセス

通信経路は暗号化

慎重な計画・事前の
テストが不可⽋

場合によってはリソース追加

テストの必要なし
仮想デスクトップ毎に
スペックを選択可能

事実上不可能
コストメリットのため

には最低100台〜

1台から利⽤可能



「デスクトップからAWSへ移⾏」
というチャレンジ





Please welcome!

ヤマハ発動機株式会社
IT技術戦略グループ

原⼦ 拓 様



ヤマハ発動機様のWorkSpaces

1. どのような⽬的でWorkSpacesを始められたのでしょうか？
2. コスト・パフォーマンスはいかがでしょうか？
3. 障害やハードルなどはありましたでしょうか？またそれをどのよう

に乗り越えたのでしょうか？
4. サーバーワークスと移⾏を進めてみていかがでしたか？



WorkSpacesでネットワークの問題が解決！

WorkSpacesまでの回線は500kbpsで⼗分！
サーバーもクライアントもAWSに置けば、遅延が発⽣しない！



テレビ東京様のWorkSpaces事例

WorkSpacesまでの回線は500kbpsで⼗分！
サーバーもクライアントもAWSに置けば、遅延が発⽣しない！
テレビ東京様もビッグデータの解析基盤をWorkSpacesで展開

WorkSpaces

Redshift

Client



3rd Approach

All-in





Please welcome!

株式会社アデランス
情報システム部⻑
広瀬 拓⽣様



アデランス様 All-in Challenge

1. アデランスさんのクラウドへの取り組みを教えて下さい
2. AWSへのAll-inを決定された要因は？
3. 障害やハードルなどはありましたでしょうか？またそれをどのよう

に乗り越えたのでしょうか？
4. サーバーワークスとAWSへの移⾏を進めてみていかがでしたで

しょうか？



どのアプローチであっても
AWS移⾏を快適に進めるために

サーバーワークスが強化する
3つのこと



①移⾏サービスの拡⼤



「AWS移⾏サービス」の拡⼤

①仮想マシン移⾏
VMwareやHyper-V上の仮想
マシンについて、同期レプリ
ケーションによって停⽌時間
を最⼩限にしながらAWSへの
移⾏を⾏うソリューションを
今夏提供予定

②データ移⾏
エンドポイント（現在利⽤中
のデスクトップ）やサーバー
データを簡単にAWSへ移⾏・
バックアップを⾏うソリュー
ション Druva を提供開始

③セキュリティ移⾏
AWSを利⽤する上でのID管理
を厳格に⾏うためのSSOソ
リューション（OneLogin）
を提供開始

AWS/オンプレミスを統合し
てセキュリティ監視・SOC
サービスを提供する
AlertLogic社のソリューショ
ンをMBSD様との提携により
提供開始



②Cloud Automatorに
構成レビューの⾃動化機能を追加





Cloud Automator

AWSの運⽤を⾃動化

これまでの
AWSオペレーション

AWS運⽤担当者が
⼿動で対応

新しい
AWSオペレーション

CLOUD AUTOMATOR
で⾃動運⽤



Cloud Automatorで出来ること

仮想サーバーを、タイマーによって⾃動的に On/Off
EBSのバックアップ（スナップショット）取得を⾃動化
OpenSSLなどのパッチ当て作業を⾃動化



Cloud Automator in 2015



コストメリット試算（丸紅様の事例）

AWS利⽤料の約70%は、サーバー稼働時間
当社の統計より、AWS利⽤料の約70%が「サーバー（EC2インスタンス）稼働時間」となる
ことがわかっておりEC2稼働時間をいかにして抑えるかがAWSコスト抑制の⼤きなポイント
となります
Cloud Automatorを利⽤することで容易にサーバー稼働をスケジューリングすることができ、
⼤きなコスト削減が期待できます

想定スペック
・Largeインスタンス
・ディスク100GB
・300台稼働

1台あたり24時間稼動時の想定コスト
・50,000円

CLOUD AUTOMATORを利⽤し、1台
あたり16時間稼動時の想定コスト
・38,333円

により、
5年間で2.7億円
のコスト削減



パッチ当てを⾃動化

OpenSSLの更新作業など、⼀度に複数のサーバーに対して⾏うオペレーション
を⼀括実⾏
もちろんバックアップを取ってから実⾏できるため、ロールバックも容易

$	sudo yum	
update	
openssl



Cloud Automator 新機能 - 構成レビュー⾃動化New!



Cloud Automatorによって

ジョブ⾃動化：
・コストコントロール
・運⽤負荷の削減
・運⽤品質の向上

構成レビュー⾃動化：
・ポリシーコントロール
・ガバナンス向上
・セキュリティリスク軽減

Automation-as-a-Serviceによる
クラウド最適化



クラウド ジャーニー：クラウド導⼊における共通パターン

①プロジェクト

②基盤

③移⾏

④最適化

学んだ教訓
Automate,	then	Automate	more

GE	Global	Research,	 CTO	Eric	Tucker



③AWS活⽤を促進するためのサービス
“pieCe” を提供



pieCe

わずか
AWS利⽤料の
10%相当で
利⽤可能

AWSサポート



クラウド ジャーニー：クラウド導⼊における共通パターン

①プロジェクト

②基盤

③移⾏

④最適化

移⾏サービス



最後の１つは・・・？

①プロジェクト

②基盤

③移⾏

④最適化

？



Introducing

“Yambda” 



Serverworksʼ Yambda

y

設定ファイル

CloudFormation
テンプレート

AWS環境ドキュメント

AWS環境テストコード 設定ファイルをYambdaに投⼊
すると、①AWS環境を⾃動構築
するCFnテンプレート ②構築す
る環境について⼈が読めるよう
な形式にしたドキュメント ③環
境のテストコード が⾃動的に⽣
成される
このツールを80%以上のプロ
ジェクトで実戦投⼊しているた
め、ミスが少なく、素早いデリ
バリーが可能に



クラウド ジャーニー：旅のお供にサーバーワークス

①プロジェクト

②基盤

③移⾏

④最適化

移⾏サービス

Yambda



まとめ

・AWSへの移⾏は WHY から HOW へ。主要な課題はプロジェク
ト単位の導⼊是⾮よりも「どうやってAWSへ移⾏するか」に

・企業のAWSマイグレーションには “Lift-and-Shift” が王道だが、
「デスクトップ移⾏」「All-in」というアプローチも
⾃社の状況に合わせた戦略を選定することが重要

・クラウド移⾏にあたっては、単なる移⾏作業だけでなく、移⾏後
の最適化まで⾒据えた（pieCe, Cloud Automator等の）サービス
を上⼿に使い、AWSのメリットを最⼤化



If you want to go fast, go alone.
If you want to go far, go together. --African proverb

早く⾏きたければ、⼀⼈で⾏け。
遠くへ⾏きたければ、⼀緒に⾏け。



ありがとうございました
www.serverworks.co.jp


