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カトーレック株式会社 

 情報システム部 

稲村滋己 

Windows社内基幹システムをまるごとAWSに！ 

 
～データセンター移行とWindows Server 2012の 
  同時移行を決断した事例と勘所について～ 
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1.カトーレック株式会社のご紹介 
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会社概要       
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社名  カトーレック株式会社 
  
創業／設立 1961年11月2日／1967年4月1日 
 
代表取締役社長 加藤英輔 
 
事業内容 ロジスティクス（倉庫・輸送・宅配・３ＰＬ）、 
 ＥＭＳ（電子機器の製造受託サービス) 
          
資本金  ￥76,000,000  
 
売上高                  778億円 （グループ合計・2014年3月期）  
 
従業員数  1,750名  （グループ全体6,540名） 2014年3月31日現在 



Copyright 2015 Katolec Corporation 4 

沿革 

【1961年】京阪神・四国間の貸切輸送開始 
             現「カトーレック」創業 

【1978年】宅配オンライン配送管理システム稼働 

【2012年】 
   データセンター移設 

【2011年】 
 ホストから分散系システムへ 

【1980年】エレクトロニクス事業参入 

【1877年】 
高松・大阪にて 

回漕業創業 

東京本社ビル竣工（美術品専用倉庫併設)【1993年】 

美術輸送業務を開始 【1982年】   

「カトーレック株式会社」に社名変更【1992年】 

【1993年】インドネシア工場設立 

【1992年】オープン系システム導入 

【2012年】広州工場設立 タイ物流拠点設立【2011年】 

香港物流拠点設立【2013年】 

 【1928年】「株式会社加藤海運商会」に改組 

大手百貨店向け宅配開始【1963年】 

「財団法人四国民家博物館」設立【1976年】   
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事業領域 
全国40以上の物流拠点と約1000台の車両、26カ所の倉庫を連携させた
物流ネットワークで、資材調達から製品物流まで、トータル物流をご提案。
幹線輸送、工場間輸送、保管、物流加工、納品先への配送と、あらゆるご
要望にお応えします。海外では、タイと香港でサービスを提供しています。 

美術品の輸送、現地集荷、梱包、展示、保管、所蔵先への返却、通関手
続や保険業務まであらゆるサービスを提供。ICEFATに加盟し海外とも緊
密に連係しています。万全のセキュリティーと管理を誇る美術品専用倉庫
は、写真撮影などの多様なサービスが可能です。 

日本国内とアジア・中国・北米の１０カ所の生産拠点で民生及び車載用電
子機器を、受託生産しています。設計から部品調達、さらに完成品の組立
まで本格的なEMS企業として一貫したサービスを提供しています。 
現在メキシコ第二工場をグアナファト州に建設中です。  

1976年に四国民家博物館を開設。50,000m2の敷地に四国各地から江戸
～大正期の古民家を移築復原し展示しています。2002年には安藤忠雄氏
設計「四国村ギャラリー」を新設、絵画や彫刻、オリエントの美術品などを
蒐集展示しています。 

文化事業 
Culture 
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ロジスティクス事業 

国内物流拠点 
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エレクトロニクス事業 

生産拠点：  
  インドネシア/タイ /フィリピン  
  ベトナム /マレーシア/メキシコ 
  中国（蘇州・広州）/髙松/松山 

調達拠点： 
  マレーシア/香港/髙松 

    海外8拠点と国内２拠点のメリットを活かした最適地生産で、設計・調達・基板 
    実装・完成品組立までの一貫したグローバルＥＭＳサービスを提供しています。 
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2.クラウド移行の背景 
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 2011年3月東日本大震災、同年10月タイの水害発生 
→国内倉庫の被災やタイ工場水没の実害発生 

 分散系システムへの移行が完了した国内業務システムは、 
自社内サーバルーム(高松)で稼働中 

 原発稼働状況が不透明で、来年夏の計画停電が否定できない 
→自社での自家発電導入は現実的ではないと判断 

 宅配システムは、24時間/365日稼働がサービスの前提 

 

 事業継続計画(BCP)の重要性が一段と高まっていた 

  ⇒データセンターへの移設を計画・実施 

 

 

 

2-1.BCPとしてのデータセンター移行 
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2-2.データセンター移設と想定ロードマップ 

2012年のスコープ 
 
 
 
 
 
 
 

・仮想化(クラウド化)は時期尚早と判断 
・データセンターのSLAが一部アンマッチ 
・運用/監視と社内/社外の分離が課題 

【Step0.5】 

基幹業務ﾃﾞｰﾀ 

の別拠点保管 

【Step1】 

機器移設 

（ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ） 

【Step2】 

遠隔地 

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ 

【Step3】 

ｿﾌﾄｳｪｱ 

仮想化 

【Step4】 

ﾊｰﾄﾞｳｪｱ 

仮想化 

2012年1月 2012年6月 
2012年8月 

～12月 
2014年ﾒﾄﾞ 2020年ﾒﾄﾞ 

次回ｻｰﾊﾞﾘﾌﾟﾚｰｽ 
時期を想定 

次々回ｻｰﾊﾞﾘﾌﾟﾚｰｽ 
時期を想定 

☆ Win2003サポート終了と 

  ハード老朽化対応 
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①「現行システム更新」による課題解決（含む技術習得） 
  …Win2003/ハード保守期限が到来する基幹系システム更改を中心に、最新技術の習得に努める 
 

②更改の順番 
  …周辺系システムから更改し、全店所移行が必要なＬＩＮＫＳを最終ターゲットとする 

 

③システム基盤選定の考え方 
  …最新ＩＴ技術（主にｸﾗｳﾄﾞ/ﾓﾊﾞｲﾙ）を極力利用し、資産を持たないサービス基盤を構築する 
        但し、オンプレを含む複数案を検討し、セキュリティ、コスト、将来性等から総合判断する 
 

④新規技術、最新バージョンの採用と代替可能性の確保 
  …原則最新バージョンを採用するが、評価の定まらない新規技術は見送ることもありうる（Win8等） 
        原則特定ベンダーに依存する技術は採用せず、他ベンダーで代替可能なものを採用する 
 

⑤更改システムの対象範囲の考え方 
  …海外拠点のシステムサポートも視野に入れ検討。但し、インフラ系は海外サポートを必須とする 

2-3. システムロードマップ作成時のポイント 
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3.事前準備とトライアル 
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3-1.システムのサービス化 
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 自社業務の競争力強化に直結しないシステム群 
→メール等は既にＳａａｓ利用中、更に対象範囲を拡大 

 データセンター(ハウジング)のSLAは一意に選択せざるを得ない 
→全てのシステムが、同一サービスレベルで稼働中 

 急速なＳａａｓの適用業務が拡大 
→iPhone5導入(2012/12)に併せて、MDMのＳａａｓ利用を開始 

 

◎インフラ系システムの更改は、原則、社外サービスを適用 
  併せて、社内ネットワークからの分離独立を実現 

  ⇒グループウエア、ファイル共有(2014/4)、TV/WEB会議(2014/7) 
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現状

The 
Internet

KDDI専用線 (20Mbps)

IP-VPN網

「Ｂフレッツ」 or

「フレッツADSL」

ＤｏＤ網

(0.5～20Mbps)

取引先＆電話ＰＯＴ

社内サーバ 公開サーバ

公衆回線網

iDC

高松本社

BVP網

KDDI専用線

STNet専用線 (100Mbps)

DION

STCN

フレッツ網不通時の

ＩＳＤＮバックアップ

ＷＶＳ網

CP BL

3-2.ネットワークの見直し 
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 DC集約型のNW 

 IP-VPNの更改 

 老朽化したルータ 

 Ｓａａｓの利用増 
各事業所のPCはセキュア

インターネット経由で、

インターネットに接続する

各種Ｓａａｓ

◎最新NWへ更改 
 ⇒ＷＶＳ網採用 
   セキュアインター 
   ネットの導入 
   (2014/9) 
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3-3.Ｓａａｓ導入見送り事例 
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【ＥＤＩサーバの更改】 

 周辺系システムではあるが対顧影響が大きいシステム 
→ネットワーク等の影響もあり、2014/5までに事前更改が必要 

 システムの中核ソフト(EDI)の稼働実績がクラウドでは少ない 

 Ｓａａｓの利用も検討 

  ⇒オンプレ+仮想環境+FTサーバ上で2014/5本番リリース 

【判断のポイント】 

◎初期投資(含むAP変換)とランニングコストの総投資金額 
  ⇒  ５年間 …  オンプレ ≒ Ｓａａｓ 
   １０年間 …  オンプレ ＜ Ｓａａｓ      (含む5年目のハード更改) 
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3-4.プライベートクラウド導入見送り事例 
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【海外工場生産管理サーバの統合】 

 パッケージベンダーと共同で、クラウド化を検討 
→各工場からセンターに集約化し、セキュリティ等を向上 

 ＤＢＭＳは、ライセンスにより物理サーバ上に構築 

 ネットワーク遅延解消の為、サーバサイドでの稼働も考慮 

  ⇒各工場でオンプレにてバージョンアップ 

【判断のポイント】 

◎国を跨いだシステムでは、追加ライセンスが発生(2013/10時点) 
  ⇒  日本調達ライセンスを海外で利用する際に必要  
    *新たに発生する費用 : 22,100円/ユーザ 
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3-5.ＡＷＳ導入トライアル事例 
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【香港物流のシステム化】 

 香港物流業務概要 
→Ka HKやKa他拠点が発注した電子部品が香港ロジ倉庫に入庫される 
  香港ロジは入庫・保管を行い、Ka各拠点の指示によりKa各工場へ輸送 

 必要なデータは、各拠点の生産管理システム(KPICS)に保持 

 KPICSの周辺システムとしてアドオン方式を選定 
 

【判断のポイント】 

◎オンプレの課題をＡＷＳ利用により回避 
  ⇒2014/5よりWEBサービスを開始 
    導入期間短縮、初期費用の極小化、将来の拡張性を担保 
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3-6.香港物流システムイメージ 
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4.今次プロジェクトの概要 
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4-1.国内基幹システム更改検討(2014/6～7) 
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【基幹系システムの更改概要】 

 物流系システム(LINKS/DEARS)中心にシステム基盤更改、 
併せてネットワーク見直しを実施 
→NW機器を含め、既存ＤＣの２／３の機器が移行対象に 

 OS等のバージョンアップもあり、開発環境も刷新 

⇒AWSクラウド案を候補にオンプレとの比較、技術的課題等を解決 

【検討のポイント】 

◎各プラットフォーム別の比較検討 
  ⇒ＡＷＳノウハウ習得とリスク回避の為、紹介されたＡＰＮ活用 
    検討期間の短縮、技術支援、共同検討の実現(ＩＤＳ社) 
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4-2.検討結果① 
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№ 項目

1 コスト比較 ○
・初期投資は膨らむが、更改投資は不要
・過去42回の値下げが期待できる ○ ・ハード老朽化に伴う更改投資が発生 ×

・当社専用のクラウドの為、割高
・契約面や環境面での自由度がない

2 拡張性・柔軟性 ○
・最少１時間単位の利用料課金も可能
　（３年リザーブド契約時は３年利用前提）
・リソースが必要になった時に追加可能

×
・自社資産の為、５年程度は使い続ける
・拡張時は、サーバ単位の追加となる △

・５年契約の継続利用が前提
・大規模拡張時は、サーバ単位での追加
・小規模拡張時は、ｸﾗｳﾄﾞと連携可能

3
ハードウェアスペック
（開始時）

△
・現在想定しているスペックは、現状と同等（後
からでもスペックを上げられる為） ○

・5年後のスペックで現状よりハイスペック
・稼働直後はレスポンス向上が期待できる ○

・5年後のスペックで現状よりハイスペック
・稼働直後はレスポンス向上が期待できる

4
ハードウェアスペック
（将来性）

○
・必要に応じた変更が可能
　（スペックを上げればコストもUP） ×

・初期導入時のスペックを上げる事は困難
　（必要時は、サーバを１台追加となる） ×

・初期導入時のスペックを上げる事は困難
　（必要時は、サーバを１台追加となる）

5 移行作業の容易性 ×
・現行とかなり異なる構成の為、新環境への移
行作業は最も困難 ○

・現行とほぼ同じ構成の為、移行作業は最も容
易 △

・現行に近い構成の為、移行作業は比較的容
易だが、RAC関連作業が追加

6
運用の容易性
（含む、ﾒﾝﾃﾅﾝｽ）

○
・ハード/仮想化環境のメンテは、AWS側にて
実施する為、Ka側の作業が減る ×

・ハード/仮想化環境もKa側にてメンテナンスを
行う必要有り △

・一部サーバのハードウェアメンテナンスをKa側
で行う必要有り

7 災害対策 ○
・東京近辺の複数IDC運用となる
・海外DCへのﾊﾞｯｸｱｯﾌも容易
　（今回見積りの対象外）

×
・現状構成には、IDC障害対策は含まない
・大規模災害対策には、別途仕組みの構築が
必要

×
・現状構成には、IDC障害対策は含まない
・大規模災害対策には、別途仕組みの構築が
必要

8 価格変動 －
・(○)利用料は過去実績から値下げ傾向
・(×)支払がドル建ての為、為替リスク有り － ・変動しない － ・変動しない

9 その他リスク ×
・新しい環境で、新しいミドルウェアを使うリスク
・最も現状構成からの変更が大きい為、スケ
ジュール的な困難度が最も大きい

×
・ベンダーロック(NEC依存）は未解消
・過去のPJ実績から好印象を持っていない △ ・ＤＢサーバ用のストレージスペックに不安有り

総合評価

ＡＷＳ  (オンプレ案)  (Ka専用クラウド案)

◎ ○ △

 AWS利用案 
 オンプレリプレース案 
 プライベート・クラウド案 
 
それぞれの特徴について、左記検討項目で 
相対的に評価(○、△、☓等) 
 
→総合評価としてＡＷＳが有利に 
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4-2.検討結果② 
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プラットフォームに依存しない作業 

1 開発基盤(xxx.NET)のVupと当社用改修 

2 開発支援ツールの購入 

3 アプリケーション修正（内部設計・修正・テスト） 

4 総合テスト 

5 業務アプリ配置作業 

6 移行設計・事前データ移行・本番切換 

7 プロジェクト管理 

ＡＷＳ関連作業 

1 ハードウェア費用相当分 

2 インフラ系ミドルウェア費用 

3 現状より増加する通信費用相当額 

4 ハードとｲﾝﾌﾗ系ﾐﾄﾞﾙのＳＩ費（社外） 

5 ハードとｲﾝﾌﾗ系ﾐﾄﾞﾙのＳＩ費（社内） 

6 ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑの違いによるアプリ改修費（社内） 

7 インフラアプリ構築コスト(IT資産管理等)（社内） 

 OS/DBMS等のVupコストが、大凡初期投資の半分 

 5年毎のハード老朽化による更改は、負担が大きい 
⇒ AWSを選定、海外でも利用可能な基盤システムの構築を判断 
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4-3.開発日程等 
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5

☆決裁     ☆回線・サーバー開通 ☆決裁 ＬＩＮＫＳ・ＤＥＡＲＳ関連移設☆

ＬＩＮＫＳ・ＤＥＡＲＳ関連移設☆　　　　

結合・総合テスト

移行テスト

NW・監視機器移行

8 9 10 11

環境構築・単体・受け入れテスト

設計

2014年 2015年
12 1 2 3 4

 NWや監視機器等、事前移行可能なものは極力事前移行する 

 新規導入機能は、極力業界標準を導入し、開発基準を整備 
→他ｾﾝﾀｰﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ機能、運用監視機能、ジョブ連携機能等 

 極力カスタマイズは実施せず、標準機能で実装する 
⇒  汎用的なシステム基盤とし、将来のVup負担を軽減 
   ライセンス費用の圧縮も実現(ex. DBMSは、EEからSEへ) 
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5.導入した新たな機能 
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5-1.ネットワークの強化 
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AWS 
DirectConnect 

   ⇓ 
今後の予定 

BVP全拠点 
 → WVS化 

ＬＴＥﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ 

CenterPush、
BrewLink見直し 
 

KATOLEC ネットワーク概要図（変更後）

The 
Internet

KDDI専用線 (10Mbps＋α )

【海外、モバイルPC】

（VPNClientを使用）

「Ｂフレッツ」 or

「フレッツADSL」

(0.5～20Mbps)

取引先＆電話ＰＯＴ

社内サーバ 公開サーバ

公衆回線網

iDC

高松本社

フレッツ網不通時の

ＬＴＥバックアップ

ＷＶＳ網

KDDI専用線

(10Mbps＋α)

ＡＷＳ

STCN

Di rectConnect
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5-2.配送システムのコールセンター見直し 
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5-3.Ｓａａｓの採用とＳＱＳの導入 

27 

 IVR(音声自動応答）サーバを撤去しＳａａｓへ変更 

 Ｓａａｓと基幹システムの連携にSQS（Simple Queue Service）利用 

  ⇒  マルチクラウドの利用を実現、ＳＯＡを試行 

カトーレック

（システム運用担当者）

外部連携

フロントエンド

外部連携

バックエンド

SQS

メッセージ

Dynamo DB

Hinemos

エラー検知(ログ監視）インテック(クラウドテレフォニーサービス)

(IVR機能)

障害通知メール

ＳａａS

DERAS

（AP）
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5-4.サービス連携の詳細 - SQS × DynamoDB -  

28 

https

外部連携管理用
DB

IVR(SaaS)

メッセージ

バッチサーバ

[既存環境]

（ステータス更新）

再配達依頼

LINKS/DEARS DB

フロントエンド

バックエンド

キュー

Centerpush

ドライバ再配達 拠点

メール

外部サービスからのWeb連携は 
EC2の冗長化＋SQSにより、 
データロストのリスクを最小限に 

バックエンド処理はSQS、DynamoDBを共有 
リソースとして、非同期処理にて構築 
→障害時、メンテナンス時の対応も円滑に 
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5-5. Amazon CloudWatchの導入 

29 

ジョブ管理

Linux

Windows

Linuxログ

Windowsイベントログ

（IIS等も含む）

その他アプリ・ログ

Linux：fluentdで一元管理

エージェント

エージェント

エージェント

マネージャー

イベントログ

アプリ独自ログ

S3Glacier

Windows

エージェント

エージェント

エージェント

エージェント

エージェント

エージェント

CloudWatch

イベントログ(含：IISログ）

/var/log/・・・

旧システムは複数OS、ログはそれぞ
れのやり方で収集する処理方式 

Cloudwatch logsにより処理方式統一 
 →管理の一元化 
   サーバリソース/追加ＰＰが不要に 
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5-6.新システムイメージ 

30 

Internet

public

private

Route53（DNS）

S3（ストレージ）
www6.katolec.com

www5.katolec.com
外部

iDC

EDIファイルサーバ

ファイルサーバ

高松本社（システム運用）

各拠点

社外(携帯）

従業員

荷主様（EDI)

西日本拠点

中継荷量・K社返品

品質保証

メールサーバ（AD)

Internet

Brew Link

閉域網

IP-

VPN

PC、ハンディー

Cloud Watch Logs（ログ収集）

HULFT

LINKS

DERAS

（WEB）

安否確認

AD
AD

Amazon

LINKS-DEARS-

Amazon

DB

IT点呼 DB

K社返金

中継荷量管理

Bizネット

DEEP Security

Symantic End

Point

Amazon

LINKS

DERAS

（AP）

FTP

バッチ

IT資産管理システム管理、監視

検証環境用サーバ群 ＋ DB

DEARS携帯
DEARS携帯

LINKS-DEARS-

Amazon

DB

DEARS携帯

Center Push

ELB (ロードバランサ)

リバースプロキシー

INTEC クラウド

IVR機能

外部連携

（フロントエンド）

DynamoDB

キュー
メッセージ

外部連携

（フロントエンド）

外部連携

（バックエンド）外部連携

（バックエンド）

・・・
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5-7.クラウドファーストの事例 

31 

【ＩＴ点呼システム】 
◎IT点呼システムは、国土交通省の「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の 
 一部改正に基づき、導入可能となった安心・安全運行を支援するパッケージシステム(2014/12稼働) 
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6.クラウド利用の勘所 
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6-1.課題の整理 

33 

【情報システム部門の課題】 
 運用と開発が分離可能か 

→データセンター移転時に役割分担を整理 

 ネットワークとアプリが分離可能か 
→機能分担を整理し、Ｓａａｓ導入の検討も必要 

【技術的な課題】 
 固有技術を利用していないか、ベンダーロックとならないか 

→業界標準の開発プラットフォームの採用 

 採用ソフトのライセンス 
→クラウド利用の妨げになっていないか 

 仮想サーバ技術の習得 
→クラウド利用時に必須のノウハウ 
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6-2.課題の解決 

34 

【情報システム部門の課題】 
 運用と開発が分離可能か 

→クラウド移行後は、原則、運用も開発も情シス部門が実施する前提に 

 ネットワークとアプリが分離可能か 
→事前にネットワーク負荷を分散化・最適化する必要性あり 

【技術的な課題】 
 固有技術を利用していないか、ベンダーロックとならないか 

→業界標準のソフトはクラウド対応が比較的早く、開発要員の調達も容易 

 採用ソフトのライセンス 
→クラウド標準機能の適用等による導入ライセンスの見直し 

 仮想サーバ技術の習得 
→オンプレ環境やクラウド事前評価時に習得 
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6-3. ＤＢＭＳの利用方法 

35 

【利用方法の転換】 
 オンプレでは、HotStandBy構成等で冗長化を実現 

→ＲＤＳ利用によりリージョン間でのデータバックアップを実現 

 オンプレでは、自由な処理方式でＡＰを製造 
→ＲＤＳでは制約のある処理方法を洗い出し、処理方式を変更 
 (更改検討フェーズでサニークラウドより制約一覧を受領し、対応を検討) 

 

【効果】 
 BCP対策として、DBMSの機能からＡＷＳの基本機能を利用 

→ＤＢＭＳのエディション変更(ＥＥからＳＥ)による費用削減も実現 

 簡素化した処理方式への統一が図れた 
→ＤＢＭＳのVup 確認作業が軽減された 
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6-4. 開発基準等の再定義 

36 

【各種開発基準の整理】 
 処理方式の統一 

→ログ収集と監視を見直し、各種パラメータ等の見直しを実施 

 セキュリティ基準の見直し 
→クラウド環境に適したセキュリティ基準に改定 

 

【効果】 
 簡素化した処理方式、最適な処理スペックへ変更 

→監視ソフトの追加機能が不要となり、コストダウンを実現 

 プライベート/パブリック環境でのセキュリティ範囲等を明確化 
→必要ソフトの棚卸し等を実施し、最低限の追加投資で高信頼性を実現 
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6-5.AWSを元にした標準化 -SLA最適化- 

37 

本プロジェクトにおいて、AWSをベースとした社内開発/インフラの 

標準化を行いました。 

再掲となりますが、通常のDCよりも柔軟性が高い為各システムの
最適なSLAを定義する事が出来ました。 

No 種別 サービスレベル項目 規定内容 測定単位 定義例 【高】水準 【標準＋】水準 【標準】水準 【低】水準

1 サービス時間
サービスを提供する時間帯(設備やネットワーク等の点
検/保守のための計画停止時間の記述を含む)

時間帯
24時間365日
(計画停止/定期保守を除く)

24時間365日 ⇒
24時間365日
(計画停止/定期保守を除く)

24時間365日
(計画停止/定期保守を除く)

2 計画停止予定通知
定期的な保守停止に関する事前連絡確認(事前通知の
タイミング/方法の記述を含む)

有無 15日前にメールで通知 14日前にメールで通知 ⇒ 7日前にメールで通知
通知不要　もしくは、
前日までにメールで通知

3 サービス稼働率
サービスを利用できる確立
(計画サービス時間-停止時間)÷計画サービス時間

稼働率(%) 99.9%以上
99.9%以上
（年間停止＝８時間以内）

⇒
99.5％以上
（年間停止＝４０時間以内）

99％以上
（年間停止＝80時間）

4 ディザスタリカバリ 災害発生時のシステム復旧/サポート体制 有無

遠隔地のバックアップ用データ
センタで保管している日次バッ
クアップデータで予備システム
を稼働
切替許容時間：24時間

他データセンター（Availability
Zone）で同期している予備シ
ステムで稼働
切替許容時間：１０分間

他データセンター（Availability
Zone）で同期している予備シ
ステムで稼働
切替許容時間：１０分間

他データセンター（Availability
Zone）で保管しているスナッ
プショット等で予備システムを
稼働
切替許容時間：2時間

他データセンター（Availability
Zone）で保管しているスナッ
プショット等で予備システムを
稼働
切替許容時間：24時間

5 重大障害時の代替手段 早期復旧が不可能な場合の代替措置 有無 費用対効果で検討 ⇒ 費用対効果で検討 無

6 アップグレード方針 パッチ管理の方針 有無
年4回の定期パッチ適用を行う
事前通知はメール

Lan内は、重要パッチのみ、
Wanは、年４回適用を検討

⇒
Lan内は、重要パッチのみ、
Wanは、年４回適用を検討

Lan内は、重要パッチのみ、
Wanは、年４回適用を検討

7 信頼性 平均復旧時間(MTTR)
障害発生から修理完了までの平均時間
(修理時間の和÷故障回数)

時間 1時間以内 ３０分以内 １時間以内 ２時間以内 12時間以内

8 目標復旧時間(RTO)
障害発生後のサービス提供の再開に関して設定された
目標時間

時間 3時間後 最長２時間以内の復旧 最長２時間以内の復旧 最長４時間以内の復旧 最長４８時間以内の復旧

・
・
・

28
アプリケーションに関する
第三者評価

不正な侵入、操作、データ取得等への対策について、
第三者の客観的な評価を得ていること

有無/実施状
況

有
年1回セキュリティホールの有
無等について第三者機関(又
は内部機関)により検査を受
け、指摘事項に対して速やか
に対策を講じる。

現状は無し。
（今後検討）

現状は無し。
（今後検討）

無

29 通信の暗号化レベル システムとやりとりされる通信の暗号化強度 有無
3DES/RSA/SHA-1

3DES/RSA/SHA-1 3DES/RSA/SHA-1 無

30
個人情報/機密情報への
アクセス制限

個人情報/機密情報へアクセスできる利用者が限定さ
れていること
組織にて規定しているアクセス制限と同様な制約が実
現できること

有無/設定状
況

有
個人情報/機密情報へのアク
セスはセキュリティ管理権限を
与えられた社員に限る

有
個人情報/機密情報へのアク
セスはセキュリティ管理権限
を与えられた社員に限る

有
個人情報/機密情報へのアク
セスはセキュリティ管理権限
を与えられた社員に限る

無

31
セキュリティインシデント
発生時のトレーサビリティ

IDの付与単位、IDをログ検索に利用できるか、ログの
保存期間は適切な期間が確保されているか

設定状況
権限に沿ったID管理が行われ
ていること(1人1ID発行)

権限に沿ったID管理が行わ
れていること(1人1ID発行)

権限に沿ったID管理が行わ
れていること(1人1ID発行)

権限に沿ったID管理が行わ
れていること(1人1ID発行)

32 ウィルススキャン ウィルススキャンの頻度 頻度 週次 週次 週次 週次

セキュリティ

定義

可用性

可用性、信頼性、拡張性、性能・・・ 
等の観点で40項目近いサービスレ
ベル項目。 
 

単位、定義水準を元に、各項目の
基準を設定。 
 

曜日 時間

1 LINKS LINKS 基幹系 ○ Lan 365日
6:00～24:00

繁忙期:3:00～26:00
標準＋ 標準＋ 高 高 標準

2 LINKS-夜間バッチ 基幹系 ○ Lan 365日 2:15～8:00 標準＋ 標準＋ 高 高 標準

3 LINKS-Web 基幹系 ○ Wan 365日 6:00～24:00 標準 標準 標準 低 高

4 LINKS-EDI 基幹系 ● Wan 365日 24h 標準＋ 標準＋ 標準 高 高

5 LINKS-HT 基幹系 ○ Lan 365日
6:00～24:00

繁忙期:3:00～26:00
標準＋ 標準＋ 標準 低 低

6 DEARS DEARS 基幹系 ○ Lan 365日 5:00～26:00 標準＋ 標準＋ 高 高 標準

7 DEARS-夜間バッチ 基幹系 ○ Lan 365日 2:15～8:00 標準＋ 標準＋ 高 高 標準

8 Amazon 基幹系 ○ Wan 365日 24h 高 高 高 高 高

9 DEARS-Web 基幹系 ○ Wan 365日 24h 標準 標準＋ 標準 低 高

10 DEARS-EDI 基幹系 ● Wan 365日 24h 標準＋ 標準＋ 標準 高 高

11 DEARS-IVR 基幹系 ○ Wan 365日 24h 標準＋ 標準＋ 標準 低 高

12 DEARS-携帯 基幹系 ○ Lan 365日 24h 標準＋ 標準＋ 標準 低 低

13 DEARS-HT 基幹系 ○ Lan 365日 4:00～26:00 標準＋ 標準＋ 標準 低 低

・
・
・

信頼性 性能
データ
管理

ｾｷｭﾘﾃｨ

ｻｰﾋﾞｽ時間

可用性
今回
対象
(*1)

区分
ｼｽﾃﾑの
位置づけ

№ システム名 サブシステム名

それぞれのシステムのサービスレベル定義を
設定。 
→DCだと全てがハイレベルなSLAになっており、 
    過剰投資にせざるを得なかった事項あり 
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6-6. なぜＡＷＳを選択したか 

38 

【クラウド導入時の検討ポイント】 
 プライベート or パブリック 

→セキュリティ・能力が保証されれば、自社用クラウドの必要性は低い 

 各種ソフトのサポート状況、サービス提供内容の多様性 
→業界スタンダードのパブリッククラウドは競争力もあり、要員調達も容易 

 

【ＡＷＳとした理由】 
 サービスの多様性と実績 

→AWS パートナーネットワーク（APN）を初めとし、サービスもサポートも充実 

 プラットフォームの自由度 
→将来のオープンソース利用時、特定ベンダー製品に依存したくなかった 
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7.まとめ 
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7-1.ＡＷＳ稼働後の状況 

40 

【本番稼働状況】 
 2015/5より本番運用開始 

→データ移行も予定より早く完了し、無事本番稼働中 

 レスポンス等(原則、現状維持の設計) 
→一部ユーザーからは、レスポンス向上の報告有り 

 

【障害発生状況】 
 各システムで中小規模の障害が発生 

→いずれもアプリ/ＰＰ関連の障害(ＯＳ/ＤＢＭＳのVupによる考慮漏れ等) 
 

◎インフラ基盤としてのＡＷＳは、安定稼働中 
  ⇒開発中のコストも想定通りであり、本番稼働後のフォローを実施中 
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7-2.アマゾンへの期待 

41 

【クラウドサービスへの期待】 
 ユーザーが必要なのは、システムではなくアプリのサービス 

→サーバーすら必要ではなく、アプリの稼働環境があればいい 

 ＳＯＡ(Service-Oriented Architecture)のプラットフォームとして期待 
→ＥＳＢ等高価な製品を導入することなくＳＯＡの実現が可能になりつつある 

 

【アマゾンへの期待】 
 AWS Lambda等の活用を視野に 

→ＡＰＩベースのサービス拡大、ロードマップ開示、サポート体制の更なる整備 
 

◎インフラ基盤としてのＡＷＳからサービスの中核としてのＡＷＳへ 
  ex.膨大なユーザーとデータの活用、AWS内部でのÌ/F等 

 



Copyright 2015 Katolec Corporation 

• 人 

 

• もの 

 

• 金 

 

• 情報 

 

7-3.最後に 

42 

…実践による教育 

 

…持たない経営 

 

…コスト重視 

 

…安全性重視 

 

= ＡＰＮ等 

 

= 倉庫業 

 

= 銀行 

 

= クラウド 

 

プ
ロ
へ
委
託 
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ご清聴ありがとうございました 

 


