
クラウドサービス
開発事例



クラウドマイグレーション



クラウドマイグレーションの利点

管理・モニタリングの簡素化

クラウドプロバイダーが管理ツールを提供して
いる場合、企業はオンプレミスのデータセン
ターとクラウドのリソースを1つの画面で管 理
・監視することができます。

コストの最適化

ワークロードを最適化することで、運用コス
トを削減できるだけでなく、リソース、メン
テナンス、ハード資産のコストを大幅に削減
できます。

セキュリティ強化

多くのパブリック・クラウドには、企業のリ
ソースを確実に保護するためのセキュリティ
機能が組み込まれており、専用のクラウド・
セキュリティ・ツールも用意されています。
セキュリティパッチは、多くの場合、クラウ
ドプロバイダーによって自動的に行われます。

バックアップ・復元・災害対策

多くのクラウドプロバイダーは、ワンクリッ
クでバックアップと復元ができる機能を備え
ており、事業継続性の向上に貢献しています。
また、災害対策としてバックアップを異なる
地域に保存する機能を提供しているプロバイ
ダーもあります。

柔軟性・拡張性

• 従量課金型
• 必要に応じて瞬時にリソースを変更可
• 既存のIT投資から価値を得続けるために、

ハイブリッド・クラウド・モデルを採用が
可能

• ユーザーの近くでワークロードを実行する
ことでパフォーマンスの向上が可能

コンプライアンス

クラウドプラットフォームの中には、コンプ
ライアンス要件をシームレスに満たすための
専門的なサービスを提供しているものもあり、
これは金融、医療、政府など規制の厳しい業
界に有効です。
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当社のマイグレーション・アプローチ／フレームワーク

移行の目的・
目標の明確化

要件と制約条
件の整理

評価基準に基
づいて、実装
案を整理

移行の目的・
目標の優先順
位を設定し、実
装案の決定

プロバイダの
サービス内容、
相互作用、コス
トへの影響を
調査し、プロバ
イダを選択
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クラウド・マイグレーション・サービス

クライアント

#日本企業 #1951年設立 #従業員数～３０００名
#事業内容：マルチメディアコンテンツの運用・配信

課題

クライアントは当時、インフラシステムをオンプレミスで運用。
これはクラウドベースのシステムに比べて、
 所有コストが高い
 拡張が難しい
 アクセスエリアが限られている
 ディザスタリカバリ能力に制限がある
など、いくつかの問題を抱えていました。

大規模クラウドマイグレーション
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大規模クラウドマイグレーション
当社のソリューションとメリット
お客様の膨大なシステムを効果的に移行するために、当社は5段階の移行プロセスを実施。

移行の準備と事業計画

クラウドコンピューティングサ
ービスの長所と短所、クライア
ントのシステムの特徴を考慮し
た上で、AWSを提案。

ポートフォリオの発見
と企画

当社独自のアプローチを用い
て、クライアントの移行プロ
セスをコンサルティング。

デザイン、プロビジョニング・コンフィギ
ュレーション・マネージメント

1 2 3

4 5
インフラとアプリケーショ
ンの移行、検証

最適な運用体制を構築

■成果
 約1000台のVMとサービスをAWSに移行
 従来のオンプレミスのシステムと比較して、

所有コストと運用コストを30％削減
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大規模クラウドマイグレーション

【テクノロジー】
EC2, ECS, RDS, S3, Lamda, Cloudwatch, PHP, Python,
Zend, Swagger, Terraform, Ansible, Docker
【案件概要】
ECサイトをクラウド移行及びマイクロサービス化
【対応フェーズ】
要件定義支援、設計、実装、UT、IT、ST、受入支援、
運用
【対応モデル】
ブリッジSE（日本所在）＋開発チーム（ベトナム）
【契約形態】
オンサイト：準委任｜オフショア：準委任
【リソース】
オンサイト：2名｜オフショア15名（ピーク時）
【期間】
１2ヶ月間
【成果】
・約1000台のVMをクラウド化完了
・メンテナンスコストが17%、インフラ維持コストが
30%減縮
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クラウド・マイグレーション・サービス
AWS上のセキュアなリモートファイルアクセスをAzureでプロビジョニング

クライアント

電気・通信事業であるクライアントのスタッフは、広範囲で位置する各
事業所で勤務をしています。多くのスタッフは、会社のビジネス・アナ
リティクス・サービスや文書へのアクセスを必要としていますが、安全
なオンプレミス・ネットワークには接続されていませんでした。
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AWS上のセキュアなリモートファイルアクセスを
Azureでプロビジョニング
課題

このクライアントでは、現場やプロジェクト先で多くのスタッフが働いて
おり、同社のオンラインビジネス分析サービス「Microsoft Power BI」の
PDF文書にアクセスする必要がしばしばあります。

遠隔地では、スタッフは会社のネットワークに接続していません。そのた
め、ドキュメントにアクセスすることは、会社にとってはセキュリティ上
のリスクとなり、スタッフにとっては手間と時間のかかる作業でした。

クラウドストレージソリューション
のニーズ

ストレージ管理の簡素化とストレージ
のコスト削減を同時に実現

セキュリティ上の制約が厳守されて
いること
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AWS上のセキュアなリモートファイルアクセスをAzureでプロビジョニング

当社のソリューション

• ユーザーをAzure-ADで認証
• S3バケット内のPDFファイルへのLambda関数によるユーザ

ーアクセス
• ファイルにアクセスするためのURLは、購読しているユーザ

ーと短期間のみ有効

メリット

AWSのストレージサービスをOffice365やAzure ADと連携
させることで、Power BIのドキュメントへのアクセスを、
権限を持った ス タ ッ フ のみに制限することができるソリュ
ーションです。
追加のユーザー認証ステップなしに必要なリソースに素早
くアクセスし、安全性を維持することができます。
Lambda関数を使用して、ファイルの読み込みパフォーマ
ンスを向上させます。



11

クラウド・マイグレーション・サービス

クライアント

#Eコマース #10000人以上のアクティブユーザー

課題

家電製品、日用品、玩具、ファッション、スポーツ用品、食料品
など、さまざまなカテゴリーの商品を販売するオンラインショッ
ピングサイトの設計。

クラウドとオンプレミスの両方で稼働している現在のハイブリッ
ドプラットフォームとは別に、複数の地域の文化をベースにした
ウェブサイトをカスタマイズするために、迅速な変更に対応でき
る全く新しいプラットフォームをAWS上に構築すること。

AWSサーバーレス・アーキテクチャ設計
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AWSサーバーレス・アーキテクチャ設計

当社のソリューション

アーキテクチャ

静的なウェブコンテンツをホスティングするためのS3バケット
• AWS CloudFrontによるコンテンツのキャッシング、低遅延、高速

応答の実現
• S3ではサポートされていないHTTPSを提供
• Lambda@Edgeを使ってユーザーを認証
• アプリケーションが提供する様々なサービスのフロントエンドと

なるAPI Gatewayを設置
• アプリケーションバックエンド用のコンピュートエンジンとして

AWS Lambdaを採用し、弾力性を持たせ、APIゲートウェイとシー
ムレスに統合

• Amazon RDS: 複数のDBエンジンをサポートする高可用性のスケー
ラブルなDBaaS

• データ接続用のプライベートエンドポイントの提供
• 大規模データ処理のためのDynamo DBの利用
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AWSサーバーレス・アーキテクチャ設計

メリット

• 現在のプラットフォームでAPIを安
全に呼び出せるようにする

• オンプレミス型のプラットフォーム
と比較して、運用コストを最小限に
抑えることができる

• アーキテクチャのすべてのコンポー
ネントにセキュリティを搭載し、ク
ライアント側からエンドツーエンド
の暗号化を行う

ハイレベルアーキテクチャ設計



DevOpsサービス



DevOpsサービスの利点
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CI/CDパイプライン

継続的な開発、継続的なインテグレーション、
継続的なテスト、継続的なデプロイメントを通
じて、DevOpsのギャップを解消します。

プロセス自動化

パイプライン全体に自動ビルド、自動テスト、
自動品質チェック、自動セキュリティスキャン
などをカバーします。開発工程から本番環境に
デプロイ工程までの全ての工程は自動化。

プロセス実装アセスメントとプランニング

目的を設定し、追跡可能なメトリクスを特定
することにより、DevOps評価ロードマップ
を作成します。

体験版フレームワーク作成

既存のツールを活用し、オープンソース及び
ライセンスツールによる協力なエコシステム
と統合します。

特定された範囲内で分析、設計、構築、自動
化、実装を進めます。



DevOpsサービスのソリューション＆ストラテジー
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DevOps パイプライン
にインテグレート

カバレッジと
メッセージング

サポートと支援

• 一つのボタンをクリックする
だけで、自動的にオンデマン
ド評価・脆弱性検証・脆弱性
追跡が実行可能。

• アラートシステムやインシデ
ント管理システムと簡単に統
合できます。重要な情報を追
跡し、セキュリティ体制を常
に管理しやすくなります。

• オンデマンドで改善を測定し、
進捗パッチメトリックのレ
ポートを提出。

• 当社のエンタープライズ
SaaSには、DevOpsプロセス
に簡単にサイバーセキュリ
ティを統合できる多数のソ
リューションへのアクセスが
含まれています。

• 内部ネットワークと外部ネッ
トワークにも対応。内部ネッ
トワークには当社のフル管理
された仮想（または物理）ア
プライアンスでアクセスする
ことができます。

• セキュリティ専門家によるサ
ポートを受けて、詳細なレ
ポートのエッジスキャンによ
り、同じ問題に対して異なる
ビューを持つ異なるチームが
支援。

Copyright © 2021 CMC Japan
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DevOpsサービス

クライアント

ニーズと課題

• 高水準の稼働率と信頼性を備えたサービスの堅牢性

• 業界ヘルスケアサイト、数百人の従業員を抱えるクリニックエージェ
ントにヘルスケアの予約サービスを提供。

• Jenkins PackerやDockerなどのオープンソースツールを使いたい

• 完全に自動化されているので、開発者はサーバーの管理ではなく、ソフトウェア開発に
集中することができる

• クライアントは、クラウド型のITインフラをすべてAWSで運用。
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DevOpsサービス

コンテナとマイクロサービスアーキテクチャを使用し、自動化を行うことで、同社のクラウド機能を強化しました。マイク
ロサービスは拡張性と再利用性に優れており、コンテナは効率的なリソース管理を実現します。マイクロサービスとコンテ
ナはそれぞれ独立して機能しますが、これらを統合することで、実行頻度、デプロイメント、アプリケーション全体の効率
が向上することが明らかになりました。

1
Amazon Elastic Kubernetes Service（Amazon EKS）上でマイクロサービスベースのアプリケーションの実行、Jenkinsを使
用したエンド・ツー・エンドの継続的インテグレーション（CI）および、継続的デプロイメント／デリバリー（CD）パイプラ
インの構築に関するガイダンスを実施しました。

2
開発段階からプロジェクト稼動までの期間が2ヶ月に短縮されました。ビジネスの俊敏性が高まり、クライアントは市場の変化に
迅速に対応できるようになりました。3
アプリケーションをクラウドに展開することで、お客様のアプリケーションがお客様の近くで動作するようになり、結果的にレイ
テンシーが低下し、全体的なユーザーエクスペリエンスが向上しました。4
この環境では、AWSのオートスケーリングコンポーネントを活用しているため、クライアントはより高いサービス可用性を保証されて
います。また、追加のAWSサービスを利用することで、サービスに影響を与えることなく、新しいコードをより確実かつ効果的にリリ
ースすることができます。5

課題と解決策
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DevOpsサービス

AWSは統合モデルを継続
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DevOpsサービス

産業

クライアントは、世界最大の電子部品販売会社の一つです。
小売業向けのERPシステムを構築しており、Javaで書かれた数百万行のコードを使
用しています。このシステムは約20年前から稼働しています。

挑戦

• 20年以上前に開発された多くの技術は時代遅れになっている
• 元々の設計はモノリシックな設計で、機能を追加しすぎて煩雑になり、メンテ

ナンスも難しく、ソースコードの構築や実装のプロセスにも時間がかかる
• システムを拡張するためのデプロイメントに膨大な手間がかかる
• お客様のデータベースは非常に複雑で、マイクロサービス・アーキテクチャで

複数のデータベースに分割することが課題となっていた
• 移行期間中のシステムの継続性を求められる

モノリシックなサービスからマイクロサービスへの移行
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モノリシックなサービスからマイクロサービスへの移行

クライアントのビジネスは分散管理システムです。そこで、DDD（ドメイン・ドライブ・デザイン・
メソッド）を適用して、システムを分析し、注文モジュール、販売モジュールなどの独立したモジュ
ールに分割しました（注文モジュール、販売モジュールなど）。

DDD分析の結果から、モジュールの数を数え、必要なマイクロサービスを推定しました。

マイクロサービスは、内部サービスと外部サービスに分かれています。アプリケーションコンテナの
実行にはAWS ECSを使用しています。内部サービスは、データベースと直接対話し、メッセージキュ
ーを介してクライアントに外部サービス（APIを公開）に非同期データを送受信します。

APIセクションでは、Swaggerを使ってAPIの仕様を生成しています。販売のテーブルは販売サービス
が所有する1つのデータベースに集め、決済は決済サービスが所有する1つのデータベースに集めるな
ど、データを分割して変換する方法を採用しました。

旧来のビジネス分析システムでは、特定のビジネス機能（例：注文、支払い）を抽出していました。
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モノリシックなサービスからマイクロサービスへの移行

Bounded Contextが定義されると、次のステップはインターフェースの作成です
。多くの場合、インターフェイスはRest APIとして設計されます。外部モジュー
ルは、インターフェイスを介してバウンデッド・コンテキストに到達するように
調整されます。

そのため、モジュールがマイクロサービスに分割されるたびに、monoシステム
の残りの部分は、以前のように関数呼び出しではなく、インターフェイスを通し
て呼び出すように修正されます。分割と修復のプロセスは、移行システム全体が
完成するまで、一歩一歩ゆっくりと行われます。移行が完了するまでは、新旧の
システムが共存することになります。

例えば、Order Service は元々のモノリシックからスタン
ドアロンのサービスに分離されます。オーダーマイクロサ
ービスに分離されたモノリシックから境界のあるコンテキ
ストオーダーを決定するために、レガシーなオーダーをフ
ァンクションコールで呼び出すコードを、API（オーダー
API）で呼び出すように変更します。
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モノリシックなサービスからマイクロサービスへの移行

最終的な課題は、モノリシックなDBをいかにして独自のサービスご
とのDBに分解するかでした。モノDBからマイクロサービスDBへの
データの移行方法です。データはアプリケーションのものではなく
、組織の財産であるため、データは数百の相互に関連するテーブル
を持つ数百万のレコードに達します。

これまでの分析結果に基づき、データ同期パターンの助けを借りて
この課題を解決し、データベースの移行にはAWSのデータベース移
行サービスを利用しました。

マイクロサービスに移行したことで、お客様は柔軟性というメリッ
トを得ることができました。システムはJavaで書かれたものだけで
なく、Pythonで書かれたサービス、キャッシュのみを保存するサー
ビス、ルートゲートウェイサービスなども含まれています。
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DevOpsサービス

レガシーアプリのサーバーレスエコシステムへの移行

クライアント

IT技術を活用したビジネスソリューションを提供する大手ITサービス企業

課題

OracleアプリケーションのVB6からの移行、クラウドでのモダナイゼーションを行うプ
ロジェクトに取り組んでいましたが、EC2へのリフト＆シフトを行う代わりに、サービ
ス移行することにしました。

OracleアプリケーションのVB6からの移行、クラウドでのモダナイゼーション、RDSか
らDynamoDBへの移行を行っています。仕事をしていると、古いアプリはまだ日常的
に使われていて、徐々に機能を追加したり、クラウドに再実装したりしています。
- データを同期させる必要があり、そのためにDMSといくつかの異なるものを使って

DBにプッシュしています。
- それをSNSで公開し、Lambdaというサービスがそれを受け取り、最終的に

DynamoDB用にフォーマットします。
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レガシーアプリのサーバーレスエコシステムへの移行

課題と解決策

最初のプロジェクトはリレーショナルDBでしたが、現在はDynamoDBを採用。1
ベンダーなどのパーティションキーを探すと、ベンダー情報のデータそのものだけでなく、営業地域や住所などの他
の情報も含まれていることがあります。⇒このようなデータはすべて、1つの特定のパーティションキーの下にまと
められます。2
ラムダボトルから出てくるデータポイントと、このマイクロサービスがAppSyncに上がってきて、それがレガシーデ
ータと結合します。3
AppSync: 複数の種類の異なるデータを結合するのに適しています。インターフェースを提供し、あるマイクロサー
ビスに到達した変異のクエリが、別の異なるマイクロサービスから新しいスキーマを追加し、それらを単一のインタ
ーフェースとして結合し始めるような成長に柔軟に対応します。4
AWS Cognitoでアプリの認証を制御。利点：エンドユーザーが配列やデータ構造を理解せずにDBを照会できるよう
にし、ノードと相互関係を助けることを理解できるようにします。5
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レガシーアプリのサーバーレスエコシステムへの移行




	スライド番号 1
	スライド番号 2
	クラウドマイグレーションの利点
	当社のマイグレーション・アプローチ／フレームワーク
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	DevOpsサービスの利点
	DevOpsサービスのソリューション＆ストラテジー
	スライド番号 17
	スライド番号 18
	スライド番号 19
	スライド番号 20
	スライド番号 21
	スライド番号 22
	スライド番号 23
	スライド番号 24
	スライド番号 25
	スライド番号 26
	スライド番号 27

