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ご質問を受け付け致します！

質問を投げることができます！
• Adobe Connectのチャット機能を使って、質問を書き込んでく

ださい。（書き込んだ質問は、主催者にしか見えません）

• できるだけ回答させていただきます。

①画面右下の
チャットボックス
に質問を書き込ん

でください

②吹き出しマーク
で送信してくださ

い
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初心者向けWebinarのご紹介

• AWSについてこれから学ぶ方向けのソリューション
カットの技術Webinarです

• 過去のWebinar資料
– AWSクラウドサービス活用資料集ページにて公開

http://aws.amazon.com/jp/aws-jp-introduction/

• イベントの告知
– 国内のイベント・セミナースケジュールページにて告知

http://aws.amazon.com/jp/about-aws/events/

（オンラインセミナー枠）

http://aws.amazon.com/jp/aws-jp-introduction/
http://aws.amazon.com/jp/about-aws/events/
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自己紹介

• 名前：山本 教仁（やまもと のりひと）

• 所属：アマゾンデータサービスジャパン株式会社
プロフェッショナル・サービス
ITトランスフォーメーション・コンサルタント

• 得意分野：クラウドアセスメント

• 好きなAWSサービス：IAM
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本日の内容

• AWSへアプリケーションを移行する際の考え方を具体
的にご紹介します。

• 単純移行、部分移行、クラウド最適な形での移行等、さ
まざまな移行パターンが考えられます。

• コスト削減、迅速な拡張性、可用性の実現などの目的に
沿って、どのように評価し、方針を作って移行パターン
を選択していくか、また、移行パターンごとの具体的な
実現策と考慮点などをご紹介します。
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アジェンダ

• AWS移行検討にあたってのお困り事

• AWS移行の方針決め

• AWS移行の方式決め

• AWS移行方法と考慮点

• まとめ
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アジェンダ

• AWS移行検討にあたってのお困り事

• AWS移行の方針決め

• AWS移行の方式決め

• AWS移行方法と考慮点

• まとめ
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本日のWebinarで想定している対象となる方

企業のITを使う／作る部門に所属していて、

• AWSを使ってみたいと思っている方

• AWSへの移行を検討されている方

• AWSへの移行を検討せよと言われている方

• AWSへの移行を検討せよと言われたけれど
まだ早いと思われている方

本日のWebinarの対象

無料枠
コスト試算
仲間を見つける

もしくは、そのご支援をする立場の方 本日のWebinarの対象
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企業でAWSを使ってみたいと思っている方へ

• 無料枠を活用する
• EC2（t2.micro) 750時間 他

https://aws.amazon.com/jp/free/
https://aws.amazon.com/jp/redshift/free-trial/

• 使ってみて何ができるかを見せる
• 事例を集める
• コスト試算してみる

• AWS Simple Monthly Calculator
http://calculator.s3.amazonaws.com/index.html

• AWS TCO Calculator
https://awstcocalculator.com

• 仲間を集める：JAWS 他
• AWSに興味のあるマネージャ、役員を見つける

何に困っていて
or

何をやりたくて、

AWSでどう実現できて
or

AWSにどういう事例があって、

いくらでできる
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本題：想定するお困り事

• AWSへの移行を検討されている方
• AWSへの移行を検討せよと言われている方
のお困り事

• どういう切り口で整理して、
AWSへの移行ステップを考えればよいかわからない

• AWS移行でどういう効果を狙えばよいかわからない

• 全体のIT計画に、
どうクラウド戦略を入れ込んでいけばよいかわからない
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クラウド移行方式 クラウド
移行計画

クラウド移行方針

AWS移行検討の流れ

どの環境、
システムを
移行するか

どのアプリ
ケーション、
システムを
／から移行

するか

単純移行か、
クラウド最
適化しての

移行か

クラウド
サービス

利用の検討

クラウド
移行方法の

検討

どのようにAWSへ移行するかを整理するには、方針決め、方式決め、移行計画と
検討を進めていきます。
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アジェンダ

• AWS移行検討にあたってのお困り事

• AWS移行の方針決め

• AWS移行の方式決め

• AWS移行方法と考慮点

• まとめ
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AWS移行の方針決め

オンプレミスとのハイブリッド環境になる場合、

• どういう区切りで移行するか

• どのアプリケーション、システムを／から移行するか
– アプリケーション・ポートフォリオ管理

– アプリケーション影響度評価

– リース切れ／保守切れ／更改時期

– クラウド移行制約評価
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ハイブリッド環境

オンプレミス
データセンター

拠点

• クラウド移行途中
• オンプレミス既存資産の活用
• 適材適所（最も効果の高いところ）での配置

オンプレミスデータセンターとクラウドとの併用環境。

専用線
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どういう区切りで移行するか

パターン オンプレミス AWS

1)環境配置 本番環境 開発環境、テスト環境

2)システム毎
配置

業務Aシステム 業務Bシステム

3)システム内
サーバ配置

AシステムのDBサーバ AシステムのWebサーバ

4)DR配置 本番環境 DR環境

5)クライアント／
サーバ配置

クライアント サーバ

ハイブリッド環境でのシステム群配置は主に次の5パターン。
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ハイブリッド環境配置5パターンの利用シーン

パターン パターンの利用シーン

1)環境配置
（本番、開発）

停止すれば課金されないAWSの特性活かして開発環境やテスト環境に利用
あるいはローカルの既存開発環境を活用しつつ本番環境をAWSへ移行

2)システム毎配置
（業務A、業務B）

システム毎に、クラウド特性を活かせるシステムからAWSへ移行

3)システム内サーバ配置
（APサーバ、DBサーバ）

Webやバッチ等時間帯によって停止できて効果の出やすいサーバから移行
あるいは他システムと密結合した複雑な構成で移行しにくいサーバをオンプレミスに
残して移行
ただし、一般的には同一システム内のサーバをオンプレミスとクラウドで分けるのは
性能上、耐障害性上、望ましくない

4)DR配置 停止すれば課金されないAWSの特性活かしてDR環境をAWSに構築
もしくは、既存DR環境を活かして本番をAWSへ移行

5)クライアント／サーバ
配置

拠点のクライアントからAWSへ移行したWebアプリケーションへのアクセス
拠点のクライアントからAWS上のファイルサーバやS3へのファイルアップロード／
ダウンロード
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ハイブリッド環境配置5パターンの考慮点
パターン 考慮点

1)環境配置
（本番、開発）

異なる環境となるためテストに注意が必要（負荷分散方式などが異なる）。
環境間で大量データ転送が頻繁にある場合時間がかかる。
両方AWSに移行した方が、OSイメージなども共有しやすくより運用が容易になることが多い。

2)システム毎
配置
（業務A、業務B）

システム間連携が密結合（オンライン同期処理等）の場合は、処理の遅延や障害時のエラーハン
ドリング／リカバリーが難しくなる可能性があるため、セットでの移行を検討する。
システム間データ転送量にも注意が必要。

3)システム内サー
バ配置
（APサーバ、DBサーバ）

バッチサーバとDBサーバを分けて配置した場合は、シリアル処理を行うバッチジョブが遅延する
可能性がある。
WebサーバとDBサーバを分けて配置した場合は、DoS攻撃を受けた場合にDBアクセスが急増し、
DirectConnect帯域に影響を与える可能性がある。

4)DR配置 本番環境とDR環境でIPアドレスが変わるため、注意が必要（IPアドレスを同一とする場合は、
NATなどを使ってルーティングや切り替えが複雑になる）。
DR先をコールドスタンバイとする場合、OSのパスワード変更や構成変更の反映が困難。
本番環境とDR環境をセットでAWSに移行したほうが構成は単純となる。

5)クライアント／
サーバ配置

AWS上のファイルサーバへのCIFSアクセスで大量データ転送がある場合は、注意が必要（WAN高
速化装置もそのまま使えない可能性が高い）。

2)が推奨。3)は可能な限り避けたほうがよい。4)も運用が複雑になりがち。
5)のファイルサーバパターンは性能の問題が起きやすい。
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どのアプリケーション、システムを／から移行するか

• アプリケーション・ポートフォリオ管理による評価

• アプリケーション影響度の評価

• システムのリース切れ／保守切れ／更改時期

• クラウド移行制約評価
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アプリケーション・ポートフォリオ管理による評価

評価／分類

業務／アプリケーション・ドメイン

マーケティング 営業支援 物流 生産 ・・・

アプリ名 予算 アプリ名 予算 アプリ名 予算 アプリ名 予算

戦略的 アプリI ¥xxx アプリC
アプリN

¥xxx
¥xxx

アプリE ¥xxx アプリA
アプリD

¥xxx

新規 アプリZ ¥xxx アプリX
アプリY

¥xxx
¥xxx

一時／季節 アプリM
アプリO
アプリQ
アプリR

¥xxx
¥xxx
¥xxx
¥xxx

アプリH
アプリJ

¥xxx
¥xxx

アプリS ¥xxx

レガシー アプリP ¥xxx アプリF
アプリL

¥xxx
¥xxx

アプリB
アプリG
アプリK

¥xxx
¥xxx
¥xxx

ドメイン別

アプリ特性
• ピーク性あり
• キャパプラが困難
• 一時的な利用
• 停止の可能性あり

アプリケーション・ポートフォリオから、クラウドに適したアプリケーション・
ドメインや分類を選択し、クラウド移行対象を定義する。
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アプリケーション影響度評価

影響範囲

影響度

影響範囲として利用する評価項目例：
• ユーザ種別（社内、パートナー、顧客）
• ユーザ数（部門内、事業部内、全社、消費者）
• アクセス数（〜数十、〜数百、〜数千、数万〜）

影響度として利用する評価項目例：
• 停止時のビジネスインパクト（〜円）
• 停止時の業務影響（個人に影響、特定業務停止、

特定部門麻痺、全業務停止）
• 原本性（取引ログ、マスター、情報系）

■影響度評価マトリクス例

・アプリA

・アプリB

・アプリC

・アプリD

・アプリE

・アプリF

・アプリG

・アプリH

・アプリI

・アプリJ

・アプリK

・アプリL

・アプリM

・アプリN

・アプリO

・アプリP

・アプリQ

・アプリR

影響度の観点からアプリケーションを評価分類し、クラウドに移行しやすいもの、
しにくいものを整理する。
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システムのリース切れ／保守切れ／更改時期

2016 2017 2018

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

システム
xxx

アプリA
アプリE
アプリH

システム
yyy

アプリB
アプリC
アプリD
アプリG

システム
zzz

アプリF
アプリI

・・・ ・・・

アプリ更改 リース切れ

リース切れ

保守切れ

クラウド移行計画 クラウド移行

システムのライフサイクルからクラウド移行のタイミング、順番を評価する。
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クラウド移行制約評価

3. 未サポートのOS／ソフトウェア

4. 特殊な高可用性要件

2. 一部ネットワーク構成

1. 仮想化できないもの

AWS上で実現できない機能が必須かどうかを評価する。

（e.g. L3以下ネットワーク構成、マルチキャスト、
グローバルIPアドレスの持ち込み）

（e.g. アプライアンス、プリンタ等）

（e.g. ノンストップコンピューティング）
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アジェンダ

• AWS移行検討にあたってのお困り事

• AWS移行の方針決め

• AWS移行の方式決め

• AWS移行方法と考慮点

• まとめ
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AWS移行の方式決め

• 移行パターン

• クラウドサービスの利用

• 標準化・カタログ化
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移行パターン

Retire 移行せずシステムを撤去／廃棄

Retain 移行せずオンプレミスに保持

Rehost アプリに改修を加えずそのまま移行

Refactor アプリ仕様は維持し、一部マネージドサービスを利用

Revise 既存のアプリ仕様をベースに機能追加／改修

Rebuild アプリを書き換え、マネージドサービスを活用

Replace 既存のアプリをマネージドアプリサービスに置き換え

Gartner’s
5 “R”s

※Gartner Identifies Five Ways to Migrate Applications to the Cloud (http://www.gartner.com/newsroom/id/1684114)

アプリケーションごとにどう移行するかを分類する。

http://www.gartner.com/newsroom/id/1684114
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移行パターンごとの変更箇所

Rehost Refactor Revise Rebuild Replace

開発言語 同じ 同じ 同じ 同じ／新規 n/a

ソースコード 同じ／更新 更新 更新／新規 新規 n/a

アプリケーション設定／
メタデータ

同じ／更新 拡張 拡張 新規 n/a

フレームワーク 同じ 同じ／新規 同じ／新規 新規 n/a

コンテナ 同じ 同じ 同じ／新規 新規 n/a

アプリケーションデータ 同じ 同じ／変更 同じ／変更 変更 変更

ホスティング
ハードウェア

新規 新規 新規 新規 n/a

Garnter資料より
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移行パターンごとの効果

クラウド最適化
＝運用負荷軽減、高い拡張性、

高可用性実現、コスト最適

移行コスト

クラウドサービスを活用し、クラウド最適な形にアプリケーションを改修して
移行する方が、初期移行コストがかかったとしても結果として効果が高い。
アプリケーション更改のタイミング等とも合わせ、どのパターンで移行するか
検討する。

・Rebuild

・Replace・Revise

・Rehost

・Refactor
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 単一障害点を避ける
 あらゆるものはいつでも故障する前提

で設計
 可用性／耐久性の高いサービスの活用
 複数アベイラビリティゾーンによる冗

長化

故障を前提の設計

 コンポーネントを独立させ、各コンポ
ーネントはブラックボックスとして設
計

 コンポーネント間を疎結合にするほど
、拡張性や耐障害性が高まる

 負荷分散やメッセージ・キューの仕組
みでコンポーネント間をつなぐことで
疎結合を実現

耐障害性を高める疎結合 弾力性の実装

 暗号化の検討：通信と保管
 最小権限しか与えないよう徹底
 アプリケーションの役割ごとに、明確

で厳密なセキュリティグループを作成
 とくに外部からのアクセスは厳格に制

限
 多要素認証を使用

全レイヤでセキュリティ実現

 さまざまな並列アーキテクチャを試し
てみる

 クラウド・サービスへは、マルチスレ
ッドで並列リクエストを投げる

 MapReduceジョブ化して並列実行す
る

 ELBを使って処理を分散させる
 S3のmulti-partアップロードやレンジ

キーを使う

並列処理の検討

 EBS(仮想マシンで利用するディスク)
や、データベース、S3(インターネッ
トストレージ)、CDN等データを保存
するストレージには多種多様なもの
がある

 適材適所でストレージを使い分ける

適材適所のストレージ

クラウド最適な設計指針

 コンポーネントは、つねに正常で同
じ場所にあるはずだ、とは想定しな
い

 いつ起動しても元の状態に戻るよう
な設計とする

 自力で起動する
 インスタンスは起動時に”自分の役割

を知る”必要がある
 動的構成を行う
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クラウド最適設計を実現する技術要素

• 故障を前提の設計

• 耐障害性を高める疎結合

• 弾力性の実装

• 全レイヤでセキュリティ実現

• 並列処理の検討

• 適材適所のストレージ

• コンポーネントの冗長化
• 可用性／耐久性の高いサービスの活用
• 制御情報やステート情報を可用性／

耐久性の高いサービスで管理（アプリ
ケーションをステートレスに）

• データを可用性／耐久性の高い
ストレージで管理

• 起動すれば元に戻るような動的構成
• 並列／分散アーキテクチャの検討

実現のための技術要素クラウド最適設計指針
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オンプレミス

クラウドサービスの利用

アプリケーション
ロジック

セッション
ステート

ユーザデータ

インフラ共通機能

ネットワーク共通機能

クラウド
フルマネージドサービスどう管理し、

どこに配置するか

どこに保管するか

何で置き換えるか

フルマネージドサービス
を利用することで、クラ
ウド最適な設計に近づき、
高い可用性や拡張性、運
用負荷の軽減、コスト最
適が実現できる

一方で、オンプレミスか
らアプリケーションの改
修や運用の変更が必要と
なる



30

クラウドサービスの利用：
インフラ共通機能のクラウドサービス化

カテゴリ 共通機能項目 共通機能化

メール メール送信 Amazon SES

メール受信 3rd party tool

ネットワーク DNS Amazon Route53

NTP OS

セキュリティ 認証 3rd party tool

ID管理 3rd party tool

Firewall/IPS/WAF 3rd party tool

アンチウィルス

暗号 SSL/SSH

セッション セッション管理 Amazon ElastiCache

負荷分散 アクセス負荷分散 Amazon ELB

スケールアウト／イン Amazon AutoScaling

データ連携 API化 Amazon API Gateway

同期／準同期データ連
携

バッチファイル転送 3rd party tool、
Amazon Datapipeline

カテゴリ 共通機能項目 共通機能化

データ保管 RDB Amazon RDS

NoSQL Amazon DynamoDB

ファイル保管 Amazon S3

ファイル管理 ファイル共有 Amazon S3

コンテンツ管理 Amazon S3

デプロイ デプロイ管理 Amazon 
CloudFormation

キャッシュ CDN Amazon CloudFront

ログ ログ管理 Amazon CloudWatch
Logs

分析 データ加工 Amazon EMR

DWH Amazon Redshift

BI 3rd party tool

インフラ運用 障害／エラー監視 Amazon CloudWatch

性能監視 3rd party tool

バックアップ Amazon EBSSnapshot

ジョブ管理 3rd party tool

インフラ共通機能の何をクラウドサービス化するかを検討する。
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クラウドサービスの利用：
アプリケーションのクラウド最適化

外部
サービス

アプリ
ケーション

外部
サービス

アプリ
ケーション

RPC

オンプレミスシステム例（課題あり）

構成
情報

LB

RDB

セッション
ステート

密結合
→障害時全面停止

リスク
ステート情報を
ローカルに保管

→障害時ステート消失

構成情報を
ローカルに保管

→障害時復旧や拡張時に
時間がかかる

耐久性は別途確保
→耐久性のためにテープが必要

（データの再利用に時間がかかる）

分散できず
アプリケーション
サーバの肥大化

→拡張性に限界があり、
かつ障害時の影響大
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クラウドサービスの利用：
アプリケーションのクラウド最適化

外部
サービス

アプリ
ケーション

外部
サービス

アプリ
ケーション

API バッチ
ファイル転送

API

バッチ
ファイル転送

EDI

EDI

Snapshot

ステート情報

ユーザデータ

RDB

NoSQL

Map
Reduce

S3

S3S3

S3

起動時
動的構成

疎結合

データを可用性／耐久性の
高いストレージで管理

ステート情報を
可用性／耐久性の

高いストレージで管理

起動すれば
元に戻るよう
な動的構成

分散アーキテクチャ

LB LB

LB

ステートレスに

バッチ処理

疎結合、アプリケーションロジックのステートレス化、最適なデータ保管
ストレージの選択等、クラウド最適化をどこまで実施するかを検討する。
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標準化・カタログ化：サービスレベル標準化

項目 本番：サービスレベル高 本番：サービスレベル低 検証開発

サービス時間 サービス提供時間 24時間365日 月-土 9:00-22:00 月-金9:00-22:00

計画停止 1週間前通知で夜間6時間 数日前通知で数時間 随時

可用性 障害時停止許容時間 1-2時間 24時間 24時間

障害時リカバリーポイント 直前 1日前 1日前

障害時性能 100% 50%以上 なし

バックアップ リストア時間 6時間 1営業日 数営業日

リストア時リカバリポイント 直前（5分前） 1営業日 1週間

バックアップ保管世代 7世代 3世代 1世代

災害対策 災害対策RTO 1日以内 なし なし

災害対策RPO 1日前 なし なし

拡張性 システム追加 n/a n/a 1時間以内

リソース増強 1営業日以内 1営業日以内 数分

監視 あり なし なし

性能 （別途定義）

セキュリティ （別途定義）

¥xxx/月 ¥xxx/月 ¥xxx/月

サービスレベルを標準化し、ユーザが選択しやすいようカタログ化する。
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標準化・カタログ化：インフラ構成標準化例

サービスレベル 高 サービスレベル 低

構成イメージ

Availability Zone Availability Zone

AP AP

ELB（負荷分散）

DB
Active

DB
Standby

監視

バックアップ

日次バックアップ
xx世代

Availability Zone
またがっての冗長化

Multi-AZ構成 Single-AZ構成

Availability Zone

AP/
DB 監視

バックアップ

日次バックアップ
xx世代

停止時
自動再起動
スクリプト実行



35

アジェンダ

• AWS移行検討にあたってのお困り事

• AWS移行の方針決め

• AWS移行の方式決め

• AWS移行方法と考慮点

• まとめ
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AWS移行の参考資料

AWS Tokyo Summit 2015
TA-07:【ランチセッション】AWS への DC マイグレーションストラテジー

https://aws.amazon.com/jp/summit2015-report/details/

【AWS初心者向けWebinar】
RDBのAWSへの移行方法（Oracleを例に）

http://www.slideshare.net/AmazonWebServicesJapan/20150728-rd-bmigrationpublic
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AWS移行方法：サーバ移行方法

仮想マシンインポート サーバ再構築＋既存アプリ導入

概要
1. VMImportを利用して仮想マ

シンをインポート
2. IPアドレスなどの設定を変更

1. 新規サーバ構築
2. ミドル・アプリ導入
3. データ移行

採用ケース
• 仮想マシンからの移行の場合
• VMIｍportの制約に合致しない

場合

• 物理マシンからの移行の場合
• 移行対象OSがEC2のサポート対

象外の場合

留意事項
• OSやサーバ構成に制限あり
• インスタンスタイプに制限あり

• OSが変更になる場合、アプリ・
ミドルのバージョンアップ／改
修が必要な可能性あり

AWSへのサーバ移行方式は、インポート機能を使用するか新たに再構築するか。
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VM Importについて

• オンプレミスの仮想マシンをEC2に移行する機能
– Citrix Xen, Hyper-V, vSphereに対応

– Windows Server 、Linuxに対応

– EC2およびS3の標準的な使用料金のみで利用可能

corporate data center

仮想化基盤

VM

VM VM

VM

仮想基盤からエクスポート

RAW,VHD,VMDK

S3へインポート

EC2インスタンスの作成AMIの作成

インスタンスタイプ
EBSボリュームタイプ
は起動時に選択可能
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VM Importの2つの方法

ImportInstance ImportImage

ソース
S3マニフェスト + オブジェクト
(通常はオンプレミスのイメージ
ファイルからのアップロード)

S3のイメージファイルまたは
EBSスナップショット

宛先 停止状態のEC2インスタンス Amazon Machine Image (AMI)

VMの複雑さ 単一ボリューム、単一ディスク 複数ボリューム、複数ディスク

同時インポート数 5 20

オペレーティングシステム
Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows 
Server 2012, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), CentOS, 

Ubuntu, Debian.

VMフォーマット VMDK, VHD, RAW VMDK, VHD, RAW, OVA

2015年に新たにImportImageが追加された。
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VM Import利用時の考慮点

• 共通
– 1TBを超えるディスクの場合インポート不可
– 仮想NICは1つにしておく
– IPアドレスはインポート時にDHCPによる採番に自動変更
– VMware Toolsなどの仮想化関連ツールを削除する
– ウィルス対策ソフトを無効化しておく
– GPT（GUID パーティションテーブル）は不可

• Windows Server
– インポート前にRDPを許可しておく
– .NET Framework3.5をインストールしておく
– タイムゾーンをUTCにしておく
– AD参加サーバで移行後も同一ADドメインに参加する場合、ホスト名も要変更

• RedHat Linux
– インポート後のライセンスはBYOL必須

詳細な前提条件は以下を確認
http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/AWSEC2/latest/UserGuide/VMImportPrerequisites.html
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AWS移行方法：データ移行方法

• 一括移行
– 移行手順がシンプルで、比較的容易

– 十分な移行時間が必要

• 一括移行＋差分同期
– バックアップを使ってある断面でのシステム移

行を行い、切替時に差分を同期

– ダウンタイムを小さくできる

• 並行稼動による段階的移行
– データおよび利用ユーザーを徐々に移す

– ダウンタイムはほぼ無し

– アプリケーションによっては困難

一括移行

差分同期

並行稼働

ユーザデータの移行方法は次のとおり。
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データ移行方法の整理

移行方法

データ形式

DB ファイル

一括移行 Export/Import
もしくはバックアップ／リストア

ファイルの全コピー
もしくはバックアップ／リストア

差分同期 差分バックアップツールでフルリストア後切
り替えタイミングに短時間で差分リストア
もしくは、ツールで更新データを継続的に転
送し、切り替えタイミングに更新を追い付か
せる

ツールを使ってファイルの差分コピー

並行稼動 n/a
（切り替え時再リストア）

ツールを使ってユーザ単位のファイルコピー

DBとファイルでそれぞれの移行方法の具体策を整理。
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移行パターンごとの移行方法の整理

Rehost Refactor Revise Rebuild Replace

サーバ VMImort ○ ○ △ × ×

再構築 ○ ○ ○ ○ ○

データ 一括移行 ○ ○ ○ ○ ○

差分同期 ○
一般的なミドルウェ
アの場合

○
一般的なミドルウェ
アで移行後も同じも
のを利用するとき

○
一般的なミドルウェ
アで移行後も同じも
のを利用するとき

△
利用サービスや
移行ツールに依
存

△
利用サービスや
移行ツールに依
存

並行稼動 ○
アプリケーション対
応やミドルウェア対
応は必要

○
アプリケーション対
応やミドルウェア対
応は必要

○
アプリケーション対
応やミドルウェア対
応は必要

△
利用サービスや
移行ツールに依
存

△
利用サービスや
移行ツールに依
存

5R移行パターンごとに利用できる移行方法は次のとおり。
差分同期や並行稼動はとくに利用するDBやミドルウェアに依存する。
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アジェンダ

• AWS移行検討にあたってのお困り事

• AWS移行の方針決め

• AWS移行の方式決め

• AWS移行パターンと考慮点

• まとめ
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まとめ

クラウド移行方式 クラウド
移行計画

クラウド移行方針

どの環境、
システムを
移行するか

どのアプリ
ケーション、
システムを
／から移行

するか

単純移行か、
クラウド最
適化しての

移行か

クラウド
サービス

利用の検討

クラウド
移行方法の

検討

AWS移行検討の流れ

環境、システム
の評価

アプリケーション
評価
システムライフ
サイクル評価

5Rの検討 クラウドサービス
の利用

サーバ移行、
データ移行
方法の選択



46

Q&A
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参考文献・リンク

• AWS Tokyo Summit 2015
TA-07:【ランチセッション】AWS への DC マイグレー
ションストラテジー
– https://aws.amazon.com/jp/summit2015-report/details/

• 【AWS初心者向けWebinar】
RDBのAWSへの移行方法（Oracleを例に）
– http://www.slideshare.net/AmazonWebServicesJapan/20150728-rd-

bmigrationpublic



48

詳しくは、http://aws.amazon.com/training をご覧ください

メリット

• AWS について実習や実践練習を通じ
て学習できる

• AWS を熟知したエキスパートから直
接 AWS の機能について学び、疑問の
答えを得られる

• 自信をもって IT ソリューションに関
する決定を下せるようになる

提供方法

e ラーニングや動画

セルフペースラボ

クラスルーム
トレーニング

AWSトレーニングでは様々な学習方法をご提供しています

http://aws.amazon.com/training
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公式Twitter/Facebook
AWSの最新情報をお届けします

@awscloud_jp

検索

最新技術情報、イベント情報、お役立ち情報、お得なキャンペーン情報などを
日々更新しています！

もしくは
http://on.fb.me/1vR8yWm
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AWS初心者向けWebinar

• AWSをこれからご使用になる技術者向け、ソリュー
ションカットのセミナー

• 今後の配信予定

9/29（火）AWS から始める動画配信

※12時~13時の時間帯です！

• 申し込みサイト

– http://aws.amazon.com/jp/about-aws/events/

http://aws.amazon.com/jp/about-aws/events/
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AWS Black Belt Tech Webinar 2015

AWSのサービスをディープにご紹介

• 今後の配信予定

– 9/16（水）18:00〜 Amazon Elastic MapReduce

– 9/23（水）シルバーウィークのためお休み

– 9/30（水）18:00〜 ~ Amazon Machine Learning

• 申し込みサイト

– http://aws.amazon.com/jp/about-aws/events/

http://aws.amazon.com/jp/about-aws/events/
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AWSの導入、お問い合わせのご相談

• AWSクラウド導入に関するご質問、お見積り、資料請
求をご希望のお客様は、以下のリンクよりお気軽にご相
談ください
https://aws.amazon.com/jp/contact-us/aws-sales/

※「AWS 問い合わせ」で検索してください

https://aws.amazon.com/jp/contact-us/aws-sales/
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We are hiring!!

http://aws.amazon.com/jp/careers/

http://aws.amazon.com/jp/careers/
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ご参加ありがとうございました


