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「AWS は…高速なアプリケーションや自動スケーリングの
実現、IT 関連コストの削減、セルフサービスと即時プロビ
ジョニング、セキュリティ、コンプライアンス遵守、管理機
能の提供など、さまざまな分野で Samsung をサポートし
ています」
– Samsung Research America、Solutions Innovation Group 副社長、
Brent Richtsmeier 氏

クラウドに移行する際には、いかに素早く物事を進め、ビジネスの価値を生
み出すかが、重要な差別化のカギになります。組織内の勢いが失速し、動き
が停滞してしまうと、役員からの賛同も得られなくなります。結果を出すま
でに時間がかかりすぎてしまうと (または、適切な評価やコミュニケーション
が行われないと)、移行に対するビジネスケースの説得力を失い、プロジェク
トの資金や支援が失われる可能性すらあります。
この 13 年間、AWS とそのパートナーエコシステムは、数千を数える組織に
対して、アプリケーションをクラウドに移行してコストを削減し、オペレー
ショナルレジリエンス (回復力) を強化し、ビジネスの俊敏性を高め、迅速な
イノベーションの基礎を固められるよう、サポートしてきました。AWS では
この経験を基に 、競合他社よりも包括的で、実績のあるクラウドへの移行ア
プローチを構築しました。1 件から数千件のアプリケーションをクラウドに
移行させるこのアプローチは、その確かなメリットを迅速かつ効率的に実現
し、測定し、伝達するのに役立ちます。
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ビジネスバリュー
ほとんどの場合コストの削減が目的でアプリケーションのクラウドへの移行
の判断が下されます。しかし AWS のお客様は、古いインフラストラクチャ
の撤廃によるコスト削減だけが AWS への移行の戦略的価値ではないことに
気づきます。
AWSは、社内の調査と経験を基に、企業をクラウド移行へと促す主な要因を
8 つ特定しました。以下はその 8 つのビジネスドライバーです。
1. コスト削減
2. 俊敏性とスタッフの生産性
3. セキュリティとオペレーショナルレジリエンスの強化
4. アウトソーシングとハードウェア/ソフトウェアのサポート終了
5. データセンターの統合
6. デジタルトランスフォーメーション
7. 迅速なグローバル化と M&A (合併と買収)
8. 最新のテクノロジー (AI/ML、IoT など)
AWS とそのパートナーエコシステムは、GE、The Coca-Cola Company、
BP、Enel、Samsung、News Corp、Twenty-First Century Fox といったグ
ローバル企業がクラウドへの移行を速やかに行えるようにサポートしてきま
した。また多くの場合、それぞれの企業のビジネスドライバーの背後にある
目的も迅速に達成できるようにしてきました。

クラウド移行を成功させるための基盤
クラウドに移行する際に、充分なアプリケーションポートフォリオの移行を
早い時期に完了させ、クラウド移行とモダナイズに同時に取り組んだ組織
は、大抵の場合、AWS への移行によるビジネス価値を最大限に引き出すこと
に成功しています。
Guardian Life Insurance はその一例です。わずか 2 年で 200 件ものレガシ
ーアプリケーションを AWS に移行させ、自社のデータセンターを完全に閉
鎖することができました。
3

アマゾン ウェブ サービス

|

AWS への移行を加速する

アジャイルな運用モデルで業務を行い、業界の規制が厳しい中で、より革新
的な企業に生まれ変わるために、クラウド対応技術スタッフ 200 名と従業員
2,500 名を再教育しました。その過程で、ビルドとデプロイの自動パイプライ
ンを導入し、アプリケーションスタック全体のプロビジョニングを加速させる
ことにより、処理にかかる時間を数週間から 1～2 日にまで短縮しました。1

「今日の流動的なビジネス環境では、組織はきわめて速いスピ
ードで変化に対応していく必要があります。低コストなクラ
ウドコンピューティングテクノロジーにより可能となるビジ
ネス俊敏性は、この激しい移り変わりに対応するユニークな
能力を提供してくれます」
– AWS 後援による IDC ホワイトペーパー「Fostering Business and
Organizational Transformation to Generate Business Value with
Amazon Web Services」2018 年 2 月

次のセクションで説明する 3 段階の移行プロセスと 7 つの移行パターン (「7 つ
の R」) は、クラウド移行の計画を立てる際のガイドラインとなり、定量化可能
なビジネス価値をすばやく継続的に実現するうえで役立ちます。
AWS への移行の詳細を確認する >

3 段階の移行プロセス
クラウド移行の最適な方法は組織ごとに異なります。しかし、AWS では 100
万以上の顧客を擁しており、新興企業から老舗企業、異なる業種や地理的条件
の組織においてクラウド移行をサポートしてきた経験から、標準的な移行プロセ
スを見い出しました。一般的に、そのプロセスは、1) 評価、2) モビライズ (動
員)、3) 移行とモダナイズという、3 段階に分かれます。この 3 段階のアプロ
ーチが、すばやく効率的に組織が数十、数百、数千のアプリケーションをクラウ
ドへ移行するための最善策です。

1

https://diginomica.com/how-guardian-lifes-shift-to-aws-enabled-it-to-go-agile-cut-costs-and-partner-with-insurtech-start-ups
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ここで重要なのは、移行を成功させるための一般的な要素を構成する各フェー
ズが、それぞれ独立しているわけではないということです。実際、多数のアプ
リケーションを移行する際には、これらの段階が繰り返し実施されます。アプ
リケーションの移行を繰り返すほど、プロセスと手順の再現性や予測可能性を
高めることができるようになり、移行作業が加速し最適化されます。

「AWS が提供する機能性と提供するサービス、そしてチーム
の強さは、業界では他に類を見ないものです」
– LYCRA Company、CIO、Jon Bergman 氏

フェーズ 1: 評価
このフェーズでは、自社のオンプレミスリソースを評価し、アプリケーショ
ンをクラウドで実行する場合の適切なサイズおよび最適化について、コスト
予測を作成します。AWS にはこれに役立つサービスやツールが数多く用意さ
れています。
AWS の移行準備評価は、クラウドジャーニーの道のりを把握し、現在のクラ
ウド準備における強みと弱みを理解し、現実と理想のギャップを埋めるための
アクションプランを策定するプロセスです。効果的なクラウド移行には、変革
に向けた取り組み全体を見据えることのできる視点が必要です。そのためのガ
イドとして、AWS Cloud Adoption Framework (CAF) が利用できます。
AWS Migration Readiness Guide でさらに詳しく学ぶ >

フェーズ 2: モビライズ (動員)
このフェーズでは、フェーズ 1 の評価で明らかになった、組織の準備不足を
解消します。ここで注目することは、ベースライン環境つまり「ランディン
グゾーン」の構築、運用準備状況の改善、クラウドスキルの開発です。
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AWS Application Discovery Service は、アプリケーションの依存関係と使
用状況に関する詳細な情報を自動的に収集して提示するサービスです。これ
により、充分な情報に基づいて移行計画の意思決定が行えます。AWS 移行
コンピテンシーパートナーには、RISC Networks、Cloudamize、ATADATA
Deloitte、Turbonomic などの企業が名を連ねています。これらの企業は、発
見と計画に役立つツールも提供しています。AWS Migration Hub では、AWS
やパートナーが提供する複数のツールにまたがるアプリケーション移行の計画
と追跡を自動化して、ニーズに最適な移行ツールを選択できるようにします。

フェーズ 3: 移行とモダナイズ
このフェーズでは、各アプリケーションの設計、移行、検証を行います。
AWS Migration Hub を使用すれば、移行計画全体にわたる更新の進捗度が
すぐに確認できるほか、問題箇所の特定と解決も簡単に行えます。さらに、
移行プロジェクトに費やす全体的な時間と労力も削減できます。
アプリケーションをクラウドに移行させるための最適なアプローチは、多
くの場合、アプリケーションをクラウドに迅速に移行した後、AWS で再設
計することです。AWS の子会社である CloudEndure では、CloudEndure
Migration を提供しています。このサービスを使用すれば、互換性やパフォー
マンスの中断、長期間のカットオーバーウィンドウ、長距離のデータレプリ
ケーションなどを懸念することなく、多数のマシンを (物理的、仮想的、別の
クラウドといった) 複数のソースプラットフォームから AWS にすばやくリホ
ストできます。
多くの企業がこの移行サービスを利用して、レガシーテクノロジーのポート
フォリオをリファクタリングし、自社ビジネスをモダナイズしています。実
績のあるモダナイズ方法としては、インフラストラクチャの自動化 (伸縮自在
なインフラストラクチャ、コンテナ、AI/ML)、アジャイル開発プラクティス
(DevOps、テストの自動化、CI/CD、可観測性)、クラウドネイティブなアー
キテクチャパターン (ステートレス、マイクロサービス、サーバーレス、デー
タレイク)、製品ベースの運用モデル (製品チーム、ビジネス成果の調整、フ
ルスタック構造とプラットフォーム構造の比較) などが挙げられます。これら
の方法はイノベーションを加速させ、俊敏性とレジエンス、効率性を向上さ
せます。これらをうまく活用し、市場に投入してから結果を出すまでの時間
を短縮しましょう。

6

アマゾン ウェブ サービス

|

AWS への移行を加速する

移行のための 7 つの共通パターン:
「7 つの R」

アプリケーションをクラウドに移行する方法は 1 つではありません。クラウド
移行は一般的に 6 つの基本パターンのいずれかに従います。AWS に移行する
場合は、7 番目の選択肢 (再配置) も加わります。AWS では、これらを合せて
「7 つの R」と呼んでいます。 詳細な戦略を立てて自社アプリケーションに最
適なパターンを特定することは、クラウドジャーニーを促進し、目的のビジ
ネス成果を達成するために不可欠です。AWS のほとんどのお客様が採用する
「7 つの R」について、それぞれのパターンを詳しく見ていきましょう。

1.Rehost (リホスト)

– または「リフトアンドシフト」
迅速な移行とスケーリングがビジネスケースを満たすために必要な、大規模な
移行シナリオ (データセンターの契約期間満了など) では、アプリケーション
の大部分がリホストされることがわかっています。
CloudEndure Migration などのツールを使用すれば、リホストの大半を自動
化できます。 エージェントをサーバーにインストールできない場合は、AWS
Server Migration Service がエージェントレスの機能を提供します。数千
ものオンプレミスのワークロードを既存のサーバーのスナップショットから
AWS に簡単かつ迅速に移行できます。

2.Re-platform (リプラットフォーム)
– または「リフトティンカーアンドシフト」

アプリケーションのコアアーキテクチャを変更せずに具体的なメリットを生
み出すため、このパターンでは若干のクラウド最適化作業を伴います。例え
ば、メッセージングブローカーを管理している場合、そのブローカーの置き
換えは、Amazon MQ フルマネージドサービスを利用することで簡単に実現
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します。アプリケーションコードを書き直したり、サードパーティーのソフ
トウェアライセンスを利用したりする必要はありません。ファイルストレー
ジが必要な Windows ベースのアプリケーションを移行するのであれば、フ
ルマネージドサービスである Amazon FSx for Windows File Server を利
用できます。
データベースインスタンスの管理に費やす時間を短縮するために、Amazon
Relational Database Service (RDS) などの DBaaS に移行することもでき
ます。あるデータベースソースまたはデータベースバージョンから、新しい
プラットフォームまたはソフトウェアバージョンに移行する場合は、AWS
Database Migration Service を利用することで、ソースデータベースを完
全に運用したまま移行作業を実施して、カットオーバー期間のダウンタイム
をほぼゼロにできます。

3.Refactor (リファクタリング)

–ア
 プリケーションの構築方法や開発方法を変更すること。通常はクラウド
ネイティブな機能が採用される
リファクタリング (または再設計) は通常、アプリケーションの既存環境では
達成が困難な機能、規模、パフォーマンスを実現したいという企業の強いニー
ズによって推進されます。
サービス指向アーキテクチャ (SOA) への移行で俊敏性やビジネス継続性を向
上させる場合、コストが高くつくとしても、この戦略が最も価値のある方法と
なるでしょう。

4.Relocate (再配置)

– vSphere ベースのアプリケーションを、変更を加えずに AWS に移行する
VMware Cloud on AWS を使用すれば、vSphere 上で仮想化された数百の
アプリケーションを、わずか数日で AWS クラウドに再配置し、VMware
Cloud Foundation ベースの環境で一貫性のある運用を継続することが可能
になります。AWS クラウドに移行したアプリケーションは、AWS の各種
サービスを活用するために簡単に最適化したり再設計したりできます。
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5.Re-Purchase (再購入)

– 現在の環境を置き換えること。または「ドロップアンドショップ」
このパターンでは、ソフトウェアの新バージョンへの移行、または新規ソリ
ューションの購入が決定されます。ビジネスニーズに柔軟に対応できるよう
な、新しいソフトウェアライセンスモデルを探しているというケースもありま
す。AWS Marketplace では、ソリューションを構築し、ビジネスを進めるの
に必要なサードパーティー製のソフトウェアやサービスを発見し、購入し、デ
プロイし、管理するための、厳選されたデジタルカタログを提供します。

6.Retain

– 現状を維持する
移行準備が整っていない、またはオンプレミスにとどめた方が良いと思われ
る IT ポートフォリオがあるかもしれません。ただし、ポートフォリオをク
ラウドに移行すればするほど、少数のアプリケーションにデータセンターの
費用を割り当てることになり、最終的には、アプリケーションの現状維持に
ついて再検討する必要が生じる可能性があります。
オンプレミスで維持するアプリケーションについては、AWS Outposts を
使用することで、事実上どのデータセンター、コロケーションスペース、
オンプレミス施設に対しても、AWS クラウドと同じハードウェアとソフト
ウェア、同様のサービスと API、同様の移行ツール、同様のサポートと運用
モデルを持ち込むことが可能です。

9
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AWS Outposts は、真に一貫性のあるハイブリッドクラウドを実現し
ます。オンプレミスの AWS Outposts でも AWS クラウドでも、開発し
たアプリケーションを互換性を意識せずにデプロイできます。

7.Retire (廃止)

– IT ポートフォリオの不要な部分を廃止またはアーカイブする
IT ポートフォリオを合理化し、使用されず稼働する必要のないアセット
を特定します。これによりビジネスケースを強化するとともに、より広範
に使用されるリソースの管理に、チームの意識を向けることができます。

アプリケーション ALM/SDLC
コードの開発

リファクタリング

再設計

リプラットフォーム

プラットフォ
ームの決定

インフラスト
ラクチャの変更

再購入

購入/COTS
/SaaS

インストール/
セットアップ

統合

検証

アマゾン ウェブ サービス

手動
インストール
リホスト
検出

評価/
優先順位付け

決定

自動
自動

設定

移行ツールの使用

デプロイ

移行
本番稼働

再配置
(VMware Cloud
on AWS)

保持

廃止
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確信を持って移行するための
リソース

パブリッククラウドを牽引するプロバイダーとして、AWS では、確信を持っ
て明確な移行目標を設定するためのリソースを提供しています。クラウドにす
ばやく移行し、ビジネスで望ましい成果を早い時期から継続的に生み出すため
のサービスやサポートが充実しています。

移行に関する豊富な実績
2006 年以降、グローバルなクラウドプロバイダーとして 100 万以上のアク
ティブなお客様が利用している AWS には、新興企業から老舗企業、異なる業
種や地理的条件の組織においてクラウド移行をサポートしてきた最も豊富な経
験があります。AWS パートナーのエコシステムにも支えられ、AWS では、
ワークロードの種類を問わず、それらを AWS に移行させる作業を成功に導い
てきました。また、数万台にも及ぶサーバーの大規模な移行を成し遂げてきた
実績もあります。これは、多岐にわたる潜在的なシナリオに遭遇し、それらを
評価し、解決してきた経験が AWS にあるということを意味しています。
AWS には、その長い歴史を通じて蓄積された、業界で最も豊富な移行ガイダン
スとドキュメントがあります。計画と実行のプロセスを単純化するために、AWS
では AWS Prescriptive Guidance を通じてインサイトと経験を共有しています。
これらすべては、ソフトウェア、サービス、サポートが一体化した実績のあるリ
ソースとして、確信を持ってクラウドへ移行できるようサポートします。

包括的で成熟した移行ツール
AWS は、クラウド移行をサポートしてきた長年の経験から、自社製、サード
パーティー製を問わず、包括的なツールとサービスを開発し、お客様のクラウ
ドジャーニーをシンプルにし、促進してきました。AWS の移行ツールカタロ
グには、お客様の投資を、可能な限りすばやく、かつ完全に、目的のビジネス
成果につなげるための、エンドツーエンドのツールセットが含まれています。
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この AWS の移行ツールのポートフォリオは、AWS Machine Learning に
基づく自動化とインテリジェントなレコメンデーションを提供することによ
り、移行プロセスの各ステップをシンプルにして促進します。お客様の環境
についての発見やデータ収集を自動化することで、移行計画の立案や、ビジ
ネスケースの開発を確信を持って遂行することが可能になります。継続的
リアルタイムレプリケーションなどのテクノロジーを活用することによっ
て、AWS では移行中の中断期間を最小化し、AWS への移行に伴うカットオ
ーバー期間のダウンタイムをほぼゼロにしています。

包括的な移行ソリューション
AWS パートナーとの強力な連携により、AWS では、移行プロセスの各ステップ
を促進する、幅広いプログラムとソリューションのセットを開発しています。
AWS プロフェッショナルサービスと AWS 移行コンピテンシーパートナーは、
これらの方法論とベストプラクティスに精通したエキスパート集団です。
Accenture、Cognizant、Deloitte、Hewlett Packard Enterprise、Tata
Consultancy Services などのグローバルなシステムインテグレーター各社
や、2nd Watch、Slalom、MegaZone などの地域のパートナーは、AWS へ
の大規模な移行をいくつも成功させた実績により、移行コンピテンシーパー
トナーの指定を受けています。
AWS プロフェッショナルサービスは、お客様のクラウドジャーニーがどこま
で進行しているかにかかわりなく、お客様のスキルと経験のギャップを埋める
と同時に、お客様の組織内のチームが AWS トレーニングと認定を活用するた
めの準備を整えます。AWS Managed Services (AMS) では、AWS インフラ
ストラクチャが継続的に管理され、最適なコストで運用されるため、困難な移
行準備の手間がほぼなくなります。チームにはアプリケーションに集中する余
裕ができるため、クラウドでのスキルを身に付けることができます。
AWS サポートでは、AWS プレミアムサポートプランを通じて、継続的なガ
イダンスを提供します。AWS では、サポートケースの開始から解決に至るま
で、専門的な技術支援を確実に提供できるよう、高度な訓練を受けたエンジ
ニアを採用しています。
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クラウド移行による変革の準備はできていますか?
AWS への移行によるビジネス上のメリットを最大限引き出している組織は、
クラウドジャーニーの開始時から、自社のアプリケーションポートフォリオ
の大部分を移行させると同時に、クラウド移行のすべてのフェーズで AWS
の専門知識を活用して組織的能力、運用能力、技術的能力を高めています。
このような先進的な企業になるには、AWS Migration Acceleration Program
(MAP) が役立ちます。MAP は、AWS の移行ソリューションのうち、実績の
ある構成要素 (AWS の方法論、AWS とパートナーのツール、AWS とパート
ナーのプロフェッショナルサービス、AWS トレーニング、AWS サポートな
ど) のすべてをお客様の能力および投資と組み合わせて、クラウド移行を成功
に導くためのプログラムです。
この eBook のガイダンスに従い、緊迫感と目的意識、先見性を持って AWS
に移行すれば、クラウドのメリットを最大化できます。最終的には、IT リソ
ースを解放して、真に価値を発揮するプロジェクトやタスクに割り当てるこ
とで、マイルストーンやベンチマークをより迅速に達成できます。組織全員
の賛同と熱意を勝ち得てコミットメントを強化する、最強のクラウド移行の
ビジネスケースを作成し、ビジネスの変革を実現できるでしょう。
AWS に問い合わせて、無料の移行前評価からクラウド移行を始めましょう。

本資料に関する簡単なアンケートにご協力ください。
アンケートはこちら »
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学習リソース
1. エグゼクティブサポート
AWS Executive Insights
2. 従業員の再トレーニング
AWS Migration Training
3. クラウド変革の原則 (英語ブログ)
What are Your Cloud Transformation Principles?
4. セキュリティ
AWS クラウドセキュリティ
5. CLOUD CENTER OF EXCELLENCE (CCOE)
A Leader’s Guide to Cloud Transformation
6. リホストかリファクタリングか (英語ブログ)
The Great Cloud Refactoring Debate
7. デジタルトランスフォーメーションの落とし穴を回避する (英語ブログ)
Effective Patterns for Enterprise IT
Best Practices to Make Your Cloud Migration a Success
8. AWS Enterprise Strategy ブログ (英語)
Enhance and accelerate your transformation journey with leadership
perspectives from AWS and other large enterprises

AWS について
これまで 13 年間、アマゾン ウェブ サービスは世界で最も包括的で広く導入されたクラウドプラットフォームとして活躍してき
ました。AWS では、米国、オーストラリア、ブラジル、カナダ、中国、フランス、ドイツ、インド、アイルランド、日本、韓
国、シンガポール、スウェーデン、英国にまたがる 22 の地理的リージョンにある 69 のアベイラビリティーゾーン (AZ) から、
コンピューティング、ストレージ、データベース、ネットワーク、分析、ロボティクス、機械学習と人工知能 (AI)、Internet of
Things (IoT)、モバイル、セキュリティ、ハイブリッド、バーチャルリアリティと拡張現実 (VR と AR)、メディア、アプリケ
ーション開発、デプロイ、およびマネジメント向けの数多くの機能を備えた、165 を超えるフル機能のサービスを提供していま
す。急速に成長するスタートアップ企業から最大級のエンタープライズ、および先進的な政府機関に至るまで、何百万もの顧客
がインフラストラクチャの実現に AWS を使用して俊敏性を高め、コストの削減を実現しています。AWS の詳細については、
aws.amazon.com を参照してください。
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