数分たりともビジネスを停止
させない、基幹システムの
フェイルオーバーをZVRで実現
課題
• 複数の物理サーバで運用されていたシステムを仮想化で統合する
一方、停止が許されないシステムを冗長化し、事業継続性を確保
することが求められていた。

株式会社ニコン・エシロールについて
ニコン・エシロールは、2000年1月1日、株式会社ニコ
ンおよび、エシロール・インターナショナル（フランス）の
合弁会社として設立された、グローバルに展開する、
世界トップクラスのメガネレンズメーカーである。精密光
学分野のリーダーであるニコンと世界のメガネレンズの
リーダーであるエシロールが共に手を組んだことで、研
究開発から製造、販売まで、あらゆる面で相乗効果
を発揮している。日本および海外において「ニコン」ブラ
ンドのメガネレンズ製品の製造・販売を手掛けるほか、
世界的に有名な遠近両用メガネレンズである「バリラッ
クス」の日本国内販売を行っている。

「重要なシステムにおけるダウンタイムの発生は
ニコン・エシロールのビジネスに直接的な影響を
もたらしかねない。ZVRの導入により障害が発
生した場合でも迅速なフェイルオーバーが可能
となり、ビジネスを停止させることのない基盤を
実現できた」
ITサービスマネージャ 満田朋紘氏

「ZVRのインタフェースはグラフィカルで非常に理
解しやすく、操作も容易だ。フェイルオーバーテ
ストもわざわざ環境を作ることなく簡単に行える
ので、検証や社内向けデモンストレーションの際
には有効活用させてもらっている」
ITサービス部

伊藤信人氏

株式会社ニコン・エシロール

• 万が一システムに障害が発生したとしても、迅速なシステムの復旧
を可能とするソリューションの導入が急務となっていた。
• 多機能ながらも管理者の手を煩わすことのない容易な操作性が
求められていた。

ソリューション
• 「Zerto Virtual Replication（ZVR）」を活用し、仮想化さ
れたシステムの冗長化と迅速なフェイルオーバーを実現、BCP/DR
（事業継続計画／災害復旧）環境も構築できた。
• 数秒のRPO（目標復旧時点）、数分のRTO（目標復旧時
間）を実現する高速なレプリケーション機能により、障害の発生に
際しても迅速なシステム復旧が可能となった。
• グラフィカルで理解しやすいインタフェースにより、複雑な操作に惑わ
されることなく迅速に障害対応にあたれる仕組みを獲得できた。

成果
事業継続性
ZVRでビジネスの停止を回避する基盤を実現

短時間／コスト圧縮
約30分で本番環境へ仮想マシンをリストア

リアルタイム
平均で5～10秒の完全同期に近いレプリケーション

CASE STUDY

ビジネスを停止させないシステム基盤の構築が急務に
ニコン・エシロールが急務の課題として取り組んでいたのは、これまで複数の
物理サーバを用いて個別に運用されていたシステムの仮想化統合だった。
その背景には、老朽化したシステムを刷新すると同時に、サーバ統合によ
る運用管理負荷の抑制、およびコスト削減があったという。ニコン・エシロー
ル ITサービスマネージャの満田朋紘氏は「2017年よりグループ会社のイン
フラも含めてサーバ、ストレージの仮想化統合をVMware vSphereで推
進しており、現在では10台程度にまで削減された物理サーバ上で約80台
の仮想マシンが稼働している。将来的には100台程度まで仮想マシンを
拡大させる計画だ」と説明する。
仮想化統合を推進する一方で、解決すべきもう1つの課題が浮上してい
た。ミッションクリティカルなシステムの冗長化、および万が一の災害や事故
に備えたBCP/DR環境の構築である。ニコン・エシロール 情報システム本
部 ITサービス部の伊藤信人氏は「どのシステムも停止は許されないが、中
でも世界各地の各小売店と接続される『計算系サーバ』はビジネスを支え
る基盤として常時、安定稼働が求められていた」と語る。ニコン・エシロール
は、眼鏡レンズメーカーが共同利用可能な業界横断型のレンズ受発注
システムを経由し、小売店と計算系サーバを接続している。計算系サーバ
は小売店で入力された情報に基づき、眼鏡フレームに最適なレンズの厚
み等をリアルタイムで計算、その結果を小売店に返している。「したがって、
計算系サーバに障害が発生するとレンズ加工に必要な計算が行えず、小
売店や顧客を待たせてしまうことになる。その場合、他社レンズが選ばれ
るなど、ビジネスチャンスを逃してしまうことにもなりかねない」（満田氏）。
だが、これまで計算系サーバは冗長化の仕組みが整備されておら
ず、障害発生時には人手による対応でカバーしていたという。「障
害原因の究明から復旧まで時間を要することも少なくなかった。
障害からの迅速な復旧と開発・運用担当者の負荷抑制、そし
てビジネス機会の逸失を回避するためにも、システムの冗長化、
およびフェイルオーバー機能の実装が急務だった」（伊藤氏）。
必要な要件をすべて満たしていた「Zerto」
ニコン・エシロールは、障害発生時でもビジネスを停止させないためのフェイ
ルオーバの実現、さらにはBCP/DR環境の構築に向けて本格的な検討
を開始。複数のツールを比較検討した結果、最終的に選択されたのが
ZertoのZVRだった。「導入に至った直接的な理由こそ、エシロールのグ
ローバルITスタンダードでZVRがフェイルオーバーのツールに認定されていた
こと、また、既にカナダの拠点で導入されていたことだったが、ZVRは私たち
が求める機能要件をすべて満たしていた」と満田氏は振り返る。

意することなくフェイルオーバーのテストが簡単に行えるので、検証も非常にや
りやすかった」と伊藤氏は話す。
また、パフォーマンスについても伊藤氏は、「現在では最小で40GB、最大
で300GBの仮想マシンをレプリケーションしているが、平均で5～10秒と完
全同期に近い数値が示されている。フェイルオーバーも40GBほどの仮想マ
シンであれば2～3分程度で行え、一杯のコーヒーを飲み終える頃には完
了している」と満足気だ。
今回、ニコン・エシロールでは、クラウドサービスを用いた仮想マシン
のバックアップに加え、ホストレベルにおける仮想マシンのHA（High
Availability）構成の採用、そしてZVRを用いたフェイルオーバー環境と、
3段構えのシステム保護を行っているが、クラウドサービスのバックアップは、
ネットワークの事情もあってデータの取得から仮想マシンのリストアまで4～5
時間を要していたという。「対して、ZVRはフェイルオーバー先に仮想マシン
を立ち上げ、それを本番環境に移動させるといった作業を30分程度で終え
られた。仮想マシンの迅速なリストアという観点で、当初想定していなかった
副次効果を得ることができた」と満田氏は語る。「また、ストレージ容量の制
限から遡れる期間に制約はあるものの『あの時点のデータがほしい』という依
頼にも、テストフェイルオーバーを利用して必要なファイルをリストアすることで
対応できている」（伊藤氏）。
今回、SIerとしてZVRと新規ストレージの導入をサポートしたクロス・ヘッ
ド株式会社 技術本部 クラウドソリューション推進部 部長の山内卓麻氏
は、「今回の案件は提案から導入まで3ヵ月というタイトなスケジュールだった
が、Zertoの協力により、スピード感をもって対応できた」と説明する。また、
同社 技術本部 クラウドソリューション推進部 クラウドソリューションアーキテ
クトの片山博次氏も「ZVRは、仮想環境の冗長化やバックアップに不慣れ
な人でも導入や活用が容易なソリューションであることがSIer側からの評価
点だ。今後は日本語対応のさらなる強化に期待したい」と話す。
ZVRの活用により、障害時にもビジネスを停止させない基盤を実現したニコン・
エシロール。今後はBCP/DRの本格的な推進に向け、同一データセンター内に
配備していたバックアップ環境を異なるデータセンターへ移行する計画だ。「ネッ
トワークを介することで多少の影響は発生するだろうが、それでもZVRならば迅
速なフェイルオーバーを実現してくれるだろう」と、満田氏は期待を寄せる。

マイグレーションの概要

ZVRは数秒のRPO、数分のRTOを実現する迅速なレプリケーションが
可能なため、同社が目標値として掲げていた「2時間のRPO、4時間の
RTO」を余裕でクリアできた。また、スナップショットによるレプリケーションでは
パフォーマンスへの影響や、ホットスワップによるHDD追加が困難であると
いったストレージ運用の煩雑化が懸念されていたが、ZVRがジャーナルベー
スのレプリケーションを採用していたことも評価点だった。このほか、エージェ
ントレスにより各仮想マシン上にエージェントを配備しなくて済むことも、運
用負荷抑制に繋がっているという。
40GBの仮想マシンのフェイルオーバーも2～3分で完了
ニコン・エシロールが最も高く評価するのは操作の容易性だ。「インタフェー
スこそ英語だが、GUIが秀逸でとても使いやすい。また、専用の環境を用

バックアップ内容

VMware vSphereで構成される約80のVM環境

5～10秒

オンプレミスの本番環境からバックアップ環境への
完全同期に近いレプリケーション

約30分

バックアップ環境から本番環境への仮想マシンの
リストアと立ち上げ

ZERTO について

Zerto Japan（ゼルトジャパン）

今日の企業は、24時間365日の顧客サービスを提供する必要があります。Zertoは進化を続けるITを支えるレジリエンス（回復力）
を提供することにより、企業およびお客様がITシステムの障害、ダウンタイム、遅延に一切悩まされずにビジネスにとって重要なアプリケー
ションに常時アクセスできるように支援しています。実績豊富なZertoのクラウド継続プラットフォームは、パブリック、プライベート、ハイ
ブリッドクラウドを問わず、仮想化されたIT環境のアプリケーションを保護することを目的として、シンプルかつ信頼性の高いBC/DR（事
業継続／ディザスタリカバリ）ソフトウェアソリューションを提供しています。Zertoのリカバリに対する積極的なアプローチにより、企業はあ
らゆる障害に対して万全の対策をとることができ、最新技術も容易に導入できるだけでなく、進化し続けるITや事業計画の変更に迅
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Amazon WorkSpaces 導入事例

株式会社 47CLUB 様
社外で働く社員のため仮想デスクトップサービス
「Amazon WorkSpaces」
を導入
社内システムへのセキュアなアクセスを実現し、PCの管理負荷も軽減
株式会社 47CLUB 様

所在地 ：東京都中央区築地1-12-6
設 立 ：2008年7月
資本金 ：2億2,500万円
事業内容：全国の地方新聞社が厳選した商
品を、主にインターネットを利用
して通信販 売するサービスの提
供、および 付 随する広告・広 報・
セールスプ ロモーションに関す
る企画・立案・制作
URL：http://www.47club.co.jp/

写真左から、クロス・ヘッド 櫻井、クロス・ヘッド 鈴木、47CLUB 三好様、47CLUB 武市様

全国の地方新聞社が厳選した商品を取り扱うお取り寄せサイト
「47CLUB
（よんななクラブ）
」
を
運営する株式会社47CLUB。同社の社員は打ち合わせや出張の機会が多いのですが、社外から
社内システムへ安全にアクセスするしくみがなかったため、業務に余計な手間がかかっていまし
た。そこで同社は、クロス・ヘッドをパートナーに、AWSのフルマネージド型仮想デスクトップサ
ービス
「Amazon WorkSpaces」
を導入。これにより、あらゆる場所からセキュアに社内システ
ムへアクセスすることが可能になり、業務は大幅に効率化。PCの管理負荷も軽減されました。
課題

株式会社47CLUB
経営企画チーム

三好 雄介 氏

解決

効果

株式会社47CLUB
販売促進チーム

武市 真佐樹 氏

社外から社内システムへ安全にアクセスするしくみがなく、
業務に余計な手間がかかっていた
クロス・ヘッドの支援のもと、
フルマネージド型仮想デスクトップサービス
「Amazon WorkSpaces」
を導入
あらゆる場所からセキュアに社内システムへアクセスすることが可能になり、
PCの管理負荷も軽減

社内システムへセキュアにアクセス
でき、
PC管理の負荷も軽減できる
しくみを用意したい

いるため、希望しても使えないことが少なくありませ
ん。
また、個人所有のPCやタブレットの利用を許可し
ていますが、
セキュリティ面を考慮し、社内システム
へのアクセスは禁止していました。

̶まずは47CLUBがどういった企業なのかを教え

̶社外でPCを思うように使えなかったわけですね。

てください。

武市様

武市様 「地方を元気に、
日本を豊かに」
という想い

張が多いのですが、
ノートPCがないため営業先へ紙

のもと、全国の地方新聞社および1,300以上のショッ

に印刷して持参したり、社内システムで作業するため

当社の業態的に社外での打ち合わせや出

プ、電通グループなどと一緒になって、地方の価値あ

出先からわざわざ戻ったりと、業務に余計な手間がか

る逸品を知っていただくため、購入していただくため

かっていたのです。

の活動を行っています。
メインの事業であるお取り寄

̶ほかにも何か課題はあったのでしょうか。

せサイト
「47CLUB」
では、地域を隅々まで知る各新

三好様 管理面の不安です。
この先、社内のPCには

聞社が自信を持って厳選した品々を提供。
このほか、

Windows 7のサポート終了に伴うOSのアップグ

ブランド開発や商品開発をサポートする商品開発事

レードが予定されていますが、当社には情報システム

業、百貨店等での催事をプロデュースする催事事業

の担当者がひとりしかいないため、その負荷が集中

など、
さまざまな面から地方の事業者を支援してい

してしまいます。
また、PCの初期設定や保守、
アカウ

ます。

ント管理などもすべてこの担当者が対応しているた

̶仮想デスクトップを導入した背景について教え

め、今後、事業の拡大によって社員が増え、
こうした業

てください。

務のボリュームが増加すれば、対応が困難になってし

三好様 当社には約40名の社員がいますが、彼らが

まいます。そこで、社外からセキュアに社内システム

利用するPCの多くは据え置きのデスクトップPCです。

へアクセスでき、
かつPC管理の負荷も軽減できるし

共有のノートPCも数台あるものの、台数が限られて

くみを用意したいと考えたのです。

株式会社 47CLUB 様

導入事例

AWS Cloud

On-Premise
社外拠点／モバイル環境

VPC

VPC
Workspaces

Instance
インター
ネット網
On-Premise
イントラ環境（社内）

IGW
ENI
VGW

CGW
認証連携
File SV

多要素認証管理SV
AD SV

低コストで容易に導入できる
「Amazon WorkSpaces」
を採用
パートナーには総合能力を評価し
クロス・ヘッドを選定

三好様 2018年4月からスタートし、
4カ月後の

では端末を持っていけば社内と同じ環境で仕事

8月に構築を完了しました。
この工程で、社員の

ができるようになりました。
また、あらゆる場所か

PC ／社内サーバー／ファイルサーバーへのア

ら社内システムへセキュアにアクセスできるよう

クセス権限を管理するActive Directoryとの連

になったのは大きいですね。結果、資料をダウン

携を実現。従来の権限管理環境をそのまま活か

ロードするためだけに会社へ戻ってきたり、各種

̶選定の経緯について教えてください。

すことができました。
おかげで、
どこにいても社内

の事務処理をしたりするためだけに出社するこ

三好様

と同じ環境で作業することが可能になっています。

ともなくなり、業務は大幅に効率化。無駄な残業

しかし、通常のノートPCでは端末内にデータを

̶導入におけるクロス・ヘッドのサポートはい

や休日出勤の削減につながっています。

保存するため、端末をなくしたり盗難に遭ったり

かがだったでしょうか。

̶PCの管理という面ではどうでしょう。

したときに情報が漏洩するリスクがあります。
ま

三好様 オンプレミスで稼働中の基幹システムや

三好様

た、VPNの設定やオンプレミスのサーバーが増

ファイルサーバーとの連携については、
ADサー

パッチ適用など、運用にまつわる負荷がすべて軽

えることで管理の手間が増える懸念もありまし

バーやファイアウォール機器の設定を変更する必

減される見込みです。次のステップとしては、
オ

た。そこで次に、
デスクトップ仮想化（VDI）
を検

要がありました。
ここでは不慣れな部分が多くあ

ンプレミス環境で稼働中のファイルサーバーや

討することにしたのですが、いくつかの製品を見

りましたが、
クロス・ヘッドの手厚い支援もあって

基幹系システムなどもクラウド化し、
インフラコ

ていくうち、
AWSの仮想デスクトップサービスで

対応することができたのはありがたかったですね。

当初はVPNの導入を考えていました。

ある
「Amazon WorkSpaces」の存在を知った

あらゆる場所から
社内システムへアクセス可能に
業務が大幅に効率化し、
PCの管理負荷も軽減

のです。
̶なぜ「Amazon WorkSpaces」
を採用され
たのでしょうか。
三好様 「Amazon WorkSpaces」
はクラウド

PC端末の修理やOSのアップグレード、

ストの最適化と運用負荷の軽減を目指してゆき
ます。
「Amazon WorkSpaces」
はそ のための
第一歩という位置付けですね。

ECサイトの加盟事業者などに対
しても
「Amazon WorkSpaces」
の導入を提案したい

サービスなので、
オンプレミスでシステムを構築

̶現在の導入状況を教えてください。

するのと違い、低コストで容易に導入できます。

三好様

また、
フルマネージド型のサービスなので、運用

配布しており、主に出張の際に利用しています。

三好様

の手間が最低限で済むのも魅力です。
さらに、当

端末は既存のデスクトップPCとノートPCが中心

同様の課題を抱えている加盟事業者や関連会社

今のところ15名の社員にライセンスを

̶今後の展望について教えてください。
今回の経験を活かす意味でも、当社と

社は2013年からECサイトのシステムをAWS上

ですが、2018年度中にノート型のシンクライア

に 対し、
コンサ ル ティング 事 業 の 一 環として

で運用しており、管理画面の操作に慣れていると

ントを約30台導入し、
ライセンスも追加。外出の

「Amazon WorkSpaces」の導入を提案してい

いう点もポイントでした。

多い社員に向けて端末が行き渡るようにします。

̶導入のパートナーとしてクロス・ヘッドを選

これと並行して、社内のデスクトップPCも更新の

̶クロス・ヘッドへのご意見・ご要望などあれ

んだ理由を教えてください。

タイミングでシンクライアントに切り替え、最終

ばお聞かせください。

三好様

数社に支援を打診したのですが、何度

的に全社の環境を統一する予定です。

三好様 クロス・ヘッドには要件定義の段階から

か打ち合わせを重ねるうち、
クロス・ヘッドの総

̶導入の効果はいかがでしょうか。

いろいろとわがままを言いましたが、
コストを軽

合能力が最も高いと判断しました。初回の打ち

武市様 外出先でも社内と同じデスクトップ環

減するインスタンスの提案や、商用システムの利

合わせ段階で具体的な構成イメージまで見せて

境が使えるとあって、
社員からの評判は上々です。

益向上につながる技術的提案までいただき、
た

くれたのは同社だけでしたね。

たとえばお客様先でECサイトの構築や設定を行

いへん感謝しております。今後も当社および関

̶導入プロジェクトはどのように進められた

う際、以前は作業に先方のPCを使っていました

連会社への展開に向けた支援をお願いできれば

のでしょうか。

が、環境が変わると何かと不便でした。
しかし今

幸いです。

クロス・ヘッド 株式会社
https://www.crosshead.co.jp/

〒150-6027 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー27F
TEL : 03-5793-3366
E-mail : ch-cloud@crosshead.co.jp

ければと考えています。

Citrix XenApp/NetScaler のアプリケーション配信基盤構築
概要
お客様名：タイタン株式会社

利⽤したAWSサービス

業種：医療・福祉
従業員数：100名以下

EC2

URL：http://www.titan-med.jp/

EBS

会社概要：医療画像データの集積、保管、解析サービス

VPC
CloudWatch
IAM

お客様の課題
タイタン様は、医療画像診断専⾨医との豊富なネットワークを有し、多くの製薬メーカー、医療機器メ
ーカー向けに質の⾼い 『医療画像解析 サービス』を提供しております。 その『医療画像解析サービ

構築期間
2か⽉

ス』提供のために、以前は社内にオンプレミスでXenDesktop環境を導⼊し、画像診断専⾨医に画像を
提供しておりましたが、その運⽤はHW障害対策も含めて想像以上に困難で、また、顧客ニーズの⾼ま
りとともに必要となるサービス拡⼤を⾒据えた場合、既存の環境では早晩不⾜することが⾒えていたた
め、＜拡張性＞＜柔軟性＞があり、かつ＜利便性＞＜セキュリティ＞ を損なわないプラット フォーム
サービスへの乗り換えを検討しておりました。

ご提案内容
AWS環境に、Citrix XenApp/Netscalerを導⼊することにより、利⽤顧客や専⾨医が増える場合にも＜柔軟＞に、即座に＜拡張＞対応でき、オンプ
レミスで発⽣する初期の無駄な投資コストが不要となります。また、HW障害についての考慮が不要になり、運⽤負荷を低減できます。さらに、
Citrix Netscalerの導⼊により、専⾨医の＜利便性＞と＜セキュリティ＞を⾶躍的に向上させます。

導⼊効果
AWSではサーバーを停⽌及び起動（障害時は起動のみ）することで利⽤する物理ホストを移⾏する事ができます。オンプレミスでの代替機と同じ考
えで運⽤する事ができ、迅速に利⽤できて維持管理にかかる費⽤も発⽣しません。また、⽬的に応じて素早く対応できる柔軟性が得られたことが⼤
きい。初期導⼊前の POC 環境も１週間と掛からずに⽤意でき、本来の確認作業に注⼒できました。サービス提供中でも様々な変化に対応していく事
ができております。

お客様の声
当社のような少数精鋭の従業員数でITを⽤いた医療サービスを提供する場合、システムの維持、管理の負担は想像以上に⼤きいものでした。
AWSを利⽤することによって物理的なシステム環境の維持から解放され、サービスの拡充や新規のお客様の獲得に注⼒することができます。
また、XenApp/Netscalerの導⼊によるアクセスの簡略化とスピード向上のため、サービスをご利⽤いただいているドクターからの評判もよく、医療
画像の解析により⼀層ご専念いただけることを期待しております。

システム構成図

ページトップへ戻る

safeAttach稼働基盤の設計/構築
利⽤したAWSサービス

概要
お客様名：⼀般財団法⼈ ⽇本不動産研究所

EC2

会員数：325名

VPC

URL：http://www.reinet.or.jp/

S3

会社概要：不動産関する研究・鑑定・コンサルティング

Route 53
CloudWatch
IAM

お客様の課題

構築期間

⽇本不動産研究所は、不動産に関する、理論的・実証的研究、鑑定評価、コンサルティング業務等をお
客様へ提供している。お客様とのメールのやりとりで誤送信をシステムで防ぐために、safeAttachを利

2か⽉

⽤しているそのsafeAttachの稼働基盤を＜セキュリティ＞と＜耐障害性＞を損なわないより強固なプラ
ットフォームサービスへの乗り換えを検討していた。

ご提案内容
稼働基盤をAWSにすることにより、クロス・ヘッドが既存で提供しているサービス基盤より可⽤性向上するためにご提案。

導⼊効果
safeAttachの稼働基盤をAWSに変更することにより、既存の基盤と⽐べて第三者認証機関によって証明されている＜セキュリティ＞と＜耐障害性＞
の向上させることが可能になった。また、以前はメンテナンスによるサービス停⽌が年に数回発⽣していましたが、ほぼ無い状態にすることができ
ました。これにより、担当者の運⽤⼯数を削減につながりました。

システム構成図

ページトップへ戻る

Amazon Web Services 導入事例

株式会社サジェスタム様
MVNO ビジネスの成長に対応するため IT インフラを AWS に移行
AD サーバーとファイルサーバーを 4 ヵ月という短期間でクラウド化
株式会社サジェスタム様

所在地 ：東京都千代田区霞が関3-2-5
設 立 ：2010年12月
事業内容：M V N O サ ポ ー ト サ ー ビ ス
（MVN Eサービス）、ビリングソ
リューション、MVNO、その他ソ
リューション・コンサルティング
の提供
URL：http://www.suggestum.co.jp/

株式会社サジェスタム
ソリューション部 システムグループ
シニアマネージャー

写真左から、クロス・ヘッド 櫻井、株式会社サジェスタム 成毛様

自社MVNOサービスを始め、他社向けのMVNOサポートサービス、ビリング（課金・請求）
ソリュ
ーションなどを手がける株式会社サジェスタム。かつてオンプレミスでシステムを運用していた同
社ですが、今ではMVNOビジネスの成長に対応するためITインフラのクラウド化を推進していま
す。今回は、サーバーの保守切れのタイミングでActive DirectoryとファイルサーバーのAWSへ
の移行を検討。クロス・ヘッドの支援を受けることで、4カ月という短期間での移行を実現しました。
今後も、自社MVNOのサービス基盤など、全社のITインフラをAWS上に移行していく計画です。
課題

本社移転により既存システムの管理コストが増大、
MVNOビジネスの成長に対応するためにもクラウド化を決断

解決

クロス・ヘッドの支援のもと、
ADサーバーとファイルサーバーを
4 ヵ月という短期間でAWS上に移行

効果

クラウド化により新サービスの迅速な提供が可能に、
運用負荷の削減でリソースをより生産的な業務へ転用

成毛 正則 氏

MVNOビジネスの急激な成長に
合わせシステム環境を刷新
̶サジェスタムの事業内容について教えてくださ

のですか。
成毛様 規模が大きくない会社ですので、少人数体
制で、
パートナー各社に協力をいただきながら開発・
管理・運用を行っています。

い。
成毛様 自社MVNOサービス、他社向けのMVNO

̶AWSを導入するに至った背景を教えてくださ

サポートサービス、
ビリング（課金・請求）
ソリューショ

い。

ンの3つをビジネスの柱としています。自社MVNO

成毛様 きっかけは2016年11月の本社移転です。

は特定セグメント向けのサービスを展開し、長期の顧

既存のITインフラは社内のサーバールームに物理

客も増えて順調に成長しています。MVNOサポート

サーバーを設置し、仮想化環境で運用してきたので

サ ー ビ ス で は、MVNO事 業 者 お よ び こ れ か ら

すが、引っ越しによりサーバールームの面積が広くな

MVNO事 業に参 入 する企 業 向 けに、事 業 管 理 ／

り、空調などの管理コストが増大することになってし

マーケティング／顧客管理などの業務サポートや、

まったのです。

MVNO事業に興味を持っている企業に対するコン
サルティングを提供。管理対象回線数は既に数十万

MVNOビジネスの成長に対応するという意味もあ

件に達しています。
ビリングソリューションは複雑な

りました。売上が伸びている中、新たなシステム環境

課金機能を顧客情報管理とセットで提供するサービ

をスピード感を持って構築していかなければならな

スです。
コストと手間がかかる請求管理を切り出すこ

いのですが、物理サーバーで構築していては時間も

とで、MVNO事業者は社内の負担を軽減することが

コストもかかりますし、人的リソースも足りません。既

できます。

存のサーバーの更新時期が迫ってきたこともあり、
思い切ってクラウド化を決断しました。

̶ ITインフラはどのような体制で運用されている

株式会社サジェスタム 導入事例

AWS Cloud
FortiGateアプライアンス
CGW
VPC
既存環境

VPC

ADサーバ
サジェスタム様
オフィス

VGW

ADサーバ

ファイルサーバ

DBサーバ

DBサーバ ターミナルサーバ

VPC
既存環境
エンドユーザ様

クロス・ヘッドの技術力を買って
AWS移行のパートナーに選択
̶AWSを選定した経緯について教えてくだ

ーバーの再起動が発生し、
トラブルの原因になっ
ていました。その点、AWSならそうした心配をす

より本稼働を開始しました。移行は合計3回に分

る必要がないので助かります。

けて実施。業務時間外の19時以降にシステムを
停止し、
先にファイアウォールを設置してバックア

さい。
成毛様

成毛様 2018年6月に契約してプロジェクトを
スタート。4 ヵ月という短期間で完了させ、10月

̶導入の効果はいかがでしょうか。

ップ機を設定してから、
段階を踏んで作業を行い

成毛様

ました。

り、
システムを短期間で構築できるようになった

他社のMVNO案件でAWSを使ってサービスを

Amazon EC2を使った新たな環境は、
既存の環

を迅速にスタートさせることが可能になりました。

構築した経験もあり、調達のスピード感とスモー

境をベースにサイジングをお願いしました。
この

加えて運用工数が削減されたのは大きな効果で

ルスタートができる柔軟性に魅力を感じていま

際、
ファイルサーバーは不要なファイルを削除し

す。
オンプレミスで障害が起こると、調査や対応

した。

たり、
アーカイブ化したりすることで必要最低限

などで3日はかかりますが、AWSならほとんどか

のデータ量に絞っています。
セキュリティは、
VPC

かりません。
こうして余裕の出たリソースをより

̶今回、移行したのはどのようなシステムで

環境にAmazon EC2を設置し、VPNでつなぐこ

生産的な業務へ回すことが可能になりました。

すか。

とで確保しています。

2017年にAWSを使って社内のWeb

サーバーを立ち上げたことがあったのですが、
サービスメニューが豊富だなと思いました。
また、

のは大きいですね。
これにより、新たなサービス

成毛様 Active Directory（AD）
サーバーとフ
ァイルサーバーです。ADサーバーの移行にはセ

̶導入におけるクロス・ヘッドのサポートはい

キュリティやネットワークの知識が必要で、当社

かがだったでしょうか。

だけでは対応できないため、
パートナーと一緒に

成毛様 提案段階のシミュレーションで、
事前に

やることにしました。

物理サーバーを調達する必要がなくな

コストイメージを持つことができたのが役立ちま

自社MVNOのビリングシステム
基盤など全社のITインフラを
AWS上へ移行
̶今後の展望について教えてください。

した。
構築中は、
AWSの設定の仕方やリソースを

成毛様 自社MVNOのビリングシステム基盤

̶パートナーにクロス・ヘッドを選んだ理由を

区別するための命名方法がしっかりしていると感

をAWSへ移行することを検討しています。今回

教えてください。

じました。
知識がないまま進めると後からの運用

の移行と並行してテスト環境を構築したので、い

成毛様

で混乱が起きますが、
体系立てて設定ができたの

ずれは本番環境も移行させる計画です。

設立当初の2010年から2011年にか

けて、社内インフラの整備を依頼したことがお付

で私たちも勉強になりました。

き合いの始まりです。当時からITインフラやネッ

さらには、他のITインフラもハードウェアの更改

トワークに強いベンダーという印象があり、担当

新サービスの迅速な提供が
可能に、
運用工数の削減で
リソースの有効活用も

者をはじめ全社的に高度な技術力を持った人材
が揃っていることを実感していました。価格もリ
ーズナブルで、社長からの信頼も厚かったため、
今回もクロス・ヘッドにお願いすることにしました。

短期間でのAWS移行を実現

̶導入後の状況はいかがでしょうか。

のタイミングで順次AWSに移行し、物理サーバ
ーを廃止していく予定です。
̶クロス・ヘッドへのご意見・ご要望などあれ
ばお聞かせください。

成毛様 大きなトラブルもなく順調に稼働して

成毛様

います。
ネットワークの関係上、ADサーバーは若

で満 足 の いく移 行 ができました。今 後も他 社

今回は、
クロス・ヘッドの支援のおかげ

干遅くなった気はしますが問題ありません。一番

MVNOのサービス基盤や自社の小規模システ

̶導入プロジェクトはどのように進められた

うれしいのは停電を気にしなくてよくなったこと

ムなど、
こまごまとした案件が出てくる可能性が

のでしょうか。

です。既存の環境ではビルで停電があるとADサ

ありますので、引き続き支援を期待しています。

クロス・ヘッド 株式会社
https://www.crosshead.co.jp/

〒150-6027 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー27F
TEL : 03-5793-3366
E-mail : ch-cloud@crosshead.co.jp

Amazon Web Services 導入事例

クロス・ヘッド システムの AWS 移行

自社内と他クラウドサービス基盤で稼働しているシステムを AWS 基盤に移行
コストを削減した上での安定稼働と運用負荷の軽減を実現
クロス・ヘッド株式会社

所在地

：東京都渋谷区恵比寿四丁目20
番3号
設 立 ：1992年9月
資本金 ：3億9,500万円
事業内容：AWSを中心としたクラウドのコ
ン、サルティング、移行、構築、運
用サービスを提供
URL：https://www.crosshead.co.jp/

課題

解決

効果

既存のクラウド基盤が不安定であり
法定停電時におけるサーバ運用に手間がかかっていた
自社内の各SE部門の協力の下、
内部システムのほぼすべてを
『AWS
（EC2,RDS）
』
へ移行
安定稼働がなされ、
運用負荷が軽減されるとともに、
IT部門の生産性向上やセキュリティの強化も実現

■既存システム運用の課題

■AWS移行における課題

■AWS移行における副産物

顧客向けにITサービスを提供するクロス・ヘッド

クラウドサービスの利用によって、既存の課題が

移行は原則、既存環境のコンセプトを踏襲する

株式会社だが、2015年まで社内システムはオンプ

解決できることは分かったが、自社のすべてのシ

形で進められたが、既存システムでは物理的な

レミスのサーバとAWSではないクラウド基盤を利

ステムを情報システム部門、及びクラウドサービ

ネットワーク機器の問題もあり、細かなセグメ

用し基幹システム、営業管理システム、グループ

ス推進部だけでノウハウをもっていなかったが、

ント設計を断念していた部分があった。しか

ウェア／ワークフローシステムなどを運用してい

自社内の基盤SE、グループウェア部門、ネットワ

し、AWSを利用することにより、本来施した

た。既存システムでは、ハードウェア起因の障害

ーク部門、監視運用部門と協力することで、適切

かった詳細なネットワーク設定を行うことに加

が頻発しており、業務影響が出ることもあり、

なAWSへの移行を順次進めることができた。

え、セキュリティにおいても、コストを抑えつ

情報システム部門の負荷が増大していた。

また、同じタイミングで一部のシステムのOSの

つ強化を図ることが可能となった。

また、法定停電の際はオンプレミスのサーバに

バージョンアップも行った。AWS上で稼働の確認

対して、事前対応・立ち会い・事後対応が多く、

を行いつつ、停止やイメージ取得後の再稼働も容

休日出勤も余儀なくされていた。

易のため、想定よりも早期に移行を進めることが
できた。

■今後の課題・展望
現在、残る移行対象システムはファイルサーバを
残すのみとなっているが、数 TB に及ぶ容量の移

■AWS活用による課題の解決

行と、移行後のレスポンスに問題がないか、慎重

社内では、クラウドサービス推進部が設立され、

■AWS移行の効果

トレンドになりつつあるクラウドの研究が進んで

障害率はオンプレミスのころから大幅に低減し、

けではなく、働き方改革の取り組みに基づき、シ

おり、自社課題の解決のために順次 AWS への移

仮に障害が起こっても、自動リカバリの仕組みに

ンクライアントサービス :Workspaces の利用や、

行を検討することとなった。

よって、復旧時間も短縮することができた。

問い合わせ用途のコールセンターサービス :

移行に際して AWS サービスは主に EC2 を用い、 物理的な機器という足枷がなくなったことで、利
データベースには一部 RDS を利用することでメ

用ユーザーの増減に応じて拡張・縮小を容易に行

ンテナンスの負荷を下げることが検討された。ま

うことができるようになった。また、ハードウェ

た、バックアップやスナップショットを用いれば、 アメンテナンスや前述の運用にかけていた時間を
それまでよりも簡易に同じ要件を満たせることが

新システムの計画に充て、かつテスト環境も容易

分かり、より前向きにクラウド活用を進めること

に短時間でデプロイすることができ、生産性の向

ができた。

上につながった。

に検討を進めている。また、基盤としての利用だ

Amazon Connect 導入の検討を進めている。

safeAttach稼働基盤の設計/構築
利⽤したAWSサービス

概要
社名：クロス・ヘッド株式会社

Amazon EC2

従業員数：399名

Amazon VPC

URL：https://www.crosshead.co.jp/

Amazon Route 53
AWS Identity and Access Management

事業内容：AWSを中心としたクラウドのコンサルティング、移行、構築、運用サービスを提供

AWS Config
AWS CloudTrail
Amazon CloudWatch

お客様の課題

Amazon SES

メール誤送信による情報漏洩対策として、safeAtach を採用していましたが、システム基盤の対障害性

構築期間

に課題を抱えていました。(ハードウェア故障による停止に加え、定期／非定期メンテナンスのため年に
数回、システム停止が発生していた)また、社員数の増加などでシステムリソースを追加させる際など

2か⽉

の、スピード感を向上させたいと考えていました。

自社検討内容
システム信頼性、可用性に優れるAWS環境でのシステム構築を検討しました。また、できるだけ安価にシステム監視／監査ロジックも実装できない
か検討しました。

導⼊効果
AWS環境でシステム構築後、故障やメンテナンスの発生がなく、ハードウェアを起因とするシステム停止は発生していません。また、リソースは速
やかに変更させることが可能となり、利用者からの不満も低減しました。システム監視／監査ロジックも
した結果、安価で分かりやすい方式の実装となり運用工数の削減に繋がっています。

システム構成図
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AWS

ネイティブのサービスのみで実装

会員向けWeb予約システムの設計・構築
利⽤したAWSサービス

概要
お客様名：⾮公開

EC2
VPC

お客様はプライベートレッスンによる会員制のサービスを展開しています。

ELB

サービスは完全予約制となっているため事前の予約が必要で、利⽤者は直接窓⼝に連絡をしていまし

(Application Load Balancer)

た。

WAF

ユーザーの利便性と事業者の業務効率双⽅を向上するためWebの改修を決意しました。

RDS
S3

お客様の課題
窓⼝の受付時間は限られており会員にとって不便な状態が続いていました。
また、事業者側でも予約受付のためにスタッフを配置しなければならず、業務効率が良いとは⾔えない
状態でした。
⼈⼿を介さずいつでもサービス予約が可能なシステムの開発が、事業者にとって喫緊の課題となってい
ました。

メリット
コスト効率

⾼可⽤性

セキュリティ

需要の増減に応じてシステム側が⾃動的

障害発⽣時は⾃動復旧機能を活⽤し、⼈

VPCピア接続を利⽤することで追加コス

に最適なリソースを提供してくれるた

⼿を介さない⾃動復旧が可能となったこ

トをかけずに複数のシステムを安全に接

め、コスト効率の良いシステムが実現で

とで、可⽤性の⾼いシステム構成となり

続することができます。

きました。

ました。

システム構成
同社では既にAWS上で社内システムが稼働しており、この社内システムに会員情報が保存されています。
会員情報は本システムへ複製せず、VPC ピア接続により本システムと接続した上で情報を連携する構成としました。
本システムの可⽤性を確保するため、WebサーバーとDBはともにマルチAZ構成とし、Elastic Load BalancingでWebサーバーのヘルスチェックを
⾏いつつ、適切に負荷を分散します。
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