
周到な準備により基幹系システムの
AWS への容易な全面移行を実現するとともに
災害対策費用を約 1/10 までに圧縮

お客様導入事例：メディア／エンターテインメント

バンダイナムコグループ

ビジネス要求に迅速に応える
柔軟な IT インフラの再構築

2005 年にバンダイとナムコの経営統合に
よって生まれたバンダイナムコグループ
は、独自の商品やサービスを通じた「夢・遊
び・ 感動」の提供をミッションに掲げ、「世
界で最も期待されるエンターテインメント
企業グループ」を目指しています。
業界を代表する 2 社の統合は事業ポート
フォリオの拡大だけではなく、IT 基盤も複
雑化をもたらし、同グループでは災害対策
サイトを含めて  3 つの主要データセン
ターを運用していました。そのため、データ
センター運用の効率化や IT コストの削減
は、継続的な改善課題となっていました。
また、ビジネス環境の変化によって柔軟な
戦略立案が求められるようになり、これま
ではとは違った視点で業務データを分析し
たいというリクエストも増えてきました。こ
うした声にタイムリーに応えるためには、
新たなシステムを迅速に提供できる柔軟な
IT インフラ基盤が不可欠な状況でした。

すべての課題を解決できる
AWS の画期的な提案を採用

そこでバンダイナムコグループでは、複数
のデータセンター運用の見直しに加えて、
基幹系システムを運用するデータセンター
内の機器が保守期限を迎えることも踏ま
え、これらの課題の解決策としてオンプレ
ミス継続と比較した結果クラウドの活用を
決定します。
クラウドサービスの具体的な選定において
は、要件を洗い出し、メリット、デメリットを
点数化。国産キャリア系サービスなどを含

む、いくつかのクラウドを比較した結果、総
合点が最も高かったのが アマゾン ウェブ 
サービス（AWS） でした。最終的な選定にお
いては、コスト面だけでなく、必要なインフ
ラを柔軟かつ迅速に提供できる AWS のア
ドバンテージが高く評価されたといいます。
「AWS であれば日々バックアップだけを別
リージョンに転送し保管、必要時には、バッ
クアップから自動でサーバーを復旧できま
す。この方法によってコストを最大限に抑
制した災害対策が実現します。」と話すの
は、バンダイナムコグループの ITを含む管
理業務を担う株式会社バンダイナムコビジ
ネスアークの情報システム部 ITインフラ戦
略セクション  ITインフラ・システム管理
チーム マネージャーの長沼 正人 氏です。
同時に AWS への移行をサポートするパー
トナーも新たに選定しました。ここで選ば
れたのが APN プレミアコンサルティング
パートナーで、移行コンピテンシーを所有
するアイレット株式会社です。AWS に関す
る豊富な知見と実績、さらに AWS への移
行から監視保守運用までカバーする  
cloudpack のサービスがあったことが評価
されました。

データセンターの集約により
災害対策費用を約1/10に

バンダイナムコグループでは、AWS 化で会
計や物流、人事など基幹系システムを運用
するデータセンターを集約することを当初
の目的としていたため、移行を最優先し、既
存構成はなるべく変えない方針としまし
た。「ERP パッケージの AWS への移行は、
すでに事例があるので難しいとは思いませ
んでした。それよりも他のスクラッチシス

テムの移行で不具合を出さないことが重要
と考えていました。」と株式会社バンダイナ
ムコビジネスアーク 情報システム部 ITイ
ンフラ戦略セクション ITインフラ・システ
ム管理チーム チーフの三谷 繁春 氏は当時
を振り返ります。
バンダイナムコグループでは、2016 年 10 
月から移行プロジェクトを開始し、11 月に
は開発、検証環境を用意、災害対策構成の要
件定義や設計と並行して各種テストを実施
します。2017 年 2 月には AWS に本番用
の環境を用意してアプリケーションの稼働
テストを実施し、5 月までにはデータの移
行検証も行いました。
「パッケージもスクラッチシステムも VM 
Import/Export でのイメージ移行をすれば、
アプリケーションは AWS の上で問題なく
動作することが確認できました。」（三谷氏）
日々の運用で改修がかかるプログラムや
データ、OS 設定など、当初は手動で移行す
る予定でしたが、人為的ミスを避けるため
にも、自動で移行／チェックする仕組みを
別途構築することを決断しました。
移行先の環境はサーバーに Amazon EC2 
（以下EC2）を、ロードバランサーに Elastic 
Load Balancing を利用し、Amazon VPC と 
AWS Direct Connect で仮想プライベート
クラウド空間を確保、AWS 環境の監視には 
Amazon CloudWatch を活用しています。災
害対策の構成は、東京リージョンで EC2 の 
マシンイメージ を取得し、それをオレゴン
リージョンの Amazon S3 にコピーしてい
ます。この仕組みの自動運用にはサーバー
レスの AWS Lambda も活用しています。
「準備さえしっかりしていれば、基幹系シス
テムの AWS への移行は、決してハードル
の高いプロジェクトではありません。」（長
沼氏）
本番移行に際し、課題となったのがデータ
移行に時間がかかることでした。これについ
てはアイレットからの提案を踏まえ、先に最
低限分だけ移行し移行当日に差分を送るこ
とで移行期間極小化を実現しました。
VMware 上で稼働していた基幹系システム
の 93 の仮想サーバーは、2017 年 8 月ま
でに EC2 への移行を完了しました。AWS 
化することによって災害対策サイトは不要
となり、災害対策費用を約1/10にまで圧縮
することができました。

「インフラコストは全体で約 20% 削減でき
ました。AWS の利用料金はデータセンターの
賃借料とほぼ同等のため、これまでハード
ウェア購入と保守にかけていた費用がほぼ
すべて削減できたことになります。」（三谷氏）
今回のAWS の基盤構築では  AWS プロ
フェッショナルサービスも利用していま
す。ここでは発注側の立場でベンダーから
の提案内容の妥当性などを検証しており、
より確実で安価な移行につながりました。
AWS への移行による効果はそれだけにとど
まりません。インフラ提供の迅速化も実現
しました。AWS のインフラ提供をメニュー
化しグループ内に展開、担当者が必要なリ
ソースを選んで申請し稟議が通るまでを
ルール化することによって、従来は開発環
境の提供に 2 週間から 2 ヶ月ほどかかって
いたものが、1 日程度に短縮されました。

継続的なスキルアップを図ることで
ビジネスをサポート

バンダイナムコグループでは、今後 IT イン
フラのさらなる効率化を推進するために 
AWS 上でのサーバーレス化やマネージド
サービスの積極活用を進め、よりクラウド
ネイティブな利用形態を検討しています。
一例として、新たに開発するシステムの
データベースは、Amazon Aurora などのマ
ネージドサービスを積極的に採用する方針
です。さらに、情報システム部門の意識改革
にも取り組んでいく考えです。
「今回のプロジェクトは、インフラ基盤が単
に VMware から AWS に変わっただけでな
く、組織を見直すきっかけになるほどのイ
ンパクトがありました。情報システム部の
メンバーは AWS を使うことで、市場価値
の高い仕事をしているという意識、意欲も
芽生えています。」（長沼氏）
バンダイナムコグループでは、AWS 化に
よってアプリケーションとインフラの垣根
がなくなってくると考えており、新たなア
プリケーション開発は基盤とともに内製化
を進めることになると考えています。その
際には情報システム部の基盤メンバーが率
先して新しい技術を活用する提案ができる
ように、継続してスキルアップを推進し、情
報システム部一丸となりビジネスをサポー
トしていく考えです。

「世界で最も期待されるエンターテインメント企業グループ」を目指すバンダイナムコ
グループ。災害対策サイトを含め 3 つの主要データセンターを運用する同グループで
は、VMware上で稼働する ERP パッケージを含む基幹系アプリケーション、93の
仮想サーバーをAWSクラウドへ移行し、データセンターを集約。十分な災害対策の体
制を維持しながら、そのコストを約1/10までに圧縮しました。

ご利用中の主なサービス
●  Amazon EC2  ●  Amazon S3
●  Elastic Load Balancing
●  Amazon VPC
●  AWS Direct Connect
●  Amazon CloudWatch
●  AWS Lambda  ●  VM Import/Export

ビジネスの課題
●  災害対策サイトを含め運用していた 

3 つの主要データセンターの効率化
●  データセンターをシンプル化し IT コス
トを削減

●  新たなビジネス要求にタイムリーに応え
るために、柔軟性、拡張性の高い IT イ
ンフラの獲得

AWSを選択した理由
●  クラウドの要件を洗い出しメリット、デメ
リットを点数化し比較した結果、AWS  

の総合点が最も高かったこと
●   AWS ならばコスト削減だけでなく、柔
軟なインフラを迅速に提供可能

●   AWS はバックアップを別リージョンに
渡すだけで災害時にも自動復旧が可能
で、この画期的な方法で安価に災害対
策を実現できる

AWS導入後の効果と今後の展開
●  周到な準備を行い VM Import/Export 

を使うことで、AWS への容易な移行を
実現

●  インフラコストを約 20% 削減、災害対
策費を約1/10 に圧縮

●   開発環境の提供に以前は 2 週間から 

2 ヶ月ほどかかっていたものが、1 日程
度で提供可能に

●  基盤が VMware から AWS に変わった
だけでなく、AWS 化は情報システム部
の組織を大きく変えるきっかけに
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ビジネス要求に迅速に応える
柔軟な IT インフラの再構築

2005 年にバンダイとナムコの経営統合に
よって生まれたバンダイナムコグループ
は、独自の商品やサービスを通じた「夢・遊
び・ 感動」の提供をミッションに掲げ、「世
界で最も期待されるエンターテインメント
企業グループ」を目指しています。
業界を代表する 2 社の統合は事業ポート
フォリオの拡大だけではなく、IT 基盤も複
雑化をもたらし、同グループでは災害対策
サイトを含めて  3 つの主要データセン
ターを運用していました。そのため、データ
センター運用の効率化や IT コストの削減
は、継続的な改善課題となっていました。
また、ビジネス環境の変化によって柔軟な
戦略立案が求められるようになり、これま
ではとは違った視点で業務データを分析し
たいというリクエストも増えてきました。こ
うした声にタイムリーに応えるためには、
新たなシステムを迅速に提供できる柔軟な
IT インフラ基盤が不可欠な状況でした。

すべての課題を解決できる
AWS の画期的な提案を採用

そこでバンダイナムコグループでは、複数
のデータセンター運用の見直しに加えて、
基幹系システムを運用するデータセンター
内の機器が保守期限を迎えることも踏ま
え、これらの課題の解決策としてオンプレ
ミス継続と比較した結果クラウドの活用を
決定します。
クラウドサービスの具体的な選定において
は、要件を洗い出し、メリット、デメリットを
点数化。国産キャリア系サービスなどを含

む、いくつかのクラウドを比較した結果、総
合点が最も高かったのが アマゾン ウェブ 
サービス（AWS） でした。最終的な選定にお
いては、コスト面だけでなく、必要なインフ
ラを柔軟かつ迅速に提供できる AWS のア
ドバンテージが高く評価されたといいます。
「AWS であれば日々バックアップだけを別
リージョンに転送し保管、必要時には、バッ
クアップから自動でサーバーを復旧できま
す。この方法によってコストを最大限に抑
制した災害対策が実現します。」と話すの
は、バンダイナムコグループの ITを含む管
理業務を担う株式会社バンダイナムコビジ
ネスアークの情報システム部 ITインフラ戦
略セクション  ITインフラ・システム管理
チーム マネージャーの長沼 正人 氏です。
同時に AWS への移行をサポートするパー
トナーも新たに選定しました。ここで選ば
れたのが APN プレミアコンサルティング
パートナーで、移行コンピテンシーを所有
するアイレット株式会社です。AWS に関す
る豊富な知見と実績、さらに AWS への移
行から監視保守運用までカバーする  
cloudpack のサービスがあったことが評価
されました。

データセンターの集約により
災害対策費用を約1/10に

バンダイナムコグループでは、AWS 化で会
計や物流、人事など基幹系システムを運用
するデータセンターを集約することを当初
の目的としていたため、移行を最優先し、既
存構成はなるべく変えない方針としまし
た。「ERP パッケージの AWS への移行は、
すでに事例があるので難しいとは思いませ
んでした。それよりも他のスクラッチシス

テムの移行で不具合を出さないことが重要
と考えていました。」と株式会社バンダイナ
ムコビジネスアーク 情報システム部 ITイ
ンフラ戦略セクション ITインフラ・システ
ム管理チーム チーフの三谷 繁春 氏は当時
を振り返ります。
バンダイナムコグループでは、2016 年 10 
月から移行プロジェクトを開始し、11 月に
は開発、検証環境を用意、災害対策構成の要
件定義や設計と並行して各種テストを実施
します。2017 年 2 月には AWS に本番用
の環境を用意してアプリケーションの稼働
テストを実施し、5 月までにはデータの移
行検証も行いました。
「パッケージもスクラッチシステムも VM 
Import/Export でのイメージ移行をすれば、
アプリケーションは AWS の上で問題なく
動作することが確認できました。」（三谷氏）
日々の運用で改修がかかるプログラムや
データ、OS 設定など、当初は手動で移行す
る予定でしたが、人為的ミスを避けるため
にも、自動で移行／チェックする仕組みを
別途構築することを決断しました。
移行先の環境はサーバーに Amazon EC2 
（以下EC2）を、ロードバランサーに Elastic 
Load Balancing を利用し、Amazon VPC と 
AWS Direct Connect で仮想プライベート
クラウド空間を確保、AWS 環境の監視には 
Amazon CloudWatch を活用しています。災
害対策の構成は、東京リージョンで EC2 の 
マシンイメージ を取得し、それをオレゴン
リージョンの Amazon S3 にコピーしてい
ます。この仕組みの自動運用にはサーバー
レスの AWS Lambda も活用しています。
「準備さえしっかりしていれば、基幹系シス
テムの AWS への移行は、決してハードル
の高いプロジェクトではありません。」（長
沼氏）
本番移行に際し、課題となったのがデータ
移行に時間がかかることでした。これについ
てはアイレットからの提案を踏まえ、先に最
低限分だけ移行し移行当日に差分を送るこ
とで移行期間極小化を実現しました。
VMware 上で稼働していた基幹系システム
の 93 の仮想サーバーは、2017 年 8 月ま
でに EC2 への移行を完了しました。AWS 
化することによって災害対策サイトは不要
となり、災害対策費用を約1/10にまで圧縮
することができました。

「インフラコストは全体で約 20% 削減でき
ました。AWS の利用料金はデータセンターの
賃借料とほぼ同等のため、これまでハード
ウェア購入と保守にかけていた費用がほぼ
すべて削減できたことになります。」（三谷氏）
今回のAWS の基盤構築では  AWS プロ
フェッショナルサービスも利用していま
す。ここでは発注側の立場でベンダーから
の提案内容の妥当性などを検証しており、
より確実で安価な移行につながりました。
AWS への移行による効果はそれだけにとど
まりません。インフラ提供の迅速化も実現
しました。AWS のインフラ提供をメニュー
化しグループ内に展開、担当者が必要なリ
ソースを選んで申請し稟議が通るまでを
ルール化することによって、従来は開発環
境の提供に 2 週間から 2 ヶ月ほどかかって
いたものが、1 日程度に短縮されました。

継続的なスキルアップを図ることで
ビジネスをサポート

バンダイナムコグループでは、今後 IT イン
フラのさらなる効率化を推進するために 
AWS 上でのサーバーレス化やマネージド
サービスの積極活用を進め、よりクラウド
ネイティブな利用形態を検討しています。
一例として、新たに開発するシステムの
データベースは、Amazon Aurora などのマ
ネージドサービスを積極的に採用する方針
です。さらに、情報システム部門の意識改革
にも取り組んでいく考えです。
「今回のプロジェクトは、インフラ基盤が単
に VMware から AWS に変わっただけでな
く、組織を見直すきっかけになるほどのイ
ンパクトがありました。情報システム部の
メンバーは AWS を使うことで、市場価値
の高い仕事をしているという意識、意欲も
芽生えています。」（長沼氏）
バンダイナムコグループでは、AWS 化に
よってアプリケーションとインフラの垣根
がなくなってくると考えており、新たなア
プリケーション開発は基盤とともに内製化
を進めることになると考えています。その
際には情報システム部の基盤メンバーが率
先して新しい技術を活用する提案ができる
ように、継続してスキルアップを推進し、情
報システム部一丸となりビジネスをサポー
トしていく考えです。

「準備さえしっかりしていれば、基幹系システムの AWS への移行は、決して
ハードルの高いプロジェクトではありません。」

株式会社バンダイナムコビジネスアーク 情報システム部 ITインフラ戦略セクション 

ITインフラ・システム管理チーム マネージャー　長沼 正人 氏

お客様導入事例：メディア／エンターテインメント

カスタマープロフィール

株式会社バンダイナムコ
ホールディングス
●  売上高（連結）：6,200 億円（2016 年度）
●  従業員数（連結）：7,883 名（2017 年 

9 月末現在）
●   事業内容： バンダイナムコグループの
中長期経営戦略の立案・遂行。グループ
会社の事業戦略実行支援・事業活動の
管理

株式会社バンダイナムコ
ビジネスアーク 
情報システム部 
IT インフラ戦略セクション 
IT インフラ・システム
管理チーム 
マネージャー

長沼 正人 氏

株式会社バンダイナムコ
ビジネスアーク 
情報システム部 
IT インフラ戦略セクション 
IT インフラ・システム
管理チーム 
チーフ

三谷 繁春 氏

APN コンサルティングパートナー

アイレット株式会社
AWS のパートナーの中で最上位
の『プレミアコンサルティングパート
ナー』に2013年から認定されてい
るほか、システム環境の AWS 移行
に関して計画から実施に至るまで
優れた実績・専門的なスキルを
持っていることを AWS が認定する
『移行コンピテンシー』を有してい
ます。


