お客様導入事例：情報・通信業

freee株式会社
スモールビジネスを支える会計ソフトなどの
バックオフィス業務効率化サービスを AWS 活用によりセキュアに展開
Amazon EKS により、アプリ開発者向けのセルフサービス化も実現
ご利用中の主なサービス
Amazon EKS

●

クラウド会計ソフトの
『会計フリー』
を開発・運営する freee 株式会社は、2012 年の
創業以降、
「スモールビジネスを、世界の主役に。」
をミッションに事業を展開し、2018

●

Amazon EC2
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Amazon GuardDuty

●

AWS CloudTrail

小企業を支援するさまざまなサービスを提供しています。
そのインフラとして、同社は

●

Amazon RDS for MySQL
Amazon DynamoDB

長年 AWS を使い続けており、AWS の機能を使ったセキュリティ強化、Kubernetes を

●

年には会計フリーの利用事業者が 100 万を突破。会計だけでなく、個人事業主や中

活用したマイクロサービス化やセルフサービス化に取り組んでいます。

ビジネスの課題
●

顧客の重要なデータを守る多層防御の

●

アプリ開発者に対して SRE の数が少な

仕組みが必要
く、
セルフサービス化が必要
●

Kubernetes の運用負荷の軽減

AWS を選択した理由
●

最新機能の実装が早く進化が速い

●

セキュリティ機能が豊富

●

Kubernets の運用に伴う負荷を軽減し
カスタマイズも可能な Amazon EKS

AWS 導入後の効果と今後の展開
●

SRE への依頼を削減するセルフサービ

ス化を実現
●
●

開発効率や生産性の向上

Amazon GuardDuty による脅威検知
などで顧客の信頼を得られるセキュリ
ティを確保

創業以降 AWS を使い続け
高いセキュリティを維持・強化
創業当時から一貫してスモールビジネスを
支援するサービスを展開してきた freee
は、
『 会計フリー』をはじめ、
『 人事労務フ
リー』
『 申告フリー』
『 マイナンバー管理フ
リー』
『会社設立フリー』などのサービスを
展開し、フリーカードなどの金融系サービ
スも提供しています。
創業間もない頃から AWS をサービスのイ
ンフラ基盤として使い続けてきた理由を、
プロダクト基盤本部長の浅羽 義之氏は次の
ように話します。
「AWS は、注目している最
新機能や必要としている機能がすぐに実装
され、
進化が速いところが魅力です。私ども
のフィードバックを反映して機能が実装さ
れることもあり、
非常に助かっています。
」

AWS 上でさまざまな取り組みを行ってい
ることも、freee のセキュリティの特長の
1 つです。
「誰がいつインフラを変更したか追跡でき
るように Terraform で管理して監査に役
立てているほか、Amazon GuardDuty を
使って、脅威検知できるようにしています。
セキュリティは多層で守る必要があるた
め、AWS WAF（Web Application Firewall ）
で入口を守り、AWS CloudTrail などでもロ
グを取れるようにして、疑わしいイベント
などがあれば通知する仕組みを構築しまし
た。その他に関しても、多くの場合は AWS
のサービスを活用していますが、それでも
足りない部分は自社開発したり、サード
パーティー製品を適材適所で活用していま
す。」と浅羽氏はセキュリティの取り組みを
説明します。

会計や人事といった重要なデータを扱う

freeeでは、セキュリティレベルを高める工
夫を常に行っているといいます。
「お客様のセンシティブな情報を預かって
いることもあり、堅牢なインフラを作り、そ
れを維持・強化しなければ、あっという間に
信用を失ってしまいます。ホームページ上
でセキュリティ対策について積極的に公開
して安心して使ってもらえるように心がけ
ています。また、長年セキュリティの事故な
しに運用されていることで、お客様の信頼
も得ていると考えています。TRUSTe の認
証を取得し、電子決済等代行業者として金
融庁の管轄で監査も受けています。」と浅羽
氏は語ります。

Kubernetes に注目し
Amazon EKS を採用
信頼性が高く、いつでも使いたいときに使
えることが利用者の一番のメリットと考え
る freee では、ユーザーが増えても高いパ
フォーマンスと稼働率を保つことを重要視
しています。しかし、事業の成長とともに、

SRE（Site Reliability Engineering）の不足
が課題となってきました。
「正社員のエンジ
ニアだけでなく、業務委託も含めるとかな
りの数のエンジニアが開発業務を行ってい
ますが、アプリ開発のエンジニアに対して、
SRE が全体の約 8 分の 1 と少なく、開発者
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Amazon EKS を活用することで運用の手間を大幅に削減でき、
アプリ開発の
生産性を向上させることができるようになりました。
セキュリティや障害復旧
の面でも EKS が有利だと考えており、将来的にすべてを EKS に移行しようと
考えています。
freee株式会社 プロダクト基盤本部長

が求めるインフラを効率的に提供しづらく

るため実装しやすく、アプリ開発のエンジ

なってきました。デプロイの仕組みを自前

ニアの生産性を高められることも Amazon

で作り込んでおり、創業当時のサービスと

EKS のメリットです。現在は マイクロサー
ビス数は 11 ですが、
マイクロサービスが増
える中でセキュリティを高く維持しやすい
のもポイントです。サービス化できるかど
うかは、実際に試してみてわかることも多
いので、必要なときにすぐにサービスを作
れることは重要です。切り戻しも楽で、
失敗
を恐れずに、さまざまなことに挑戦できる
ので、
ビジネス的にも Amazon EKS を使う
効果はこれからさまざまな点に出てくるは
ずです。また、Kubernetes を活用している
ということを周知しているので、
エンジニア
の採用にもよい影響が生まれています。
」

後からできたサービスではデプロイ方法が
違うなど、いくつかの課題もありました。」
と SRE プレイングマネージャの坂井 学氏
は振り返ります。
そこで freee が注目したのが、Kubernetes
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設立年月：2012 年 7 月
従業員数：506 名（ 2019 年 6 月末
時点）

●

でした。同社は、Kubernetes でコンテナ化
することによって、セルフサービス化でき
れば、SRE の負荷を下げることができると
考えました。最初は、Amazon EC2 と Auto
Scaling Group を使い、自動的にスケーリ
ングする構成にし、自社で Kubernetes ク
ラスタを運用。Kubernetes をインフラの
フレームワークとして活用していました
が、Amazon EC2 上での運用は手間がか
かるため、Amazon EKS がリリースされる
と移行を決定しました。

開発

新たなアーキテクチャにも
AWS のサービスを活用
今後について坂井氏は、
「これからは、ユー

事業内容：全自動のクラウド会計ソフ
ト、クラウド人事労務ソフト等の運営

浅羽 義之 氏

セルフサービスの実現と
サービス構築の迅速化
freee では、新規のマイクロサービスは
Amazon EKS で構築し、従来のサービスは
徐々に Amazon EKS への移行を進めてい
ます。そのメリットについて、プロダクト
基盤本部 SRE の河村 篤志氏は次のように
話します。
「Kubernetes のコントロールプ
レーンの運用を AWS 側が行ってくれるの
で、とても楽です。また、Kubernetes のすべ
てを管理するのではなく、コンテナが動く
ワーカーノードをカスタマイズしたり、セ
キュリティを高めることができる点がもう
１つの Amazon EKS のメリットです。」
坂井氏も「アプリ側の開発者が作りたい
サービスがあるときに、SRE に依頼しなく
ても自らインフラを用意できるようになり
ました。」と語ります。
また、浅羽氏は、セキュリティや障害復旧の
際にも Amazon EKS が有効であることを
説明します。
「稼働率を重視する中で、
障害時にいかに早
く復旧させるかが重要となりますが、その
仕組みがエコシステムの中で提供されてい

ザー数が増加するスピードがもっと加速し
ていくと考えています。これまでは、スケー
ルアップさせることで対応してきました
が、直近 1 〜 2 年で根本的にアーキテク
チャを変える必要が出てきているので、マ
ネージドサービスや今後新しく出てくる
サービスを活用していきたいです。また、分
析や権限管理の機能を強化したいと思って
おり、AWS Control Tower を使ったマルチ
アカウント管理などにも興味を持っていま
す。」と話しています。
「今後もバックオフィス業務の自動化と可
視化を支援していきますが、クリエイティ
ブな仕事に集中できるような環境を提供し
ていきたいと考えています。API も提供し
ているので、例えば、Slack を使って経費精
算するワークフローの構築や、さまざまな
SaaS やツールと連携させて業務を効率化
することが可能です。ぜひ私どものサービ
スを試してみて、データをどのように可視
化でき、意思決定につなげられるかを確認
していただきたいと思います。これからも
スモールビジネスが活躍できる場を提供す
ることによって、日本を元気にしていきた
いと思います。」
（浅羽氏）
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