
顔写真が並ぶクラウド人材管理システムの
サービス提供基盤に AWS のサービスをフル活用
２ 年で顧客数が倍増するもインフラコストは維持

SaaS on AWS 事例：情報・通信

株式会社カオナビ

『カオナビ』の成長に合わせて
オンプレミス型から SaaS 型にシフト

“マネジメントが変わる新たなプラット
フォームを。”をビジョンに、企業の働き方
改革への貢献を目指すカオナビ。同社が提
供しているクラウド人材管理システム『カ
オナビ』は、社員の顔写真が並ぶわかりやす
いインターフェイス、人材データベースや
評価ワークフローなどの機能性や、それを
自由にカスタマイズ出来る汎用性などが評
価され、数十人規模のスタートアップから 
1 万人以上の大企業まで、業種・業態を問わ
ず  1 , 5 0 0  社以上に利用されています
（2019 年 9 月時点）。
事業開始当初、『カオナビ』は顧客が用意し
たインフラ環境に同社がアプリケーション
をインストールして構築するオンプレミス
型で提供していましたが、ビジネスが順調
に成長するにつれ SaaS 化について検討を
開始しました。「事業開始当時は社員が数名
ほどでしたので、利用企業が増えるほど既
存の人的リソースではシステム構築もサー
ビス開発もままならなくなってしまいまし
た。そこで自社環境からサービスとして提
供する SaaS に移行することを決断しまし
た。」と語るのはプロダクト本部  SREグ
ループ マネージャーの髙橋佳朗氏です。
SaaS 型に移行するにあたり同社が真っ先
に注目したのが AWS でした。
「当社のエンジニアが、お客様との間でシス
テム要件の調整に苦労している中、ブラウ
ザの管理画面をクリックするだけで簡単に
スケールアップやスケールアウトができる 

AWS を見て衝撃を受けたと聞いていま
す。」（髙橋氏）
さっそく自社に戻って検証を実施し、社内
評価を受けて AWS の採用をすぐに決定し
ました。
「試したい時にすぐに環境を用意できたこ
とが、AWS 採用の決め手になりました。
2012 年当時、無料の利用枠やハンズオン
セミナーなど、自ら学べる環境が整ってい
たのは AWS だけで、クラウド初心者の私
どもにとっては願ってもないことでした。」
（髙橋氏）

大量データの一括更新に
AWS Batch を採用

最初の SaaS 環境は、オンプレミスのシス
テムをそのまま AWS 上に移し替える方式
としました。Amazon EC2 と Amazon RDS 
によるシンプルな構成で、一部の顧客にシ
ングルテナント型で個別に環境を用意して
いたものの、今後の成長の阻害要因となる
と判断し完全なマルチテナント型に移行。
顧客からの要望はサービス全体で吸収する
方針に改めました。
2017 年にはさらなるバージョンアップを
実施。パフォーマンスとコストの最適化の
ための AWS Auto Scaling、顔写真を高速に
配信する CDN として Amazon Cloud-
Front、人材情報を高速に検索するための 
Amazon CloudSearch などを採用し、イン
フラ構築・運用も Infrastructure as Code 
による自動化に一新しました。
2019 年には社員情報の一括処理など、

バックエンドで大量のデータを更新する
バッチ処理に、コンピューティングリソー
スを動的にプロビジョニングする  AWS 
B a t c h  を採用。コンテナサービスの  
Amazon Elastic Container Service (Amazon 
ECS) や AWS Fargate、 AWS Step Functions 
を用いてサーバーレスのバッチシステムを
構築しました。これによって基盤の安定性
が高まり、サービス提供時間中は再起動が
難しかった運用面での負担も軽減する見込
みです。「AWS Batch の導入時は、随時技術
検討会を開催し、AWS のソリューション
アーキテクトに相談して疑問を解消した
り、AWS サポートに質問したりしながら進
めました。」と髙橋氏は振り返ります。

利用企業数が倍増しても
インフラコストは横ばい

AWS を活用し、継続的にサービス環境を進
化させてきたカオナビは現在、マネージド
サービスやサーバーレスアーキテクチャを
積極的に活用しています。データベースは、
プロダクトのすべてにおいて  Amazon 
Aurora を採用。検証用の環境は Cloud-
WatchEvents と AWS Lambda で Amazon 
EC2 の稼働時間を制御し必要な時に必要
なリソースが柔軟に利用できるようにして
います。髙橋氏は AWS を導入するメリッ
トについて次のように話します。
「サービスを成長させながら、開発力を高め
ていこうとしている私たちにとって、新しい
機能をすぐに検証し、短期間で意思決定で
きることが最大のメリットです。また、API 
やコマンドラインインターフェイスを使っ
てコントロールができるため自動化がしや
すく、全社で働き方改革を推進している当社
において開発の効率化に貢献しています。」
SaaS に求められるセキュリティ面では事
業開始の 2012 年にプライバシーマーク、
2015 年に ISO27001（ISMS） を取得し、継
続的な個人情報保護マネジメントシステム
を構築しています。システムセキュリティ
においては、AWS Well-Architected フレー
ムワークに沿うことを指針としています。
髙橋氏は「AWS Well-Architected に沿うこ
とで、ユーザーである大手企業やメガバン

クから評価され、クラウド移行に不安があ
るお客様にも安心してお使いいただいてい
ます。」と語ります。
現在はさらなるセキュリティの強化に取り
組んでおり、AWS WAF や脅威検出サービ
スの Amazon GuardDuty を導入し、運用
の定着に向けたトライアルを続けていま
す。アプリケーションのセキュリティとコ
ンプライアンスの向上に向けて、セキュリ
ティ評価サービスの Amazon Inspector の
導入も検討しています。
カオナビの利用企業数は、サービス開始か
ら順調に伸びていますが、さまざまな工夫
によりインフラコストを抑えています。
2016 年より定額割引のリザーブドインス
タンスを定期的に購入し、適用範囲を拡大
してきました。2019 年には新たな料金モ
デルである Savings Plans を購入してコス
トの最適化を図っています。
「2 年前の同時期と比べて利用企業数が約 
2 倍となっているものの、インフラコスト
はほぼ横ばいです。機能拡充によって新た
なサービスを追加していく中、現状のコス
トが維持できていることは大きなメリット
です。」（髙橋氏）

コンテナサービスを活用し
クラウドネイティブな環境にシフト

機能強化、ユーザーエクスペリエンスの改
善、バグの改修など常に開発中のステータ
スが複数あり、それぞれの開発者が常にコ
ンピューティングリソースを利用する同社
にとって AWS はすでに欠かせない存在と
なっています。HR テック企業として成長
を続ける同社は、AWS を活用することでア
プリケーションエンジニアやインフラエン
ジニアが、活発なコミュニケーションを
図っているといいます。
今後はサービスの進化に合わせてクラウド
ネイティブなアーキテクチャへと進化させ
ていく方針で、髙橋氏は「サービスのメイン
サーバーとして利用している  Amazon 
EC2 を Amazon ECS や AWS Fargate に移
行し、任せられるところはAWS に任せて、
カオナビのサービスをより進化させていき
ます。」と話します。

顔写真をキーにしたクラウド人材管理システム『カオナビ』の開発、運用を手がける株
式会社カオナビ。2012 年の事業開始当初は顧客先のオンプレミス環境に個々にシス
テムを構築していましたが、急成長するサービスに合わせるため SaaS 化に着手。
AWS のクラウドサービス上にマルチテナント型の環境を構築して提供しています。利
用企業数は事業開始から 7 年で 1,500 社を突破し、2 年前と比べて倍増を記録す
る中、マネージドサービスやサーバーレスアーキテクチャへの構成改善と AWS のリ
ザーブドインスタンス、Savings Plans の活用によるコスト最適化を実現し、2 年前と
同等のインフラコストを維持しています。

ご利用中の主なサービス
●  Amazon EC2 ● Amazon Aurora
● Amazon CloudFront
● Amazon CloudSearch
● Amazon ElastiCache
● Amazon ECS ● AWS Batch
● AWS Fargate ● AWS Lambda
● AWS StepFunctions
● Amazon CloudWatch
● AWS WAF
● Amazon GuardDuty
● AWS Well-Architected フレームワーク

ビジネスの課題
● オンプレミス型から SaaS 型へのビジ
ネスモデルの転換

● 人材管理サービス『カオナビ』の早期
提供

● スタートアップならではの少人数体制に
よる開発

● 開発者や運用管理者の負荷軽減

AWS を選択した理由
● スケールアップやスケールアウトが容易
● 試したい時にすぐに環境の用意が可能
● 無料の利用枠やハンズオンセミナーな
どの学習環境が豊富

AWS 導入後の効果と今後の展開
● 短期間の機能検証による意思決定の迅
速化

● リソースの柔軟な活用
● 自動化による働き方改革への貢献
● バッチ処理の基盤の安定化、運用負荷
の軽減

● AWS Well-Architected フレームワーク
に沿うことによるセキュリティ強化

● 利用企業数が約 2 倍の増加に対して
インフラコストはほぼ横ばいを維持

● Amazon ECS や AWS Fargate などク
ラウドネイティブなアーキテクチャへの
シフト
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図っているといいます。
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AWS Well-Architected に沿うことで、ユーザーである大手企業やメガバン
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株式会社カオナビ プロダクト本部 SREグループ マネージャー　髙橋 佳朗 氏
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カスタマープロフィール

株式会社カオナビ
● 設立年月日: 2008 年 5 月 27 日
 (事業開始日: 2012 年 4 月 16 日)
● 資本金: 10 億 1,566 万円
 (2019 年 3 月末時点)
● 従業員数: 117 名(2019 年 9 月末時
点)

● 事業内容: クラウド人材管理システム
 『カオナビ』の製造・販売・サポート

株式会社カオナビ
プロダクト本部
SREグループ
マネージャー

髙橋 佳朗  氏


