
会員約 480 万人、月間約 5,100 万人※が利用する
ナビゲーションサービスの基盤を AWS に移行
段階的なコスト最適化でインフラコストを 30% 削減

※ 2018 年 9 月末時点

株式会社ナビタイムジャパン

外的要因に影響されるナビゲーションサービスに
高い伸縮性と拡張性を持つ AWS を採用

「経路探索エンジンの技術で世界の産業に
奉仕する」を理念に、さまざまなナビゲー
ションサービスを展開するナビタイムジャ
パン。現在、個人向けサービスの有料会員数
は約 480 万人、ユニークユーザー数は月間
約 5,100 万人となっています（2018 年 9 
月末時点）。
2001 年のサービス開始以来、バックエン
ドンシステムをオンプレミスで運用してき
た同社が  AWS を初めて採用したのは、
2013 年にデータ分析基盤の一部で利用し
たのが始まりでした。そこで短いリードタ
イムやスモールスタートのメリットを実感
し、2015 年に海外旅行向け乗換案内サー
ビスを AWS 環境で構築しました。
その後も AWS の利用を進める中、2016 年
より全サービスをオンプレミスからクラウ
ド環境 に移行するプロジェクトを本格的
にスタートしました。「経路探索サービス
は、台風が発生したりメディアで取り上げ
られたりすると途端にアクセスが増加しま
す。このような状況に応じたサーバー増強
は運用負荷がかかり、サイジングを見誤る
とユーザーが必要なときにサービスが提供
できなくなる恐れがあります。そこで高い
伸縮性と拡張性を持つクラウドへの移行を
決めました」と語るのは取締役副社長 最高
技術責任者の菊池新氏です。
インフラエンジニア クラウド担当の田中一
樹氏は「最も事例が豊富で、日本語の情報が

充実していたことと、導入後も AWS のアカ
ウントチームからの量と質のある提案が継
続的に受けられることが AWS を採用する
決め手となりました」と語ります。田中氏は、
新入社員だった 2013 年に、クラウドの将
来性をいち早く感じ、上司にオンプレから
クラウドへの移行を提案したといいます。

マネージドサービスを積極的に活用し
クラウドネイティブ化を推進

AWS への移行は、路線検索の『乗換 NAVI-
TIME』、トータルナビゲーションの『NAVI-
TIME』と順次進めていき、2019 年までに
主要サービスの移行を終えました。現在、実
質 18 個のアプリのうち、AWS に移行でき
ないものを除いた 15 個のアプリが AWS 
上で稼働しています。
移行時に同社が掲げた基本方針は、自動化、
Infrastructure as Code、コンテナ化の 3 つ
で、それぞれは AWS Auto Scaling、AWS 
CloudFormation、Amazon Elastic Container 
Service (Amazon ECS)で実現しています。イ
ンフラエンジニア グループマネージャーの
小泉亮輔氏は次のように語ります。
「コストを抑えるため、AWS Auto Scaling と 
AWS CloudFormation による自動化は必須
とし、アプリケーションのポータビリティを
高め保守・運用性向上のために、疎結合な
アーキテクチャへ作り替え、そのうえで  
Amazon ECS で運用する方針としました」
また、マネージドサービスを積極的に活用
し、クラウドネイティブ化を推進していま

す。データベースは原則として Amazon 
RDS や Amazon Aurora を活用し、可能な
範囲でサーバーレスの AWS Lambda で構
成するなど、アーキテクチャのモダン化を
進めています。
その結果、サーバー構築の依頼からサービ
スインまでのリードタイムは最大 2 週間
から数時間に激減しました。メディア事業
部 兼 トラベル事業部 事業部長の毛塚大輔
氏は「事業部側としてはインフラの構築時
間を気にする必要がなくなり、短期間で
サービスをリリースすることが可能になり
ました」と語ります。

リザーブドインスタンスと
スポットインスタンスを 90% 以上に適用

ナビタイムジャパンでは、継続的にコスト
削減の取り組みを進めています。移行直後
は、Amazon EC2 のオンデマンドインスタ
ンスを採用していましたが、そのままでは
コストが高止まりしてしまうため、長期定
額割引のリザーブドインスタンス(RI)と、余
剰インスタンスに入札するスポットインス
タンスに徐々にシフトしました。
「その結果、現在は Amazon EC2 全体の 
90% 以上で RI または スポットインスタ
ンスを適用しています。常時稼働が必要な
サーバーは RI とし、スケールが必要なサー
バーはスポットインスタンスを利用してい
ます」（田中氏）
スポットインスタンスについては、指定し
た条件に合わせて複数のインスタンスタイ
プを立ち上げる Spot Fleet と RI とのミッ
クスインスタンスによってコストを最適化
しています。これは RI で一定のインスタン
スを確保したうえで、アクセス数に応じて
スポットインスタンスを自動的にスケール
させるもので、大幅にコストを下げること
ができます。
コスト削減におけるもう 1 つの取り組み
は、AWS が提供する Cloud Financial Man-
agement（CFM）プログラムの活用です。
CFM は日本で 2020 年 4 月にローンチし
たプログラムで、同社は CFM を国内企業
でいち早く利用して、包括的なコスト削減

に向けた診断を実施しました。
「その結果、Amazon S3 で削減余地がある
と診断され、ストレージ階層を整理するこ
とで 10% ほどのコスト削減が実現してい
ます。見逃してしまいがちなところを指摘
してもらえたのは効果的でした」（小泉氏）
その他にも常に最新の EC2 インスタンス
タイプを検証し、ダウンサイジングなどに
よってコストパフォーマンスの向上を図っ
てきました。このように、3 年間にわたる段
階的なコスト最適化によって、インフラコ
ストはオンプレミス比で 30% の削減が実
現しました。
「社内全体のコスト意識が高まり、事業側と
開発側の双方で削減への取り組みが進んで
います。開発者もパフォーマンス改善がコ
スト削減につながることを意識し、プログ
ラムの改善や、AWS の新サービスをチェッ
クしています。また、COVID-19 の影響が大
きかった時にすぐにスケールインしてコス
トを抑制できたため、これまでクラウドネ
イティブ化を進めてきたことが事業継続の
観点からも間違いなかったと確信できまし
た」（菊池氏）

CFM の継続とアーキテクチャレビューで
コスト削減とシステム最適化を推進

同社は今後も CFM のフレームワークに基
づいた包括的なコスト削減や、アーキテク
チャレビューを通したクラウドネイティブ
化を推進していく予定です。
「AWS のアカウントチームに改善点を相談
しながら、さらなるコストの最適化に取り組
んでいきます。また、次世代プロセッサーを
備えた最新世代のインスタンス等、AWS の
最新サービスの迅速な導入のために密に連
携を取って対応を進めていきます」（小泉氏）
ビジネス面では、法人向けサービスの強化を
進めていく方針です。交通事業者と共同で進
めている MaaS 事業も、5G などのテクノロ
ジーの進化に合わせて経路検索エンジンの
強化を進める考えです。菊池氏は「量子コン
ピューティングの Amazon Braket などに興
味があります。AWS には引き続き新サービ
スの紹介を期待しています」と語ります。

経路探索技術をもとに、『NAVITIME』を始めとするナビゲーションサービスを提供す
る株式会社ナビタイムジャパン。同社はサービスを支えるバックエンド基盤を、2016 
年から 2019 年にかけてアマゾン ウェブ サービス（AWS）に移行しました。移行後は 
Amazon EC2 全体の約 90% にリザーブドインスタンス（RI）とスポットインスタンス
を適用。さらに AWS の Cloud Financial Management（CFM）プログラムを活用
し、包括的なコスト最適化の診断の結果、ストレージコストを約 10% 削減しました。
加えて、次世代プロセッサーを具備した最新世代のインスタンスへ変更したことによ
り、さらなるコスト削減とパフォーマンス向上が見込んでいます。

ご利用中の主なサービス
●  Amazon EC2
●  Amazon ECS
●  AWS Lambda
●  Amazon RDS
●  Amazon Aurora
●  Elastic Load Balancing
●  AWS Auto Scaling
●  AWS CloudFormation
●  エンタープライズサポート

ビジネスの課題
● 天候状況やマスコミ露出など、外的要
因によるアクセス急増への対応

● サーバー調達期間の短縮、運用負荷の
軽減

● インフラ調達コストと運用コストの
軽減

AWS を選択した理由
● アクセス急増に耐える高い伸縮性と
拡張性

● 事例が豊富で、日本語による情報が
充実

● AWS アカウントチームによる量と質の
ある充実した情報提供

AWS 導入後の効果と今後の展開
● Amazon EC2 全体の 90% 以上で
リザーブドインスタンスとスポットイン
スタンスを活用

● Cloud Financial Management（CFM）
を活用、一部インスタンスを最新世代
のインスタンスへ変更し、Amazon S3 

のコストを約 10% 削減
● 段階的なコスト最適化でオンプレミス
と比較してインフラコストを 30 ％削減

● 3 年間の段階的なコスト最適化で、約 

2 倍のサーバーリクエストの増加に対
して、コストの増加を約 1.2 倍に抑制

● 今後も CFM のフレームワークに基づ
いた包括的なコスト削減や、アーキテ
クチャレビューを通したクラウドネイ
ティブ化を推進

お客様導入事例：情報・通信・サービス業
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外的要因に影響されるナビゲーションサービスに
高い伸縮性と拡張性を持つ AWS を採用

「経路探索エンジンの技術で世界の産業に
奉仕する」を理念に、さまざまなナビゲー
ションサービスを展開するナビタイムジャ
パン。現在、個人向けサービスの有料会員数
は約 480 万人、ユニークユーザー数は月間
約 5,100 万人となっています（2018 年 9 
月末時点）。
2001 年のサービス開始以来、バックエン
ドンシステムをオンプレミスで運用してき
た同社が  AWS を初めて採用したのは、
2013 年にデータ分析基盤の一部で利用し
たのが始まりでした。そこで短いリードタ
イムやスモールスタートのメリットを実感
し、2015 年に海外旅行向け乗換案内サー
ビスを AWS 環境で構築しました。
その後も AWS の利用を進める中、2016 年
より全サービスをオンプレミスからクラウ
ド環境 に移行するプロジェクトを本格的
にスタートしました。「経路探索サービス
は、台風が発生したりメディアで取り上げ
られたりすると途端にアクセスが増加しま
す。このような状況に応じたサーバー増強
は運用負荷がかかり、サイジングを見誤る
とユーザーが必要なときにサービスが提供
できなくなる恐れがあります。そこで高い
伸縮性と拡張性を持つクラウドへの移行を
決めました」と語るのは取締役副社長 最高
技術責任者の菊池新氏です。
インフラエンジニア クラウド担当の田中一
樹氏は「最も事例が豊富で、日本語の情報が

充実していたことと、導入後も AWS のアカ
ウントチームからの量と質のある提案が継
続的に受けられることが AWS を採用する
決め手となりました」と語ります。田中氏は、
新入社員だった 2013 年に、クラウドの将
来性をいち早く感じ、上司にオンプレから
クラウドへの移行を提案したといいます。

マネージドサービスを積極的に活用し
クラウドネイティブ化を推進

AWS への移行は、路線検索の『乗換 NAVI-
TIME』、トータルナビゲーションの『NAVI-
TIME』と順次進めていき、2019 年までに
主要サービスの移行を終えました。現在、実
質 18 個のアプリのうち、AWS に移行でき
ないものを除いた 15 個のアプリが AWS 
上で稼働しています。
移行時に同社が掲げた基本方針は、自動化、
Infrastructure as Code、コンテナ化の 3 つ
で、それぞれは AWS Auto Scaling、AWS 
CloudFormation、Amazon Elastic Container 
Service (Amazon ECS)で実現しています。イ
ンフラエンジニア グループマネージャーの
小泉亮輔氏は次のように語ります。
「コストを抑えるため、AWS Auto Scaling と 
AWS CloudFormation による自動化は必須
とし、アプリケーションのポータビリティを
高め保守・運用性向上のために、疎結合な
アーキテクチャへ作り替え、そのうえで  
Amazon ECS で運用する方針としました」
また、マネージドサービスを積極的に活用
し、クラウドネイティブ化を推進していま

す。データベースは原則として Amazon 
RDS や Amazon Aurora を活用し、可能な
範囲でサーバーレスの AWS Lambda で構
成するなど、アーキテクチャのモダン化を
進めています。
その結果、サーバー構築の依頼からサービ
スインまでのリードタイムは最大 2 週間
から数時間に激減しました。メディア事業
部 兼 トラベル事業部 事業部長の毛塚大輔
氏は「事業部側としてはインフラの構築時
間を気にする必要がなくなり、短期間で
サービスをリリースすることが可能になり
ました」と語ります。

リザーブドインスタンスと
スポットインスタンスを 90% 以上に適用

ナビタイムジャパンでは、継続的にコスト
削減の取り組みを進めています。移行直後
は、Amazon EC2 のオンデマンドインスタ
ンスを採用していましたが、そのままでは
コストが高止まりしてしまうため、長期定
額割引のリザーブドインスタンス(RI)と、余
剰インスタンスに入札するスポットインス
タンスに徐々にシフトしました。
「その結果、現在は Amazon EC2 全体の 
90% 以上で RI または スポットインスタ
ンスを適用しています。常時稼働が必要な
サーバーは RI とし、スケールが必要なサー
バーはスポットインスタンスを利用してい
ます」（田中氏）
スポットインスタンスについては、指定し
た条件に合わせて複数のインスタンスタイ
プを立ち上げる Spot Fleet と RI とのミッ
クスインスタンスによってコストを最適化
しています。これは RI で一定のインスタン
スを確保したうえで、アクセス数に応じて
スポットインスタンスを自動的にスケール
させるもので、大幅にコストを下げること
ができます。
コスト削減におけるもう 1 つの取り組み
は、AWS が提供する Cloud Financial Man-
agement（CFM）プログラムの活用です。
CFM は日本で 2020 年 4 月にローンチし
たプログラムで、同社は CFM を国内企業
でいち早く利用して、包括的なコスト削減

に向けた診断を実施しました。
「その結果、Amazon S3 で削減余地がある
と診断され、ストレージ階層を整理するこ
とで 10% ほどのコスト削減が実現してい
ます。見逃してしまいがちなところを指摘
してもらえたのは効果的でした」（小泉氏）
その他にも常に最新の EC2 インスタンス
タイプを検証し、ダウンサイジングなどに
よってコストパフォーマンスの向上を図っ
てきました。このように、3 年間にわたる段
階的なコスト最適化によって、インフラコ
ストはオンプレミス比で 30% の削減が実
現しました。
「社内全体のコスト意識が高まり、事業側と
開発側の双方で削減への取り組みが進んで
います。開発者もパフォーマンス改善がコ
スト削減につながることを意識し、プログ
ラムの改善や、AWS の新サービスをチェッ
クしています。また、COVID-19 の影響が大
きかった時にすぐにスケールインしてコス
トを抑制できたため、これまでクラウドネ
イティブ化を進めてきたことが事業継続の
観点からも間違いなかったと確信できまし
た」（菊池氏）

CFM の継続とアーキテクチャレビューで
コスト削減とシステム最適化を推進

同社は今後も CFM のフレームワークに基
づいた包括的なコスト削減や、アーキテク
チャレビューを通したクラウドネイティブ
化を推進していく予定です。
「AWS のアカウントチームに改善点を相談
しながら、さらなるコストの最適化に取り組
んでいきます。また、次世代プロセッサーを
備えた最新世代のインスタンス等、AWS の
最新サービスの迅速な導入のために密に連
携を取って対応を進めていきます」（小泉氏）
ビジネス面では、法人向けサービスの強化を
進めていく方針です。交通事業者と共同で進
めている MaaS 事業も、5G などのテクノロ
ジーの進化に合わせて経路検索エンジンの
強化を進める考えです。菊池氏は「量子コン
ピューティングの Amazon Braket などに興
味があります。AWS には引き続き新サービ
スの紹介を期待しています」と語ります。

『AWS との定期的なミーティングを通して、CFM プログラムの実施などコスト
最適化に向けた取り組みを進めてきました。クラウド移行により会社全体にオ
ンプレ時代よりもコスト意識が浸透しました。引き続き、新インスタンスの開発
や、アーキテクチャレビュー、新サービスの提供などの支援を期待しています』

株式会社ナビタイムジャパン　取締役副社長 最高技術責任者　菊池 新 氏
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カスタマープロフィール

株式会社ナビタイムジャパン
● 資本金： 9,000 万円
● 設立年月日： 2000 年 3 月 1 日
● 事業内容：ナビゲーションサイト・アプ
リの運営・開発、経路探索エンジンのラ
イセンス事業、経路付地図配信 ASP 

事業、ビジネスナビタイム事業、法人向
けソリューション事業、Web メディア事
業、テレマティクス事業、交通コンサル
ティング事業、海外事業、インバウンド
事業、トラベル事業、MaaS 事業
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