お客様導入事例：情報・通信業

ニフティ株式会社
『@nifty ニュース』などニフティグループ全体で 100 以上の
Web サービスをクラウドに移行
システムの柔軟性向上と約 30% のインフラコスト削減を達成
AWS を学び「エンジニアが元気になる」
ことを体感
ご利用中の主なサービス
Amazon EC2
AWS Lambda

●

●

●

Amazon ECS

●

Amazon DynamoDB

●

AWS Batch

●

AWS CloudFormation

●

●

AWS CodeBuild

AWS Migration Acceleration
Program

●

Amazon Workspaces

ビジネスの課題
●

高額なシステム維持運用コスト
（サー

●

オンプレミスシステムの運用・保守に関

バー、
ネットワーク）
わる工数の増加
●

外部委託とレガシーシステムによる開
発生産性の低下

AWS を選択した理由
●

豊富なサービスの活用による開発の容

易性
●

国際標準のサービスと圧倒的な事例数

●

サポート、
トレーニング、技術情報の充
実（エンジニアの学習コストの抑制が可
能）

●

コストダウンの実現性の高さ
（段階導
入、従量課金体系など）

AWS 導入後の効果と今後の展開
●

クラウドを使いこなすエンジニアが続々
登場

●

AWS が全社共通の言葉となり、
自ら学
び、楽しむことでエンジニアのモチベー
ションが向上

●

内製化によりシステム開発の外注依存

●

旧インフラと比較して平均で約 30%

●

リモ ー トワ ー ク に 対 応 す る た め

率が 3 年間で 70% から 20% へ
のコスト削減を実現

Amazon Workspaces をわずか 4 日間
で導入
●

リフト＆シフトで移行した Web サービ
スのシステムを、AW S のマネージド
サービスを用いてモダン化する予定

●

AWS DeepRacer での学びをもとに機
械学習の活用を促進予定

ネットワークサービス事業と Web サービス事業の 2 軸でビジネスを展開するニフ
ティ株式会社。長年利用していたレガシーシステムに課題を抱えており、
これらを解決
するためにアマゾン ウェブ サービス (AWS) を採用。Web サービスを提供している
約 800 台のサーバーの移行を終え、現在はネットワークサービス事業用の基幹シス
テムの移行を進めています。社内で AWS 推進チームを結成し、エンジニアがトレー
ニングを積みながら内製化でプロジェクトを進めたことで 知見が蓄積されただけで
なく、企業文化にも大きな変革をもたらしました。
経営者目線で IT 課題を抽出して
解決策を模索
パソコン通信の「NIFTY-Serve」を開始して
以来、
30 年以上にわたり日本のネットワー
クサ ービ スをリードしてきたニフティ。

1986 年の設立以来、
ISP として、
ネットワー
クサービス、
Web サービス、
クラウドサービ
スの 3 分野で事業を展開してきました。
2017 年 4 月にはクラウドサービス事業を
切り離し、コンシューマー事業を中心とす
る新生ニフティが誕生。家電小売業の株式
会社ノジマの完全子会社として、再スター
トを切りました。
「これが AWS を採用する
に至った大きなきっかけとなりました。
新し
い経営トップから、
“IT システムの課題は経
営の課題であるため、経営者目線で見直し
て欲しい”という要請を受けました」
と語る
のは、
取締役で CIO の前島一就氏です。
改めて既存環境を整理した結果、システム
の維持運用に要する “コスト”、システム運
用・保守に関わる“運用負荷”、外部委託とレ
ガシーシステムによる“開発生産性”の 3 つ
が課題として浮上しました。
「そこで事業コストの多くを占めていたネッ
トワークとサーバーの環境を見直し、レガ
シーシステムを AWS へ移行することでコ
ストを抑えるとともに、
社内技術力と生産性
のさらなる向上を図り、
いま一度自分たちに
技術を取り戻すことにしました」
（前島氏）

クラウド選定の決め手は豊富な新サービスと
エンジニアが楽しく開発ができる環境
AWS への移行において、最初のターゲット

としたのが Web サービスを運用するシス
テムです。これらは 2004 年から独自の

Java 製フレームワーク上で開発し、100 近
くのサービスを運用してきました。IT シス
テム統括部 基幹システムグループの伊達
乾氏は「システムの硬直化が進み、新機能の
追加も困難な状況でした。結果として開発
者のモチベーションにも影響を及ぼしてい
ました」と振り返ります。
また、伊達氏は AWS のメリットについて
次のように語ります。
「 次々と登場する新
サービスを自由に試したり、豊富な資料や
先駆者の事例を活かしたりしながら、エン
ジニアが楽しく開発ができることが最大の
魅力でした。国際標準のサービスを使うこ
とで生産性も向上し、エンジニアの学習コ
ストも抑えられます」
2017 年 9 月から開始した調査フェーズで
は社内 AWS 利用ルールの整備、移行手段
の調査や検証などを実施。その後、移行の実
証実験を行う準備フェーズを経て、2018
年 5 月より移行作業に着手。大小さまざま
なシステムを段階的に移行し、2020 年 2
月までに 44 システム分、約 800 台のサー
バーの移行を完了しました。
移行はシステムの制約もあり、既存環境を
変えない方法で CloudEndure Migration
を用いました。環境構築や移行作業は、すべ
て自社で実施。新人からベテランまで延べ
20 名が担当しました。
「移行作業を通して AWS を学ぶというコ
ンセプトで進めました。期間中の 2018 年
には AWS トレーニングに全社から 24 名
が参加し、すでに 6 名が資格を取得してい
ます」
（伊達氏）
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『AWS への移行を通してエンジニアが最新のサービスに触れることで、“いま

一度自分たちに技術を取り戻す”という感覚が芽生え、
イノベーションを起こ

す体験を持てました。エンジニアが問題解決に向けて積極的に取り組み、元
気になることで、会社全体にも活気があふれています』
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星野 徹也 氏

AWS がコンサルタントサポート、トレーニ
ング、サービスクレジットなどを提供する
AWS Migration Acceleration Program
（ MAP ）を移行初期の段階で活用すること
で、プロジェクトはスムーズに進行しまし
た。
IT システム統括部 基幹システムグルー
プの石川貴之氏は
「AWS のソリューション
アーキテクトに直接問い合わせができるオ
フィスアワーや勉強会において、効果的な
活用法や他社の事例を教えていただきまし
た。コスト面でも試算支援や割引プログラ
ムなどが役立っています」
と語ります。
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ITシステム統括部
基幹システムグループ
クラウドデザイナー

AWS を使いこなす人材が続々誕生
自発的なクラウド開発が加速

石川 貴之 氏

移行を終えた Web サービスのシステム
は、アーキテクチャの一部に AWS のサー

カスタマープロフィール

ニフティ株式会社
●

設立年月日：2017 年 2 月

●

資本金：1 億円

●

事業内容（グループ子会社サービスを
含む）
ネットワークサービス事業：
ニフティ：@nifty 光、NifMo 、@nifty

WiMAX、常時安全セキュリティ24 など

ビスを活用して最適化を図っています。例
えば、
『 @nifty ニュース』のシステムでは
ログ集約やトラフィック分類などに AWS
のサービスを活用することで開発や運用効
現在はネットワークサービス事業の基幹シ
ステムの移行を検討しています。技術的な
制約の少ないネットワークサービス系のレ
ガシーシステムはサーバーレスアーキテク
チャやマネージドサービスを積極的に採用

ニフティ：@niftyトップポータルページ、

し、アプリケーションを刷新しています。IT

@nift ビジネス、
占い@nifty など

システム統括部 基幹システムグループの

産、
ニフティ求人、
ニフティ温泉など
ニフティネクサス：＠niftyニュース、
ライ
フメディアなど

ほどのエンジニアが AWS を活用していま
す。システム開発の内製化が進み、外注依存
率は 2017 年からの 3 年間で 70% から
20% に激減しました。
「AWS への移行を通してエンジニアが最新
のサービスに触れ、イノベーションを起こ
す体験を持てました。成功体験を積み重ね
ることで率先してアイデアを持ち寄り、問
題解決に向けて動き出そうという気風が強
くなりました。エンジニアが活躍し、元気に
なることで、会社全体にも活気があふれて
います」
（前島氏）
コスト面では、システムごとに差があるも
のの、平均で 30% ほどの削減が実現して
います。
また、リスクマネジメントの一環として、
2020 年 3 月には全社員のリモートワーク
に対応するため Amazon Workspaces をわ
ずか 4 日間で導入しました。全社員がクラ
ウドを通じてつながることにより、柔軟性
のある働き方が可能となっています。

率の向上を図っています。

Webサービス事業：

ニフティライフスタイル：ニフティ不動

ウド人材の育成が加速され、現在は 300 名

星野徹也氏は「例えば創業以来 30 年以上
利用してきたお客様へのスタートキット発
送システムは、サーバーの運用や障害対応
の負荷軽減に向けて、AWS Lambda や
AWS Batch 、Amazon DynamoDB などを
使って構築し、コンテナ管理の Amazon
Elastic Container Service (Amazon ECS)
で運用しています。アプリのデプロイには
AWS CodeBuild を適用し、インフラリソー
スの管理には AWS CloudFormation を
使って自動化を図りました」と説明します。
こうしてニフティはレガシーなシステム開
発からの脱却を図りました。その結果、クラ

独自開発フレームワークから脱却し
さらなるマネージドサービスの活用へ
今後は、独自開発フレームワークを用いた
Web サービスのシステムを見直し、マネー
ジドサービスのさらなる活用によってモダ
ンなシステムに再構築していく計画です。
2022 年の終了を目標に移行を進めている
ネットワークサービス事業の基幹システム
については、AWS のクラウドエコノミクス
を利用し、より詳細なコスト削減効果を試
算したい考えです。
AWS の採用によって、情報システム部門の
大改革を成し遂げたニフティ。エンジニア
は AWS DeepRacer で自発的に学び、その
学びをもとに機械学習の活用を進めていま
す。伊達氏は「エンジニアがより活用でき
る、市場価値が上げられる開発の場に向け
て、AWS にはこれからもワクワクするサー
ビスの提供を期待しています」と話します。

アマゾン ウェブ サービス ジャパン株式会社
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