
本社の移転を機にオンプレミス環境の
社内システムを 6 か月で AWS に移行
IT 担当者を保守作業から解放し、戦略的な業務に集中

オリオンビール株式会社

本社移転を機にサーバー室を社外に移し
サーバー管理に関する課題の解消へ

「人を、場を、世界を、笑顔に。オリオング
ループ」を企業理念に、同社と接するすべて
の人を幸せに導くブランドを目指すオリオ
ンビール。基幹商品の『オリオンザ・ドラフ
ト』をはじめ、発泡酒の『麦職人』、新ジャン
ルの『サザンスター』など、魅力的な商品を
ラインアップし、沖縄県を中心に日本全国
に販売しています。
業務を支える社内システムは、本社のサー
バー室に設置した物理サーバー上に仮想
サーバーを構築していました。ところが、
2020 年 5 月より本社機能を沖縄本島中南
部の浦添市から、南部の豊見城市に移転す
ることが決まり、サーバー室の移転が必要
になりました。
新本社の移転先は商業施設内にあるため、
サーバー室のスペースを設けることが困難
です。そこで同社は、本社移転を機にサー
バー室を社外に移し、サーバー管理にまつ
わる課題を解消することにしました。
「大型台風などで停電や空調の故障が起こ
ればシステムはダウンし、復旧のための作
業が発生します。また、オンプレミス環境で
あれば、5 ～ 6 年おきにサーバーの再構築
によるコストと作業工数が発生します。こ
れらを解消するために、サーバー室のシス
テムをクラウド環境に移転することにしま
した」と語るのは、経営推進本部  I T  ソ
リューション部 IT ソリューション課 主任
の新里紹太氏です。

当初はハウジングを検討するも
資産を持たない AWS の採用を決定

同社は当初、外部のデータセンターで運用
するハウジングサービスを検討しました。
しかし、ハウジングでサーバーの保守作業
や再構築作業自体は残ってしまいます。そ
こで今後は物理的な資産を持たずに運用す
るという判断のもと、クラウドサービスの 
AWS への移行を決定しました。パートナー
には琉球銀行の友好会社のシステム会社
で、沖縄の IT 業界を牽引している AWS 
パートナーの株式会社リウコムを採用しま
した。
「他のサービスも含め情報収集をしました
が、知名度とユーザー数の多さ、セキュリ
ティ面、安価なコスト体系を評価し、AWS 
の採用を決定しました。クラウド活用は当
社にとって初めてのチャレンジでしたが、
経営層の理解もあり、スムーズに決まりま
した。移行支援をリウコムに依頼したのは、
沖縄の IT ベンダーとして身近で頼りにな
る存在であり、AWS を活用したシステムの
構築実績があったからです」（新里氏）
移行プロジェクトは  2020 年  7 月にス
タートし、2021 年 1 月までにシステムの
移行を完了しました。
今回移行したシステムは、情報システム（グ
ループウェアや営業支援システムなど）と
情報システムの開発環境、クライアント管
理システム（Active Directory）、総務系 ERP 
システム（人事・給与・経理の一部など）、
ファイルサーバーです。基本的には  

Amazon EC2 上に移行していますが、ファ
イルサーバーはフルマネージド型で重複排
除機能を装備した Amazon FSx for Win-
dows File Server をレスポンスなどを検証
したうえで移行しました。バックアップに
は AWS Backup を活用し、AWS の海外リー
ジョンに日次でバックアップしています。
移行作業は、主に休日の土・日曜日を使って
実施。周囲に与える影響が少ない Active 
Directory や総務系 ERP システムから開始
し、順次複雑なシステムの移行を進めてい
きました。アーキテクチャの設計と移行作
業を支援したリウコムの米須祥子氏は「仮
想マシンの移行は AWS の専用ツールであ
る VM Import を利用しました。イメージサ
イズが大きかったため、移行作業時で使用
する中継ポイントを置いている拠点を調整
することや、リハーサルを繰り返すことで、
短時間に移行できるように工夫しました」
と振り返ります。
当時、オリオンビール側でプロジェクトに
関わったメンバーは新里氏と外部コンサル
タントの  2 名のみ。社内への影響確認、
ネットワークの切り替え、オンプレミス環
境との連携など、多くの作業が発生する中、
少ない人数で対応できたことにはリウコム
の支援があったからと評価しています。
「リウコムは、私たちの問い合わせや要望に
対していつも適切な答えを用意してくれま
した。大量データの移行も粘り強く対応し
ていただき、無事完遂することができまし
た」（新里氏）

サーバー再構築や運用から解放され
他の業務への注力が可能に

今回、AWS 上に移行したサーバーは、サー
バー室で管理していた物理サーバー全 7 
台のうち 3 台、仮想サーバーは全 30 台の
うち 18 台です。移行時に多大な改修コス
トが見込まれた基幹システム（販売・出荷・
会計）と、サーバー OS の関係で移行ができ
なかった一部システムは、バックアップサ

イトとして利用していた名護市の工場に
ハードウェアを移転しています。
AWS への移行により本社のサーバー室を
撤収する目的は達成し、IT 管理者はオンプ
レミスで残ったシステム以外については、
ハードウェアの管理から解放されました。
「IT 管理者がサーバーの保守・運用から解
放されたことで、他の戦略的な業務に集中
できるようになりました。AWS 上に構築し
たサーバーは利用状況を踏まえてスペック
を変更することができるため、リソースの
余剰や不足の発生を抑えることができ、無
駄なコストも発生していません。中長期的
な TCO も、当初検討したハウジングサービ
スと比べると、圧倒的に低いコストで抑え
られています」（新里氏）
その他にも、台風などで発生するサーバー
停止のリスクが減り、安心感が高まってい
ます。これまで県内の別拠点で保管してい
たバックアップも、AWS の海外リージョン
の活用により、より強固な BCP 対策が実現
しています。

数年がかりでフルクラウド化へ
Amazon Redshift によるデータ分析も検討

今後は、サーバー OS の関係で移行ができ
なかった一部のシステムを、終了または 
SaaS への移行や AWS 上に再構築する計
画で、将来的にはフルクラウド化を実現す
る考えです。
新たなクラウド活用については、販売デー
タや POS データなどを利用して売上傾向
を分析する統合データ基盤の構築を検討中
で、Amazon Redshift の活用を視野に、
アーキテクチャの設計を開始しています。
その他、今後も継続的に  AWS の新たな
サービスに注目し、システム基盤の強化を
図っていく考えです。新里氏はリウコムに
対して「沖縄の IT を牽引する存在として、
他社の AWS 事例の紹介や、AWS のサービ
スを活用した新たな提案を期待していま
す」と語ります。

沖縄を代表する名産品として知られる『オリオンビール』の製造・販売を手がけるオリ
オンビール株式会社。社内システムをオンプレミス環境で運用してきた同社は、本社
の移転を機にクラウド化を決断。約 6 か月間でアマゾン ウェブ サービス（AWS）へ移
行しました。これにより IT 管理者はサーバーの再構築や、故障時の保守対応などか
ら解放され、戦略的な業務への集中を実現。また、BCP 対策を強化し、台風などに見
舞われることが多い沖縄においてより堅牢なシステムを実現しています。

ご利用中の主なサービス
●  Amazon EC2
●  Amazon FSx for Windows File Server
●  AWS Backup
●  AWS Direct Connect Gateway

ビジネスの課題
● 本社の移転によるサーバー室の移転
対応

● 5 ～ 6 年で発生するサーバーの再構
築の保守作業とコストの軽減

● 大型台風による停電などで発生するシ
ステムダウンのリスク解消

AWS を選択した理由
● 実績と知名度の高さ
● 国内・国外でのユーザ数の多さ
● 安価なコスト体系
● AWS の構築実績がある沖縄県内の
パートナーの存在

AWS 導入後の効果と今後の展開
● 旧本社のサーバー室の撤収、物理的な 

IT 資産の削減
● サーバーの再構築からの解放による運
用負荷の軽減、他業務へのシフト

● 中長期的な TCO の削減
● AWS の海外リージョン活用による 

BCP 対策の実現
● 将来的なフルクラウド化を検討
● Amazon Redshift による統合データ
基盤の構築を検討

お客様導入事例：酒類製造・販売
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株式会社リウコム
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に「新しい挑戦」と「持続的なサ
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を活用することで、お客様にあった
ベストなソリューションを提供して
いる。
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「IT 管理者が少ない体制の中、サーバーの保守・運用から解放されたことで、
他の戦略的な業務に集中できるようになりました。中長期的な TCO も、当初
検討したハウジングサービスと比べて圧倒的な低コストで抑えられています」
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カスタマープロフィール

オリオンビール株式会社
● 設立： 1957 年 5 月 18 日
● 資本金： 3 億 6,000 万円
● 従業員数： 295 名（2021 年 3 月現在）
● 事業内容：ビール類製造販売、清涼飲
料販売、リゾートホテル事業


