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AWS データベースへ移⾏:  
コスト削減、成⻑、イノベーション
への⾃由
アマゾン ウェブ サービス ジャパン株式会社
データベース スペシャリスト ソリューション アーキテクト

新久保 浩⼆ (Koji Shinkubo)

A W S - 1 1



⾃⼰紹介
•新久保 浩⼆ (しんくぼ こうじ)
• Database Specialist SA
• Amazon Web Services Japan K.K.

• AWS でデータベースを動かす際のお⼿伝い
• オンプレミスからAWSへのデータベース移⾏

•お気に⼊りの AWS サービス
• Amazon RDS / Amazon Aurora
• AWS Database Migration Service / Schema Conversion Tool



Agenda

AWS データベース移⾏の勢い

フルマネージド データベースサービスへの移⾏

レガシーデータベースからの脱却

柔軟な移⾏⽅法

リソース

Q&A



AWS クラウドへのマイグレーション
3 5 0 , 0 0 0以上のデータベースを A W Sに移⾏

Nielsen Johnson & Johnson

AMGEN

ScholasticExpedia

Finra



Samsung: AWS DMS を利⽤し
て 11 億ユーザーをAamazon
Aurora に移⾏しています
チャレンジ
IT ⼤⼿のサムスン電⼦は、コストが⾼く、トラフィックの増加に対応でき
ないことが判明していたモノリシックでレガシーなインターネットデータ
センターに代わる、より柔軟性が⾼いマイクロサービス駆動型の
ソリューションを必要としていました
ソリューション
同社は、11 億のサムソンのアカウントユーザーを AWS Database Migration 
Service (AWS DMS) を利⽤して最⼩限のサービス停⽌で Amazon Aurora に
移⾏し、データベースのコストを⼤幅に削減し、スケーラビリティを向上
させました
結果
• 18 ヶ⽉間でミッションクリティカルなワークロードの全体移⾏を実施
• 90% の時間で、60 ミリ秒以下のレイテンシーを実現
• データベースの⽉間コストを 44% 削減

AWS 
DMS

Amazon 
DynamoDB

Amazon 
Aurora
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フルマネージド
データベースサービスへの移⾏



⾃⼰管理のデータベースに課題はありませんか?

ハードウェアとソフトウェアのインストール、設定、パッチ適⽤、
バックアップ

パフォーマンスと⾼可⽤性の問題

コンピュートとストレージに対するキャパシティプランニングと
クラスタのスケーリング

セキュリティとコンプライアンス



ベストプラクティスの適⽤
定期的なメンテナンス

⾃動化されたパッチ

業界のコンプライアンス
分離とセキュリティ

バックアップとリカバリー

ワンタッチのスケーリング

⾼度な監視

⾃動フェイルオーバー

スキーマのデザイン

AWS のフルマネージドデータベースサービス
差別化にならない⼿間のかかる作業の⾃動化

クエリーの最適化

クエリーの作成

ベストプラクティスの適⽤

定期的なメンテナンス

⾃動化されたパッチ

業界のコンプライアンス

分離とセキュリティ

⾃動フェイルオーバー
バックアップとリカバリー

ワンタッチのスケーリング

⾼度な監視

クエリーの作成
クエリーの最適化

スキーマのデザイン

お客様

セルフマネージド フルマネージド

お客様



俊敏性の向上 迅速な
イノベーション

性能と拡張コスト削減

フルマネージドデータベースサービスに移⾏する
メリット



AWS が提供するフルマネージドデータベースサービス

Relational databases

Amazon 
Aurora

Amazon 
RDS

Amazon 
DynamoDB

Amazon
DocumentDB

Amazon 
ElastiCache

Amazon 
Keyspaces

Nonrelational databases

Oracle

SQL Server

PostgreSQL

MariaDB
MySQL

mongoDB Cassandra

redis Memcached



マネージドリレーショナルデータベースへの移⾏

• データベースの管理負担を軽減
• 既存のアプリケーションの再設計の必要がない
• パフォーマンス、可⽤性、スケーラビリティ、セキュリティの向上

オンプレミスまたはクラウドホスト上のリレーショナルデータベースをマネージドサービスに移⾏

Amazon RDS
for Oracle or SQL Server

SQL Server

Oracle



Amazon RDS
⼈気のあるデータベースを選択できるマネージドリレーショナルデータベースサービス

容易な管理

ハードウェア、OS、
データベースソフトウェア

の導⼊と保守が容易; 
ビルトインの監視

可⽤性と耐久性

マルチAZの⾃動データ
レプリケーション、
⾃動バックアップ、
スナップショット、
フェイルオーバー

パフォーマンスと拡張性

数回のクリックで
コンピュートとストレージ

を拡張し、アプリケーション
のダウンタイムを最⼩限に

抑えます

セキュリティと
コンプライアンス

保存データと
通信の暗号化;

業界のコンプライアンス
および保証プログラム

PostgreSQL
Microsoft SQL Server



マネージドノンリレーショナルデータベースへの移⾏

• データベースの管理負担を軽減
• 既存のアプリケーションの再設計の必要がない
• パフォーマンス、可⽤性、スケーラビリティ、セキュリティの向上

オンプレミスまたはクラウドホスト上のノンリレーショナルデータベースをマネージドサービスに移⾏

Amazon DocumentDB
MongoDB

Amazon ElastiCache
Redis, Memcached

Amazon Keyspaces
Cassandra

mongoDB Cassandra

redis Memcached



業種:

ご利⽤中の主なAWSサービス

象印マホービン株式会社

• 物理サーバーの保守
サポート切れ対応

• ⻑期的な視点でのコスト
削減

• 新規システムのスピーディ
な構築

• 新サービスが提供される
メニューの多様さ

• 定期的な値下げで顧客に
還元する姿勢

• 採⽤実績の多さ

• TCO を従来の約 3 分の 2 まで削減

• 新たな IT 施策の実施が実現

• リードタイムの短縮による新規
システムの速やかな⽴ち上げ

• サーバー台数やリソースを簡単且つ
素早く変更が可能

• コストをかけずに冗⻑化構成を最適
化

• 2021年までに全てのオンプレミス
環境のクラウド化を完了

6 〜 7 年で試算した TCO で 3 分の 2 で維持が
できており、かつ残りの予算で新たな IT 施策
が実施できていることから、計画通りの効果
が出ていると⾒ています

松浦潤⽒
象印マホービン株式会社経営企画部システムグループ⻑

象印マホービン株式会社

調理家電製品、⽣活家電製品、
リビング製品などの製造・販
売およびこれに附帯する事業

1918 年に⼤阪市⻄区で魔法瓶メーカーとし
て創業した象印マホービン。現在は⼤阪市北
区に本社を置き、『⽇常⽣活発想』をスロー
ガンに調理家電、リビング、⽣活家電の 3 つ
を柱に事業を展開しています。

https://www.zojirushi.co.jp/

Amazon EC2

Amazon RDS

Amazon S3

Amazon Route 53

Amazon CloudWatch

AWS Direct Connect

https://aws.amazon.com/jp/solutions/case-studies/zojirushi-taf/

2021 年 6 ⽉のフルクラウド化を⽬指しオンプレミス環境の業務
システムの約 4 割を AWS に移⾏ TCO を 30 ％以上削減し、新たな
IT 施策を実施できる環境を実現。

”
“

ビジネス要件 AWSを選択した理由 AWS導⼊後の効果と今後の展開

https://www.zojirushi.co.jp/
https://aws.amazon.com/jp/solutions/case-studies/zojirushi-taf/


業種:

ご利⽤中の主なAWSサービス

⽇本⾷研ホールディングス株式会社

• 基幹システム(販売物流
システム)のインフラ更新

• ハードウェアのリプレース
やリソース増強で発⽣する
運⽤負荷の軽減

• ビジネスの拡⼤に耐えるス
ケーラブルなインフラ基盤
への移⾏

• 世界の最先端を⾏く技術⼒

• 公開されている技術情報の
多さ

• Amazon RDS による運⽤
負荷軽減

• ⽇中バッチ処理の時間を 80％短縮、
夜間処理時間を 50% 短縮

• リプレース費⽤やデータセンター
利⽤料などを含めて 15％のコスト
削減、運⽤コストを含めて 20% の
コスト削減

• AWS DMS を⽤いた周辺システム連携
によるランニングコストの削減

• AWS のスキル習得による⾃社内での
基盤構築の実現

今回のプロジェクトを通してAWS 環境を
構築/活⽤する社内の⼈材の育成が⼤きく
進んだため、今後は内製化によって
プロジェクト費⽤の抑制効果も期待できます

近藤誠治⽒
⽇本⾷研ホールディングス株式会社情報システム部部⻑

⽇本⾷研ホールディングス株式会社

ブレンド調味料（液体・粉
体）・加⼯調理⾷品の販売、
研究開発、および持株会社と
してのグループ戦略⽴案・各
種事業会社の統括管理

1971 年の創業以来、⾷⽂化を通じて社会に

貢献することを⽬標に、ブレンド調味料をは
じめとする⾷品を幅広く展開している⽇本⾷
研ホールディングス（以下、⽇本⾷研）。商
品企画から研究開発・製造・販売・物流にい
たる全⼯程を⾃社で⾏う製造販売⼀貫のビジ
ネスモデルを強みとし、全国の飲⾷店や量販
店など約20 万の取引先に商品を届けています。
http://www.nihonshokken.co.jp/

Amazon RDS for Oracle

Amazon EC2

ASWS Database Migration Service (AWS DMS)

Amazon Connect

https://aws.amazon.com/jp/solutions/case-studies/nihonshokken-nec/

約 9,500 品⽬の販売管理を司る販売物流システムを AWS に移⾏
バッチ処理時間を 80 ％短縮し、TCO を 20 ％削減

”
“

ビジネス要件 AWSを選択した理由 AWS導⼊後の効果と今後の展開

http://www.nihonshokken.co.jp/
https://aws.amazon.com/jp/solutions/case-studies/nihonshokken-nec/
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レガシーデータベースからの脱却: 
⾃由になってコスト削減、成⻑、
イノベーションを実現



お客様はレガシーデータベースの制約に
うんざりしています

⾮常に⾼額 プロプライエタリ ロックイン 懲罰的な
ライセンス

突然の
連絡が…



オープンソースに優しいデータベースへの脱却



+
商⽤グレードの性能と信頼性?

しかし、商⽤グレードの性能と信頼性で…



Amazon Aurora でレガシーデータベースからの
脱却
• クラウド向けに構築された MySQL と PostgreSQL 互換のリレーショナル
データベース

• 商⽤グレードのデータベースの性能と可⽤性を 1/10 のコストで実現

性能と拡張性 可⽤性と耐久性 ⾼いセキュリティ フルマネージド

⾼いスループット; 
最⼤ 15 個のリード
レプリカまで拡張可能

耐障害性に優れた
⾃⼰回復型ストレージ; 

3 つのAZに 6 つの
データコピー; 

Amazon S3 への継続的な
バックアップ

ネットワークの分離、
データ・通信の暗号化、
コンプライアンス
および保証プログラム

RDS による管理︓
サーバーの

プロビジョニング、
ソフトウェアの
パッチ適⽤、

セットアップ、設定、
バックアップは不要



Amazon DynamoDB でレガシーデータベース
のモダナイズ

規模に応じた
パフォーマンス

あらゆる規模で⼀貫した
⼀桁ミリ秒の応答時間

を実現;
実質的に無制限の
スループットを持つ
アプリケーションを構築

サーバーレス
アーキテクチャー

ハードウェアの
プロビジョニング、

ソフトウェアのパッチ適⽤、
またはアップグレードがない;
⾃動的にスケールアップまたは

スケールダウン;
データを継続的にバックアップ

グローバル
レプリケーション

複数の AWS リージョン間で
テーブルを簡単に

レプリケーションすることで、
ローカルデータへ
⾼速アクセスが可能な

グローバルアプリケーション
を構築

エンタープライズ
セキュリティ

デフォルトですべてのデータ
を暗号化し、AWS Identity 
and Access Management 

(IAM) と完全に統合して強固
なセキュリティを実現



業種:

ご利⽤中の主なAWSサービス

損害保険ジャパン⽇本興亜株式会社

• SOMPOホールディングス
が進める「デジタル化戦
略」の推進

• ⾼齢者を中⼼に、安全運転
に対する市場からのニーズ

• 顧客接点の強化とサービス
品質の向上

• スピード、コストパフォー
マンス、スケーラビリティ、
セキュリティ

• 豊富な技術情報やドキュメ
ント類と、開発や運⽤のノ
ウハウの得やすさ

• SOMPOホールディングス
として AWS を認定クラウ
ドとして推進する⽅針

• 24 時間 365 ⽇の安定稼働を実現

• インフラ構築コストが、オンプレ
ミスと⽐べて 2 分の 1 以下に削減

• リザーブドインスタンスで⽉額
コストを抑制

• Amazon Aurora により DB のメンテ
ナンス負荷を軽減

• Amazon CloudWatch が運⽤負荷の
軽減に貢献

• AI や機械学習を活⽤した機能の拡張
や、サービスの追加

Amazon Aurora を⽤いて構築した安全運転⽀
援サービス『DRIVING︕』は、リリース以降
安定稼働を続けており、24 時間 365 ⽇の
信頼性が求められる⾃動⾞保険のサービスを
⽀えています。
上⽉涼平⽒
損害保険ジャパン⽇本興亜株式会社リテール商品業務部商品開発グループ課⻑代理

損害保険ジャパン⽇本興亜株式会社

保険業

⾃動⾞・バイク保険、⽕災・地震保険、旅
⾏・レジャー保険などの損害保険事業

https://www.sjnk.co.jp/

https://aws.amazon.com/jp/solutions/case-studies/sompo-japan/

SOMPOホールディングスグループのデジタル戦略の⼀環として
個⼈向け安全運転⽀援サービス『DRIVING︕』をリリース。
24 時間 365 ⽇稼働のサービス基盤に AWS を採⽤

”
“

ビジネス要件 AWSを選択した理由 AWS導⼊後の効果と今後の展開

Amazon Aurora

Amazon DynamoDB

Amazon S3

Amazon CloudWatch

Elastic Load Balancing

Amazon RDS

Amazon EC2

Amazon Kinesis Data 
Streams

https://www.sjnk.co.jp/
https://aws.amazon.com/jp/solutions/case-studies/sompo-japan/


業種:

ご利⽤中の主なAWSサービス

住信SBIネット銀⾏株式会社

• 外部環境の変化により、開発
スピードの⾼速化が必須に

• セキュリティ対策の負荷軽減

• インフラ管理業務に消費され
る⼈的リソースの軽減

• 最⼤需要を⾒据えた IT 投資、
コストの最適化

• 外部環境変化に素早く対応

• ⾦融基盤を任せられる信頼性
と⾼セキュリティ

• 新たなサービスが次々とリ
リースされる AWS の開発⼒

• エンジニア確保の容易さ

• サービスの拡⼤に追随する拡
張性の⾼さ (Amazon Aurora)

• システム開発期間を 4 ヶ⽉から約 1.5
ヶ⽉に短縮

• インフラの TCO を平均で約 40％削減

• ネットバンキングシステムの DB コスト
を 5 年間で約 80％削減し、DB 性能を
1.5 倍に向上 (Amazon Aurora)

⾦融システムは、セキュリティとガバナンスを⾼度に維持する必要があります。
AWS は FISC への適合に関する情報、第三者による認証や内部統制、
監査に関するポリシーや結果も外部に公開していることから、
信頼性についても安⼼感がありました。

浦輝征⽒
住信SBIネット銀⾏株式会社 IT統括部⻑

住信SBIネット銀⾏株式会社

インターネット専業銀⾏

三井住友信託銀⾏と SBI ホールディングスの共同出資

で設⽴された住信SBIネット銀⾏。経営理念に

“最先端の IT を駆使した⾦融取引システムを安定的に

提供すること”を掲げ、ブロックチェーン技術を⽤いた

送⾦アプリ、オンラインによる本⼈認証 (eKYC) を

⽤いた⼝座開設、AI による⾦融機関向けの住宅ローン

審査など、先進的なサービスを提供しています。

https://www.netbk.co.jp/

https://aws.amazon.com/jp/solutions/case-studies/sbi-sumishin-net-bank/

インターネットバンキングのデータベースを Amazon Aurora PostgreSQL に
移⾏し 5 年間で約 80％超のコストを削減するとともに Amazon Connect で
クラウド型コンタクトセンターを実現。先進的な⾦融サービスで新しい価値を
創造。

”
“

ビジネス要件 AWSを選択した理由 AWS導⼊後の効果と今後の展開

Amazon Aurora PostgreSQL

Amazon Connect

AWS PrivateLink

https://www.netbk.co.jp/
https://aws.amazon.com/jp/solutions/case-studies/sbi-sumishin-net-bank/
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データベースの移⾏を成功させる
柔軟な⽅法



データベース移⾏におけるAWSの⽀援

ツール 専⾨家 プログラム

AWS Database Migration 
Service (AWS DMS) や AWS 
Schema Conversion Tool 
(AWS SCT) のような⾰新的な
移⾏ツールは、⾼い⾃動化
機能を備えており、⼿作業を
削減します

ソリューションアーキテクト、
プロフェッショナルサービス、
システムインテグレーター、
トレーニングと認定を利⽤して
才能を伸ばす
実績のあるプラクティスと
ガイダンスを活⽤して移⾏を
スピードアップ

Database Freedom Program 、
Amazon Database Migration 
Accelerator (DMA) など、ワーク
ショップ、POC、パイロット、
トレーニングを受けたパートナー
を通じて、移⾏のリスクとコスト
の削減を⽀援します

https://aws.amazon.com/dms/testimonials/?nc=sn&loc=8.
https://aws.amazon.com/dms/schema-conversion-tool/?nc=sn&loc=2
https://aws.amazon.com/solutions/databasemigrations/database-freedom/
https://aws.amazon.com/solutions/databasemigrations/database-migration-accelerator/


Database Freedom Program

Database Freedomは、技術的なアドバイス、
移⾏サポート、資⾦⾯での⽀援を提供する
ことで、お客様の AWS データベースおよび
アナリティクスサービスへの移⾏を⽀援する
ために設計された独⾃の AWS プログラムです。

AWS は、Database Freedom パートナー、
AWS プロフェッショナルサービス、Database 
Migration Accelerator のネットワークを通じて、
お客様のシステムを評価し、移⾏パスを推奨し、
移⾏の実⾏を⽀援します。

クラウドマネージドサービスモダナイズ

Save. Grow. Innovate.

https://aws.amazon.com/solutions/databasemigrations/database-freedom/


Database Migration Accelerator

Amazon Database Migration Accelerator (DMA) 
は、AWS Database Migration Service (AWS DMS)
、AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT)、
AWS データベースの専⾨家を集めたソリューショ
ンで、従来の商⽤データベースからの移⾏を定価
で実現します。
DMA は、Oracle や SQL Server から Amazon 
Aurora や Amazon RDS への PostgreSQL や
MySQL への移⾏をサポートしています。
Amazon DMA では移⾏が完了した後に⽀払いを
⾏うことができるため、コスト超過のリスクを
軽減することができます。

Reduce the risk 
of cost overruns

https://aws.amazon.com/solutions/databasemigrations/database-migration-accelerator/


データベースの移⾏を⽀援するパートナー様
A W S  O R A C L E  コ ン ピ テ ン シ ー 取 得 パ ー ト ナ ー 様

関 連 サ ー ビ ス デ リ バ リ ー プ ロ グ ラ ム ( S D P )  取 得 パ ー ト ナ ー 様

A W S  D A T A B A S E  

M I G R A T I O N  S E R V I C E
A M A Z O N  R D S

クラスメソッド株式会社
アイレット株式会社
株式会社システムサポート
株式会社 Fusic
ウルシステムズ株式会社
プライム・ストラテジー株式会社
株式会社 RHEMS Japan

株式会社インサイトテクノロジー
株式会社アクアシステムズ
アステリア株式会社
株式会社アピリッツ
株式会社ターン・アンド・フロンティア
株式会社テイジイエル

クラスメソッド株式会社
株式会社野村総合研究所
株式会社システムサポート
株式会社インサイトテクノロジー
株式会社アクアシステムズ

2021年3⽉時点、敬称略



Learn more

AWS database services and programs
aws.amazon.com/products/databases/

AWS Database Migration Service (AWS DMS)
aws.amazon.com/dms/resources/

Database Freedom
aws.amazon.com/solutions/databasemigrations/database-freedom/

Amazon Database Migration Accelerator
https://aws.amazon.com/solutions/databasemigrations/database-
migration-accelerator/

AWS Database Migration Partners
aws.amazon.com/dms/partners/

https://aws.amazon.com/products/databases/
aws.amazon.com/dms/resources/
aws.amazon.com/solutions/databasemigrations/database-freedom/
https://aws.amazon.com/solutions/databasemigrations/database-migration-accelerator/
aws.amazon.com/dms/partners/


Thank you!
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新久保 浩⼆
アマゾン ウェブ サービス ジャパン株式会社
データベース スペシャリスト ソリューション アーキテクト
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AWS トレーニングと認定

詳細はこちら https://aws.amazon.com/jp/training/

デジタルトレーニング

クラウドのスキルを構築
する無料のオンデマンド

コースを探索する

AWS 認定の取得

業界で認められている
認定を取得する

クラスルーム
トレーニング

エキスパートインストラ
クターによるトレーニング

に参加する

エンタープライズ
リソース

学習ニーズ分析と
AWSランプアップガイド

を活⽤する

教育プログラム

AWS のスキルと経験を
持つ⼈材に出会える

AWS クラウドをキャリアに活⽤してください




