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どこから手を付ける？！
レガシーシステムだらけな
北の大地の生協がAWSにAll inしたら
若松 剛志 山﨑 奈緒美
生活協同組合コープさっぽろ

デジタル推進本部

C U S - 1 0



ご挨拶と自己紹介

生活協同組合コープさっぽろ

デジタル推進本部 インフラチームリーダー

若松 剛志

元JAWS-UG 初心者支部

2019/2020 APN AWS TopEngineers

AWS Certified 12冠

SESでインフラエンジニア(主にミドルのあたり)

JAWS-UGに出会って、AWSにどっぷりハマる。

勢いそのままにアイレット(cloudpack)にJOINし、AWSエンジニアへ

AWS認定試験を全て取得し、12冠に。

2020年11月に東京から札幌へ移住。

11月よりコープさっぽろへJOINし、AWS/オンプレを

含めたインフラ全般を担当。

北海道は食べ物が美味しくて困ります。

@t_wkm2



AWS SAMURAI 2015

JAWS-UGアーキテクチャ専門支部

JAWS-UG情シス支部

生活協同組合コープさっぽろ

デジタル推進本部 エンジニア

山﨑 奈緒美

ご挨拶と自己紹介

ソフトハウスでインフラエンジニア

地図情報システム開発会社でひとり情シス

旅行会社の情シス部門でクラウド担当

2020年9月に東京から札幌へ移住。

10月よりコープさっぽろへJOIN。

AWSのことならなんでも担当。

好きなAWSサービスはRoute53とIAM

北海道の雪質が良すぎて10年以上ブランクが空いていましたが、久しぶりに

滑ったら楽しすぎて、この冬はほぼ毎週末ゲレンデに通ってスノーボードを

していました。

@nao_spon



生活協同組合コープさっぽろについて

設立年月日 1965年7月18日

組合員数 181万人（北海道総人口528万人の約34％）

出資金額 776億円

総事業高 2,807億円

職員数 15,235名（契約職員・パートアルバイト含む）

店舗数 107店舗

移動販売車 94台（133市町村）

宅配物流センター 37センター、11デポ、車両1,100台

配食工場 6工場（札幌、函館、苫小牧、旭川、釧路、帯広）

生産工場 7工場

※2020年3月現在



北海道で生きることを誇りと喜びにする

3つのつなぐ

福祉活動

文化教室

組合員活動

葬祭事業

旅行事業

物流事業

店舗事業

移動販売

宅配事業

配食・給食

食育

食品製造

共済事業

エネルギー

子育て支援

環境活動

リサイクル

フードバンク

育英奨学金

と人 人 をつなぐ と人 食 をつなぐ と人 未来 をつなぐ



生活協同組合コープさっぽろとAWS



生活協同組合コープさっぽろとAWS

なぜコープさっぽろはAWS All inを目指すのか？



生活協同組合コープさっぽろとAWS

なぜコープさっぽろはAWS All inを目指すのか？

CIO 長谷川 秀樹 CDO 対馬 慶貞



コープさっぽろのシステムの今まで

長年の蓄積で負債の宝庫

⚫ 古いOS

⚫ 複雑なネットワーク

⚫ 縦割りで乱立する基盤

⚫ etc...



コープさっぽろのシステムの今まで

長年の蓄積で負債の宝庫

⚫ 古いOS

⚫ 複雑なネットワーク

⚫ 縦割りで乱立する基盤

⚫ etc...

その数なんと

１９０システム
６５０サーバー



そうだ、AWSにしよう。

全部AWSに
持ってったら
ええやんけ！



集まりだしたAWSエンジニア達

CIO
AWS Samurai 2015

CDO AWS Samurai 2012

AWS Samurai 2018
AWS Hero 2021



集まりだしたAWSエンジニア達

CIO
AWS Samurai 2015

AWS Samurai 2012
AWS Samurai 2018

AWS Hero 2021
AWS Samurai 2015



集まりだしたAWSエンジニア達

JAWS-UG情シス支部

JAWS-UG札幌支部

JAWS-UG朝会

JAWS FESTA Sapporo実行委員

AWS Certified 12冠

JAWS-UG初心者支部（2代目）

JAWS DAYS 2021

CFPセッション登壇

AWS Samuraiだけではなく。



全てのシステムをAWSへ

一部から始めるのではなくすべてをAWSに持っていく

ゼロからAWSにAll in

「どうやって持っていくか」

「どのように計画を立てたか」

をお話します



アカウント設計



アカウントが増える前提で設計

最初から複数アカウントを運用する前提で全体を設計

→ 後から変更するのが面倒

→ 設計前に数アカウント作られていて、実際に苦労している



何を設計/設定するか

⚫ AWS Organizations

⚫ OU

⚫ サービス

⚫ AWS Resource Access Manager

⚫ AWS CloudFormation StackSets

⚫ ポリシー

⚫ サービスコントロール（SCP）

⚫ バックアップ



何を設計/設定するか

→ コープさっぽろは他社SaaSを中心にID管理を行っている

→ AWS Identity and Access Management (IAM) のIDプロバイダと

他社シングルサインオンシステムと連携し、AWSマネジメントコン

ソールにログインできるよう設計
本当はAWS Single Sign-Onで設定したいので、

他社連携を早く実装してほしい。。

ログイン



何を設計/設定するか

⚫ CIS AWS Foundations Benchmark

⚫ AWS Security Best Practice

⚫ NIST CSF（AWS Config 適合パック）

AWS Security Hub & AWS Config

ポリシーに違反しているリソースの検出



何を設計/設定するか

⚫ AWSアカウント間

⚫ AWS Transit Gateway

⚫ AWS-オンプレ間

⚫ AWS Direct Connect

ネットワーク



オンプレからの移行



負荷の軽そう
なものから？

何から始めるか

中身のわかるもの
から？

壊れても大丈夫な
ものから？

お金のかからない
ものから？

重要度の低い
ものから？



負荷の軽そう
なものから？

何から始めるか

中身のわかるもの
から？

壊れても大丈夫な
ものから？

お金のかからない
ものから？

重要度の低い
ものから？

どうせ中身なんか
完璧に把握でけへんのやから、
早う全部コピーせんかい！



Lift & Shift ではなく Lift to Shift

1つ1つの中身を把握し、作り変えるのは時間がかかる

→ まずはLift（そのままコピーして持っていく：V2V/P2V）

すべてAWSへLiftしたらクラウドネイティブな

構成へShift

→ FaaS/SaaSの活用

→ そもそも作らない選択も



移行対象を把握する

システム/サーバーのリスト化

→ OSやミドルウェアなど条件を整理

→ 古いOSの把握

→ データベース

→ 腹持ちしているか

→ ライセンスは適切か

→ ハードウェアやアプリケーションの保守期限

→ 移行の優先順位決定に必要



移行ツールの選定

⚫ AWS Server Migration Service

⚫ CloudEndure Migration

AWSへV2V/P2Vする選択肢

⚫ ダウンタイムが少ない

⚫ AWS Direct Connect経由の移行が可能

⚫ 帯域制限が可能

⚫ 直接VPCにコピー可能

→ 以下の理由からCloudEndure Migration を選定



移行ツールの選定

⚫ AWS Application Discovery Service
通信状況をキャプチャしAWSに送信

通信調査ツール

→ 長年の運用で、どんな通信が行われているか

把握できない環境がある



Active Directoryの移行

→ AWS Directory Service for Microsoft Active Directory

サーバーのみ使用で運用

⚫ マネージドサービスのAD

⚫ OSレイヤーを気にせず運用できる



ひたすらにコピー

単純コピーは簡単

とはいえ障害もある

⚫ Oracle/SQLServerのライセンス

⚫ クラスタ

⚫ 古すぎるOS

⚫ CloudEndure Migrationがインストール
できない

⚫ 諦めて載せ替えも

全コピー完了へ

向けて邁進中！



目指す世界



今のシステム構成

インターネット AWSデータセンター

データセンターデータセンター コープさっぽろ本部

物流店舗 工場



これからのシステム構成

インターネット AWS

データセンターコープさっぽろ本部

物流店舗 工場



未来のシステム構成

インターネット

AWS

コープさっぽろ本部

物流店舗 工場



未来のシステム構成

すべての
サーバーを

AWSに

AWS
Direct Connect

の廃止

AWSを
中心とした

ネットワークに

JP1廃止 AD廃止



未来のシステム構成

構成はシンプルに！
かっこ悪いのは

アカン！



宅配注文サイト

インフラリニューアルの裏側
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アカウントが増える前提で設計

最初から複数アカウントを運用する前提で全体を設計

→ 後から変更するのが面倒

→ 設計前に数アカウント作られていて、実際に苦労している



アカウントが増える前提で設計

最初から複数アカウントを運用する前提で全体を設計

全体設計前に存在していたアカウントの

インフラ構成をリファクタリングした

お話をします

→ 後から変更するのが面倒

→ 設計前に数アカウント作られていて、実際に苦労している



eトドックとトドックサイト

eトドック（2009年11月〜）
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既存環境の構成



2020年12月トドックサイトオープン



課題点

⚫ 本番・検証・開発環境が同一のため

オペミスが発生

⚫ システム単位でのコスト把握

⚫ 組織単位のリソース共有が効かない

⚫ AWS CloudFormation StackSetsが

効かない

⚫ SCPポリシーを配布できない

⚫ AWS Security Hub & AWS Config

ポリシー違反リソースの検出ができない

⚫ データセンターと

VPN接続をしている

⚫ AWS IAM Userが乱立している

⚫ 多段踏み台サーバー

⚫ 踏み台サーバーの取り合い

⚫ スケールアウトしにくい



インフラ構成のリファクタリング

⚫ 本番・検証・開発環境の分離

⚫ 機能毎のアカウント分離

⚫ AWS Organizationsへ入れる

アカウントの分離



インフラ構成のリファクタリング

⚫ AWS Site-to-Site VPN から
AWS TransitGateway × AWS DirectConnectへ

⚫ 多段踏み台サーバーの廃止

⚫ Elastic Load Balancingの変更

⚫ AWS IAM UserではなくAWS IAM RoleでPG実行

⚫ インスタンスの最適化

⚫ Amazon Aurora Scale in/outの自動化

インフラアーキテクチャの改善



インフラ構成のリファクタリング

⚫ Amazon CloudWatchだとアカウント分離をしている場合に
横串で見辛い

⚫ アプリケーション実行についても観測したい

⚫ NewRelicでインフラリソース、アプリの監視を行う

Observability - 可観測性

https://newrelic.com/jp


インフラ構成のリファクタリング



今後のロードマップ



今後のトドックサイトロードマップ

→レコメンド機能

→組合員登録〜初回宅配注文をシームレスに

→非ログイン機能

→電子組合員証機能



今後のトドックサイトロードマップ

ロードマップ実現時に想定される課題

→ APIリクエスト数増

→スパイクアクセス時のDB負荷増

→検索エンジンの強化

→レコメンド用に購入商品と購入者属性の学習



サービス選定時に検討する順番

⚫ AWS Lambdaでできるか

⚫ コンテナでできるか

⚫ それでもダメならAmazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)

コンピュート

⚫ Amazon DynamoDBでできるか

⚫ Amazon Relational Database Service (RDS)や
Amazon Auroraでできるか

⚫ それでもダメならAmazon EC2

データベース



サービス選定時に検討する順番

スケールアウトしやすい構成になっているか

→ なるべくCloud Nativeなマネージドサービスを使う

→ 難しい場合はなるべく疎結合にする

→ ワークロードでリソース分離する



まとめ



というか



みなさまに
お届けしたいこと



事業会社にこそ

AWSスペシャリストを



事業会社にこそAWSスペシャリストを

→ AWSという共通言語によりエンジニア間の認識を統一

→クラウドを利用することで情シス主体でコントロールできる

→システム開発の面白いところをベンダーさん任せに

するのってもったいなくないですか？

→弊社はレガシーだから…

え？弊組合も超レガシーですよ！



事業会社にこそAWSスペシャリストを

コープさっぽろには
長谷川さんがいるからじゃあ…

呼んだぁ？



事業会社にこそAWSスペシャリストを

魅力的なキーマンがいるのは重要

そんなん当たり前田の
クラッカーやで！



事業会社にこそAWSスペシャリストを

情シス部長のみなさま

もっと夢を語ってください



事業会社にこそAWSスペシャリストを

情シス部長のみなさま

心に秘めた熱い気持ちを

候補者にぶつけてください
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若松 剛志 山﨑 奈緒美

生活協同組合コープさっぽろ
デジタル推進本部


