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AWS Black Belt Online Seminar とは
• AWSJのTechメンバがAWSに関する様々な事を紹介するオンラインセミナーです

【火曜 12:00~13:00】
主にAWSのソリューションや
業界カットでの使いどころなどを紹介
(例：IoT、金融業界向け etc.)

【水曜 18:00~19:00】
主にAWSサービスの紹介や
アップデートの解説
(例：EC2、RDS、Lambda etc.)

※最新の情報は下記をご確認下さい。
オンラインセミナーのスケジュール&申し込みサイト
– https://aws.amazon.com/jp/about-aws/events/webinars/
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本資料では2016年8月30日時点のサービス内容および価格についてご説明しています。
最新の情報はAWS公式ウェブサイト(http://aws.amazon.com)にてご確認ください。

資料作成には十分注意しておりますが、資料内の価格とAWS公式ウェブサイト記載の価
格に相違があった場合、AWS公式ウェブサイトの価格を優先とさせていただきます。

内容についての注意点

AWS does not offer binding price quotes.  AWS pricing is publicly available and is subject to change in 
accordance with the AWS Customer Agreement available at http://aws.amazon.com/agreement/.  Any 
pricing information included in this document is provided only as an estimate of usage charges for AWS 
services based on certain information that you have provided.  Monthly charges will be based on your actual 
use of AWS services, and may vary from the estimates provided.

価格は税抜表記となっています。日本居住者のお客様が東京リージョンを使用する場合、
別途消費税をご請求させていただきます。

3



Agenda

• イントロダクション

• 社内共有用ファイルサーバ

• 外部向け静的コンテンツ配信用ファイルサーバ

• AWSへの全データ一括移行

• まとめ
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本オンラインセミナーにおけるファイルサーバの定義に
ついて

• 主に静的コンテンツを格納するサーバ、または
サービス

• NFSやCIFSでマウントする方法以外にも、オブ
ジェクト単位でHTTP(S)でユーザに直接配信す
る方法も含む
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オンプレミスでファイルサーバを構築するときの悩み

• ディスク容量の不足

• バックアップ等のメンテナンスの手間がかかる

• 保守期限満了やハードウェア故障に伴うハード
ウェアのリプレイスの検討

• 物理的なセキュリティリスク
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なぜAWS上でファイルサーバを構築するのか？

• 保存した分だけの従量課金

• 必要に応じてディスク拡張が可能
– ディスク容量圧迫の心配からの解放

• セキュア

• サーバーハードウェアのメンテナンス不要

• データの耐久性の向上

• データを保存するだけでなく、データ分析等の
用途で活用しやすい
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AWSが提供するストレージの種類

Amazon S3

耐久性のある
オブジェクトストレージ
あらゆる種類の
データ向け

Amazon EBS

ブロックストレージ
Amazon EC2と共に

利用

Amazon Glacier

アーカイブストレージ
めったにアクセスしない

データ向け

Amazon EFS

ファイルストレージ
Amazon EC2と共に

利用



AWS上でファイルサーバ（サービス）を活用する時の
ユースケースの例

• 社内共有用ファイルサーバ
– 想定ユーザー：社員
– 想定クライアント端末：PC (主にWindows)
– ユーザーからの通信プロトコル：CIFSまたはHTTP(S)
– アクセス元：イントラネットまたはインターネット
– コンテンツの例：ドキュメントやバックアップデータ等

• 外部向け静的コンテンツ配信
– 想定ユーザー：お客様
– 想定クライアント端末：スマートフォン、タブレット、PC (Windows, Mac)
– ユーザーからの通信プロトコル：HTTP(S)
– アクセス元：インターネット
– コンテンツの例：商品画像や購入して取得可能な電子書籍等
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社内共有用ファイルサーバに格納するデータの例

• ドキュメント

• バックアップ用データ

• 動画

• ログ
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AWS上に構築しているサーバーのバック
アップはEBS SnapshotやS3に保存する
ことが多いため、ファイルサーバに保存
する必要がない場合もある

→ファイルサーバのディスク容量削減



AWS上での社内共有ファイルサーバ（サービス）の
構成例

• EC2インスタンスでファイルサーバを構築

• Amazon WorkDocsを利用

• Amazon S3とサードパーティソフトウェアであ
るCloudBerry Explorerを利用
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EC2インスタンスでファイルサーバを構築

• メリット
– オンプレミスと同様の構成が可能
– EBSを使うことで以下のメリットを享受可能

• 同じアベイラビリティゾーン内で自動レプリケーションされるため、
耐久性が高い

• 任意のタイミングでEBSスナップショットでバックアップ可能
• 1ボリュームあたり16TBまで利用可能、作成後に拡張可能

• デメリット
– EC2インスタンス自体の冗長化が必要な場合、ユーザー側で実施す

る必要がある
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EC2インスタンス活用時のネットワーク構成例

• AWSとのネットワーク接続についての詳細は下記参照
– AWSとのネットワーク接続入門

http://www.slideshare.net/AmazonWebServicesJapan/awswebinar-aws-58643433
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VPNまたは
専用線

virtual private cloud

ファイル
サーバ

VPC subnet

VPN 

Gateway

OR

広域網

拠点

拠点

拠点

拠点

http://www.slideshare.net/AmazonWebServicesJapan/awswebinar-aws-58643433


• ユースケースに応じて性能やコストが異なる5種類
のボリュームタイプから選択できる

– 汎用SSD(General Purpose(SSD))

– プロビジョンドIOPS(SSD)

– スループット最適化HDD

– コールドHDD

– マグネティック(Magnetic)

• ファイルサーバ用には基本は汎用SSDを使用

– 扱うデータの種類やサイズ、アクセス頻度に
応じて他のボリュームも検討する

EBSのボリュームタイプ



EBSのボリュームタイプの整理(SSDタイプ)

ボリュームタイプ 汎用SSD(gp2)
- General Purpose SSD （デフォルト）

プロビジョンドIOPS(io1)
- Provisioned IOPS(SSD)

ユースケース • システムブートボリューム

• 仮想デスクトップ

• 小～中規模のデータベース

• 開発環境や検証環境用

• 汎用SSDでは処理しきれない高いIO性能
を要求するアプリケーション

• 10,000IOPSや160MB/sを超える性能を
要するワークロード

• 大規模なデータベース

ボリュームサイズ • 1GBから16TBまで • 4GBから16TBまで

IOPS • 1GBあたり3IOPSのベースラインパ
フォーマンス

• ベースラインパフォーマンスが
3,000IOPS以下の場合、3,000IOPSま
でバーストが可能

• 最低100IOPS、最大10,000IOPS

• 必要なIOPS値を指定可能

• 容量(GB)あたり50IOPSを指定できる

• 最大20,000IOPS

スループット • 最低128MB/秒(170GB以下)から
最大160MB/秒(214GB以上)まで

• 最大320MB/秒(1280IOPS以上のとき）

※1IOPSあたり256KB/sを利用可能



EBSのボリュームタイプの整理(HDDタイプ)

ボリュームタイプ スループット最適化HDD(st1)
- Throughput Optimized HDD

コールドHDD(sc1)
- ColdHDD

ユースケース • EMR

• データウェアハウス

• 大規模なETL処理

• 大規模なログ分析

※起動ボリュームには利用できない

• ログデータ保管

• バックアップ

• アーカイブ

※起動ボリュームには利用できない

ボリュームサイズ • 500GBから16TBまで • 500GBから16TBまで

IOPS • 最大500IOPS • 最大250IOPS

スループット • ベース値：1TBあたり40MB/s

• バースト値：1TBあたり250MB/s

• バーストクレジット上限：1TB/1TB

• 最大500MB/s

• ベース値：1TBあたり12MB/s

• バースト値：1TBあたり80MB/s

• バーストクレジット上限：1TB/1TB

• 最大250MB/s



EBSのボリュームタイプの整理(旧世代)

ボリュームタイプ マグネティック(Magnetic)

ユースケース • アクセス頻度の低いデータ

• コストを最重要視する場合

ボリュームサイズ 1GBから1TBまで

IOPS • 平均100IOPS

• 数百IOPSまでバースト可能

スループット • 40MB/秒から90MB/秒

EBSの詳細：Black Belt Online Seminar Amazon EBS
http://www.slideshare.net/AmazonWebServicesJapan/aws-black-belt-online-seminar-amazon-elastic-
block-store-ebs

http://www.slideshare.net/AmazonWebServicesJapan/aws-black-belt-online-seminar-amazon-elastic-block-store-ebs


EBSボリュームサイズを拡張するには？

EBS
Volume

EC2

EBS
Volume

①EBSスナップショット作成

②スナップショットをベースに、サイズ
の大きな新規EBSボリュームを作成する

③EC2インスタンスに
attachする（必要に応じて
古いボリュームをdetachす
る）

EBSボリューム1個あたり最大16TBまで。複数アタッチ可能 ※

④OS側でファイルシステ
ムのサイズを拡張

1個あたり16TB以上のボリュームが必要な場合は、Windows Serverで提供される記憶域スペースを使う方法もあり

詳細：https://d0.awsstatic.com/whitepapers/using-windows-storage-spaces-and-iscsi-on-amazon-ebs.pdf

※EC2インスタンスが持つことができるEBSボリュームの最大数（OSによって異なる）
http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/AWSEC2/latest/UserGuide/volume_limits.html

https://d0.awsstatic.com/whitepapers/using-windows-storage-spaces-and-iscsi-on-amazon-ebs.pdf
http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/AWSEC2/latest/UserGuide/volume_limits.html


バックアップするには？

• AWSから提供されている主なバックアップ機能は以下
の3通り
– EBSスナップショットでEBSボリューム単位で保存
– AMIでインスタンス単位で保存
– (DBのdump等の）バックアップデータファイルをファイル単位でS3

に保存

• ファイルシステムの整合性を保ったままオンライン
バックアップをする場合は、Windows ServerのVSS
に対応したバックアップソフトウェアの利用も要検討
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ファイルサーバのバックアップ用に
EBSスナップショットを活用する
• 最後にスナップショットを作成された時点から、ボリューム上で変更

のあるブロック（差分）のみが新しいスナップショットに保存される。
• 差分ベースで保存されるものの、最新のスナップショットのみ保持し

ていれば、最新のボリュームを復元可能
– 古い世代のスナップショットを削除しても、最新のボリュームを復元可能

1日目の
スナップショット

2日目の
スナップショット

3日目の
スナップショット（最新）

増分バックアップ 増分バックアップ

1日目のスナップショットを削除した場合でも、最新
のスナップショットからボリュームを復元可能

EBSボリューム

リストア



EBSスナップショットを実行するときの注意事項

• EBSスナップショットは、EBSボリュームがアタッチされ、稼働
中の状態でも実行可能

• ただし、EBSボリュームに書き込まれたデータのみ捕捉
– OSによって、ローカルにキャッシュされたデータは含まれない可能性あり

• 安定したスナップショットを取得するには、以下の手順を推奨
1. EBSボリュームのアンマウント → デタッチ
2. EBSスナップショットコマンド実行
3. EBSボリュームのアタッチ → マウント

• ルートデバイス用のEBSボリュームは、一旦シャットダウン（停
止）してから、スナップショット実行を推奨

EBSスナップショット用コマンドを実行してか
ら、そのレスポンスが返ってくるまでの間の
み静止点を確保すればよい。

EBSの詳細：Black Belt Online Seminar Amazon EBS
http://www.slideshare.net/AmazonWebServicesJapan/aws-black-belt-online-seminar-amazon-elastic-
block-store-ebs

http://www.slideshare.net/AmazonWebServicesJapan/aws-black-belt-online-seminar-amazon-elastic-block-store-ebs


EC2 Windowsインスタンス上でファイルサーバを構築
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初期化して、ドライブ
レターを割り当て
（今回はDドライブ）

Dドライブ、Eドライブ等
のスクリーンショット

新規EBS
ボリュームを
割り当て



Active Directoryと連携してEC2 Windowsインスタ
ンス上の共有フォルダへのアクセス制限をかける
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EBS
Volume

Windows
ファイル
サーバ

Active 
Directory

Active Directoryの
ドメインに参加

特定のユーザーの
みアクセスを許可



EC2 Windowsインスタンスの冗長化構成
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EBS
Volume

Windows
ファイル
サーバ

EBS
Volume

Windows
ファイル
サーバ

Windows ServerのDFS (Distribution File System)
によるレプリケーション

※DFS-Rはプロファイルの格納などの高負荷環境での利用はサポートされて
いない。
https://support.microsoft.com/ja-jp/kb/2533009
その場合は、CLUSTERPROやData Keeper等のサードパーティ製品の利用も
検討する

https://support.microsoft.com/ja-jp/kb/2533009


Amazon WorkDocsを使用

• 完全マネージド型の文書保管・共有サービス
• 文書をセキュアかつ安価に保存可能
• 文書へのコメント・フィードバックが可能
• 1ユーザーあたり200GBのストレージを7USDで利用可

能（東京リージョンの価格）
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200GB超の場合は、1ユーザーあた
り0.033 USD / GBで追加ストレー
ジを利用可能

※上記は東京リージョンの価格



Amazon S3とCloudBerry Explorerを活用

• サードパーティソフトウェアであるCloudBerry Explorerを活
用して、S3へアップロード、またはS3からダウンロードする
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ファイルをドラッグ＆ドロップして、
ローカルからS3へコピーする

ご参考：http://www.cloudberrylab.com/free-amazon-s3-explorer-cloudfront-IAM.aspx

http://www.cloudberrylab.com/free-amazon-s3-explorer-cloudfront-IAM.aspx


Amazon S3を社内共有ファイルサーバとして利用する
場合の構成例

• 構成パターン１

• 構成パターン２
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S3

社内LAN Internet

社内LAN VPNまたは
専用線

virtual private cloud

プロキシ
サーバ

VPN 

Gateway
Customer 

Gateway S3
VPC 

Endpoint 

for S3

※AWSと専用線でパブリック接続する構成パターンもあり
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外部向け静的コンテンツ配信用ファイルサーバに格納す
るデータの例

• 商品画像等のWebサイトに掲載する画像

• ドキュメント
– 有料の電子書籍等も含む

• 動画
– オンデマンド配信用

• ログ

• バックアップ
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外部向け静的コンテンツ配信の構成パターン

• Amazon S3からユーザーへ直接配信
– CDNとしてAmazon CloudFrontを活用

• EC2インスタンスをファイルサーバとして活用
– Amazon EBSを活用（Linux / Windowsで利用可能）

– Amazon EFS (Elastic File System)を活用（Linuxでのみ利用
可能）
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要件によって、選択されるストレージは異なる
が、外部向けの静的コンテンツ配信において、
多くの場合、Amazon S3を活用するパターン
を推奨
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Amazon S3のメリット

• 耐久性
– 保存すると自動で複数の施設に冗長化される

• アクセス増加時にも高負荷に耐えられる設計
– 秒間数千リクエストを常に送っているケースもあり。

• 拡張性
– 保存できる合計容量に制限なし。ディスク容量圧迫の心配不要

• 安全性
– SSLでのデータ転送と、アップロード後のデータの自動暗号化をサポート

• 低コスト
– データ保存量1カ月あたり$0.033/月
– 静的コンテンツ格納用に仮想サーバを立てる必要なし。

• メンテナンスレス
– お客様側でサーバの冗長化・フェイルオーバー等の管理不要



Amazon S3にデータを配置すると、他のサービスと連携
が容易



既存のNFSマウントベースのアプリケーションをS3か
ら直接ユーザに配信する形に変更するには？

• 変更前 • 変更後

Users

Web
サーバ

<img src=“/img/product.jpg” /> <img src=
“http://static.example.com/img/product.jpg” />

NFS
サーバ

Web
サーバ

jpg

jpg

S3

http://example.com/index.php http://example.com/index.php

動的コンテンツ用

http://static.example.com/img/product.jpg

静的コンテンツ用

静的コンテンツのリンクを変更する。
それに伴うアプリ側の修正が難しい場合は、Apache mod_rewrite等を使って書き換える方法もあり。



CloudFrontでコンテンツをキャッシュする構成

• CloudFrontのマルチオリジン機能を使って、
URLパスパターンを見てアクセスを振り分け

37

Web
サーバ

jpg

S3

http://example.com/

動的コンテンツ用

静的コンテンツ用

CloudFront

/.jpgのパスパターン
の場合はS3を参照

/* (/.jpg以外)のパスパターンはWebサーバを参
照。動的コンテンツはキャッシュしない。(TTL=0)



特定のユーザーのみにCloudFront / S3からプライベート
コンテンツを配信
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オリジンアクセスア
イデンティティ※

CloudFront
ディストリビューション
xxx.cloudfront.net

CloudFront署名付きURLま

たは署名付きCookieを

使ってアクセス
S3バケット

特定のユーザー
（アプリケーション側で
認証済みユーザー）

一般ユーザー
（アプリケーション側で認証
されていないユーザー）

CloudFrontのBehaviorで
Restrict Viewer Accessを有効にする
(署名付きURLまたは署名付きCookie以外の
アクセスを拒否）

一般ユーザー

オリジンアクセスアイデンティティ以外の
アクセスを拒否するようS3バケットポリ
シーを設定

署名付きURLまたは署名付き
Cookieを使ってのみアクセス
可能な構成を実現

※オリジンアクセスアイデンティティ：CloudFrontユーザー。S3オリジンへのアクセスを制限する時に使用



署名付きURL/Cookieを利用した際の
アクセスフロー

– 単一コンテンツアクセスの場合は署名付きURL、複数コンテンツアク
セスの場合は、署名付きCookieの利用を推奨

クライアント

認証サイト
①認証リクエスト

②署名付きURL/Cookieを取得

署名付き
URL/Cookieなし

署名付き
URL/Cookieを生成

CloudFront
Private Key

CloudFront
ディストリビューション

403
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③署名付きURL/Cookieでアクセス
S3



ユーザーによるS3へのコンテンツアップロードの
フロー

1. S3へアップロードするための一時的な
Credentialsの取得

2. 取得したCredentialsを使って、S3へアップ
ロード
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ユーザーに一時的なCredentialsを払い出すフロー
-自前の認証サーバを利用する場合-
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ログイン（認証）
リクエスト

Amazon

Cognito

GetOpenIdToken

ForDeveloperIdentity

IdentityId & TokenIdentityId & Token

GetCredentialsForIdentity (取得した
IdentityIdを使用）※1

一時的なCredentials (AccessKey, 

SecretKey, Expiration, SessionToken) 

※1 GetCredentialsForIdentityはpublic APIで
あり、Credentialsナシで利用可能

Identity Pool

IAM Role

事前に紐づけておく

Identityに紐づくIAM 
RoleのCredentialsを
リクエスト

Amazon STS

自前の
認証サーバ

一時的なCredentials



取得したCredentialsを使って、S3へ直接アップロー
ドする
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S3

S3へアップロードする処理が
書かれたJavaScript

アップロードされた画像等の
コンテンツファイル

アップロード先のS3 Bucket

アップロードする時のアクセス先 S3 Bucket



S3を使った外部コンテンツ配信構成を実現す
るには、場合によってはアプリケーション側の
改修が必要があります。
改修が難しい場合には、今までのNFSでマウン
トする構成を利用するパターンもあります。
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NFSサーバ構成のメリット

• オンプレミスでのNFSサーバ構成と同様に構築可能
• NFSサーバにコンテンツを集約可能
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NFS
サーバ

WebWeb Web Web Web



NFSサーバのデメリット

• スケーラブルなシステムにおいては、NFSサー
バがボトルネックになりやすい。

• NFSサーバ自体を冗長化しないと、SPOFになっ
てしまう。

NFS
サーバ

Web Web Web WebWeb Web Web Web

NFS
サーバ

レプリケーション

・・・・・・・



NFSサーバ(Linuxインスタンス)の冗長化の例

• DRBDを活用するパターン

• 他にもCLUSTERPROやDataKeeperを活用するパター
ンもあり



Amazon EFS (Elastic File System)

• 複数のEC2からNFSを使って
ネットワーク経由でアクセス

– NFS v4.1を利用

– Linuxからマウントして利用できる

• EFSへのアクセスはファイル単位

– EBSはブロック単位

• 複数のAZに冗長的に保存される ファイルシステム

EFS

PCから直接使用できるファイル共有サービスではない ※

東京リージョン未サポート 2016/8/30現在

※ EFSはVPC内でのみマウント可能、Windowsからのマウントは未サポートのため



AZ - A

AZ- B

AZ - C

接続先「マウントターゲット」

• VPC内の各AZにあるマウント
ターゲットがNFSの接続先

• 各EC2インスタンスからは、
同じAZにある
マウントターゲットに接続

• 各マウントターゲットの
DNS名とIPアドレスは固定

EC2

EC2
EC2

マウント
ターゲット

EFS



EC2 Linux上でマウント

$ sudo mount -t nfs4 -o vers=4.1 $(curl -s http://169.254.169.254/latest/meta-

data/placement/availability-zone).file-system-id.efs.aws-region.amazonaws.com:/ 

/efs-mount-point

availability-zone.file-system-id.efs.aws-region.amazonaws.com:/ /efs-mount-point

nfs4 defaults,vers=4.1 0 0

コマンドライン（アベイラビリティゾーンを自動判定）

/etc/fstab への設定（アベイラビリティゾーンを明示指定）



複数のEC2から同時アクセス可

• 同じファイルシステムに、
どの AZ にある EC2 からも
同時にアクセス可
（ただし同一VPC内のみ）

• 強い一貫性があり、全ての
読み込みは最新のデータが
反映されていることを保証

• ファイルのロックが可能
（ファイル単位・バイト範囲単位）

AZ - A

AZ- B

AZ - C

EC2

EC2
EC2

EFS



EFSの現時点での仕様や制限 2016/8/30時点

• プロトコル：NFSv4.1 (TCP 2049ポート) ※CIFSのサポートなし

• 推奨クライアント：現行 Linux NFSv4.1 クライアント

• NFS v4.1の機能であっても未サポートの機能あり
http://docs.aws.amazon.com/efs/latest/ug/nfs4-unsupported-features.html

– パーミッション設定は可能だが、ACL設定は不可

– Kerberos認証機能未提供 など

• 数量などの制限あり http://docs.aws.amazon.com/efs/latest/ug/limits.html

– 1台のEC2インスタンスから同時にオープンできるファイル数 32,768まで

– ファイル名・ディレクトリ名は255バイト、1000階層まで

• 同一VPC内からのみアクセス可

インターネット、インターネットVPN、Direct Connect、VPC Peeringなどからアクセス不可

• バックアップ機能、バージョニング機能は未提供

耐久性は高いが、誤削除から守る必要があれば別途対策が必要
別EFSファイルシステムやEBS/EBS Snapshotへのバックアップなど

• サーバサイド暗号化機能は未提供（まもなく提供予定）

[AWS Black Belt Online Seminar] Amazon EFS

http://www.slideshare.net/AmazonWebServicesJapan/aws-black-belt-online-seminar-amazon-elastic-file-system

http://docs.aws.amazon.com/efs/latest/ug/nfs4-unsupported-features.html
http://docs.aws.amazon.com/efs/latest/ug/limits.html
http://www.slideshare.net/AmazonWebServicesJapan/aws-black-belt-online-seminar-amazon-elastic-file-system


Agenda

• イントロダクション

• 社内共有用ファイルサーバ

• 外部向け静的コンテンツ配信用ファイルサーバ

• AWSへの全データ一括移行

• まとめ
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オンプレミスからAWSへの全データ移行方法の例

• AWS Import/Export Snowballで移行

• VMImportでマシンイメージをインポート

• VPNまたは専用線経由でEC2インスタンスに移行

• S3マルチパートアップロード
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AWS Import/Export Snowball

スケールとスピード
• １セットあたり50TBまたは80TBの容量
• 10Gbps /1Gbps コネクティビティ
• 複数台同時利用によりPBクラスの

データを一週間で転送

セキュア
• 耐タンパーエンクロージャー
• KMSを利用した256-bit 暗号化
• 業界標準のTPM

シンプル
• プロセス全体をマネージメント

コンソールで管理
• 専用のデータ転送クライアントツール

2016/8/30現在東京リージョンでは利用不可



ご利用の流れ

マネージメントコンソールで
インポートジョブを作成

AWSがストレージ
デバイスを配送

デバイスをネットワークに接続し、IPア
ドレスを確認

データ転送クライアントと
ジョブマニフェストをSnowball
コンソールからダウンロード

AWSに集荷を依頼し、
デバイスを返送 着荷後任意のバケットに

データアップロードをAWSにて実施

クライアントを実行し、マニフェストと
デバイスのIPアドレスを入力して

ローカルホストにデバイスをマウント

ドライブにデータを
コピー



VM Import

• オンプレの仮想マシンイメージをAWSへ移行

• 前提条件
– VMware ESX または VMware Workstation、Microsoft

Hyper-V、および Citrix Xen 仮想化形式を使用する Windows 
VM および Linux VM をインポート可能

• バージョンによってはインポートがサポートされない場合もあり

• 詳細
– https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/vm-

import/latest/userguide/vmimport-image-import.html
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https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/vm-import/latest/userguide/vmimport-image-import.html


VPNまたは専用線経由で移行
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VPNまたは
専用線

virtual private cloud
Corporate Data Center

users

ファイル
サーバ

VPC subnet

VPN 

Gateway
Customer 

Gateway

プロキシ
サーバ

S3
VPC 

Endpoint 

for S3

AWS cloud

ファイルサーバ
へ移行

S3へ移行

※AWSと専用線でパブリック接続して移行する方法もあり



S3 マルチパートアップロードを活用

• １つの大きなサイズのファイルのアップロードに有効（小さな
ファイル群をzipで圧縮して転送する方法も有効）
– 単一のファイルを、複数のパーツに自動分割して、マルチスレッドで並列アップ

ロード
– HTTPSで暗号化された形でセキュアに転送される

• AWS CLIを使えば、ファイルサイズが大きい場合は自動で分割、
マルチパートアップロード・ダウンロードされる

ファイル

パーツ１

パーツ２

パーツN

S3

AWS CLIまたはAWS SDK

https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/AmazonS3/latest/dev/mpuoverview.html

https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/AmazonS3/latest/dev/mpuoverview.html


Agenda

• イントロダクション

• 社内共有用ファイルサーバ

• 外部向け静的コンテンツ配信用ファイルサーバ

• AWSへの全データ一括移行

• まとめ

60



まとめ

• オンプレと同様にEC2を使ってファイルサーバを
構築可能

• スケーラビリティが求められる外部向け静的コン
テンツ配信においては、S3, CloudFrontを使う
形を推奨
– ただし、アプリの改修が必要なため、それが不可の場合には、

EBSあるいはEFSを使ってEC2上にファイルサーバ構築も可能

• コストおよびパフォーマンスを検討・検証の上で利用する
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参考資料
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• AWS Black Beltオンラインセミナー資料
– Amazon S3

• http://www.slideshare.net/AmazonWebServicesJapan/black-belt-online-
seminar-aws-amazon-s3

– Amazon CloudFront
• http://www.slideshare.net/AmazonWebServicesJapan/aws-black-belt-tech-

2016-amazon-cloudfront

– Amazon EBS
• http://www.slideshare.net/AmazonWebServicesJapan/aws-black-belt-online-

seminar-amazon-elastic-block-store-ebs

– Amazon EFS
• http://www.slideshare.net/AmazonWebServicesJapan/aws-black-belt-online-

seminar-amazon-elastic-file-system

• AWSクラウド活用資料
– https://aws.amazon.com/jp/aws-jp-introduction/

http://www.slideshare.net/AmazonWebServicesJapan/black-belt-online-seminar-aws-amazon-s3
http://www.slideshare.net/AmazonWebServicesJapan/aws-black-belt-tech-2016-amazon-cloudfront
http://www.slideshare.net/AmazonWebServicesJapan/aws-black-belt-online-seminar-amazon-elastic-block-store-ebs
http://www.slideshare.net/AmazonWebServicesJapan/aws-black-belt-online-seminar-amazon-elastic-file-system
https://aws.amazon.com/jp/aws-jp-introduction/


Q&A
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オンラインセミナー資料の配置場所

• AWS クラウドサービス活用資料集
– http://aws.amazon.com/jp/aws-jp-introduction/

• AWS Solutions Architect ブログ
– 最新の情報、セミナー中のQ&A等が掲載されています

– http://aws.typepad.com/sajp/
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http://aws.amazon.com/jp/aws-jp-introduction/
http://aws.typepad.com/sajp/


公式Twitter/Facebook
AWSの最新情報をお届けします

@awscloud_jp

検索

最新技術情報、イベント情報、お役立ち情報、
お得なキャンペーン情報などを日々更新しています！

もしくは
http://on.fb.me/1vR8yWm
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AWSの導入、お問い合わせのご相談

• AWSクラウド導入に関するご質問、お見積り、資料請
求をご希望のお客様は、以下のリンクよりお気軽にご相
談ください
https://aws.amazon.com/jp/contact-us/aws-sales/

※「AWS 問い合わせ」で検索してください

https://aws.amazon.com/jp/contact-us/aws-sales/


ご参加ありがとうございました
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