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第2 章 はじめに
2.1 cloudpack とは
cloudpack は、アマゾン ウェブ サービス（AWS）の導入設計、環境構築、運用までをトータ
ルでサポートするマネージドホスティングサービスです。
AWS クラウドを知り尽くし、その可能性を最大限に引き出せる cloudpack のスタッフが、
Amazon Elastic Compute Cloud（Amazon EC2） や Amazon Simple Storage Service
（Amazon S3）をはじめとする AWS クラウドのプロダクトを、構築はもちろんのこと、24 時
間サポートや、サービス監視、バックアップなどの作業代行や技術サポートをスピーディーかつ
丁寧に行い、お客様のさまざまな運用負荷を可能な限り軽減します。
お客様が、これまで悩みの種だったサーバー周りに関するさまざまな課題から解放され、本
来取り組むべきビジネスの課題に専念できるためのサービス、それが cloudpack です。

2.2 クラウド時代のシステム開発とシステム運用
AWS クラウドの登場によって、システム開発や運用に対する考え方も大きく変わってきていま
す。
セキュリティにおける『責任共有モデル』
AWS クラウドや cloudpack が提示する『責任共有モデル（
』Shared Responsibility
Model ）は、クラウド運用の発展から生まれてきた考え方の一つです。
cloudpack は AWS クラウド上にシステムを構築し、お客様は cloudpack が構築したシス
テム上で業務アプリケーションを運用することになりますので、セキュリティ上の責任はお客様
とcloudpackと AWS クラウドの三者による分担となります。
お客様
• セキュリティ設定（ファイアウォール含む）
アプリケーション
Web アプリケーションフレームワークやラ
イブラリを含む

データ

• アカウント管理
• チューニング
• 障害対応

cloudpack
ミドルウェア

運用ツール

• セキュリティ設定（ファイアウォール含む）
• ネットワーク設定

OS

• アカウント管理
• パラメータチューニング

AWS

• 監視 / バックアップ/ 障害対応

AWS
• ファシリティ

• ストレージインフラ

• 物理セキュリティ

• ネットワークインフラ

• コンピュートインフラ

• 仮想化レイヤー

ホストオペレーティングシステムや仮想レイヤーから、サービスが提供されている施設の物理
セキュリティにおけるさまざまなコンポーネントの運用管理は、AWS クラウドによって行わ
れ、AWS クラウド上に cloudpack が構築したシステムにおけるセキュリティは
cloudpack が保護いたします。cloudpack
が構築したシステム上で運用される業務アプ
リケーションおよびデータのセキュリティについてはお客様ご自身で保護していただく必要があ
ります。
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従来のオンプレミス（構内設置）環境ではすべてについてセキュリティを確保する必要があ
ったことと比較すると、cloudpack ご利用のお客様については、ご自分でセキュリティを確
保していただく範囲が限定されることを意味いたします。
ベストプラクティスによるシステム開発とシステム運用
AWS クラウドと cloudpack はクラウドシステム運用の長い経験から、それぞれに数多くの
ベストプラクティスを蓄積しています。
cloudpack は AWS クラウドが提供するベストプラクティスに従ったシステムを構築し、
cloudpack の持つベストプラクティスに従ってお客様の環境を運用しています。
従来はインフラストラクチャから業務アプリケーションまですべてにおいてお客様ご自身による
運用ノウハウの蓄積が必要でしたが、cloudpack ご利用のお客様は、お客様が利用される
業務アプリケーションの範囲に集中してノウハウの蓄積をしていただければ良いことを意味い
たします。
このように、システム構築、運用、セキュリティについて、お客様、cloudpack、AWS クラウドが
それぞれに役割と責任を分担することで、より少ない労力で、より早く、求めるものが得られる
時代になったといえます。

2.3 本ホワイトペーパーについて
本ホワイトペーパーは、cloudpack がご提供する『migrationpack』の詳細をご紹介し、
お客様とcloudpack との間で、円滑な業務遂行を実現することを目的にご提供するもので
す。
対象読者 :
• 現在利用しているシステムのAWS 移行をご検討中の方
•

『migrationpack』の利用をご検討中の方
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第3章 エンタープライズからAWSクラウドへの移行
3.1 AWSクラウドへの移行がもたらすもの
クラウドへの移行ニーズの高まり
AWS クラウドをはじめとしたクラウドの普及が進むにつれて、オンプレミスで稼働している業務
システムや基幹システムなどをクラウドに移行するお客様が増え続けています。
経営が求める新たなシステム構築に向けて、既存システムの運用・保守体制の軽減が求められ
る状況において、オンプレミス環境の保守が切れる時期を見越して、その移行先としてクラウ
ドが有力な候補となっています。
AWS クラウドのイノベーション効果がビジネスに波及
クラウドの世界、特にAWS クラウドはイノベーションのスピードが非常に速く、新サービスや新
機能のリリース、既存機能の改善が日々行われています。
オンプレミス環境における大きな性能向上や機能拡張は、システムのリリースやリプレイスなど
限られた機会に実現されていましたが、クラウド環境においてはイノベーションの恩恵を日常的
にビジネスの拡大や改善に活かすことができます。
AWS クラウドへの移行により『リプレイス地獄』から解放
オンプレミス環境においては、少なくとも 5 年に1 度はハードウェアや OS などのシステ
ム基盤を更新するためにリプレイスを行う必要があり、保守切れのプレッシャーとリプレイス
に伴う業務負担という『リプレイス地獄』に継続的に悩まされ続けてきました。
AWS クラウドへの移行は、この『リプレイス地獄』からお客様や IT 部門のご担当者様を解
放し、さらにインフラの運用管理や保守などの『ビジネスから遠い業務』ではなく、その上位
レイヤーのアプリケーションやデータなど『ビジネスにより近い業務』にフォーカスすることが
できるようになります。
AWS クラウドに移行したお客様や IT 部門のご担当者から『ビジネスへの意識が大きく変わ
った』という声をいただく機会も非常に増えてきています。

3.2 AWSクラウドへの移行を実現するために必要なこと
オンプレミス環境のサービスやシステムを AWS クラウドへ移行するには、幅広く多くの事項
を検討しなければなりません。
AWS 移行のためのアセスメント
お客様の社内やデータセンターなどのオンプレミス環境で稼動するサービスやシステムを
AWS クラウドに円滑に移行するためには、現状のネットワークやサーバー、アプリケーションの構
成および実際に行われている運用について詳細な調査が必要となります。さらに、
AWS クラウドへの移行はオンプレミス環境間の移行と異なる特徴があるため、移行対象のサ
ービスやシステムと AWS クラウドの特徴の双方を意識して、アセスメントすることが求めら
れます。
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AWS 移行のためのインフラ設計・構築
システムの正常な稼動、インフラ構成の合理性、セキュリティの正確性、運用手順、障害対策な
ど、お客様のオンプレミス環境で実現できていたことを極力そのまま AWS クラウド上でも実
現するためには、適切なアセスメントとともに、AWS クラウドの特性を深く理解した上でイ
ンフラ環境の設計および構築を行う必要があります。
さらに従量課金というクラウドの特性を活かして、各種のコスト削減や可用性の向上を実現した
い場合や、移行後の業務プロセスをできるだけ変更したくない場合など、クラウドへの移行に
おける設計・構築ならではの特徴的な検討事項が数多くあります。
AWS 移行のための検証や移行作業
構築した AWS クラウド上のインフラ環境に対して、オンプレミス環境で稼動しているサービス
やシステムをスムーズに移行させるためには、検証や移行作業について精度の高い計画や綿密
な手順をあらかじめ用意する必要があります。
移行のために大量のデータ転送が必要な場合や、一時的にサーバーの負荷が高まることが予想
される場合は、そのための対応も事前に準備します。また、移行対象のサーバーが多数ある場合
は、一括で移行するための方法についても検討します。
AWS クラウドへの移行に伴うサービス停止の時間を極小化し、安全にクラウド移行を実現する
ために、検証や移行作業について十分な検討を行うことが求められます。
AWS 移行後のインフラ運用体制
お客様のサービスやシステムの本番環境が AWS クラウドに移行を完了したときから、新し
いインフラ環境の運用がはじまります。AWS クラウドに適したインフラ運用を行うための体
制や人員、業務の詳細、必要となる運用基盤などについて十分な準備を本番移行前に行う必
要があります。

3.3 最適な AWS 移行をご支援する cloudpack
cloudpack では、AWS 専業クラウドインテグレータとして、数多くのお客様の AWS 移行をご
支援し、非常に高い評価をいただいています。
最新情報でクラウドをアセスメント
cloudpack では、IPA（独立行政法人 情報処理推進機構）が公開している『中小企業のため
のクラウド安全利用チェックシート』をベースに、最新情報を反映した独自の評価基準を作成
し、AWS クラウドを含むすべてのクラウドを定期的に評価しています。
cloudpack は、最新のアセスメント情報をもとに、お客様のサービスやシステムに最適なクラ
ウド移行を実現いたします。
AWS クラウドを徹底活用したインフラ基盤の構築・運用が実現する安心・安全な移行
cloudpack は、AWS クラウド上でのシステム構築・運用の豊富な経験から、AWS 環境における
インフラ構築および運用に関する数多くのベストプラクティスを有しています。
cloudpack スタッフは、そのベストプラクティスに従って AWS クラウドの機能を徹底的に
活用し、お客様のビジネスに最適なインフラ環境を圧倒的なスピードで構築します。さらに、
従量課金を活かした低コストなインフラ環境や、クラウドネイティブ化を見据えたイ
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ンフラ環境などお客様のこまやかなご要望にお応えし、AWS クラウドの技術を活用した先
進的なインフラ環境をご提供します。
『cloudpack サーバー監視・運用サービス』をご提供する cloudpack サポートデスクでは、
高度なクラウド技術を有するサポートスタッフが、cloudpack のベストプラクティスに従い、JIS
Q 20000-1 に定められた要求事項に可能な限り準拠したサービスプロセスによりお客様のビジ
ネスに重要なインフラ環境を安全かつ最適に運用します。
AWS クラウドへの移行を提供する『migrationpack』では、cloudpack が有する多くの構
築・運用ベストプラクティスを最大限に活用し、AWS クラウドの機能や移行ツールを効果的に
利用することで、お客様のビジネスに最適なクラウド移行を安心・安全に実現します。構築・検証
においては本番環境と同様の環境を一時的かつ迅速に複数を立ち上げることでお客様の本番環
境とほぼ同様の環境におけるテスト・検証などを実現し、移行においてはクラウドの柔軟性を活
かした一時的な性能の強化および移行後の縮退を行うなど、システム移行においてボトルネック
になるポイントをクラウドならではの方法で解消していきます。
お客様ご利用ベンダーとの協業
お客様のオンプレミス環境から AWS クラウドへスムーズかつ効果的に移行するためには、お
客様を長らくご支援してきたベンダー企業との協業体制を欠くことはできません。
cloudpack では、数多くのお客様の AWS 移行を実現する上で、各種ベンダー企業のみなさま
との協業を行なってきました。AWS 移行後は、お客様のサービスやシステムについて、業務ア
プリケーションはベンダー企業、クラウドインフラは cloudpack が分担し、協調しながらお
客様のビジネスに貢献するための運用を行っていきます。
cloudpack アライアンスパートナー
cloudpack は、AWS クラウド活用をご支援するさまざまなバリューを提供している
cloudpack アライアンスパートナー各社とともに、お客様が安心してAWS クラウドを活用し
ながら事業成長を実現するためのきめ細かいご支援を行っています。
cloudpack アライアンスパートナーの詳細については、cloudpack アライアンスパート
ナー公式サイト（https://cloudpack.jp/partner/）をご参照ください。
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第4章 AWS クラウドへの移行をスムーズに実現する
『migrationpack』
4.1 『migrationpack』とは
『migrationpack』は、お客様の社内やデータセンターなどのオンプレミス環境で稼動す る
サービスやシステムをAWS クラウドに円滑に移行するためのご支援をワンパッケージでご提
供するcloudpack のプロフェッショナルサービスです。
https://cloudpack.jp/service/option/migrationpack.html
オンプレミス環境からAWS クラウドへのシステム移行の経験を豊富に有する cloudpack ス
タッフが、お客様のシステムを調査し、オンプレミス環境から AWS クラウド（以下『AWS 環境』）
へスムーズかつ適切に移行するためのサポートを行います。
『migrationpack』では、お客様とお付き合いのあるベンダー様と cloudpack スタッフ
が連携しながらAWS 環境への移行を行うことが可能です。さらに『cloudpack サーバー監
視・運用サービス』をご契約のお客様に対して、移行後のお客様のサービスやシステムを最適
に監視・運用するための運用設計も『migrationpack』において行うため、お客 様ご自
身で実施するよりも短い期間と少ない工数で現在の環境からAWS 環境への移行を実現す
ることができます。
cloudpack は『migrationpack』のご提供により、AWS クラウドへの移行で悩む企業
様の課題を解決し、お客様のサービスやシステムの円滑な AWS 移行を実現します。
AWS 移行のプロフェッショナル集団 cloudpack
cloudpack は、AWS のパートナーの中で最上位である『プレミアコンサルティングパートナー』
を7 年連続で認定を受けており、さらにシステム環境のAWS クラウドへの移行に際し、計画
フェーズ（コンサルティング・設計）から、実施フェーズ（構築・運用）に至るまで、優れた実
績・専門的なスキルを持っていることを AWS が認定する『移行コンピテンシー』を有してい
ます。
『migrationpack』では、AWS 移行のプロフェッショナルである cloudpack スタッフが、
お客様のサービスやシステムの AWS 環境への移行のために必要なアセスメントから、要件
定義、移行設計、AWS クラウド上のシステム構成、運用設計、AWS 環境の構築・移行作業、
運用保守、不要になったハードウェア機器の買い取りまで、お客様のAWS 移行を強力に支援
します。
『migrationpack』のサービス内容
『migrationpack』では、AWS 環境への移行と移行後の運用に必要な 3

つのサービスをご

提供します。
『migrationpack』ア
セスメント

『migrationpack』プ
ロジェクト

現状調査

cloudpack サー
バー監視・運用

移行支援

監視・運用

図 4.1『migrationpack』のサービス内容

1. 『migrationpack』アセスメント

お客 様のAWS 移行対象サービスやシステムについて、お客様にご記入いただいたヒアリング
シートおよびお客様に対する追加ヒアリングをもとに、cloudpack スタッフがお客様環境か
らAWS 環境への移行に関するアセスメントを行います。
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アセスメント完了後、アセスメント報告書および『migrationpack』プロジェクトのお見 積
り書をご送付します。報告書の内容およびお見積りについてお客様のご承認を得られた場合
は『migrationpack』プロジェクトに移行します。
2. 『migrationpack』プロジェクト

『migrationpack』アセスメントの結果をもとに、移行プロジェクトの立ち上げから完了ま で
cloudpack スタッフが設計、構築、検証および移行のご支援をします。
『migrationpack』プロジェクトには、以下の特徴があります。
•

『migrationpack』プロジェクトによる AWS

環境の設計においては、既存システムに

応じて最適な AWS 環境を設計・構築し、移行作業や運用にかかるコストの最適化を実現
します。また、cloudpack アライアンスパートナーの豊富なソリューションを組み合わせた
移行提案が可能です。
•
『migrationpack』プロジェクトによる AWS 環境の構築においては、cloudpack が
AWS 環境の構築と動作確認を行います。また、既存システムと AWS クラウドの並行稼働期
間にかかるAWS 利用料金の一部をcloudpack が負担します。
•

『migrationpack』プロジェクトによる

AWS

環境に対する検証・移行においては、

AWS環境における検証支援および移行作業をcloudpack
スタッフが実施します。既存
のシステムベンダー様との協業体制も可能ですので、お客様にとって安心かつ円滑なAWS 移行
を実現します。
3. 『cloudpack サーバー監視・運用サービス』

AWS 環境への移行完了とともに、仮想サーバーの監視や運用保守を行う『cloudpack サーバー
監視・運用サービス』のご提供を開始します。
お客様自身で日夜行っている仮想サーバーの監視や仮想サーバーやネットワーク設定の変更・
OS やミドルウェアの各種設定変更を cloudpack にお任せいただくことで運用負荷を軽減
することが可能です。
24 時間 365日の徹底した監視体制
オフィスにて有人による監視を行い、緊急の対応にも連絡が取れる体制を整えています。
Backlogによるプロジェクト管理
お客様との質疑応答や、設計についての諸情報、構築ノウハウ等を蓄積させるためのお客様
専用のプロジェクトを作成します。
仮想サーバー１台から対応可能
仮想サーバー1 台から監視・運用保守を行います。月の途中からのご契約やご解約の場合は
日割りでご請求をさせていただきますので、柔軟な導入が可能です。
cloudpack サーバー監視・運用サービスの詳細については、『cloudpack サーバー監視・
運用サービス』公式サイト（https://cloudpack.jp/service/spin-off/maintenance.
html）をご参照ください。

4.2 『migrationpack』を活用するメリット
メリット1: AWS 移行に必要なすべてをワンパッケージに
AWS クラウドへの移行には、現行システムのアセスメントから始まり多くの検討項目の洗い出
しが必要なため、かなりの工数や時間を取られることになります。さらに、お客様環境
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を適切に AWS 環境に移行するためには、AWS クラウドに関する知識だけでなく、AWS 環
境への移行において検討すべき事項や発生する課題への対処など高度な知識と経験が不可
欠です。
『migrationpack』では、AWS 環境への移行に精通したcloudpack スタッフがベストプ
ラクティスを駆使して、お客様環境のアセスメントおよびお客様プロジェクトのご支援を行うこ
とにより、最短の期間と最小の工数でお客様環境のAWS 移行を実現します。
メリット2: cloudpack サーバー監視・運用サービスによる迅速な運用開始
AWS クラウドへの移行においては、お客様環境から AWS 環境へのシステムの移行だけでなく、
運用業務の移行もスムーズに行われなければなりません。
『migrationpack』では、AWS 環境への移行経験が豊富なcloudpack スタッフがアセス
メント結果を基に移行プロジェクトの段階から運用設計を行うことにより、AWS 環境への移行
後のシステムに最適な運用を実現します。さらに、移行完了と同時に、cloudpack サーバー監
視・運用サービスによる監視・運用を迅速に開始することにより、お客様のビジネス速度を加
速します。
メリット3: お客様のサービス・システムをほぼそのまま移行
AWS クラウドへの移行においては、お客様のシステムをほぼそのまま移行する方法と、
AWS クラウドに合わせて再設計してから移行する方法の 2 つが一般的に採用されます。
『migrationpack』では、お客様環境で現在動作しているサービスやシステムをほぼその ま
まで移行できるようにご支援します。現状と極力変更せずに移行することにより、システム構
成や業務フロー等の変更が必要最低限となり、短期間でのAWS 移行が可能となります。
『migrationpack』は、お客様の業務に対する変更や負荷を最小限に抑制しながら AWS 環
境へのスムーズな移行をご支援することにより、お客様へのビジネス影響を最小化します。

4.3 『migrationpack』活用によるスムーズなクラウド移行
一般に、オンプレミス環境においては、インフラ環境の構築や運用、障害の監視・通知・管理・調査・
対応、ハードウェア管理、技術調査などをお客様ご自身が行わなければなりません。また、AWS
クラウドへの移行のためのアセスメントおよび AWS 環境の設計・構築・検証・移行および移行
後のシステムの運用もお客様ご自身で行う必要があります。
インフラ構築
インフラ運用
アプリケーション構築
アプリケーション運用
監視
障害通知・管理
お客様

障害調査・対応

お客様システム
お客様が実施

ハードウェア管理
ライセンス管理
技術調査

図 4.2『migrationpack』による AWS 移行前のイメージ
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『migrationpack』をご利用いただくと、お客様にご記入いただいたヒアリングシートお
よ
びお客様に対する追加ヒアリングを基に、cloudpack スタッフがお客様環境から AWS 環境
への移行に関するアセスメントを行います。さらに、『migrationpack』アセスメント の結果
をもとに、移行プロジェクトの立ち上げから完了まで cloudpack スタッフが設計、構築、検
証および移行のご支援をします。
お客様のサービス・システムをすべて AWS 環境に移行した場合は、ハードウェアの管理をする
必要はなくなり、古い機器やシステムを整理することで管理工数を削減していくことが可能にな
ります。さらに、AWS クラウドで提供される各種の機能を活用することにより、ボトルネックの
把握が迅速になり、クラウドに即したアプリケーション実装やサービス運用への移行が容易にな
っていきます。
一方で、AWS クラウドの移行後に、数多くある AWS のサービス仕様を把握し、その特徴
を適切に活用するためには、AWS クラウドの技術調査や AWS のサポートセンターに対して
各種の申請や問い合わせなどを行う必要も生じてきます。
アプリケーション構築
アプリケーション運用
ライセンス管理
お客様

お客様が実施

技術調査（AWS 以外）

インフラ構築
お客様システム

インフラ運用
監視
障害通知・管理
cloudpack
スタッフ

cloudpack が実施

障害調査・対応

エンタープライズ
サポート利用

技術調査（AWS）

ハードウェア管理

AWS が実施

図 4.3『migrationpack』による AWS 移行後のイメージ

『migrationpack』とともに、cloudpack サーバー監視・運用サービスをご利用いただくと、
お客様自身で日夜行っているサーバーの監視、ネットワークやサーバーの構成変更・OS やミド
ルウェアの設定変更など AWS 環境に関わる作業を cloudpack が実施いたします。お客
様は、cloudpack の先進的なサポートにより、お客様のサービスの運営、拡大に集中する
ことができます。

4.4 お申し込みと導入の流れ
『migrationpack』のお申し込みと導入の流れは下記の図のようになります。
1週間～

4カ月～

『migrationpack』アセスメント
ヒ
ア
リ
ン
グ
シ
ー
ト
ご
提
出

ご
契
約

追加ヒアリング
アセスメント

1カ月～
『migrationpack』プロジェクト

ご
報
告
・
お
見
積
り

ご
契
約

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
管
理

運用開始

設計
構築
検証

移行
プロジェクト完了

移行後に停止

お客様環境の稼働
AWS 環境の稼働

図 4.4 お申し込みと導入の流れ

『migrationpack』アセスメントにおいては 1週間以上、『migrationpack』プロジェクト
においては概ね 4 ヶ月から半年以上の期間が必要となります。
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4.5 『migrationpack』のオプションサービス
『migrationpack』では、サーバーの監視や運用保守を行う『cloudpack サーバー監視・
運用サービス』、お客様環境と AWS 環境を専用線で接続する『cloudpack 専用接続プラ
ン』、技術サポートや導入コンサルティングなどを行う『クラウドコーディネートサービス』など、
豊富なオプションを組み合わせてご契約することが可能です。
cloudpack 請求代行サービス
cloudpack は、お 客 様 から AWS クラウドへの支 払いを cloudpack が 代 行し、
cloudpack からお客様への請求を円建ての請求書で行うcloudpack 独自のサービス
『cloudpack 請求代行サービス』をご提供しています。
『cloudpack 請求代行サービス』をご利用いただくことにより、お客様に以下のようなさまざ
まなメリットがあります。
• AWS の利用料金を請求書払いに切り換えることにより、カード決済やメールによる請求書送付
など AWS の利用時に発生する特有の調整を経理部門と行う必要がなくなります。
• お支払い期限が約 1 ヶ月繰り延べになるため、請求管理など企業内での経理処理がしや
すくなります。
• お客様のAWS 利用料金を3% 割引きしてご請求する cloudpack 独自の付加サービスが付
いており、大きなコストメリットを享受することができます。
『cloudpack 請求代行サービス』の詳細については『
、
cloudpack 請求代行活用ホワイトペーパー（
』
https://cloudpack.jp/whitepaper/invoice.html）をご参照ください。

cloudpack 専用接続プラン
cloudpack は、お客様のデータセンターやオフィスから AWS の東京リージョンへのプライベ
ートなネットワーク接続を実現する『 cloudpack 専用接続プラン』をご提供しています。
『cloudpack 専用接続プラン』のご利用により、お客様はインターネットを経由せず、プライ
ベートネットワーク接続経由で AWS クラウドのご利用やデータの配信などが可能となります。
これにより、お客様環境と AWS クラウドとの間に、以下のようなネットワーク接続環境を実
現します。
• プライベートな通信
• 安定した高速なデータ転送
• 低コストなデータ転送
『cloudpack 専用接続プラン』の詳細については、『cloudpack 専用線接続ホワイトペー
パー（
』https://cloudpack.jp/whitepaper/directconnect.html）をご参照ください。
大容量データダイレクトインポートサービス
cloudpack は、AWS クラウドへの専用接続とポータブル記憶装置を用いて、お客様環境と
AWS 環境の間でインターネットを介することなく大容量データの転送を実現する『一回利用型』
のサービス『cloudpack 大容量データダイレクトインポートサービス』をご提供していま
す。お客様環境からAWS 環境へのデータ移行などにおいて、固定費用の負担なく利用ごと
のお支払いで大容量データのインポートが行えます。
『cloudpack 大容量データダイレクトインポートサービス』の詳細については、『cloudpack 大
容量データのダイレクトインポート』公式サイト（https:/// cloudpack.jp/service/spinoff/directimport.html）をご参照ください。
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ハードウェア買取サービス
cloudpack は、『migrationpack』をご利用のお客様に対して、AWS 環境移行後に不
要となったハードウェアを買い取る『ハードウェア買取サービス』をご提供しています。
『migrationpack』および『ハードウェア買取サービス』をご活用いただくことで、AWS

環境

への移行コストの削減が可能となります。
『cloudpack

ハードウェア買取サービス』の詳細については、cloudpack

営業担当まで

お問い合せください。
cloudpack クラウドコーディネートサービス
cloudpack は、技術サポートや導入コンサルティングなどを行う『cloudpack クラウド
コーディネートサービス』をご提供しています。『cloudpack クラウドコーディネートサービ
ス』の詳細については、cloudpack 営業担当までお問い合せください。

4.6 『migrationpack』における責任共有モデル
『migrationpack』のご利用においては、お客様とcloudpack で責任を共有します。
『migrationpack』アセスメントにおける責任共有モデル
『migrationpack』アセスメントでは、お客様のサービス・システムを AWS

環境に移行す

るために必要な下記のアセスメントを cloudpack が行います。
• ヒアリングシートの内容精査
• 追加ヒアリングの実施（情報収集）
• アセスメント報告書の作成
お客様には、お客様のサービス・システムを適切に AWS クラウドへの移行するために以下の
ご対応をお願いいたします。
• サービス・システム情報の取りまとめ
• ヒアリングシートのご提出
• 追加ヒアリングの実施（情報提供）
お客様

cloudpack

サービス・システム情報の取りまとめ
ヒアリングシートのご提出
アセスメント
追加ヒアリングの実施（情報提供）

追加ヒアリングの実施（情報提供）
アセスメント報告書の作成

図 4.5『migrationpack』アセスメントにおける責任共有モデル

『migrationpack』プロジェクトにおける責任共有モデル
プロジェクト全体
『migrationpack』プロジェクトでは、プロジェクト全体のマネジメントをお客様にお願い いた
します。
プロジェクトの運営は、プロジェクトのオーナーであるお客様の方針および判断が非常

14

『migrationpack』による AWS 移行実践

に重要です。AWS 移行のプロフェッショナルサービスである『migrationpack』は、
cloudpack の専門領域においてお客様の方針やご判断を力強くご支援いたします。
cloudpack の分担
cloudpack は、お客様のサービス・システムを AWS 環境に移行するために必要な下記の
作業を行います。
• プロジェクト開始
- プロジェクト憲章の作成ご支援
• 設計フェーズ
- 要件定義ご支援
- AWS 環境の設計
• 構築フェーズ
- AWS 環境の構築・動作確認
- 開発・検証環境のVM 移行テスト
- 開発・検証環境のVM 移行
- 開発・検証環境の移行ご支援
• 検証フェーズ
- 検証の実施ご支援（AWS 環境）
- 検証結果の分析ご支援（AWS 環境）
- 検証結果への対応（AWS 環境）
• 移行フェーズ
- リハーサル計画書（AWS 環境）の作成
- 本番移行計画書（AWS 環境）の作成
お客様の分担
お客様には、お客様のサービス・システムを適切に AWS クラウドへの移行するために以下
のご作業をお願いいたします。
• プロジェクト開始
- プロジェクト方針の取りまとめ
- プロジェクト憲章の作成（cloudpack がご支援します）
• 設計フェーズ
- 要件定義（cloudpack がご支援します）
- AWS 環境設計の承認（構築フェーズへの移行判定）
• 構築フェーズ
- 開発・検証環境の移行（cloudpack がご支援します）
- 開発・検証環境の動作確認
- AWS 環境構築の承認（検証フェーズへの移行判定）

• 検証フェーズ
- 検証の実施（AWS 環境の範囲で cloudpack がご支援します）
- 検証結果のフィードバック
- 検証結果の分析（AWS 環境の範囲で cloudpack がご支援します）
- 検証結果への対応（AWS 環境の範囲で cloudpack がご支援ご対応します。）
- AWS 環境検証の承認（移行フェーズへの移行判定）
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• 移行フェーズ
- リハーサル計画（AWS 環境）の承認
- 本番移行実施の承認
- 稼動判定の実施
• プロジェクト完了
- プロジェクト完了の承認
共同で行うこと
以下については、お客様とcloudpack が共同で行います。
• プロジェクト開始
- キックオフミーティングの開催
- プロジェクト作業の指揮・マネジメント方針の決定
- コミュニケーション・マネジメント方針の決定
- プロジェクト品質マネジメント方針の決定
• 構築フェーズ
- 開発・検証環境の移行テスト
- 開発・検証環境の運用テスト
• 移行フェーズ
- リハーサルの実施
- 本番環境移行（切り戻し）の実施
お客様

プロジェクト
全体

cloudpack

プロジェクト全体のマネジメント

キックオフミーティングの開催
プロジェクト方針の取りまとめ
マネジメント方針の決定
プロジェクト
開始

プロジェクト憲章の作成

プロジェクト憲章の作成ご支援

（プロジェクト作業の指揮）
（コミュニケーション）
（プロジェクト品質）

要件定義
設計フェーズ

要件定義ご支援

AWS環境設計の承認

AWS環境設計

AWS 環境の構築・動作確認
開発・検証環境の VM 移行テスト
構築フェーズ

開発・検証環境の移行テスト

AWS環境構築の承認

検証フェーズ

開発・検証環境の VM 移行

開発・検証環境の移行・動作確認

開発・検証環境の移行ご支援

開発・検証環境の運用テスト

検証の実施

本番環境の VM 移行

検証結果のフィードバック

検証の実施ご支援（AWS 環境）

検証結果の分析

検証結果の分析ご支援（AWS 環境）

検証結果への対応

検証結果への対応（AWS 環境）

AWS環境検証の承認
リハーサル計画書（AWS 環境）
の作成
リハーサル計画（AWS 環境）の承認
移行フェーズ

本番移行実施の承認

リハーサルの実施
本番移行計画書
（AWS 環境）
の作成
本番環境移行（切り戻し）の実施

稼働判定の実施

プロジェクト
完了

プロジェクト完了の承認

図 4.6『migrationpack』プロジェクトにおける責任共有モデル

16

『migrationpack』による AWS 移行実践

4.7 『migrationpack』を柔軟に拡張する『cloudpack

クラウドコ

ーディネートサービス』
『migrationpack』プロジェクトおよび『migrationpack』プロジェクトの責任共有モデ
ルにおけるお客様の分担範囲において、お客様社内に適任者が不在な場合や、外部の専門家
の支援が必要な場合は、cloudpack がお客様への技術サポートや導入コンサルティングな
どを行う『cloudpack クラウドコーディネートサービス』をご利用いただくことで、責任共有
モデルを柔軟に変更することが可能です。
『cloudpack

クラウドコーディネートサービス』の詳細については、cloudpack

営業担

当までお問い合せください。
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第5章 エンタープライズにおけるAWS 移行の
基礎知識
5.1 AWSクラウドへの移行におけるプロジェクト運営の基礎知識
『migrationpack』では、AWS 移行プロジェクトの運営をお客様主体で進めていただき、
cloudpack スタッフは AWS クラウドの専門家として移行のご支援させていただきます。
ここでは、『migrationpack』プロジェクトをスムーズに行う上で必要となる、プロジェク ト
マネジメントに関する基礎知識をご紹介します。
5.1.1 プロジェクトとは
プロジェクトとは、一般的に『独自の製品、サービス、成果などを創造するために実施され
る期限のある業務』のことを言います。このことから、プロジェクトには以下の特徴があること
がわかります。
1. 目的があること
プロジェクトには、『独自の製品、サービス、成果などを創造する』という目的があります。目
的を実現することがプロジェクトで最も大事なことになります。このことは、目的が明確でない
プロジェクトを成功させることは非常に難しいことを意味します。
2. 期限があること
プロジェクトにおいて、無限に人的リソース、物的リソースや時間を利用できるということは、
ほぼあり得ません。プロジェクトは限られたリソースと時間で行なう必要があり、事前に利用
できるリソースと時間を決め、その範囲でプロジェクトを進めていくことが求められます。この
ことは、プロジェクトには必ず開始があり、必ず完了するまでの期限があることを意味します。
3. 独自性があること
プロジェクトには、『独自性』という特徴があります。似たようなプロジェクトが存在する可能
性はありますが、『まったく同じプロジェクト』は事実上存在しません。このことは、プロジ
ェクトには必ず何らかの不確定要素が存在し、その不確定要素を的確に把握して制御していか
ないと、期限内にプロジェクトの完了が難しくなることを意味します。
5.1.2 プロジェクトのステークホルダー
プロジェクトの3つの特徴の1つ目は『目的があること』です。プロジェクトの目的を明確にす
るためには、プロジェクトに携わる人と組織（以下、『ステークホルダー』と言います）を特
定することが欠かせません。
重要なステークホルダーがプロジェクトの存在や進捗について知らなかったり、関与していな
い場合、プロジェクトがある程度、進んだ後や完了間近になってからトラブルや障害になる可能
性があります。このようなトラブルや障害は、プロジェクトに大きな手戻りを発生させ、貴重な
リソースを浪費するだけでなく、期限内にプロジェクトが完了しない危険性を高めることに繋が
ります。
ステークホルダーを明確にし、プロジェクトに関わる主要なステークホルダーが合意するこ
とにより、プロジェクトの目的が具体的になっていきます。
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AWS 移行プロジェクトにおける主要なステークホルダー
AWS クラウドへの移行におけるプロジェクトでは、主に以下のようなステークホルダーが考え
られます。
プロジェクトオーナー（スポンサー）
プロジェクトの最高責任者です。プロジェクトの方針を最終的に決定していきます。
『migrationpack』においては、お客様プロジェクトの最高責任者がプロジェクトオーナー に
該当します。
プロジェクトマネージャー
プロジェクトの進捗責任者です。プロジェクトオーナーの方針に従い、プロジェクトのステークホル
ダー間の利害を調整し、プロジェクト全体を制御します。プロジェクト全体の情報を俯瞰し、状
況に合わせて判断および指揮することが必要となります。『migrationpack』
客様プロジェクトのご担当者様がプロジェクトマネージャに該当します。

においては、お

事業責任者・サービス責任者
AWS クラウドに移行するサービスやシステムを利用している事業やサービスの責任者です。移行
による停止や仕様変更による影響を直接受けるため、プロジェクトには欠かすことのできない
重要なステークホルダーとなります。
事業の顧客・サービスのユーザー
AWS クラウドに移行するサービスやシステムを利用している事業やサービスの利用者です。プロ
ジェクトに直接参加することはありませんが、移行による停止や仕様変更による影響を直接受
けるため、事業責任者やサービス責任者を通じてその影響を十分に把握しておく必要がありま
す。
アプリケーション責任者
AWS クラウドに移行するサービスやシステム上で動作するアプリケーションの責任者です。移行に
よる停止や仕様変更による影響を直接受けるため、プロジェクトには欠かすことのできない重要
なステークホルダーとなります。
インフラ責任者
AWS クラウドに移行するサービスやシステム上、現在動作しているインフラ環境の責任者です。
移行を適切かつ迅速に行うためには、現在のインフラ環境の仕様や情報を保有するインフラ責
任者の協力が不可欠です。AWS クラウドへの移行対象がお客様のサービスやシステムの一部
である場合、移行後の新環境と既存の環境が正常に連携するためにも、インフラ責任者はプロ
ジェクトには欠かすことのできない重要なステークホルダーとなります。
保守ベンダー
AWS クラウドに移行するサービスやシステム上、動作するアプリケーションやインフラ環境の
保守ベンダーです。移行を適切かつ迅速に行うためには、現在のアプリケーションやインフ
ラ環境の仕様や情報を保有する保守ベンダーの協力が不可欠です。AWS クラウドへの移行
対象がお客様のサービスやシステムの一部である場合、移行後の新環境と既存の環境が正常
に連携するためにも、保守ベンダーはプロジェクトには欠かすことのできない重要なステー
クホルダーとなります。
アドバイザー
AWS クラウドへの移行を支援する専門エンジニアです。『migrationpack』では、AWS 移行
に精通したcloudpack スタッフがアドバイザーとして強力にお客様の AWS 移行をご支援い
たします。
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プロジェクトメンバー
上記のステークホルダー以外に、プロジェクトに配属されたリーダーやメンバーがプロジェクト
マネージャの指揮の基に実際の作業を担います。
プロジェクトマネジメントにおいては、以下を文書化することで、プロジェクトのステークホル
ダーとその期待を適切に把握し、その期待への対応を管理していきます。
• ステークホルダーを特定し、各ステークホルダーのプロジェクトに対する関心、期待、重要
性、影響を明確にする。
• 各ステークホルダーのプロジェクトにおける役割、責任などを定義する。
5.1.3 プロジェクトのスコープとゴール
プロジェクトの3 つの特徴の 2 つ目は『期限があること』です。プロジェクトの期限を明確に
するためには、プロジェクトの目的に適う形でそのスコープ（成果物の仕様を含んだ活動範
囲）とゴールを適切に設定し、必要となる人的リソース、物的リソースや時間などの見積り精度
を高める必要があります。
プロジェクトのスコープが広く複雑だと、ステークホルダー間の認識合わせや調整に時間がかかり、
プロジェクトの立ち上げ自体に多くの時間が必要となります。ひとつのプロジェクトにはあまり多
くのことを盛り込まず、シンプルなスコープを設定することがプロジェクトを短期かつ確実に進
める上で非常に重要となります。
プロジェクトのゴールは、プロジェクトが完了するための達成条件です。ゴールとなる条件を満
たせばプロジェクトはその目的を達成して終了します。
ゴールが不明確だと、何をもってプロジェクトの完了になるのかがステークホルダー間で異なり、
プロジェクトの完了間近に『イメージしていたものと違う』『そんなことが含まれている（含まれ
ていない）とは思わなかった』などの認識違いの発生につながる可能性があります。
このような認識違いは、プロジェクトに大きな手戻りを発生させ、貴重なリソースを浪費する
だけでなく、期限内にプロジェクトが完了しない危険性を高めることに繋がります。最悪の場合
は、プロジェクトはその目標を達成せずに中止となってしまいます。ひとつのプロジェクトには、
明確な 1 つのゴールを設定することがプロジェクトを短期かつ確実に進める上で非常に重要と
なります。
プロジェクトマネジメントにおいては、以下を文書化することで、プロジェクトのスコープとゴー
ルを主要ステークホルダーに対して明確に共有し、すべてのタスクがプロジェクトのスコープ内
にあってプロジェクトのゴールを実現するために欠かせないものであることを示しながら管理し
ていきます。
スコープに関する事項
プロジェクトの目標に合致するスコープを設定するために、成果物や作業の範囲を明確に定義
します。
プロジェクトのスコープ
各タスクがプロジェクトのスコープ範囲内か判断するための基準となります。
プロジェクトの除外事項
プロジェクトの責任範囲外の事項を明確にします。『やらないこと』を明確にすることで、プ
ロジェクトがやるべきタスクをより明確にする効果があります。
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プロジェクトの制約条件
意思決定を制限する条件などを明確にします。例えば、プロジェクトや意思決定がスムーズか
つプロジェクトの目的に沿うように制限するために意思決定権者や決定のためのフローを明
確にする例などがあります。
プロジェクトの前提条件
プロジェクト開始時に確実である前提条件を明確にします。前提条件が変化する可能性があ
る場合には、変化に対してプロジェクトがどう対処するか、除外事項に含めるべきかなどをあ
らかじめ考慮しておく必要があります。
ゴールに関する事項
プロジェクトの目標に合致するゴールを設定するために、ステークホルダーの要求事項のうち、
プロジェクトで実現すべき項目を明確に定義します。実現すべき各項目については、前提条件、
依存関係、制約条件などを明確に提示する必要があります。
達成すべき項目をもとに、達成基準（ベースライン）を決定し、この達成基準を満たすこ
とがプロジェクトのゴールとなります。
5.1.4 プロジェクトの方針
プロジェクトの 3 つの特徴の 3 つ目は『独自性があること』です。プロジェクトの独自性
に適切に対処するためには、プロジェクトの独自性から発生する不確定要素をどのように把握
し、判断し、制御していくか方針をあらかじめ明確にしておく必要があります。
プロジェクトマネジメントにおいては、プロジェクト方針を文書化することで、プロジェクトに
おける不確定要素をどのように把握、判断、制御していく方針なのかをステークホルダーに
明確に共有し、実際に発生する不確定要素に対して適切な管理をしていきます。
タスクマネジメント方針
プロジェクトマネジメントでは、計画したタスクを実際に進める中で発生する技術上・運営上の
不確定要素について、何らかの判断をして課題を解決していきます。プロジェクトにおける判
断や課題解決をスムーズに行うためには、プロジェクトのタスク管理および意思決定における
方針を決定する必要があります。
『migrationpack』においては、原則として以下の方針によりプロジェクトのタスクを管 理
し、意思決定をしています。
•

『移行プロジェクト用 Backlog』でお客様と cloudpack スタッフの作業管理を実施します。

• プロジェクトにおける重要事項に関する情報共有や意思決定は、お客様とのご契約において
定める方法（Backlog もしくは定例ミーティングなど）により行います。
コミュニケーションマネジメント方針
プロジェクトマネジメントでは、タスクにおける未確定情報や未決事項などのプロジェクトにお
ける不確定要素を把握・判断するために、日々の業務において多くのコミュニケーションが行わ
れます。プロジェクトのコミュニケーションをスムーズに実現するためには、プロジェクトにお
けるコミュニケーションへの取り組み方を定義し、コミュニケーションの仕組みを作る必要があ
ります。
『migrationpack』においては、原則として以下の方針によりプロジェクト運営におけるコ ミ
ュニケーションを行っています。
• 『移行プロジェクト用 Backlog』でお客様と cloudpack スタッフの日常的なコミュニケ
ーションを実施します。
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プロジェクト品質マネジメント方針
プロジェクトマネジメントでは、タスクにおける未確定情報や未決事項などのプロジェクトにお
ける不確定要素が適切に解決されていることを確認するために、プロジェクト全体の品質を検
討し、達成基準を満たした最終成果物を実現するために必要な品質基準や検査項目などを
定義します。
『migrationpack』においては、原則として以下の方針によりプロジェクトにおける品質 管
理を行っています。
• 定期レビューで各作業の品質監視を行い、各フェーズにおける品質・進捗・納品物を
PDCA サイクルでチェックすることによりプロジェクトの品質を管理します。
• フェーズ完了時には判定会議（チェックポイント）を開催し、お客様にフェーズ完了の判
定を頂いただいた上で次フェーズの計画の詳細を策定します。
5.1.5 プロジェクト憲章
プロジェクト憲章とは、プロジェクトにおける根本的な取り決めを明示し、正式にプロジェクト
を発足させるための文書です。プロジェクト憲章は、ステークホルダーによるプロジェクト重要
事項に関する合意を明確に示し、プロジェクトを進める上でのすべての指針となります。
AWS 移行プロジェクトのプロジェクト憲章においては、主に以下の事項を記載します。
• プロジェクトの目的
• プロジェクトのスコープ
• プロジェクトのステークホルダー
• プロジェクトのゴール
• プロジェクトの期限やスケジュール概要
• プロジェクトにおけるマネジメント方針（タスク、コミュニケーション、品質など）
プロジェクトのキックオフミーティングまでにプロジェクト憲章が決定し、キックオフ後はプロ
ジェクト憲章に従ってタスクを進めていくことが、短期間かつ適切にプロジェクトを進めていく
ためには理想的です。
『migrationpack』では、お客様のプロジェクト憲章作成を cloudpack スタッフがご
支援します。
5.1.6 プロジェクトのタイムマネジメント
プロジェクトには期限があるため、プロジェクトマネジメントにおいてはタイムマネジメントが非
常に重要になってきます。
プロジェクトのタイムマネジメントにおいては、プロジェクト憲章に従い、プロジェクトに関連の
文書や情報からプロジェクトの実行および完了に必要な作業を洗い出し、マネジメントしやす
い単位（タスク）に階層化および細分化します。
タイムマネジメントにおいては、以下のような作業を行います。
タスクの定義
タスクは、成果物を生成するために実行すべき具体的な作業で、スケジュール作成および進捗
管理の対象となります。必要に応じて、進捗の中間目標となるマイルストーンを設定します。
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タスク順序設定
各タスクの論理的な関係を把握し、依存関係を整理します。
タスクリソース見積り
各タスクを実行するために必要な人的リソース・物的リソースを見積ります。
タスク時間見積り
各タスクを完了するために必要な時間を見積ります。
スケジュール作成
各タスクの順序、リソース、時間の見積りやスケジュール上の前提条件や制約条件などを分析
し、実行可能で現実的なスケジュールを作成します。
『migrationpack』では、お客様のプロジェクトにおけるタイムマネジメントのうち、AWS

クラ

ウドに関連する部分のタイムマネジメントを cloudpack スタッフがご支援します。

5.2 AWS クラウドへの移行における AWS の基礎知識
『migrationpack』では、cloudpack スタッフが AWS クラウドの専門家としてお客様の
システム移行をご支援させていただきます。
『migrationpack』を効果的にご利用いただくためには、AWS

クラウドに関する基礎的な

知識（AWS 認定ソリューションアーキテクト アソシエイト相当）のうち、以下についてご理解
いただいていることが望ましいと考えています。
1. AWS クラウドプラットフォームに関連する用語と概念
2. AWS クラウドが提供する以下の基盤サービス
• Amazon Elastic Compute Cloud（EC2）
• Amazon Virtual Private Cloud（VPC）
• Amazon Elastic Block Store（EBS）
3. AWS クラウドが提供する以下の負荷分散・冗長サービス
• Elastic Load Balancing（ELB）
4. AWS クラウドが提供する以下の管理ツール
• AWS Identity and Access Management（IAM）
5. AWS クラウドが提供するセキュリティのベストプラクティス
6. Web システムのバックアップ・リカバリに関する知識
7. クラウドの利用に必要な以下の一般知識
• ネットワークシステムの基礎知識
• クラウドコンピューティングの基礎知識
• 分散システムの基礎知識
• 多層アーキテクチャの基礎知識
ここでは、『migrationpack』プロジェクトをスムーズに行う上で必要となる AWS

クラウド

の基礎知識のうち、cloudpack スタッフが厳選したものをご紹介します。
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5.2.1 EC2 インスタンス利用の基礎知識
Amazon

EC2（Amazon

Elastic

Compute

Cloud）は、インスタンスと呼ばれる仮想コ

ンピューティング環境を提供します。
EC2 インスタンスタイプ
EC2 インスタンスには CPU、メモリ、ストレージ、ネットワークキャパシティなど、いわゆる
『仮想サーバー環境』を構成するのに必要な基本リソースが含まれています。物理サーバー
が各リソースのスペックで選択できるように、EC2 インスタンスもいくつかの『インスタンス
タイプ』から選択が可能となっています。
インスタンスタイプは、機能や用途に基づいて『汎用』『コンピューティング最適化』『メモリ最
適化』『高速コンピューティング』『ストレージ最適化』の 5 つのインスタンスファミリーにグ
ループ分けされています。
EC2 インスタンスの利用においては、このインスタンスタイプを適切に選択することが重要に
なります。
オペレーティングシステム
EC2 インスタンスでは、主にインテル Xeon プロセッサ上で動作する以下の OS がサポート
されています。
• Amazon Linux
• Ubuntu
• Windows Server
• Red Hat Enterprise Linux
• SUSE Linux Enterprise Server
• Fedora
• Debian
• CentOS
• Gentoo Linux
• Oracle Linux
• FreeBSD
EC2 がサポートしている OS であっても、古いバージョンの環境を移行する場合は、移行ツ
ールおよび EC2 インスタンスにおいて事前に検証を行う必要があります。
ストレージ
EC2 インスタンスは、着脱可能で永続的なブロックストレージボリュームである Amazon
EBS（Amazon Elastic Block Store）をディスクドライブとして利用します。
EBS は高い可用性と耐久性を持つネットワークストレージですが、EC2 とEBS の間ではネッ
トワーク経由で読み込みと書き込みを行うため、I/O の多いシステムの場合にはファイバー
チャネルを利用した物理ストレージと比較してパフォーマンスが出ない場合があります。お客
様のアプリケーションの挙動によっては、EBS のストレージの処理性能による影響を受ける
ため、事前に性能試験を行う必要があります。
EBS を高速化するためには、以下の 2 つの方法があります。
1.EBS 最適化をサポートするインスタンスタイプを利用し、EBS 最適化機能を有効化するこ
とで、EC2 とEBS 間のネットワークが専有化され、パフォーマンスが向上します。
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2. EBS ボリュームとして SSD タイプを選択して一定以上の容量を確保することで、1秒あたり
のディスク読み取りおよび書き込み回数（IOPS）が向上し、パフォーマンスが向上します。
スナップショットから復元された EBS ボリュームのストレージブロックへの初回アクセスは、
I/O 操作のレイテンシの著しい増加が発生する可能性があることにご注意ください。スナッ
プショットから復元された EBS ボリュームを使用する場合は、そのボリュームのすべての
ブロックを対象に、読み取りを実行することで、本番環境におけるパフォーマンスの低下を
回避することができます。
このプロセスを「初期化」と呼びます。例えば、バックアップから起動した EC2 インスタ
ンスでバッチ処理を正常かつ規定の時間内で完了させるためには、前述の初期化を行っ
てからバッチ処理を実行するように設計する必要があります。
リザーブドインスタンス
EC2 インスタンスの料金は、通常、実行するインスタンスのコンピューティング性能及び利用
時間に応じて秒単位で計算されます。1～ 3 年間の使用が確実に見込める場合は、『リザー
ブドインスタンス』という課金方法を選択することでコストを大きく削減することが可能です。
また、EC2 インスタンスは起動時に該当するインスタンスタイプの在庫が無い場合は調達する
ことができませんが、リザーブドインスタンスを利用した場合は、該当するインスタンスの割り
当て予約が可能となるため、必要な時にインスタンスを作成できないといった事態を回避するこ
とができます。
リザーブドインスタンスは多くのメリットのある課金方法ですが、購入をキャンセルできないな
どの制約がある点についてはあらかじめご注意ください。
5.2.2

VPC 利用の基礎知識

Amazon VPC（Amazon Virtual Private Cloud）は、AWS のリソースを起動することの
できる仮想ネットワークで、リージョン（AWS における地域の単位）毎に作成することができ
ます。VPC は、AWS アカウント専用の仮想空間であり、AWS クラウドの他の仮想ネットワーク
から論理的に独立しているため、プライベート IPアドレスの範囲で任意のIP アドレス空間
（最大で/16）を利用することができます。
VPC には、以下のような主要コンポーネントがあります。
サブネット
サブネットは、VPC のサブセットとなるネットワーク空間で、アベイラビリティーゾーン（AWS クラ
ウドにおける物理的な空間の単位）毎に作成することができます。サブネットの IP アドレ
ス空間は、VPC に割り当てられたIPアドレス空間から任意の範囲で、他のサブネットと重複
しないように割り当てます。
EC2 インスタンスは、特定のサブネット内で起動し、VPC のネットワークを利用して通信します。
ゲートウェイ
インターネットゲートウェイ
インターネットゲートウェイ（IGW）は、VPC 内の EC2 インスタンスとインターネットとの通信
を可能にするために VPC 内に設置することができる仮想ゲートウェイです。IGW は仮想コン
ポーネントであり高い冗長性と可用性を備えているため、ユーザーが IGW の帯域幅や冗長化
を意識する必要はありません。
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仮想プライベートゲートウェイ
VPC 内に起動されるEC2 インスタンスは、標準ではユーザー独自のネットワークと通信するこ
とはできません。仮想プライベートゲートウェイ（VGW）は、ユーザー独自のネットワークに設置
されたカスタマーゲートウェイ装置との間に VPN 接続を確立するために、VPC 側に設置す
ることができる仮想ゲートウェイです。VGW とユーザー独自のネットワークに設置されたカ
スタマーゲートウェイ装置との間に VPN 接続を確立するすることで、VPC 内の EC2 インスタ
ンスとユーザー独自のネットワークとの相互アクセスを実現します。
VPC で利用できるVPN セッション数の上限や、カスタマーゲートウェイ装置に必要となる機能
などの制約がある点についてはあらかじめご注意ください。
ファイアウォール
セキュリティグループ
VPC では、EC2 インスタンスに対する仮想ファイアウォール機能として『セキュリティグループ』
が提供されています。
セキュリティグループには、以下の特徴があります。
• デフォルトの動作は拒否となっており、許可するルールのみを追加することができます。
（アウトバウンドトラフィックについては初期設定ですべて許可するルールが登録されていま
す）
• ルールはステートフルに動作します。要求に対する応答のトラフィックは個別のルールとは関
係なく自動的に許可されます
ネットワークACL
VPC では、サブネットに対する仮想ファイアウォール機能として『ネットワークACL』が提供され
ています。
ネットワークACL には、以下の特徴があります。
• デフォルトのネットワークACL の動作はすべて許可となっており、許可と拒否のルールを追
加することができます。
• カスタムのネットワークACL の動作は初期状態ですべて拒否となっており、許可と拒否のル
ールを追加することができます。
• 1つのサブネットは、デフォルトもしくはカスタムのネットワークACL を1つのみ関連付ける
ことができます。
• ルールはステートレスに動作します。要求に対する応答のトラフィックは個別のルールに従っ
て許可もしくは拒否されます。
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第6章『migrationpack』移行調査ガイドライン
『migrationpack』を活用して、お客様環境から AWS 環境へ効率的かつ確実に移行するた
めには、事前にお客様環境（サービスとシステムの現状）に関する情報とプロジェクトおよ
び移行による影響やリスクを事前に把握しておく必要があります。

6.1 移行対象の全体像の把握
移行対象のサービスやシステムがどのような目的でどのように利用されるかを把握することは
『何をどのように移行するか』という移行設計の根幹を決定する上で最も重要なこととなります。
ここでは、よく使われる『5W1H（What/Why/When/Where/Who/How）
』を使った移行対
象の全体像把握についてご紹介します。
When（いつ）
サービスの利用時間帯を把握することは、安全で確実な移行を実現する上で有効です。例えば、
平日の昼間にしか利用されないサービスであれば、夜間や休日にサービスおよびシステムを停止
し、ユーザーやシステムに不測の影響を与えずに移行作業を実施することが可能になります。
お客様のサービスが 24 時間利用されるのか、平日昼間だけ利用されるのかなど『いつ使わ
れるのか』を明確にすることをお奨めいたします。
Where（どこから / どこへ）
サービスに対する正常なアクセスがどこから来るべきか、どこに対して行うべきかを把握す
ることは、移行による影響範囲を判断する上で有効です。
もし外部に対してサービスを提供している場合は、お客様が提供するサービスが特定の IP ア
ドレスからのみアクセスがあるのか、国内からだけアクセスがあるのか、インターネットのどこか
らでもアクセスがあるのか、など『どこからアクセスがあるのか』を明確にすることをお奨めい
たします。
AWS 環境への移行においては、グローバル IP アドレスをそのまま持ち込むことができません。
外部に対してアクセスを行っている場合は、お客様の送信元グローバル IP アドレスが変更に
なります。また、移行前のシステムと移行後のシステムが並行稼動するため、プライベートIP
アドレスについても変更が発生します。その影響範囲をあらかじめ把握しておくことをお奨めい
たします。
Who（だれが）
サービスを利用する正常なユーザーがだれかを把握することは、移行による影響範囲を判断す
る上で有効です。例えば、社内や営業拠点からのみ使うことを想定しているサービスであれば、
社内での調整のみで移行作業を実施することが可能となります。
もし外部に対してサービスを提供している場合でも、提供先が明確であれば事前に通知するこ
とで深刻な影響を回避しながら移行作業を行うことができます。
お客様のサービスを特定のユーザーが利用するのか、不特定のユーザーが利用するのか、など
『だれが利用するのか』を明確にすることをお奨めいたします。
Why（何の目的で）
どのような目的を持ってサービスを提供しているかを把握することは、移行対象に関わる関係者
の範囲を特定する上で極めて重要です。一見、関係者が限定されているように見えるサービス
やシステムであっても、その用途や目的が明確になることで、隠れた関係者が見つかる場合が
あります。
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お客様のサービスやシステムが『何の目的ために提供されているのか』を明確にすることを強く
お奨めいたします。
What（どんなリソースを使い）
お客様のサービスやシステムがその機能を提供するために、どのようなリソースを利用している
のかを把握することは、移行による影響範囲を判断する上で有効です。社内のネットワークや
サーバー、特殊なアプライアンス機器、外部のサードパーティサービスなど、現在のシステムは
複雑で多様なリソースを利用して実現されています。
お客様のサービスやシステムが『どんなリソースを利用して実現されているのか』を早期に明確
にする必要があります。本ホワイトペーパーでは、『6.2 システムの現状調査』においてシ
ステムの調査について解説していますので、ご参照ください。
How（何をする）
サービスに対してアクセスするユーザーが行う主要な操作を把握することは、移行後に何をもっ
て正常と判定するかを決定する上で重要です。
お客様のサービスにおける主要な操作が、データの入力（アップロード）なのか、データの取
得（ダウンロード）なのか、特徴的な操作は何か、など『ユーザーが何をするか』を明確にする
ことをお奨めいたします。
以上のように、お客様のサービスの『5W1H』を整理することで、サービスやシステムを移行す
る上での検討ポイントが明確になります。これは、お客様のサービスに最適な移行設計を実現
する上で大きな助けとなります。

6.2 移行対象サービス・システムの現状調査
『migrationpack』を活用し、お客様環境から AWS

環境へ効率的かつ確実に移行するため

には、移行対象となるサービスやシステム（以下『移行対象サービス・システム』）の以下の
4 点を正確に把握する必要があります。
• サービスの名称と主目的
• サービスの仕様に関する情報
• サービスの運用方法に関する情報
• サービスの今後に関する情報
6.2.1 サービスの名称と主目的
移行対象サービス・システムの全体像を把握するために、以下を調査します。
サービス名称
移行プロジェクトの関係者が同一の対象物として認識するために、適切なサービス名称を調
査し、確定します。サービス名称は、お客様社内で重複するものが存在しない正式な名称もしく
は公式に設定された略称をご利用することをお奨めいたします。
サービスの主目的
移行対象サービス・システムがどのような目的で利用されるかを調査します。特に主目的を明確
にすることにより、プロジェクトの重要なステークホルダーや移行による影響範囲がより正確に
把握できるようになります。
6.2.2

サービスの仕様に関する情報

移行対象サービス・システムの仕様を把握するために、以下を調査します。
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サービスの仕様書
移行対象サービス・システムに関する仕様書がどこに存在するかを調査し、プロジェクト開始前
までにはご担当者様のお手元に確保します。
サービスの正常性確認方法
移行対象サービス・システムが、どのような動作をしていれば『正常である』とみなすのかを調
査します。サービスの仕様書に記載がある場合は、ご担当者様がその内容を確認し把握します。
記載が存在しない場合は、お客様社内の関係者から聞き取り調査をする必要があります。
サービスの保守会社
移行対象サービス・システムの開発や保守を外部の開発会社などに委託されている場合は、その
ご協力が移行プロジェクトを効果的に進めるために重要となります。委託先会社とのご契約、連
絡先窓口、保守状況などを調査します。
6.2.3

サービスの運用方法に関する情報

サービスの運用方法を把握するために、以下を調査します。
お客様のセキュリティポリシーによる移行への影響
お客様のセキュリティポリシーが、移行プロジェクトおよび移行後の運用フェーズにどんな影響を
及ぼすかについて調査します。調査結果は、AWS 環境における構成設計、移行作業、運用設計
（パスワード運用、パッチ適用など）に大きく影響いたします。
サービス停止可能時間帯
『migrationpack』では、移行を安全かつスムーズに実施するため、移行対象サービス・シ ステ
ムを一定時間停止する必要があります。停止による影響を最小限にするため、移行対象サービ
ス・システムについて以下を調査します。
• 停止可能な時間帯
• 停止時の制約および理由（事前調整が必要な部署や理由など）
• 停止による影響範囲（ユーザーへの影響や連携しているシステムへの影響など ）
サービス上の課題・問題点・解決方針
移行対象サービス・システムが、現状において抱えている課題や問題点があれば事前に調査し
ます。また、それぞれの課題や問題点について、既に解決方針が決定している場合はその内容に
ついても調査します。
運用上の課題・問題点・解決方針
移行対象サービス・システムの運用上抱えている課題や問題点があれば事前に調査します。また、
それぞれの課題や問題点について、既に解決方針が決定している場合はその内容についても調
査します。
6.2.4

サービスの今後に関する情報

サービスの今後の予定を把握するために、以下を調査します。
サービスの拡大・縮小予定
移行するサービスやシステムについて、拡大もしくは縮小する予定がある場合は、時期と内容に
ついて調査します。
サービスの終了予定
移行するサービスやシステムについて、提供の終了時期が決定しているかどうかを調査します。
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これらの予定を把握することで、より最適な構成設計および運用設計を行うことが可能となり
ます。

6.3 システムの現状調査
『migrationpack』を活用し、お客様環境から AWS 環境へ効率的かつ確実に移行するため
には、移行対象サービス・システムについて以下の3点の現状を把握する必要があります。
1. ネットワーク
2. サーバー
3. アプリケーション
6.3.1 ネットワークの調査
移行対象サービス・システムが利用しているネットワークについて、移行範囲と影響範囲を把握
するために、以下の3 つについて調査を行います。
• ネットワーク構成
• ネットワークセグメント
• ルータ
ネットワーク上で以下の機能や機器を利用している場合は、その調査も行います。
• VPN
• ファイアウォール
• ロードバランサ
• その他の特殊な機器
ネットワーク論理構成の調査
移行対象サービス・システムのネットワーク構成の全体像を把握するために、移行対象サービ
ス・システムが利用しているネットワークの論理構成図をご用意ください。
ネットワーク論理構成図では、IP アドレスの付与されたネットワークセグメントおよびルータ
がどのように相互接続されているかを図示します。
ネットワークセグメントの調査
移行対象サービス・システムのネットワーク構成の詳細を把握するために、移行対象サービス・シ
ステムが利用している各ネットワークセグメントの以下の情報を記載したリスト（ネットワークセ
グメントリスト）をご用意ください。
ネットワークセグメントリストに必要な情報
項目

内容

ネットワークアドレス（CIDR）

ネットワークセグメントのネットワークアドレス・
CIDR情報です。

ルータアドレス

ネットワークセグメント内のルータのIP アドレス情
報です。複数のルータが存在する場合はすべてご
調査ください。

ネットワークセグメントの用途

ネットワークセグメントがどのような用途で使われ
ているかの情報です。外部接続が必要かどうかを
判断するために必要となります。
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移行対象サービス・システムの通信先となっているネットワークセグメントについても、ネットワ
ークセグメントリストにご記載いただく必要があります。
ルータの調査
移行対象サービス・システムのルーティング情報を把握するために、移行対象サービス・シス
テムが利用している各ルータについて、以下の情報を記載したリスト（ルータリスト） をご用
意ください。
ルータリストに必要な情報
項目

内容

ホスト名

ルータのホスト名です。

IP アドレス

ルータの IP アドレスです。ルータには複数の IP
アドレスが付与されていますので、移行対象サービ
ス・システムに関係するIP アドレスをすべてご記
載ください。

メーカー名

ルータのメーカー名です。

機種名

ルータの機種名です。

ルータの役割

ルータが行っている役割（ ルーティング、NAT、
VPN、ファイアウォール）です。

ルーティングテーブル情報

ルータに設定されているルーティング情報
です。移
行対象サービス・システムに関係するルーティング情
報をすべてご記載ください。

VPN の調査
移行対象サービス・システムが VPN を利用している場合は、利用している各 VPN 接続の以
下の情報を記載したリスト（VPN リスト）をご用意ください。
VPN リストに必要な情報
項目

内容

ルータのホスト名

VPN 接続元となるルータ（ルータ一覧に記載のル
ータ）のホスト名です。

接続先の IP アドレス

VPN 接続先の IP アドレスです。

VPN 接続先機器のメーカー名

VPN 接続先の機器メーカー名です。

VPN 接続先機器の機種名

VPN 接続先の機種名です。

VPN の利用目的

VPN を利用する目的です。
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ファイアウォールの調査
移行対象サービス・システムがファイアウォールを利用している場合は、利用している各
ファ イアウォールのルールについて以下の情報を記載したリスト（ファイアウォール・
ルールリスト）をご用意ください。
ファイアウォールルールリストに必要な情報
項目

内容

ファイルアウォールのIPアド レ
ス

ファイアウォール機器の IPアドレスです。

許可/ 拒否

ファイアウォールのルールが許可か拒否かをご記
載ください。

プロトコル

ファイアウォールのルールの対象となるプロトコル
（TCP/UDP/ICMP）です。

送信元 IP アドレス

ファイアウォールのルールの対象となる通信の送
信元 IPアドレスです。

送信元ポート番号

ファイアウォールのルールの対象となる通信の送
信元ポート番号です。

発信先 IP アドレス

ファイアウォールのルールの対象となる通信の送
信先 IPアドレスです。

発信先ポート番号

ファイアウォールのルールの対象となる通信の送
信先ポート番号です。

ルール設定の理由

ファイアウォールのルールを設定する目的です。
（例 : コンテンツ保守用の経路として許可するた
め）

ロードバランサの調査
移行対象サービス・システムがロードバランサを利用している場合は、ロードバランサを利用し
ているドメイン名 / ホスト名について以下の情報を記載したリスト（ロードバランサ利用ド
メイン・ホストリスト）をご用意ください。
ロードバランサ利用ドメイン・ホストリストに必要な情報
項目

内容

ロードバランサを利用する

ロードバランサを利用するドメイン名またはホスト

ドメイン名・ホスト名

名です。

ロードバランサの IP アドレス

ロードバランサの IP アドレスです。 冗長構成の
場合は主系の IP アドレスをご記載ください。

プロトコル

ロードバランサで負荷分散するプロトコル名です
。
（例 :HTTP/HTTPS）標準と異なるポート番号を利用
している場合はポート番号もご記載ください。

SSL 証明書の利用

ドメイン名またはホスト名におけるSSL 証明書の
ご利用の有無です。

ロードバランサの用途

ロードバランサの用途です（
。例:Web サーバーの負
荷を分散するため）

負荷分散先のサーバー

ロードバランサの負荷分散先のサーバー（ホスト名
もしくは IP アドレス）です。

32

『migrationpack』による AWS 移行実践

その他の特殊な機器
移行対象サービス・システムが特殊な機器を利用している場合は、利用している特殊な機器に
ついて以下の情報を記載したリスト（特殊機器リスト）をご用意ください。
特殊機器リストに必要な情報
項目

内容

特殊な機器のホスト名

特殊な機器のホスト名です。

特殊な機器の機能概要

特殊な機器の機能の概要です。

特殊な機器の用途

特殊な機器の用途です。

6.3.2

サーバーの調査

移行対象サービス・システムが利用しているサーバーについて、移行範囲と影響範囲を把握する
ために、以下の4 つについて調査を行います。
• サーバー構成
• サーバー機器
• DNS サーバー
• NTP サーバー
以下の機能やサーバーを利用している場合は、その調査も行います。
• Web サーバー
• メール送信サーバー
• メール受信サーバー
• ストレージサーバー
• その他のサーバー
サーバー論理構成の調査
移行対象サービス・システムのサーバー構成の全体像を把握するために、移行対象サービス・シス
テムが利用しているサーバーの論理構成図をご用意ください。
サーバー論理構成図では、IP アドレスの付与されたサーバーがどのように連携してサービスを
構成しているかを図示します。
サーバー機器の調査
移行対象サービス・システムが利用しているサーバー機器を把握するために、移行対象サービ
ス・システムが利用している各サーバー機器の以下の情報を記載したリスト（サーバー機器リス
ト）をご用意ください。
移行対象サービス・システムと連携しているサーバー機器については、移行対象ではないサー
バー機器であってもサーバー機器リストにご記載ください。
サーバー機器リストには以下の情報が必要となります。
サーバーの役割に関する情報
項目

内容

サーバーの役割（概要）

サーバーの役割（Web サーバー、アプリケーションサー
バー、メールサーバーなど）の概 要に関する情報です。
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サーバーのホスト情報
項目

内容

ホスト名

サーバーのホスト名です。

IPアドレス

サーバーの IPアドレスです。複数の IP アドレスが設定さ
れている場合はすべてのIPアドレス情報が必要となります。

サーバーのハードウェア情報
項目

内容

サーバーの種別

サーバーの種別（物理サーバー/ 仮想サーバー）に関する情
報です。サーバーの移行方法を判断するために利用します。
仮想マシン（VM）をご利用の場合は、VM のタイプについて
の情報も必要となります。

CPU

サーバーのCPU 情報です。

メモリ

サーバーのメモリ情報です。

ディスクサイズ

サーバーのディスク情報です。

ディスク空き容量

サーバーの各ディスクの空き容量です。

サーバーのソフトウェア情報
項目

内容

OS/ バージョン

サーバーの OS/ バージョン情報です。

ソフトウェア

サーバーで稼動しているソフトウェア（ミドルウェア）の情

（ミドルウェア）

報です。特殊なミドルウェア/ ソフトウェアを使用している
場合は、その概要および導入した理由などの情報も必要とな
ります。

利用している

サーバーで稼動しているセキュリティソフトウェアの情報で
セキュリティソフトウェ す。セキュリティソフトを AWS クラウドに移行ができるか
ア
を確認いたします。
稼動している主要な

サーバーで稼動している主要なサービス（プロセス）の情報

サービス（プロセ

です。

ス）
サーバーの移行に関する情報
項目

内容

AWSクラウドへの移行

サーバーが AWSクラウドに移行する対象となっているかどう
かの情報です。
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サーバーへのアクセス情報
項目

内容

サーバーへの

cloudpack スタッフがサーバー機器にアクセスする場合の経

アクセス方法

路についての情報です。原則としてインターネット経由で踏
台
サーバーにアクセスし、そこから該当のサーバーにアクセス
し
ます。

外部へのアクセスの

サーバーがインターネットにアクセスするかどうかの情報で

有無 / 方法

す。アクセスする場合はその方法や経路の情報が必要となり
ます（。例 : グローバルIPアドレス xxx.xxx.xxx.xxx のxx
番ポートに社内 Proxy（xxx.xxx.xxx.xxx）経由でアクセス
している）

サーバーの運用に関する情報
項目

内容

バックアップ/
リストアの仕様

現状のバックアップ・リストア仕様の情報です。AWS クラウ
ドではイメージによるバックアップとなるため、現状のバッ
クアップ仕様と差がないか確認するために利用します。

ログ収集の仕様

ログ収集の仕様や運用の内容（ログ収集方法、ログ解析の有
無、システム名、用途など）に関する情報です。AWS クラウ
ドが提供するログ監視サービスであるCloudWatch Logs に移
行できるかどうか確認するために利用します。

運用マニュアル

アプリケーションの運用マニュアルに関する情報です。

監視の仕様

監視要件（監視システム名、監視項目、監視頻度など）に関
する情報です。cloudpack がご提供する監視システムへの移
行が可能かどうか確認するために利用します。

メール送信

サーバーからアラートなどのシステムメールを送信している
かどうかに関する情報です。メール転送エージェント（MTA）
を変更した場合の影響を確認するために利用します。

サーバーの動作

サーバーが正常に動作しているかについて、どのように確認

確認方法

しているかの情報です（。例：httpd が起動していること）

サーバー担当者に関する情報
項目

内容

ご担当部署

サーバーのご担当部署の名称です。

ご担当者様氏名

サーバーのご担当者様の氏名です。

ご担当者ご連絡先

サーバーのご担当者様のご連絡先メールアドレスです。

メールアドレス
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保守やライセンスに関する情報
項目

内容

サポート契約に関する
情報

移行対象サービス・システムが利用しているサーバーについ
て、サポート契約が有る場合はベンダーに関する情報が必要と
なります。

ライセンスに関する

移行対象サービス・システムが利用しているサーバーについ

情報

て、ライセンス契約が有る場合はライセンスに関する情報が必
要となります。

ライセンスの

移行対象サービス・システムが利用しているサーバーについ

AWS 利用可否

てライセンス契約が有る場合は、そのライセンスが AWS クラウ
ドで利用できるかどうかの情報が必要となります。

DNS サーバーの調査
移行対象サービス・システムが利用しているドメイン情報を把握するために、各ドメインおよび
登録情報を記載したリスト（DNS サーバーリスト）をご用意ください。
DNS サーバーリストには、ドメイン毎に以下の情報が必要となります。
ドメイン情報
項目

内容

ドメイン名

移行対象サービス・システムが利用しているドメインの名称で
す。

管理事業者

移行対象サービス・システムが利用しているドメインの管理事
業者です。WHOIS データベースを変更方法の確認に必要とな
ります。

WHOIS データベース情報
項目

内容

組織名

移行対象サービス・システムが 利用しているドメインの
WHOIS データベース上の組織名です。

有効期限

移行対象サービス・システムが利用しているドメインの有効期
限です。

ネームサーバー（1台目）

移行対象サービス・システムが 利用しているドメインの

の IP アドレス

WHOIS データベースに登録されているネームサーバー（1 台
目）の IP アドレスです。

ネームサーバー（2台目）
のIPアドレス

移行対象サービス・システムが 利用しているドメインの
WHOIS データベースに登録されているネームサーバー（2 台
目）の IP アドレスです。
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移転するドメインに登録されている正引き情報が必要となります。

ゾーン情報（正引き）
項目

内容

リソース名

登録されている正引きレコードの名称です（
。ホスト名など）

リソースタイプ

登録されている正引きレコードのリソースタイプです（
。A や
CNAME など）

レコードの値

登録されている正引きレコードの値です（
。IP アドレスやホス
ト名など）

TTL

登録されている正引きレコードの TTL（Time to Live）の
値です（
。例 : 3600）

移転するドメインが利用している IP アドレスの逆引き情報が必要となります。
ゾーン情報（逆引き）
項目

内容

IP アドレス

登録されている逆引きレコードのIPアドレスです。

リソースタイプ

登録されている逆引きレコードのリソースタイプです（
。例 :
PTR）

ホスト名

登録されている逆引きレコードの値（ホスト名）です。

TTL

登録されている逆引きレコードのTTL（Time to Live）の値で
す（
。例：3600）

移転するドメインのゾーンを管理する権威ネームサーバーの情報が必要となります。一般的に、
権威ネームサーバーは 2 台以上存在します。
権威ネームサーバー情報
項目

内容

IPアドレス

権威ネームサーバーのIPアドレスです。

設置場所

権威ネームサーバーの設置場所です（
。例1: 社内: 場所の名
称）
（例2: 社外: 場所の名称）

運用者

権威ネーム s サーバーの運用担当者です（
。例1: 自社 : 担当
者名）
（例 2: 外部事業者 : 事業者名）

AWS への移行

権威ネームサーバーが AWS クラウドに移行する対象となってい
るかどうかの情報です（
。移行する / 移行しない）
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NTP サーバーの調査
移行対象サービス・システムが利用している NTP サーバーを把握するために、各 NTP サーバ
ーの以下の情報を記載したリスト（NTP サーバーリスト）をご用意ください。
NTP サーバーリストには、利用している NTP サーバー毎に以下の情報が必要となります。
NTP サーバーリストに必要な情報
項目

内容

NTP サーバー名

利用している NTP サーバーのホスト名です。

IP アドレス

利用している NTP サーバーの IPアドレスです。

stratum

利用している NTPサーバーのNTP 階層です。

AWS への移行

NTPサーバーが AWS クラウドに移行する対象となっているか
どうかの情報です（
。移行する/ 移行しない）

現在ご利用の NTP サーバーを継続利用するか、AWS クラウドの NTP サーバーに移行する
かを判断するための参考にします。

Web サーバーの調査
移行対象サービス・システムが利用している Web サーバーを把握するために、各 Web サーバ
ーの以下の情報を記載したリスト（Web サーバーリスト）をご用意ください。
Web サーバーリストには、以下の情報が必要となります。
Web サーバーリストに必要な情報
項目

内容

Web サイト URL

Web サイトの URL です。

許可するアクセス元

Web サイトへのアクセスを許可する IP アドレスです。アクセ
ス制限をしていない場合は『制限なし』となります。

IPアドレス
バーチャルホスト名

Webサーバー上でのバーチャルホスト名です。バーチャルホ
ストを設定していない場合は実ホスト名です。

実ホスト名

バーチャルホストが稼動しているサーバーのホスト名もし

（IPアドレス）

くはIPアドレスです。

AWS への移行

WebサイトがAWS クラウドに移行する対象となっているかど
うかの情報です（
。移行する / 移行しない）

Web サーバー担当者に関する情報
項目

内容

ご担当部署

Web サイトのご担当部署の名称です。

ご担当者様氏名

Web サイトのご担当者様の氏名です。

ご担当者ご連絡先

Web サイトのご担当者様のご連絡先メールアドレスです。

メールアドレス
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メール送信サーバーの調査
移行対象サービス・システムが利用しているメール送信サーバーを把握するために、各メ
ール送信サーバーの以下の情報を記載したリスト（メール送信サーバーリスト）をご用意
ください。
メール送信サーバーリストには、メール送信サーバー毎に以下の情報が必要となり
ま す。メー
ル送信サーバーリストに必要な情報
項目

内容

メール送信サーバー名

メール送信をしているサーバー名です。

送信ドメイン

メール送信に利用しているドメイン名です。

利用目的

どんなメールを送信するために利用しているかの情報です。

1日あたりのメー
ル送信数

1 日あたりの送信メール数です。

携帯キャリアアドレス

送信メールサーバーから携帯キャリアアドレスへのメール

へのメール送信の有無

送信を行っているかどうかの情報です（。行っている/行っ
てい ない）

使用しているメール送
信のプロトコルと送信

メール送信時に使用しているプロトコルと送信元のポート番
号です（。例 : SMTP: 25/TCP）

元ポート番号
宛先メールアドレス

メール送信時の宛先メールアドレスのリストを定期的にメン

リストのメンテナン

テナンスしているかどうかの情報です。メンテナンスしてい

スの有無

る場合はおおよそのメンテナンス周期の情報も含みます。

バウンス処理の有無

存在しない宛先へ送信したメールがバウンスした場合の処理
を行っているかどうかについての情報です。

AWS への移行

メール送信サーバーが AWS クラウドに移行する対象となっ
ているかどうかの情報です（。移行する / 移行しない）

メール送信サーバー担当者に関する情報
項目

内容

ご担当部署

メール送信サーバーのご担当部署の名称です。

ご担当者様氏名

メール送信サーバーのご担当者様の氏名です。

ご担当者ご連絡先
メールアドレス

メール送信サーバーのご担当者様のご連絡先メールアド レ
スです。

メール送信サーバーのAWS 環境への移行可否の判断および、どのように移行するかを検討
するための参考にします。
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メール受信サーバーの調査
移行対象サービス・システムが利用しているメール受信サーバーを把握するために、各メ
ール受信サーバーの以下の情報を記載したリスト（メール受信サーバーリスト）をご用意
ください。
メール受信サーバーリストには、メール受信サーバー毎に以下の情報が必要となりま
す。メール受信サーバー情報
項目

内容

メール受信サーバー名

メール受信をしているサーバー名です。

受信ドメイン

メール受信に利用しているドメイン名です。

利用目的

どんなメールを受信するために利用しているかの情報です。

1日あたりのメー
ル受信数

1 日あたりの受信メール数です。

AWS への移行

受信メールサーバーをAWS クラウドに移行する対象となっ
ているかどうかの情報です（。移行する / 移行しない）

メール受信サーバー担当者に関する情報
項目

内容

ご担当部署

メール受信サーバーのご担当部署の名称です。

ご担当者様氏名

メール受信サーバーのご担当者様の氏名です。

ご担当者ご連絡先

メール受信サーバーのご担当者様のご連絡先メールアド レ

メールアドレス

スです。

高速ストレージ機器の調査
移行対象サービス・システムが利用している高速ストレージ機器を把握するために、各高速スト
レージ機器の以下の情報を記載したリスト（高速ストレージ機器リスト）をご用意ください。
移行対象サービス・システムと連携している高速ストレージ機器については、移行対象ではない
機器であっても高速ストレージ機器リストにご記載ください。
高速ストレージ機器リストには、高速ストレージ機器毎に以下の情報が必要となります。高速
ストレージ機器リストに必要な情報
項目

内容

製品名

高速ストレージの製品名です。

AWS への移行

高速ストレージ機器のデータが AWS クラウドに移行する対象
となっているかどうかの情報です（
。移行する / 移行しない）

AWS 環境において高速ストレージ相当の性能を出すことは難しいため、移行可否の判断をす
るための参考にします。

40

『migrationpack』による AWS 移行実践

その他のサーバー
移行対象サービス・システムが利用しているその他のサーバーを把握するために、各サーバーの以
下の情報を記載したリスト（その他サーバーリスト）
をご用意ください。
移行対象サービス・システムと連携しているサーバーについては、移行対象ではないサーバ
ーであってもその他サーバーリストにご記載ください。
その他サーバーリストには、利用しているサーバー毎に以下の情報が必要となります。その
他サーバーリストに必要な情報
項目

内容

サーバー名

移行対象サービス・システムが利用しているその他のサーバーの
ホスト名です 。

機能や役割の概要

移行対象サービス・システムが利用しているその他のサーバーの
機能や役割の 概要です。

AWS への移行

サーバーが AWS クラウドに移行する対象となっているかどうか
の情報です（
。移行する / 移行しない）
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6.3.3

アプリケーションの調査

移行対象サービス・システムが利用しているアプリケーションについて、移行範囲と影響範囲を
把握するために、移行対象サービス・システムが利用しているアプリケーションについて以下の
情報を記載したリスト（アプリケーションリスト）をご用意ください。
移行対象サービス・システムと連携しているアプリケーションについては、移行対象ではないア
プリケーションであってもアプリケーションリストにご記載ください。
アプリケーションリストには、以下の情報が必要となります。
アプリケーションに関する情報
項目

内容

アプリケーション名

アプリケーションの名称です。

アプリケーションの
概要

アプリケーションの概要に関する情報です。

ホスト名（複数）

アプリケーションが稼動しているサーバーのホスト名です。
複数のサーバーで稼動している場合はすべてのホスト名が必要
となります。

ピーク時ユーザー数

ピーク時の利用ユーザー数です。ピーク時に必要な処理能力を
算定するために利用します。

セッション管理方法

Web システムの場合にどのようにセッション管理をされている
かをご確認ください。ELB の利用が可能かどうか判断するた
めに利用します。

WAF の利用状況

WAF（Web Application Firewall）のご利用の有無で
す。
AWS クラウドにおいて同等の機能を実現可能かどうか確認す
るために利用します。

アプリケーションの

アプリケーションの構成や仕様の情報です。アプリケーションを

仕様情報

正確かつスムーズに移行させるために重要な情報となります。

アプリケーションの移行に関する情報
項目

内容

移行対象

アプリケーションが AWS クラウドに移行する対象となってい
るかどうかの情報です。
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アプリケーションの運用に関する情報
項目

内容

バックアップ/ リスト
アの仕様

現状のバックアップ・リストア仕様の情報です。AWS クラウ
ドではイメージによるバックアップとなるため、現状のバッ
クアップ仕様と差がないか確認するために利用します。

ログ収集の仕様

ログ収集の仕様や運用の内容（ログ収集方法、ログ解析の有
無、システム名、用途など）に関する情報です。AWS が提供
するログ監視サービスであるCloudWatch Logs に移行でき
るかどうか確認するために利用します。

運用マニュアル

アプリケーションの運用マニュアルに関する情報です。

監視の仕様

監視要件（監視システム名、監視項目、監視頻度など）に関
する情報です。cloudpack がご提供する監視システムへの移
行が可能かどうか確認するために利用します。

ジョブの仕様

日次・週次・月次・年次処理に関する実行タイミング、所要
時間、制限時間などに関する情報です。

アプリケーション担当者に関する情報
項目

内容

ご担当部署

アプリケーションのご担当部署の名称です。

ご担当者様氏名

アプリケーションのご担当者様の氏名です。

ご担当者ご連絡先
メールアドレス

アプリケーションのご担当者様のご連絡先メールアドレ
スです。

保守やライセンスに関する情報
項目

内容

サポート契約に関する
情報

移行対象サービス・システムが利用しているアプリケーションに
ついて、サポート契約が有る場合はベンダーに関する情報が必
要となります。

ライセンスに関する

移行対象サービス・システムが利用しているアプリケーションに

情報

ついて、ライセンス契約が有る場合はライセンスに関する情報が
必要となります。

ライセンスの AWS
利用可否

移行対象サービス・システムが利用しているアプリケーション
についてライセンス契約が有る場合は、そのライセンスが
AWS で利用できるかどうかの情報が 必要となります。
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6.4 移行プロジェクトに関する調査
『migrationpack』において、プロジェクトを効率的かつ確実に進めていくには、プロジェ
トに関する以下の 3 点を正確に把握する必要があります。
•

ク

プロジェクト情報

• スケジュール
• AWS クラウドとの接続方法
6.4.1 プロジェクト情報
移行プロジェクトについて、以下を確定します。
プロジェクト名称
移行プロジェクトの正式なプロジェクト名称をお客様社内で調整し、確定します。プロジェクト
名称は、お客様社内で重複するものが存在しない正式な名称もしくは公式に設定された略称を
ご利用することをお奨めいたします。
連絡先情報
お客様ご担当者の連絡先情報を確定します。連絡先情報として以下の情報が必要となります。
• 会社名
• 担当者名
• 連絡先
• 備考
移行プロジェクトのステークホルダー情報
お客様移行プロジェクトに関係するステークホルダー情報を確定します。一般的にプロジ
ェ クト
には、以下のステークホルダーが関係します。
• プロジェクトオーナー、スポンサー
• 移行プロジェクトの影響を受けるサービスのサービスマネジャー
• システム管理者（ネットワーク、サーバー、データベースなど）
• 移行するサービス・システムの開発会社、保守会社
6.4.2

スケジュール

移行プロジェクトのスケジュールについて、以下を調査します。
リリース想定時期
想定されている移行完了時期を調査します。
社内調整に必要なスケジュール情報
お客様社内で調整が必要な項目および、調整に必要な期間を調査します。
適切な時期までに必要な社内調整が完了していることは、リリース想定時期までにプロジェク
トを完了するための極めて重要な要素です。
6.4.3

AWS クラウドとの接続方法

移行プロジェクトにおいて、お客様環境とAWS 環境をどのように接続するかについて調査し
ます。
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既に接続方法が決定している場合
既に接続方法が決定している場合は、以下の情報を整理します。
接続図
お客様環境とAWS 環境をどのような回線種別や接続方法を利用して、どのように接続するか
図示します。
• 回線種別の例 : 専用線、フレッツ網など
• 接続方法の例 : AWS DirectConnect、インターネット VPN など
開通時期
お客様環境とAWS環境の接続について、確定もしくは想定している開通時期を調査します。
帯域
お客様環境とAWS環境の接続で利用できる帯域を調査します。
まだ接続方法が決定していない場合
まだ接続方法が決定していない場合は、早期に接続方法の選定を行うことをお奨めいたします。
cloudpackは、お客様のデータセンターやオフィスからAWS クラウドの東京リージョンへの
プライベートなネットワーク接続を実現する『cloudpack 専用接続プラン』をご提供してい
ます。詳細については『cloudpack 専用接続プラン ホワイトペーパー』をご参照くださ
い。
サーバーの最大データ量の調査
お客様環境からAWS 環境への移行作業時に発生する、通信トラフィック量の目安となる以
下の情報を調査します。
移行するサーバーの最大データ量
移行するサーバーのうち最大となるデータを持つサーバーとそのデータ量を調査します。

6.5 移行による影響やリスクの調査
『migrationpack』を活用し、お客様環境からAWS

環境へ適切かつ確実に移行するために

は、サービスやシステムの移行による影響を可能な限り正確に把握する必要があります。
お客様によって移行による影響やリスクが異なるため一般化することは困難ですが、
cloudpack では以下の 6 つに分類してリスクを整理しています。
• ネットワーク環境の移行による影響やリスク
• サーバー環境の移行による影響やリスク
• アプリケーション環境の移行による影響やリスク
• 運用環境の移行による影響やリスク
• 移行作業の実施に関する影響やリスク
• 移行によるその他の影響やリスク
6.5.1 ネットワーク環境の移行による影響やリスク
移行対象サービス・システムが利用するネットワークが AWS 環境に移行することによる影響
やリスクを調査します。

ネットワーク環境の移行による影響やリスクとしては、一般的に下記のものが考えられます。
グローバル IPアドレスの変更・解除による影響
お客様環境からAWS 環境への移行においては、グローバルIPアドレスをそのまま持ち込む
むことができません。外部に対してアクセスを行っている場合、新規に EIP（エラスティック
IPアドレス）を取得し割り当てを行うため、お客様の送信元IPアドレスが変更になります。
プライベート IP アドレスを利用した通信への影響
お客様環境からAWS 環境への移行においては2 つの環境を並行運用するため、プライベー
ト IP アドレスをそのまま移行することはできません。お客様環境でご利用のプライベート
IPアドレスと重複しないアドレスをご利用いただくことになります。
IDSの変更による影響
AWS 環境においてIDS 機能を実現するためには、インスタンス単位でセキュリティソフトを導入
する必要があります。
cloudpack では、サーバー内部のセキュリティを実現するオールインワン製品『Trend
Micro Deep Security』を活用したサーバーサイドセキュリティ構築支援・運用・監視
サービス『securitypack』をご提供しています。詳細については『Trend Micro Deep
Security 運用ホワイトペーパー』をご参照ください。
VPC に関する留意点については『5.2.1 VPC 利用に関する留意点』をご参照ください。
6.5.2

サーバー環境の移行による影響やリスク

移行対象サービス・システムが利用するサーバー環境が、AWSクラウドに移行することによる影
響やリスクを調査します。サーバー環境の移行による影響やリスクとしては、一般的に下記のも
のが考えられます。
EC2 インスタンスに関連する影響やリスクラ
イセンス制約による CPU 数への影響
ご利用のソフトウェアのライセンス形態によっては、AWS クラウド上で利用できる CPU 数
を制限される場合があります。その場合、利用できる EC2 インスタンスタイプに制約が生じ
る場合があります。
ストレージの特性による処理性能への影響
EC2 は、EBS をディスクドライブとして利用します。お客様のアプリケーションの挙動によっては、
EBS の性能の影響を受ける場合があります。
メール送信元 IPアドレスの変更による影響
メール送信サーバーをお客様環境から AWS 環境への移行する場合、メール送信サーバー
のグローバルIPアドレスが変更になるため、短期的には移行後のメール送信サーバーから
の送信メールの到達性が不安定になる可能性があります。
新しいIPアドレスからのメール送信の到達性を向上させるためには、以下の対応が必要
とな
ります。
• DNS 逆引きの設定（EIP 取得後、AWS への申請が必要です）
• AWS 環境からのメール配信は、移行後当初は少量から開始し、徐々に増やしていく
（IPウォームアップ）を行います。
EC2 インスタンスに関する留意点については『、
5.2.2 EC2 インスタンス利用に関する留意点』
をご参照ください。
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6.5.3

アプリケーション環境の移行による影響やリスク

移行対象サービス・システムが利用するアプリケーション環境が、EC2 インスタンスに移行す
ることによる影響やリスクを調査します。
アプリケーション環境の移行による影響やリスクとしては、一般的に下記のものが考えられます。
ソフトウェアが AWS 環境での動作をサポートしていない場合の影響
ご利用のソフトウェアが AWS 環境での動作をサポートしていない場合、原則として代替のソ
フトウェアをご利用いただく必要があります。ご利用予定のソフトウェアが AWS 環境での動作
をサポートしていることをあらかじめご確認ください。
ソフトウェアライセンスが AWS 環境での利用を許可していない場合の影響
ご利用のソフトウェアのライセンスがAWS 環境での利用を許可していない場合、代替のソフ
トウェアをご利用いただく必要があります。ご利用予定のソフトウェアのライセンスが
AWS環境での利用を許可していることをあらかじめご確認ください。
6.5.4

運用環境の移行による影響やリスク

移行対象サービス・システムの運用環境が、AWS クラウドに移行することによる影響やリスク
を調査します。
運用環境の移行による影響やリスクとしては、一般的に下記のものが考えられます。
障害対応・復旧方法の変更による影響
お客様環境からAWS 環境への移行により、障害対応・復旧方法に変更が発生する場合があり
ます。
お客様運用担当部署からcloudpackサポートデスクに引き継ぎが発生する運用業務につ い
ては、連絡フローや対応フローに変更が発生する可能性が高いため、あらかじめ変更範囲や
内容についてご確認ください。
また、運用環境の移行に伴い、RPO（復旧目標点）
、RTO（復旧目標時間）について、現状から
の変更が必要になる場合があります。
バックアップ方法の変更による影響
お客様環境からAWS 環境への移行により、バックアップ方法に変更が発生する場合がありま
す。
AWS 環境においては、原則としてディスクイメージをスナップショット形式でバックアップします。
スナップショット以外の方法でバックアップを取得する必要がある場合は、別途設計が必要とな
ります。
6.5.5

移行作業の実施に関する影響やリスク

移行作業の実施に関する影響やリスクを調査します。
移行作業の実施に関する影響やリスクとしては、一般的に下記のものが考えられます。
移行作業対象のサービス停止に関するリスク
『migrationpack』では、移行作業のためにサービスもしくはシステム停止を行います。移 行対
象サービス・システムを正確かつ安全に移行するためには、サービスもしくはシステムが正常に
停止した状態（静止点）を正確に把握する必要があります。
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静止点を正確に把握できない場合、正しく移行できない可能性が発生しますのでご注意くださ
い。
移行作業中のサービス停止による影響
『migrationpack』では、移行作業時に対象サービスもしくはシステムを停止します。停止 し
た移行対象サービス・システムにおいては、外部に対するサービスだけでなく、システム内部の
プロセスや定期実行デーモン（crondなど）も停止します。
移行作業中のデータ転送に関するリスク
『migrationpack』では、移行作業時にお客様環境の最新データを AWS 環境に転送しま
す。転送にはセキュリティ強度の高い経路を利用し、並列処理により転送を行いますが、お客様
のデータの転送容量によっては、実際の転送時間と見積り時間との誤差が発生する可能性があ
ります。
移行作業時間に関するリスク
『migrationpack』では、お客様の停止可能時間に合わせて余裕を持った作業計画を立案 い
たします。お客様の停止可能時間が短時間の場合、データ転送遅延などによる作業遅延の影響
がサービス停止時間超過につながる可能性があります。
6.5.6

移行によるその他の影響やリスク

お客様環境における、上記以外の影響やリスクを調査します。
移行によるその他の影響やリスクとしては、一般的に下記のものが考えられます。
法令による影響やリスク
お客様の業種や業態により適用を受ける法令による影響やリスクを調査します。
商機による影響やリスク
お客様のサービスやシステムが利用されるビジネス分野の繁忙期や閑散期による影響やリス
クを調査します。
その他お客様個別事情による影響やリスク
お客様の個別事情に基づく影響やリスクを調査します。
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第7章『migrationpack』アセスメントの進め方
『migrationpack』アセスメントのご契約後、お客様側の担当者様と cloudpack スタッフ
との間での進捗管理ツールとして、『移行プロジェクト用

Backlog』のご提供を開始いたし
ま

す。migrationpack では、この『移行プロジェクト用 Backlog』で情報共有を行いな
がら、以下の作業を進めていきます。
1. ヒアリングシートのご提出（ご契約時）
2. アセスメントの実施
3. アセスメントの完了
『 migrationpack
』 アセスメントご
契約

ヒアリングシート
ご提出

アセスメントの実施

『 migrationpack
』 アセスメント
完了

図 7.1『migrationpack』アセスメントの流れ

『migrationpack』アセスメントにおいては『、migrationpack 責任共有モデル』に基づ
き
、
お客様とcloudpack で以下の通り分担を行います。

アセスメントにおける分担
分担項目

担当

サービス・システム情報の取りまとめ

お客様

ヒアリングシートのご提出

お客様

ヒアリングシートの精査

cloudpack

追加ヒアリングの実施

お客様および cloudpack

アセスメント報告書の作成

cloudpack

7.1 ヒアリングシートのご提出
『migrationpack』アセスメントでは、お客様の移行調査結果に従い、お客様のサービス も
しくはシステムのアセスメントを行います。
『migrationpack』アセスメントお申し込み前に、お客様の移行対象のサービスもしくはシ ス
テムについてご確認いただき、ご契約と同時にヒアリングシートのご提出をお願いいたします。
ヒアリングシートの詳細については『6 章『migrationpack』移行調査ガイドライン』をご参
照ください。
cloudpack スタッフがヒアリングシートの内容を精査の上、アセスメントの準備を行います。

7.2 アセスメントの実施
『migrationpack』アセスメントにおいては、お客様ご提出のヒアリングシートの精査結果 を基
に必要な追加ヒアリングをお客様担当者に対して実施いたします。
スムーズなアセスメント実施のため、ヒアリングへのご協力をお願いいたします。
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7.3 アセスメントの完了
アセスメント完了後、cloudpack スタッフより Backlog を通じてお客様に以下の資料ご
送付いたします。
• アセスメント報告書
•

『migrationpack』プロジェクトお見積り書

お客様からアセスメント報告書の内容および『migrationpack』プロジェクトお見積り書
に対してご承認を得られた場合、『migrationpack』プロジェクトに移行いたします。
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第8章 『migrationpack』プロジェクトの進め方
『migrationpack』プロジェクトのご契約後、お客様側の担当者様とcloudpack スタッフ
との間で『移行プロジェクト用 Backlog』で情報共有を行いながら、以下の作業を進めてい
きます。
1. プロジェクトの開始
2. 設計フェーズ
3. 構築フェーズ
4. 検証フェーズ
5. 移行フェーズ
6. 運用フェーズへの移行およびプロジェクトの終了
『 migrationpack
』 プロジェクトご
契約
『 migrationpack
』 プロジェクト
開始
設計フェーズ
構築フェーズ
検証フェーズ

監視・運用

移行フェーズ

cloudpack
サーバー管理・運用サービス

『 migrationpack
』 プロジェクト
完了

運用フェーズ

図 8.1『migrationpack』プロジェクトの流れ

8.1 プロジェクトの開始
『migrationpack』プロジェクトのご契約後、お客様側の担当者様および移行作業の関係 者
様とcloudpack スタッフによるキックオフミーティングを開催します。
キックオフミーティングの開催により、『migrationpack』プロジェクトが開始します。
『migrationpack』ご契約

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
開
始

キックオフミーティングの日程調整

キックオフミーティングの開催
接続環境の準備開始

設計フェーズへ

図 8.2 プロジェクト開始の流れ

『migrationpack』のプロジェクト開始においては、『migrationpack 責任共有モデ
ル
』
に基づき、お客様と cloudpack で以下の通り分担を行います。
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プロジェクト開始における分担
分担項目

担当

プロジェクト方針の取りまとめ

お客様

キックオフミーティングの開催

お客様および cloudpack

プロジェクト憲章の作成

お客様（cloudpack がご支援し
ます）

プロジェクト作業の指揮・マネジメント方針の決定

お客様および cloudpack

コミュニケーション・マネジメント方針の決定

お客様および cloudpack

プロジェクト品質マネジメント方針の決定

お客様および cloudpack

8.1.1

キックオフミーティングの日程調整

ご契約完了後、cloudpackスタッフより、開催日程の候補日についてBacklog
ますので、ご確認の上ご回答をお願いします。

でご連絡をし

cloudpack スタッフが『migrationpack』アセスメントによるアセスメント結果を基に、キッ
クオフミーティングの準備を行います。
8.1.2

キックオフミーティング

キックオフミーティングでは、以下の事項について決定します。
1. プロジェクト憲章
プロジェクト憲章に必要となる以下の事項を決定します。
•

プロジェクトの目的

•

プロジェクトの対象範囲（スコープ）

•

ステークホルダーの特定

• 成果等の要求事項
• 制約条件、前提条件
• 概要スケジュール
migrationpack においては、お客様のプロジェクト憲章作成を cloudpack スタッフがご
支援します。
2. 『migrationpack におけるプロジェクトタスクマネジメント方針
『migrationpack』においては、原則として以下の方針によりプロジェクトのタスクを管理 し、
意思決定をいたします。
• 『移行プロジェクト用Backlog』で、お客様と
します。

cloudpack

スタッフの作業管理を実施

• プロジェクトにおける重要事項に関する情報共有や意思決定は、お客様とのご契約におい
て定める方法（Backlog もしくは定例ミーティングなど）により行います。
プロジェクトタスクマネジメント方針についてご要望がある場合は、キックオフミーティング前
にcloudpack スタッフまでご相談ください。
3. 『migrationpack におけるコミュニケーション・マネジメント方針
『migrationpack』においては、原則として以下の方針によりプロジェクト運営におけるコ ミ
ュニケーションを行います。
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• 『移行プロジェクト用 Backlog』でお客様と cloudpack スタッフの日常的なコミュニ
ケーションを実施します。
コミュニケーション・マネジメント方針についてご要望がある場合は、キックオフミーティング
前にcloudpack スタッフまでご相談ください。
4. 『migrationpack におけるプロジェクト品質マネジメント方針
『migrationpack』においては、原則として以下の方針によりプロジェクトにおける品質管 理
を行います。
•定期レビューで各作業の品質監視を行い、各フェーズにおける品質・進捗・納品物を
PDCA サイクルでチェックすることによりプロジェクトの品質を管理します。

• フェーズ完了時には判定会議（チェックポイント）を開催し、お客様にフェーズ完了の判定
を頂いただいた上で次フェーズの計画の詳細を策定します。
プロジェクト品質マネジメント方針についてご要望がある場合は、キックオフミーティング前に
cloudpack スタッフまでご相談ください。
8.1.3

接続環境の準備

お客様環境からAWS 環境へのシステム移行には、以下のいずれかによりお客様環境と
AWS 環境をネットワークで接続する場合があります。
• AWS DirectConnect による専用線接続
• インターネット VPN による仮想ネットワーク接続
お客様

お客様
システム

お客様
システム

接続環境

図 8.3 接続環境の準備

新規にAWS DirectConnect をご契約される場合は、その開通までに数ヶ月を要するため早め
に準備する必要があります。AWS

DirectConnect

の詳細については『、cloudpack 専用

線接続ホワイトペーパー』をご参照ください。
インターネット VPN により仮想ネットワーク接続を行う場合、社内ネットワークへの影響も
考えられるため、ご利用のネットワークの管理者に事前に相談することをお勧めします。
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8.2 設計フェーズ
設計フェーズでは、ヒアリングシートの内容およびキックオフミーティングで決定したプロジェ
クト憲章に基づき、以下の作業を行います。
1. 要件定義
2. 設計
3. 設計内容の承認（構築フェーズへの移行判定）
要件定義

設計

設
計
フ
ェ
ー
ズ

設計内容のご承認

構築フェーズへ

図 8.4 設計フェーズの流れ

『migrationpack』の設計フェーズにおいては、『migrationpack 責任共有モデル』
に
基づき、お客様と cloudpack で以下の通り分担を行います。
設計フェーズにおける分担
分担項目

担当

要件定義

お客様（cloudpack がご支援し
ます）

AWS 環境の設計

cloudpack

AWS 環境設計の承認

お客様

（構築フェーズへの移行判定）
8.2.1 要件定義
キックオフ完了後、キックオフで確定したプロジェクト憲章、プロジェクト方針およびヒアリング
シートの内容を基に、cloudpack スタッフが要件を整理し、お客様が要件定義を行うご支援
をします。要件定義は、以下の流れで行います。必要に応じて、cloudpack

スタッフからお

客様に対して個別に追加のヒアリングを行います。
1. 業務要件の定義
収集した情報を基に、移行対象のシステムに求められる業務上の要件を明確にします。
2. システム要件の定義
収集した情報を基に、移行対象のシステムに求められる機能や性能などの要件を明確にしま
す。
• 機能要件
- 実装すべき機能（ネットワーク）
- 実装すべき機能（サーバー）
- 実装すべき機能（データベース）
- 実装すべき機能（アプリケーション）
- 実装すべき機能（その他）
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• 性能要件
- 満たすべき性能（ネットワーク）
- 満たすべき性能（サーバー）
- 満たすべき性能（データベース）
- 満たすべき性能（アプリケーション）
- 満たすべき性能（その他）
• 運用要件
- 障害復旧要件（想定復旧時間、冗長要件など）
- セキュリティ要件（作業経路、権限など）
- メンテナンス要件（停止可能時間、時刻など）
- バックアップ要件（周期や媒体）
3. 移行方針の決定
業務要件およびシステム要件を基に、移行に必要な各種方針を決定します。
• AWS クラウドの利用方針
- AWS クラウドをどのように利用するかを決定します。
• システム移行方針
- 現行のシステムのうちどの部分をどのように AWS に移行させるかを決定します。
8.2.2

設計

『8.2.1 要件定義』で決定した内容に従って、AWS 環境設計、移行設計、運用設計を行いま
す。
1. AWS 環境設計
移行対象システムのうち AWS クラウドに移行する部分について、cloudpack スタッフが
以下の設計を行います。
• AWS 環境構成設計
要件定義で確定したシステム要件に従って、AWS 環境のシステム構成を設計します。
• AWS 環境詳細設計
AWS 環境で利用する各コンポーネントについて、機能設計、運用設計、セキュリティ設計などを
行います。
2. 移行設計
移行対象システムをお客様環境からAWS 環境にスムーズに移行するために、cloudpack ス
タッフが以下の設計を行います。
• 移行方針設計
要件定義で確定したシステム移行方針に従って、AWS 環境への移行に必要な要素や方式の
設計、利用ツールの選定などを行います。
• 移行詳細設計
開発・検証・本番環境の移行に必要となるテストや手順を設計します。
3. 運用設計
移行後のシステムを安定して運用するために、cloudpack スタッフが以下の設計を行います。
• 運用サービス設計
要件定義で確定した業務要件に従って、運用フェーズにおけるアカウント運用、監視運用、バッ
チ運用、セキュリティ運用などにおける役割や対応に関する設計を行います。
• 運用フロー設計
運用フェーズにおける各種運用フローの設計を行います。
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8.2.3

設計内容のご承認

設計完了後、cloudpack スタッフより Backlog

を通じてお客様に以下の資料ご送付しま

す。
• 移行計画書
• 各種方式設計書/ 詳細設計書
• 運用設計書
• その他付随のドキュメント
各資料の内容が『8.2.1 要件定義』で決定した内容に合致していることをご確認ください。合
致しない部分があると判断された場合は、お客様と cloudpack スタッフが協議の上で設計
の修正を行います。
お客様により設計内容のご承認が得られた後、構築フェーズへ移行します。

8.3 構築フェーズ
構築フェーズでは、『8.2 設計フェーズ』の成果物に基づき、以下の作業を行います。
1. AWS 環境の構築
2. 開発・検証環境の移行
3. 開発・検証環境の運用テスト
4. AWS 環境構築のご承認
AWS 環境の構築

開発・検証環境の移行
構
築
フ
ェ
ー
ズ

開発・検証環境の運用テスト

AWS 環境構築のご承認

検証フェーズへ

図 8.5 構築フェーズの流れ
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『migrationpack』の構築フェーズにおいては『、migrationpack 責任共有モデル』
に
基
づき、お客様と cloudpack で以下の通り分担を行います。
構築フェーズにおける分担
分担項目

担当

AWS 環境の構築・動作確認

cloudpack

開発・検証環境の仮想マシン（VM）
移行テスト

cloudpack

開発・検証環境の移行テスト

お客様および cloudpack

開発・検証環境の仮想マシン（VM）移行

cloudpack

開発・検証環境の移行

お客様（cloudpack がご支援します）

開発・検証環境の動作確認

お客様

開発・検証環境の運用テスト

お客様および cloudpack

AWS 環境構築の承認

お客様

（検証フェーズへの移行判定）
8.3.1 AWS 環境の構築
『8.2 設計フェーズ』で作成した AWS 環境設計に基づき、実際に AWS 環境を構築し、動
作確認を実施します。
お客様

社内
システム
本番環境
システム

本番環境
システム

検証環境
システム

検証環境
システム

開発環境
システム

開発環境
システム

インフラ
構築

図 8.6 AWS 環境の構築

1. AWS 環境の構築
cloudpack スタッフが、AWS 環境設計に従って以下のシステムコンポーネントをAWS クラウ
ド上に構築します。
• ネットワーク
• サーバー
• その他のコンポーネント
2. AWS 環境の動作確認
cloudpack スタッフが、AWSクラウド上に構築した各システムコンポーネントが、AWS 環境設
計に従った動作をすることを確認します。
8.3.2

開発・検証環境の移行

『8.2 設計フェーズ』で作成した移行設計に基づき、開発・検証環境の移行テストおよび移行、
動作確認を行います。
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お客様

社内
システム
本番環境
システム

本番環境
システム

検証環境
システム

検証環境
システム

開発環境
システム

開発環境
システム

移行テスト
～移行

移行テスト
～移行

図 8.7 開発・検証環境の移行

1. 開発・検証環境の移行テスト
お客様とcloudpack スタッフが共同で、移行設計に従って開発・検証環境の AWS クラウド
への移行テストを行います。移行対象のうち仮想マシンについては cloudpack スタッフが移
行テストを行います。
移行テストの結果を分析し、AWS 環境に起因した課題が発生した場合はお客様と
cloudpack スタッフが協議の上で必要な対応を行います。
2. 開発・検証環境の移行
お客様環境で動作している開発・検証環境について、AWS クラウドへの移行を行います。移
行対象のうち仮想マシンについては cloudpack スタッフが移行作業を行います。
原則として移行作業はお客様に実施していただきますが、移行に必要なご 支援を
cloudpack スタッフがします。お気軽にcloudpack スタッフにご相談ください。
3. 開発・検証環境の動作確認
AWS クラウド上に移行した開発・検証環境について、AWS 環境設計に従った動作をすること
をお客様にご確認いただきます。
動作確認の例 :
• EC2 インスタンス上での OS、ミドルウェア（データベースや Webサーバーなど）、
ア
プ
リ
ケ
ーションなどの起動確認。
• EC2 インスタンス上のミドルウェア（データベースや Webサーバーなど）に対するネッ
ト
ワ
ーク経由の入出力確認。
• EC2 インスタンス上のアプリケーションの単体での動作確認。
• ロードバランサが適切にEC2 インスタンスに対してロードバランスしていることの確認。動
作確認のご支援について、お気軽に cloudpack スタッフにご相談ください。
動作確認の結果、課題が発生した場合はお客様と cloudpack スタッフが協議の上で必要
な対応を行います。
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8.3.3

開発・検証環境の運用テスト

『8.2 設計フェーズ』で作成した AWS 運用設計に基づき、開発・検証環境の運用テストを行
います。
お客様

社内
システム
本番環境
システム

本番環境
システム

検証環境
システム

検証環境
システム

開発環境
システム

開発環境
システム

運用テスト

運用テスト

図 8.8 開発・検証環境の運用テスト

1. アカウント運用
開発・検証環境におけるアカウント（AWSアカウントや IAM ユーザーなど）運用を開始しま
す。
2. 監視テスト
開発・検証環境に対する監視のテストを実施します。障害アラートの発生時の対応フローを実
施し、お客様に実際の対応について体験していただきます。
3. バッチ運用テスト
開発・検証環境において必要となるバッチの運用テストを実施します。
4. その他の運用テスト
開発・検証環境において必要となるセキュリティ運用その他の運用テストを実施します。
8.3.4

AWS 環境構築のご承認

構築完了後、cloudpack スタッフより Backlog を通じてお客様に以下の資料ご送付します。
• 構築報告書
• テスト仕様書兼報告書
• その他付随のドキュメント
構築の内容が『8.2 設計フェーズ』の成果物に合致していることをご確認ください。合致しな
い部分があると判断された場合は、お客様と cloudpack スタッフが協議の上で再構築を行
います。
お客様により構築完了のご承認が得られた場合、検証フェーズへ移行します。
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8.4 検証フェーズ
検証フェーズでは、『8.3 構築フェーズ』の成果物に基づき、以下の作業を行います。
1. 本番環境の仮想マシン（VM）移行
2. お客様による検証の実施
3. お客様による検証結果のフィードバック
4. 検証結果の分析
5. 検証結果に対する対応（課題が発見された場合）
6. AWS 環境検証のご承認
AWS 環境の構築

お客様による検証の実施

お客様による検証結果のフィードバック
検
証
フ
ェ
ー
ズ

検証結果への対応

検証結果の分析
検証結果に
課題がある場合

検証結果に
課題がない場合

AWS 環境検証のご承認

移行フェーズへ

図 8.9 検証フェーズの流れ

『migrationpack』の検証フェーズにおいては、『migrationpack 責任共有モデル』
に基
づき、お客様と cloudpack で以下の通り分担を行います。
検証フェーズにおける分担
分担項目

担当

本番環境の仮想マシン（VM）移行

cloudpack

検証の実施

お客様（AWS 環境の範囲で cloudpack が
ご支援します）

検証結果のフィードバック

お客様

検証結果の分析

お客様（AWS 環境の範囲で cloudpack が
ご支援します）

検証結果への対応

お客様（AWS 環境の範囲で cloudpack
がご支援ご対応します。）

AWS 環境検証の承認

お客様

（移行フェーズへの移行判定）
8.4.1 本番環境の仮想マシン（VM）移行
お客様による検証の開始前に、移 行対象のうち本番環境の仮想マシンについて
cloudpack

スタッフが AWS

環境への移行作業を行います。

作業日程は、Backlog を通じてお客様と事前に調整いたします。
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8.4.2

お客様による検証の実施

AWS 環境に構築した本番環境が、『8.2.1 要件定義』で決定した業務要件およびシステム要
件を満たすか、お客様に検証いただきます。
お客様

社内
システム
本番環境
システム

本番環境
システム

検証環境
システム

検証環境
システム

開発環境
システム

開発環境
システム

検証

図 8.10 お客様による検証の実施

検証の例 :
• 単体システムが連携して動作することの検証
• ジョブが正常に動作することの検証
• クライアントシステムからの入出力や業務フローが正常に実施できることの検証
• 外部とのファイル受け渡しやAPI 連携などが正常に実施できることの検証
• 特殊な機器との連携や特殊な通信が正常にできることの検証
• 性能要件を満たしていることの検証
8.4.3

お客様による検証結果のフィードバック

お客様による検証結果については、Backlog

を通じてcloudpack

スタッフに共有をお願

いします。
検証結果が『8.2.1 要件定義』で決定した業務要件およびシステム要件を満たす場合は、
『8.4.6 AWS 環境検証のご承認』を経て移行フェーズに移行します。
検証結果が要件を満たさない場合は『
、
8.4.4 検証結果の分析』に進み、お客 様と
cloudpack スタッフが共同で検証結果の分析を行います。検証結果の分析は、お客様が行な
われた検証の内容と結果を基に行うため、以下の情報が重要となります。
• 検証の前提条件
• 検証の内容
• 検証の結果
• お客様の見解（どの点が問題となるか）
特に検証が順調ではない場合は、cloudpack スタッフに対して早期に上記の各項目につい
て共有いただくことで、速やかに対応を行うことが可能となります。
8.4.4

検証結果の分析

検証結果が『8.2.1 要件定義』で決定した業務要件およびシステム要件を満たさない場合、
お客様とcloudpack スタッフが共同で検証結果の分析を行います。
1. AWS 環境の調査
AWS環境に原因があると考えられる場合は、cloudpack
します。
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原因調査において、本番環境の実データに近い疑似データが必要になる場合があります。
お客様の機密保持の観点から、本番環境のデータを受領することはできませんので、何ら
かの形で疑似データをご用意いただくことをお願いします。
2. お客様環境の調査
お客様の現行システム側で、ボトルネックの調査をお願いします。検証結果の原因がお客
様環境とAWS 環境との差分に潜んでいる場合がありますので、再度ご確認をお願いします。
お客様が検証結果について受容される場合は『、8.4.6 AWS 環境検証のご承認』を経て移
行フェーズに移行します。受容されない場合、cloudpack スタッフは AWS 環境が起因と
なっている問題に対して、速やかに Backlog を通じて対応案をご提示します。
8.4.5

検証結果に対する対応

cloudpack スタッフが Backlog を通じてAWS

環境における対応案をご提示したときは、

速やかにお客様のご判断に関するご連絡をお願いします。
AWS 環境において構成変更が必要な場合は、cloudpack が速やかに必要な作業および検証
の準備に着手します。
原因によっては、以下の対応が必要となる可能性もありますので、あらかじめご了承お願いし
ます。
• アプリケーション仕様（クエリなど）の変更
• CPU 増強に伴うライセンス追加
• その他、大きな構成変更を伴う変更
これら対応については、お客様と cloudpack スタッフが協議の上で決定します。
8.4.6

AWS 環境検証のご承認

検証結果に対してお客様のご承認が得られた場合、移行フェーズへ移行します。
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8.5 移行フェーズ
移行フェーズでは、『8.4 検証フェーズ』の成果物に基づき、以下の作業を行います。
1. リハーサル計画書（AWS 環境）の作成
2. リハーサルの実施
3. 本番移行計画書（AWS 環境）の作成
4. 本番移行のご承認
5. 本番移行作業の実施
6. 稼動判定の実施
リハーサル計画書（AWS 環境）の作成

リハーサルの実施
移
行
フ
ェ
ー
ズ

本番移行計画書（AWS 環境）の作成

本番移行実施のご承認

本番移行作業の実施

稼働判定の実施

運用フェーズ・プロジェクト完了へ

図 8.11 移行フェーズの流れ

『migrationpack』の移行フェーズにおいては、『migrationpack 責任共有モデル』
に基
づき、お客様と cloudpack で以下の通り分担を行います。
移行フェーズにおける分担
分担項目

担当

リハーサル計画書（AWS 環境）の作成

cloudpack

リハーサル計画（AWS 環境）の承認

お客様

リハーサルの実施

お客様および cloudpack

本番移行計画書（AWS 環境）の作成

cloudpack

本番移行実施の承認

お客様

本番環境移行（切り戻し）の実施

お客様および cloudpack

稼動判定の実施

お客様

8.5.1 リハーサル計画書の作成
『8.2 設計フェーズ』で作成した移行計画書および検証フェーズの結果に基づき、cloudpack スタ
ッフが以下の資料を作成します。
• 移行リハーサル計画書
作成した資料は、cloudpack スタッフより Backlog を通じてお客様にご送付します。お
客様によりリハーサル計画のご確認をいただいた後、Backlog 上で日程調整の上、リハー
サルを実施します。
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8.5.2

リハーサルの実施

移行リハーサル計画書および日程調整に従い、本番移行のリハーサルを実施し、お客様と
cloudpack スタッフが共同で以下の事項を確認します。
• 移行手順は適切な内容になっているか。
• 想定時間内に移行が完了するか。
お客様

社内
システム
本番環境
システム

本番環境
システム

検証環境
システム

検証環境
システム

開発環境
システム

開発環境
システム

リハーサル

図 8.12 リハーサルの実施

本番移行におけるリスクを低減するために、リハーサルは専用環境をcloudpackスタッフ
が別途構築し、原則として2 回以上実施します。
8.5.3

本番移行計画書の作成

『8.2 設計フェーズ』で作成した移行計画書およびリハーサルの結果に基づき、cloudpackス
ス
スタッフが以下の資料を作成します。
• 本番移行計画書
8.5.4

本番移行のご承認

リハーサル完了後、cloudpack スタッフより Backlog を通じてお客様に以下の資料ご
送付します。
• 移行リハーサル計画書兼結果報告書
• 本番移行計画書
• その他付随のドキュメント
内容が『8.2 設計フェーズ』の成果物に合致していることをご確認ください。合致しない部分
があると判断された場合は、お客様と cloudpack スタッフが協議の上で課題の洗い出しと
今後の対応について検討を行います。
お客様により本番移行実施のご承認が得られた場合、本番移行計画書に従い本番環境の移
行を実施します。
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8.5.5

本番移行作業の実施

本番移行計画書に定めたスケジュールに従い、本番環境の移行作業を実施します。
お客様

社内
システム
本番環境
システム

本番環境
システム

検証環境
システム

検証環境
システム

開発環境
システム

開発環境
システム

移行

図 8.13 本番移行作業の実施

移行作業の詳細はプロジェクトによって異なりますが、一般的には下記の流れで実施します。
1. バックアップ
本番移行計画書に従い、移行作業前の最終バックアップを取得します。
2. 移行作業
本番移行計画書に従い、本番環境の移行を実施します。
3. 初回バッチ実行
移行作業完了後、本番移行計画書に従い、最初のバッチ実行を実施します。
4. アプリケーション動作確認
初回バッチ完了後、本番移行計画書に従い、アプリケーションが正常に動作がしていることを確
認します。
8.5.6

稼動判定の実施

本番移行作業の完了後、お客様にサービスおよびシステムの正常稼動のご判定いただきます。
サービスおよびシステムの稼動状況が『8.2 設計フェーズ』の成果物に合致していることを
ご確認ください。合致しない部分があると判断された場合は、お客様とcloudpack スタッフが
協議の上で、直ちに切り戻しを実施します。
お客様により正常稼動のご判定が得られた場合、直ちに運用フェーズへ移行します。
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8.6 運用フェーズへの移行およびプロジェクトの完了
移行フェーズ完了後、『cloudpack サーバー運用・監視サービス』による運用サポートのご
提供を開始します。運用フェーズにおいては、cloudpack サポートデスクがお客様をサポー
トします。
運用フェーズの詳細については『、9章 cloudpack サポートデスクによる運用サポート』をご
参照ください。
『migrationpack』では、運用フェーズの開始後に以下の作業を行います。
1. 機器買い取り
2.

プロジェクトの終結
移行フェーズ完了後
監視・運用

機器買い取り

cloudpack
サーバー管理・運用サービス
運用フェーズ

プロジェクト完了のご承認

『migrationpack』
プロジェクト完了

図 8.14 運用フェーズへの移行およびプロジェクト終了の流れ

8.6.1 機器買い取り
『機器買い取りオプション』をご契約の場合、プロジェクトの完了前に機器買い取りの手続きを
行います。
詳細は、cloudpack スタッフまでお気軽にご問い合わせください。
8.6.2

プロジェクト完了のご承認

運用フェーズ移行後、cloudpack スタッフより Backlog を通じてお客様に以下の資料ご
送付します。
• 本番移行結果報告書
• その他付随のドキュメント
内容が『8.2 設計フェーズ』の成果物に合致していることをご確認ください。
お客様によりプロジェクト完了のご承認が得られた場合、プロジェクト憲章の定めに従って
『migrationpack』のプロジェクトは完了します。
8.6.3

プロジェクトの完了

『migrationpack』では、プロジェクトの完了とともに『移行プロジェクト用 Backlog』を
凍結し、利用を終了します。
以後は『
、
cloudpack サーバー運用・監視サービス』でご提供する Backlog

をご利用くだ

さい。
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第9章 cloudpackサポートデスクによる運用サポート
『migrationpack』による移行完了後、cloudpack サーバー運用・監視サービスをご契
約のお客様には cloudpack サポートデスクによる運用サポートのご提供を開始いたしま
す。
cloudpack サポートデスクは、以下のような運用体制により『、migrationpack』で移行
したお客様のシステムをお客様とともに運用いたします。
お客様（システムオーナー）
お客様のシステムの運営に関する責任を有し、維持運営に関して判断および決定を行います。
監視センター
平常時の監視および障害発生時に一次切り分けおよび復旧作業を行います。監視センターで解決
できない場合は、専門の担当（サポートセンター）に対してエスカレーションを行います。
サポートセンター
お客様のシステムに関わる構築業務と専門的な運用・保守業務を行います。障害発生時には二
次切り分けおよびお客様の復旧支援などを行います。
サポートセンターは、営業時間内の対応をカバーする構築・二次運用グループに属する
エ ンジ
ニアにより構成されます。

サポートデスク
（24 時間365日）

障害ご連絡
監視センター
エスカレーション
お問い合わせ/ ご依頼

お客様

（お電話 /Backlog）

cloudpack サポートデス
ク0120-799-989

サポートセンター
平日対応 10:00-19:00
休日夜間対応 ベストエフォート

図 9.1 cloudpack サポートデスクの運用体制

cloudpack のお客様窓口である『cloudpack サポートデスク』では、ご提供するサポー
トサービスに対する信頼性および透明性を高めるために、サービスレベル合意（ S L A ）
およびサービスレベル目標（ S L O ）を定義し、公開しています。
サービスレベルの定義およびcloudpackサポートデスクの詳細については、
『cloudpack サポートデスク ホワイトペーパー』（https://cloudpack.jp/whitepaper/
supportdesk.html）をご参照ください。
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