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【事例紹介】ネスレ日本における、

AS/400 EDIシステムのクラウド移行



Introduction

ネスレ日本株式会社では、
これまで20年以上にわたり運用してきたAS/400を、

2018年1月から約1年かけて、
AWS上でゼロから再構築しました。

① アプリケーションのオープン化

② インフラのAWS移行

③ 運用・監視設計

本日のセッションでは、今回のプロジェクトを通して

現状の“よくある”課題をどう解決したか、ご紹介いたします。
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会社紹介

ネスレ日本株式会社は、スイスに本社を置くネスレ S.A.の
日本法人として1913年に創業、

「ネスカフェ」や「キットカット」などのブランドで親しまれる、
食品企業です。

近年、ITを活用したイノベーションの創出に積極的に取り
組んでおり、

ECサイトでのネスカフェの定期購入サービスや、
お客様一人ひとりに応じた健康習慣を提案する「ネスレ
ウェルネス アンバサダー」など、
デジタル時代を見据えたサービスを提供しております。
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サービス紹介

「ネスカフェ アンバサダー」
NESCAFÉ AMBASSADOR

「キットカット ショコラトリー」
KITKAT Chocolatory

「ネスレ ウェルネス アンバサダー」
NESTLÉ WELLNESS AMBASSADOR

21.06.2019
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プロジェクト祝勝会（一応2人も写っています）
登壇者紹介

登壇者 所属部署

細見 貢 ネスレ日本株式会社
IT部
AS/400移行プロジェクト
インフラ開発担当

山口 晃子 ネスレ日本株式会社
IT部
AS/400移行プロジェクト
セキュリティ、プロジェクト
管理担当



プロジェクト概要
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Before After
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✓ IBMメインフレームから、Webベースのシステムに刷新

プロジェクトで何が変わったか？



21.06.20198

東京
(Projectルーム)

神戸
(Nestle)

インド（バンガロール）
オフショアDevチーム

オーストラリア（シドニー）
Securityチーム

プロジェクト体制（ロケーション）
✓ 東京にProjectルームを設置し、

東京、神戸、シドニー、バンガロールの4拠点でリモートでコミュニケーション



✓ システム開発をJBCC株式会社、運用設計及び監視をエクイニクス・ジャパン株式会社に委託
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プロジェクト体制（チーム構成）

SecurityDev

IT部

セキュリティ要件定義
サポート及び
アセスメント

AS/400と接続する社内
基幹システムの開発

AS/400 Project

システム運用設計
監視

システム開発
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システム開発- JBCC株式会社

AS400の開発・運用実績
AWS

Consulting Partner
高速開発

【取引実績】
取引社数： 5,100社以上
納入台数： 14,000台以上

日本ＩＢＭより、
2015～2016年度における
Ｐｏｗｅｒ Ｓｙｓｔｅｍｓの販売実績を
評価され、
Top Power Acceleration Business 
Partner 2016受賞

約3,000社への導入実績
“俺のクラウド”をベースに
業種・業務に特化した
最適なクラウドサービスを提供

100社を超えるプロジェクト実績
開発高速化ツールであるGeneXusを用い、
スピーディに高品質のシステムを導入
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ビジネスエコシステム

世界52都市、200+拠点

東京
TY2, TY6-8

インターコネクション（相互接続）を
介したビジネスエコシステム

どこへでも“つながる” ハイブリッドクラウドに最適
マネージド＆
テクノロジーサービス

東京 大阪

データセンター内でAWSに接続日本独自のサービス

データセンター内
330,000超

リソースユーティリティ
サービス

サイトロックマネジメント
サービス

プロフェッショナル
サービス

監視

運用 セキュリティ

東京10拠点、大阪1拠点

東京、大阪ともに
AWS接続ゲートウェイあり

大阪
OS1

データセンター事業

システム運用設計・監視- エクイニクス・ジャパン株式会社

運用監視事業



展示ブースのご紹介 – エクイニクス・ジャパン株式会社
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ブース番号：S-2

（ノベルティもあります！）

エクイニクスブースに
お立ち寄りください！



当社でのシステム開発・運用方針
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ビジネスでのIT活用

✓ ビジネスニーズに合わせたサイクルで開発・リリース
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https://shop.nestle.jp/front/contents/ambassador/amb/
https://shop.nestle.jp/front/contents/ambassador/amb/recruit/food-service/
https://machieco.jp/machiecobin?_ga=2.120297675.219106918.1561379774-350980218.1561379774
https://shop.nestle.jp/front/category/DolceGusto
https://shop.nestle.jp/front/contents/machine/spt/
https://shop.nestle.jp/front/contents/machine/nsp/
https://www.chocollabo.com/?_ga=2.92568798.219106918.1561379774-350980218.1561379774
https://shop.nestle.jp/front/contents/Kitkatchocolatory


耐障害性

✓ 阪神大震災の教訓から、
ローカルで管理するシステムは2拠点でバックアップ体制を引く
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https://1.bp.blogspot.com/-zof-oVrI5Qw/UZSsl_AAhRI/AAAAAAAAS38/NbJ7PubIwNY/s800/jishin_house.png
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安定稼働

✓ ビジネスにインパクトを与えない
クリティカルインシデントを発生させない
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• 複雑化

• ブラックボックス化
アプリ開発

• 保守サポート切れ

• 災害対策
インフラ開発

• 後継者不足

• ITサービス品質低下
運用保守

AS-IS 課題 TO-BE解決策

AS/400システムの

刷新を通じて

どう解決したか？

Objective



アプリケーション開発
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業務Applicationの複雑化

✓ 20年以上運用、運用保守が属人化

✓ 度重なる追加開発で機能が複雑化

開発ツール(GeneXus)、
パッケージ製品(ACMS)を

活用しオープン化

AS-IS 課題

◆ プロジェクト制約
短納期での開発
(通常1年半 → 今回1年)

オープン化

AS-IS課題

TO-BE
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オープン化のポイント（開発ツール活用）
✓ GeneXus社の高速開発ツール「GeneXus」を採用
✓ プログラムやデータベースを自動生成し、開発の省力化及び高速化を実現
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オープン化のポイント（EDIパッケージ活用）

◼ 2,300社、13,000サイトを超える導入実績

◼ スケジュール管理など、EDIに不可欠な機
能を設定ベースで実装可能

◼ 高可用性による事業継続性(DR)の確保

✓ DAL（データアプリケーション）社のEDIパッケージ「ACMS APEX」を採用
✓ EDI通信設定を1つの製品で管理、バッチJOB生成をノンコーディング化し、開発を省力化



◼ 開発効率化

✓ コーディング量削減

オンラインプログラム約600本のうち、

40%をノンコーディングで実装

✓ スケジューラ、ファイル配信及び監視

機能など、EDI通信の必須機能を
ワンストップで管理

◼ 品質担保

✓ 早期（1～2週間）のプロトタイプ作成

◼ メンテナンス性の向上

✓ インシデント対応工数の削減

✓ 運用担当者の人依存がなくなり、
メンテナンス性が向上

開発フェーズへの効果 運用フェーズへの効果
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オープン化の効果



インフラ開発
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AS/400保守サポート切れ

✓ 20年以上運用、2019年で保守切れ
クラウド化

✓ 移行先Platformとして
Cloud(AWS)を選択

AS-IS 課題 TO-BE

自然災害対策

✓ 業務に直結する基幹システム
のため、高い耐障害性が必要

◆ プロジェクト制約
短納期での開発
(通常1年半 → 今回1年)

AS-IS課題
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1

• 短期間でのインフラ
構築

• ビジネス要望で開発期間
を1年半から1年に短縮

2

• 耐障害性
• 社内方針に則り、基幹系

システムは国内2サイトで
構築する

3

• スピーディな
インシデント対応

• AS/400と同等のスピード
感で初動対応が必要

クラウド採用までの検討（オンプレミスか、クラウドか）

オンプレミスからクラウドへの移行を決断
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1

• 多くの導入実績
• SAPはじめ基幹系システ

ムのクラウド移行実績が
豊富

• 実績のあるITベンダが
多い

2

• 耐障害性の実現
• アベイラビリティーゾー

ンの活用により、これま
でと同様の複数データセ
ンター間での冗長構成
を実現可能

3

• 先進的テクノロジー
• 小売業であるamazonの

関連会社であり、今後も
斬新なサプライチェーン
周りのサービス追加が
期待できる

クラウド採用までの検討（クラウドベンダーの選択）
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本番・災対サイト構築にアベイラビリティーゾーンを活用

https://www.infrastructure.aws/

https://www.infrastructure.aws/


Internet 

gateway

VPN 

gateway

東京データセンター

大阪データセンター

取引先
VAN会社

海外データセンター
メインデータベース

インターネット

国内
他システム連携

国内
オペレーター

海外
オペレーター本番サイト

災対サイト

暗号化

暗号化

AWS Cloud

VPC

Availability Zone

Amazon RDS

Availability Zone

Amazon RDS

Amazon EC2

Amazon EC2
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インフラ構成、利用サービス
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開発時の考慮点（本番・災対サイト構築）
VPC

Public Subnet

GeneXus AP

ACMS通信

本番サイト 災対サイト

Internet 

gateway

Private Subnet

ACMS管理

VPN 

gateway

東京DC

大阪DC

国内拠点

海外拠点

GeneXus DB

ACMS DB

取引先
VAN会社



運用設計・運用保守

21.06.201930



21.06.201931

運用担当者の後継者不足

✓ 一部ベテランの運用担当者に
運用負荷が集中し、属人化

ITサービス品質低下

✓ 20年以上運用しており
サービスが形骸化、
昨今の社内標準を満たせていない

24/365システム運用監視に
外部リソースを活用

社内ITサービス／セキュリティ
要件を満たす

運用サービスのデザイン

AS-IS 課題 TO-BE

運用／監視設計

外部監視サービス活用

AS-IS課題
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✓ エクイニクス・ジャパンの「サイトロックマネジメントサービス」を活用し、
運用設計から24x365運用監視の導入まで、システム開発と並行して一気通貫で実施

実装・テスト

監視設計 運用設計

24x365運用監視サー
ビス提供

サイトロックマネジメントサービス利用
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システム稼働

業務

プロセス

• 統合的な運用監視システムの提供
• インシデント管理機能の提供

• オペレーションの属人化を排除
• 効率的な業務プロセスの考察

• コストの計測、投資の適正化
• サービスレベルの維持、向上

ヒアリング 要望

運用設計

運用
設計書

脆弱性管理

Malware管理

Account管理

Incident管理

ヒアリング 運用設計 運用導入

Security
ガイドライン

SLA

ガイドライン

✓ ネスレの運用ガイドラインを
ヒアリングし、システム要件化

✓ サイトロックマネジメントサービ
スの基本運用基準に当てはめ、
システム運用方針を策定

✓ 運用設計書並びに各種手順書を
もとにしたシステム運用保守

• 運用保守体制
• 可用性設計
• サービスレベル定義
• Incident対応方針
• Security対応方針 等

注力



運用
設計案

Sec
ポリシー

アプリ
設計書

インフラ
構成図
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インフラ担当

監視設計

✓ 開発チームとセッションを行い、
システムの概要や特徴を把握

✓ サイトロックマネジメントサービ
スの基本メニュから必要な監視
項目を洗い出し

✓ 開発チームの要望に基づき、
独自の監視項目を洗い出し

✓ 監視環境の構築
✓ 監視システムへの監視項目設定
✓ アラート検知設定（メール配信）

監視項目 設定数

基本 1,100項目
(5,000項目中)

独自 400項目

合計 1,500項目

分析 監視設計 実装・テスト

注力

アプリ担当

セキュリティ
担当

監視設計者

運用設計担当
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✓ AWS上でネスレ日本とエクイニクス・ジャパンの監視環境をVPC Peeringを用いて接続し、
リモートで運用監視

監視環境

35

Equinix IBX

※監視エンジンとして、
エクイニクス標準の
「T-BOX」を使用

東京データセンター

大阪データセンター

本番サイト

災対サイト

AWS Cloud

VPC

Availability Zone

Amazon RDS

Availability Zone

Amazon RDS

Amazon EC2

Amazon EC2

VPC

Peering
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運用保守体制
✓ ネスレ日本、JBCC、エクイニクス・ジャパンの3社協業で運用保守にあたっている

36

主な役割分担
• 24/365システム監視

→エクイニクス・ジャパン

• 問合せ・インシデント対応
→JBCC

• 全体管理、ユーザーや
顧客・取引先との調整
→ネスレ日本



まとめ
プロジェクト全体を通じて
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（解決策）外部リソース活用

After
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効果

• 複雑化

• ブラックボックス化
アプリ開発

• 保守サポート切れ

• 災害対策
インフラ開発

• 後継者不足

• ITサービス品質低下
運用保守

開発ツール、パッケージ製品の活用

AWSの活用

サイトロックマネジメントサービス活用

Before

✓ 外部リソース活用により、運用保守主体からITソリューションを創出するチームへ
IT部門のリソースを新たなITの導入担当として活用する



EDI通信のインターネット化（流通BMS）

✓ 業界全体の動きとして、今後EDI通信は電話回線から

インターネット方式へ移行予定

✓ 当システムの開発当時は、現行同様、ISDN回線を用
いたダイアルアップ方式でシステムを構築
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順次ダイアルアップ方式からインターネット方式へ切替予定
最終的にはAWS上でEDI通信を全て完結させる計画

課題と今後の対応



運用保守の最適化

✓ 運用保守は弊社とITベンダ2社で協業

✓ AS/400は全て自社で内製していたため、
どこまで当社で対応すべきか、最適な体制について
検討中
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他社のヒアリング、リリース後1年間の運用実績をもとに、
運用保守体制を確立する
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クラウド活用推進

✓ SaaSをはじめ、ビジネス側からのクラウドの活用要望
が増加

✓ クラウド利用時のルール、セキュリティ基準などが整
備できていない

弊社のクラウド利用ルールを策定し、標準化を目指す
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車載スピーカー等、
営業社員の業務

効率化

IT部での運用保守、

問合せ業務の

効率化

工場の設備や、

製品の異常検知

営業サポート Chat bot 工場での

異常検知

今後のクラウド活用案
✓ 今回の基幹系システムのAWS移行は、IT部門でのCloud活用の第一歩
✓ 開発・運用で得たノウハウをもとに、利用方針を整備し、社内でのCloudを活用を促進する



ご清聴ありがとうございました
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