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自己紹介

名前：伊達 乾（だて けん）

WEB事業部 WEBサービス開発グループ
シニアエンジニア

入社：16年目

アマゾン ウェブ サービス (AWS)
関連所持資格：

好きなサービス：
Route 53
Amazon Relational Database Service
(Amazon RDS) Aurora

名前：添野 翔太（そえの しょうた）

WEB事業部 WEBサービス開発グループ

入社：3年目

AWS関連所持資格：

好きなサービス：
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)



ニフティについて：会社概要

社 名 ：ニフティ株式会社

所 在 地 ：東京都新宿区

創 業 年 月 ：1986年2月

資 本 金 ：1億円

代 表 者 ：荻原 正也（代表取締役社長）

業 種 ：情報・通信業

従 業 員 数 ：338名（2018年4月時点）

平 均 年 齢 ：39.2歳（2018年4月時点）

事 業 内 容 ：接続サービス、Webサービス

売 上 高 ：485億円（2018年3月時点）

株 主 ：株式会社ノジマ 100%

関 連 会 社 ：ニフティライフスタイル（株）

ニフティネクサス（株）



ニフティについて：事業構造

＠nifty会員

接続サービス

非＠nifty会員

Webサービスメディア

BtoB

コンテンツ

マーケットプレイス

オプション

Webサービス



主要なWebサービス：メディア・コンテンツ

＠niftyトップページ @niftyニュース 占い@nifty

@nifty会員向けの
ポータルサイトとして運営

月間200万人が利用中！
@nifty接続サービスの紹介

や、ニュースや占いなどの各種
コンテンツ配信、毎日ポイント
がたまるミニゲームも運営

新聞/雑誌の記事をまとめて
配信するニュースサイト

2,500万人が読んでます！
掲載媒体数100以上！

新聞、雑誌のニュース記事を
まとめて配信中
各種デバイスに対応

人気占い師が占う運勢から
無料占いまで取り揃え

月間130万人が利用中！

他のポータルサイトにも

コンテンツ提供中。本格占い
コンテンツのメニュー合計数は
約36,000！
今回コレの移行話をします



主要なWebサービス：マーケットプレイス

ニフティ不動産 ニフティ求人 ニフティ温泉

有名不動産サイトの一括
横断検索サイト

掲載物件1,000万件！

賃貸も売買も、家探しなら
おまかせの横断検索サイト
アプリDL数は累計300万を
突破中

アルバイト/転職の一括横断
検索サイト

掲載案件150万件！
アルバイトも転職も、仕事
探しならおまかせの検索サイト
おしごと診断やLINE Botも
提供中

日本全国の温浴施設情報/

クーポン検索サイト

月間利用者数280万人！
全国の温浴施設1万5千件の
情報を配信中
クーポンでスパ、温泉がもっと
お得に楽しめる温浴施設情報
サイト



アジェンダ

1. AWS移行の経緯と全体像

2. ニュースのAWS移行プロジェクト

1. プロジェクト概要

2. 移行でハマったポイント

3. AWSで良かったこと

4. 今後の展望

3. 今後の展望





10Migration by Nick Youngson CC BY-SA 3.0 Alpha Stock Images

なぜニフティのウェブサービスは
AWSに移行することにしたのか

http://www.nyphotographic.com/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://alphastockimages.com/


移行の目的

• サーバ台数に比例した固定金額→利用した分だけのコスト

• AWSの165以上のサービスを自由に活用できる

• 資料・情報量が多く、開発の標準化にも繋げやすい

1. 中期的なシステムコストのコントロール

2. 主流クラウドの技術を活用し生産性向上



移行の目的

• アプリケーションとその下で分業可能、

開発効率が良い

• 機能追加には独自フレームワークの

機能開発が必要、レガシー化

• 下のレイヤー作業への依頼申請と作業待ち

アプリケーション

ランタイム

ミドルウェア

OS

仮想化基盤

ハードウェア

データセンター管理
部署/クラウド

独自フレームワーク
運用開発担当

サービス開発者

独自フレームワークの耐用年数超過

• 2004年から独自のJava製フレームワークで

サービス開発

• 延べ100近くのサービスを開発運用
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WordPress（ただし自作プラグインのみ使用可）で
あらゆるサイトを作っていると想像してください

https://www.flickr.com/photos/oakleyfamily/491965

9112
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ニフティの想い：レガシーなシステム開発を脱却し、

エンジニアがより活躍できる、市場価値が上げられる開発の場にしたい
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:FrameBreaking-

1812.jpg



プロジェクト全体

1. 調査

• 2017/9～

2018/2

2. 準備

• 2017/10～

2018/5

3. 移行

• 2018/5～

2019/6

4. 改善

運用

• 2019/2～

今回のお話の範囲



調査フェイズ 1. 調査 2. 準備 3. 移行

1. 調査フェイズ 2017/9～2018/2

1. プロジェクトのスコープ決定

• 全体スケジュール案、体制、移行の想定工数算出、対象システム選定

2. 移行作業実施の前提条件

• 関係部署の合意をとり、役割分担ごとに運用可能であること確認

3. クラウドベンダー比較

4. 移行手段の調査と検証

ステークホルダーを早めに巻き込む
事業部長に適宜インプット：メリット、コスト、スケジュール
社内の管轄部署（サーバ管理部門）も巻き込む

ポイント



調査フェイズ：全体スケジュール概要
調査 準備 移行 運用

移行

活用

育成

2017/9～2018/2 2017/10～2018/5 2018/5～ 2019/2～

社内AWS利用
ルールの整備

AWSへの移行作業
（延べ20名強）

移行実証実験
共通箇所の設計・実装

運用

内部研修（20名強）
2019/01～ 全9回

AWSハンズオン
#1

ハンズオン
#2

公式トレーニング
（延べ24名）

体系的なスキルを
身につける

AWS上での新規開発
既存システムの

AWS活用

AWS認定 情報共有会 週次

2018/12 AWS re:Invent 2018参加

AWSオフィスアワー

移行作業を通じてAWSを理解



調査フェイズ：全体スケジュール概要
調査 準備 移行 運用

移行

活用

育成

2017/9～2018/2 2017/10～2018/5 2018/5～ 2019/2～

社内AWS利用
ルールの整備

AWSへの移行作業
（延べ20名強）

移行実証実験
共通箇所の設計・実装

運用

内部研修（20名強）
2019/01～ 全9回

AWSハンズオン
#1

ハンズオン
#2

移行作業を通じてAWSを理解

体系的なスキルを
身につける

AWS上での新規開発
既存システムの

AWS活用

WS認定 情報共有会 週次

2018/12 AWS re:Invent 2018参加

公式トレーニング
（延べ24名）

社内ルール適合を
優先タスクとした

アカウント管理方法

支払・コスト配賦方法

セキュリティ

その他社内基準



調査フェイズ：体制

AWS

移

行

関

係

部

署

経理

セキュリティ

データセンター
インフラ管理

WEB



調査フェイズ：対象システム選定

＠nifty会員

接続サービス

非＠nifty会員

Webサービスメディア

コンテンツ

マーケットプレイス

オプション

Webサービス



調査フェイズ：移行作業実施の前提条件

1.セキュリティ

• 社内セキュリティルール適合

• 技術的セキュリティ管理基準、情報セキュリティ管理基準

• クラウド利用セキュリティルールのAWS版作成

• ログイン認証など既存社内のシステムとのセキュアな連携方法

2.アカウント管理

• セキュリティルールに準拠したアカウント権限管理

3.支払・コスト配賦方法

• サービス・事業ごとに正しくコスト配賦しコストを可視化する仕組み

上記を決定し主管部署での運用可能をもって移行作業開始とした



調査フェイズ：支払・コスト配賦方法

1.サービスごとにAWSアカウントを作成（開発環境、本番環境）
2.AWSアカウントと損益計算の単位（内部コード）とのヒモ付けを
アカウント作成時にAmazon DynamoDBに格納

3.一括請求機能で請求まとめ用アカウントに請求を集約し、
ヒモ付けに基づいてコスト配賦データを毎月作成

AWS Cloud

不動産

AWS Cloud

求人

AWS Cloud

ニュース

AWS Cloud

etc

AWS Cloud NIFTY

請求の
照合

不動産

求人

ニュース

etc



調査フェイズ：クラウドベンダー比較

• 当初GartnerのEvaluation Criteria for Cloud Infrastructure as a Serviceの分類を元に網羅

的に比較したがカタログスペック比較になり役に立たなかった

• そもそもの想いに立ち返って考え、目標達成の実現性の高さが重要

“レガシーなシステム開発を脱却し、エンジニアがより活躍できる、

市場価値が上げられる開発の場にしたい”

• 選定基準を先に決め、どのくらい満たせるかを測る

ニフティの場合：

• 社内ルールへの適合

• 社内セキュリティ基準

• 目的に叶うか

• 技術者の育成のしやすさ

• 成長性・将来性

例えば
• ニフティの基準より、インシデント発生時の調査
のための操作ログは取得必須
• AWSはマネージドサービス、API/コンソール操
作問わずにAWS CloudTrailで監査可能

iyoupapa, https://www.flickr.com/photos/iyoupapa/5109755069 CC BY-SA 2.0



調査フェイズ：移行手段の調査と検証

AWSに誰がどうやって移行するか

• 移行作業の工数、コストに大きく影響する

• 計画段階で検証



調査フェイズ：移行手段の調査と検証

AWSに誰が移行するか

手段 コスト 社内工数 他プロジェクト影響 期間

内製 （人件費） 大 大 長

付き合いのある
開発会社に依頼

xxxxxxx 小～中 中 中

移行パートナー
企業に依頼

xxxxxxx 小～中 中 中

今回は内製に
決め打ち

移行後に開発運用できる人材がいなければ目的の一つである生産性向上に繋がらない！
AWSのナレッジを蓄積できる内製での移行にこだわった



調査フェイズ：移行手段の調査と検証

移行手段 手法 概要 工数 備考

手動 - AWS上に構築し直す 大 工数大

AWS Server 

Migration Service

V2V VMware仮想マシンをAmazon Machine 

Image化
小 VMware ESXiなどにインストール

が必要

CloudEndure V2V/

P2V

移行元にエージェントをインストールし、
非同期でイメージを移行先に作成

小～中 1台$399。試用なし。対応OS多い

Racemi V2V/

P2V

移行元にエージェントをインストールし
イメージを作成、移行先にEC2

インスタンスを作成

小～中 1台$299。試用なし

MondoRescue P2V 移行元のディスクからISOイメージを
作成し、仮想マシンイメージに変換

中 OSS。調査ではISO→仮想マシン
イメージ変換に失敗

サーバの移行手段の検証

P2V（物理サーバから仮想サーバ）しか手段が採れなかったため、
他社実績が多いCloudEndureに仮決めし、小規模なサービスで実証実験を実施



準備フェイズ

2. 準備フェイズ 2017/10～
• セキュリティ・監査の実装

• ルール作成と全社告知、CloudTail、AWS Config、初期設定 AWS CloudFormation

• アカウント管理の実装
• 部門、管理者や利用者と紐付、OneLogin SAML連携

• コスト配賦の実装
• AWSアカウントごとに費用負担部門、サービスを紐づけ伝票作成しコスト配賦を確認

• ネットワーク設計
• 既存のシステムとの接続（接続要件整理、IPアドレス帯切り出しルール、VPN接続方式）

• 移行実証実験
• CloudEndure動作検証、移行作業の手順化

小規模なシステムで実際の移行作業を1サイクル実施して課題を洗い出す
各担当がすぐ移行作業にできるように調査フェイズで決めたルール・共通部分を実装

ポイント

1. 調査 2. 準備 3. 移行



準備フェイズ：移行実証実験

etc., etc

マネージドサービスを使いたくなるが、安易に切り替えると特性の違いから問題が生じ
るケースもある。性能検証を十分に実施すること（詳細は後述）

ポイント



移行時の製品選定例
自前構築 RDS for MySQL Aurora (MySQL互換)

サーバ運用 要 不要 不要
ストレージのキャパ
シティプランニング

要 要 不要

バックアップ 自前管理 自動 自動
レプリケーション 自前管理 自動 自動
パッチ適用 自前管理 自動 自動
モニタリング 自前管理 Amazon CloudWatch

パフォーマンスインサイト
CloudWatch
パフォーマンスインサイト

コスト（Tokyo） r5.large

0.152USD/h

db.r5.large

0.285USD/h

db.r5.large

0.35USD/h

• RDSに存在するデータベースエンジンであれば原則RDSを使用
• ニフティではAuroraで互換性の問題は遭遇していない

• 元々が高IOPSのSSD頼みでクエリをチューニングできないシステムの場合は大きめの
インスタンスとProvisioned IOPSが必要になることもある（要性能検証）



移行フェイズ

3. 移行フェイズ 2018/5～

• 44システムを約1年で移行する計画（2018/5～2019/06）

• 延べ20人が担当（1年目の新人からベテランまで）

• なんでもドキュメント化

• 作業ログ、トラブルシューティング、FAQ

• AWSトレーニング：2018年度24人参加、6人資格取得

トレーニングで基礎を身に着けた上で、移行作業を通してAWSを学ぶ

ポイント

1. 調査 2. 準備 3. 移行





@niftyニュースのご紹介

PC WEB モバイルWEB アプリ

※2018年9月時点

月間アクセス数（合計）
約1.5億PV、3000万UU

●月間約3,000万人以上が利用するアグリゲーション型ニュースメディア

●新聞社など約100媒体から配信される記事から、注目トピックスを編集部が日々ピックアップ

●ユーザーデバイスに合わせて注目記事を紹介



ニュース提供社（抜粋）





移行プロジェクトスケジュール
2018年 2019年

4月 6月 7月 9月 10月 12月 1月 2月

調査検証

設計

構築
受入
テスト

移行計画策定

経過観察

切り替え

ニフティ

対AWS Well-Architected
アセスメント

方針決定

技術相談（週1 ～）



●移行パターン調査

移行方針を決めるにあたって

Retire 移行せずにシステムを撤去/廃棄

Retain 移行せずにオンプレミスに保持

Rehost アプリに改修を加えずそのまま移行

Refactor アプリ仕様は維持し、一部マネージドサービスを利用

Revise 既存のアプリ仕様をベースに機能追加／改修

Rebuild アプリを書き換え、マネージドサービスを活用

Replace 既存のアプリをマネージドアプリサービスに置き換え

Rehost

Refactor

Revise

Rebuild

Replace

クラウド最適化

移行コスト

●現行調査
－システム動作言語／環境
－社内のAWSノウハウ

Rehost（リフト＆シフト）を選択

※AWSへのアプリケーション移行の考え方と実践
（https://www.slideshare.net/AmazonWebServicesJapan/awswebinar-aws）



システム構成

VPC

AWS Cloud

Availability Zone 1 Availability Zone 2

開発者

記事
フィード

Public subnet Public subnet

踏み台

VPC

Private subnet

WEB CMS

Private subnet

WEB

バッチ記事DBバッチ

NFS 検索エンジン検索エンジン

ランキング
データ

NATインスタンス サービス
認証

サーバー
メンテナンス用

エラー
通知



システム構成

VPC

AWS Cloud

Availability Zone 1 Availability Zone 2

開発者

記事
フィード

Public subnet Public subnet

踏み台

VPC

Private subnet

WEB CMS

Private subnet

WEB

バッチ記事DBバッチ

NFS 検索エンジン検索エンジン

ランキング
データ

NATインスタンス サービス
認証

サーバー
メンテナンス用AWSサービスで

最適化

CloudEndureを使用して
そのまま持ってきたサーバー群

AWSサービスで最適化

エラー
通知

AWSサービスで最適化



リフト&シフトを後押しするツール CloudEndure

● CloudEndure社のライブマイグレーションツール
●専門知識不要
●複数サーバー一括管理

※CloudEndure :: ESP Online（https://esp-online.com/solutions/cloudendure）



リフト&シフトを後押しするツール CloudEndure

● 各サーバーのエージェントが情報を集約し同期

※CloudEndure :: ESP Online（https://esp-online.com/solutions/cloudendure）

データ複製

レプリケーション用

VPC

レプリカ用

VPC

エージェント

カットオーバー移行元
サーバー





移行でハマったポイント

1. CloudEndureではNFSサーバーが起動不能

2. パフォーマンスが出ない

3. HTTPS周り



①CloudEndureではNFSサーバーが起動不能

データNFS

記事
フィード

前処理
HTML出力処理
画像処理

レプリケーション用
VPC

レプリカ用
VPC

カット
オーバー

約50GB/日の更新で
同期が追いつかない

● CloudEndureの仕様
初回のデータ同期が完了しないとサーバーを起動すらできない

●データNFSは初回のデータ同期がいつまでも完了せず



①CloudEndureではNFSサーバーが起動不能

そこで、

S3を経由してデータ移行

データNFS

記事
フィード

前処理
HTML出力処理
画像処理

レプリカ用
VPC

【注意】
●ファイル属性が吹き飛ぶ
●空ディレクトリ

圧縮してアップロード

1.4Mbps

500GB

1.4Mbps



移行でハマったポイント

1. CloudEndureではNFSサーバーが起動不能

2. パフォーマンスが出ない

3. HTTPS周り



②パフォーマンスが出ない

当初は可用性を高めるためにマルチAZ化する設計
Aurora EFS

EC2インスタンスの配置

AZ1a AZ1c

AZ1a AZ1cAZ1a AZ1c



②パフォーマンスが出ない

@niftyニュースシステム内の処理の特徴
ワークロード 特徴 移行元 AWS

記事フィード取り込み
処理

・Cronで10分ごとに
定期実行

・9000バッチタスク

6分 15分

HTML出力処理 ・カテゴリごとに
10分ごとに定期実行

・1100件の記事

2時間半 4時間

細かなレイテンシ差×ワークロードあたりのタスク数×タスクあたりのIO数

2ms × 9000タスク × (およそ30) ＝ (およそ9分)

遅くなった原因を推定すると

+ 1時間半

+ 9分



②パフォーマンスが出ない

そこで、

EC2インスタンス片寄せ配置

AZ1a AZ1c AZ1a AZ1c

EFSを一部やめてNFS on EC2

AZ1a AZ1c AZ1a AZ1c

AuroraからRDS（シングルAZ）へ

AZ1a AZ1c AZ1a AZ1c

ワークロード時間が移行元と同等に改善
（可用性を引き換えに）



移行でハマったポイント

1. CloudEndureではNFSサーバーが起動不能

2. パフォーマンスが出ない

3. HTTPS周り



③HTTPS周り

バッチやツールでHTTPS通信をする際に2つのエラーに遭遇
● SSL Handshake Failure

● javax.net.ssl.SSLHandshakeException: Received fatal alert: handshake_failure

【原因】
使用する言語のバージョンが古いため
● TLSバージョン問題
● Server Name Indication（SNI）問題

example.com example.com | example.net | example.jp

SSL/TLS（基本） SNI

●使用言語のアップデート
● ELBセキュリティポリシーの緩和
（TLS 1.1以上→ TLS 1.0以上）





AWSで良かったこと

●開発や運用のしやすさが向上しました

ログ集約 トラフィック分類

サーバーレス コスト管理



①Athenaを用いた記事ランキングデータ生成

●データの重い加工処理を分離することに成功

●調査から実装完了まで2人日で実施



②トラフィックの詳細分析

● CloudFrontとELBにおいてHTTP5xx系エラーの分析
-トラブルシューティングを目的
-サーバレスで調査から実装完了まで2人日くらいで完成



③コスト管理

●コスト意識を持たせるためにSlackで週次で通知
- サーバレスで調査から実装完了まで2人日くらいで完成

●コスト最適化をするために
-リザーブドインスタンス（EC2、RDS）
-リザーブドキャパシティ（CloudFront）
-特定の時間だけインスタンスが起動するようにAWS CLIで制御





今後の展望

技術の負債をAWSサービスの力を借りて解消中
（主にアーキテクチャーの見直しや開発、運用面）



まとめ

レガシーなシステムほど慎重に





今後の展望：AWS移行からAWS活用

• 全社へAWS浸透・新人育成：AWS内製研修

• Architect、SysOpsなど各分野を講義＋演習（1月～6月全9回）

• 新規システムは原則AWSで開発

• 2019/1/8 有償コンテンツソーシャル認証システム

• Amazon Cognito、AWS Lambda、Amazon API Gateway

• 2019/2/15 ニフティコーポレートサイトリニューアル

• 独自CMSからWordPressに移行、Aurora

• 移行は上期中に完了させ、モダンなシステムに再構築

• ニュースを筆頭に順次

• 社内OAのAWS活用：VDI検討中

レガシーなシステム開発を脱却し、エンジニアが
より活躍できる、市場価値が上げられる開発の場に向けて



Thank you!
伊達 乾
date.ken@nifty.co.jp

添野 翔太
soeno.shota@nifty.co.jp




