
コストと運用の課題に対して
最適なAWSの運用を提案・実行してくれるパートナーを探して

導入前の課題 NHN テコラスを選んだ理由
コーポレートサイトのインフラとしてアマゾン ウェブ サービス（AWS）
を採用した 2015 年から、移行にご協力いただいた MSP 事業者に
AWS の運用を委託していました。専門スキルを持った人材が少なく
MSP事業者に任せっきりになっていたので、当社側ではAWSの構成、
現状の設定や稼働状況、どんな監視がされているかも全く把握できてな
い状況に陥っていました。

私は 2017 年にコーポレートサイトの運営を引き継いだのですが、プロ
ジェクト管理ツールに過去の障害情報やMSP 事業者の対応履歴は残っ
ているものの、まとまったドキュメントがなく、現状を把握するためには
MSP 事業者に逐一質問をするしかない状態で障害発生のリスクを考え
ると運用に不安を感じていました。加えて、運用管理のコストが高いと
思っていたので、現状の整理とコストの最適化に協力をいただけて、安
心して運用を任せられる新たなパートナーを探すことにしました。

複数社に提案を依頼しましたが、NHN テコラス社のレスポンスが一番
早くて、好印象でした。NHN テコラス社はミズノが本社を構える大阪
にも拠点があり、提案段階から頻繁に打合せができたのも大きかったで
す。当社の課題をしっかり理解し、運用方法や作成するドキュメント内
容まで細かく説明していただき、心強さを感じました。

決め手はやはりコストです。NHN テコラス社は、本番環境として利用し
ているインスタンスと開発・検証環境として利用しているインスタンスを
整理した上で、本番環境は 24時間 365日の即時障害対応、開発・検
証環境はベストエフォートでの対応というふうに用途によって運用レベル
を分けることを提案していただき、他社よりも明確にコストの削減を見
込むことができました。

さらに AWS のサービス構成を変更することで最適化できるポイントの
提案も含まれていました。社内には MSP 事業者を変えることに不安を
感じている人もいたのですが、その提案により「AWS を熟知している
信頼できるMSP事業者だ」と社内を説得することができました。
Amazon EC2で作ったNginxのリバースプロキシサーバをマネージド・
サービスのApplication Load Balancer（ALB）に置き換えるという提
案は、コストの面でもサイト運営の面でも魅力的だったのですが、当社
で必要なパスルーティングの設定ルール数が AWSの設定数の上限を越
えてしまっていたため導入を断念しました。ALBの導入は、パスルーティ
ングの設定を整理した上で改めてチャレンジしたいなと思っています。

C-Chorusを提供するNHN テコラスは、
APNアドバンストコンサルティングパートナーです。 

ミズノ株式会社
総合企画室 グローバルデジタル統括室
多田様

導入事例

1906年創業のミズノ株式会社は、「より良いスポーツ品とスポーツの振興
を通じて社会に貢献する」を企業理念に、競技スポーツから日常生活、健
康サービス領域まで幅広い分野で、製品やサービスを通じて、顧客接点を
持つ総合スポーツメーカー。近年では、オンライン・オフライン問わず、様々
な体験価値を提供している。

ブラックボックス化している情報を整理し、
コストを3割削減。安定したAWSの運用を実現

ミズノ株式会社 様

総合スポーツメーカー



丁寧なアセスメントと綿密な運用設計が実現した、質の高い監視・運用

移行支援と導入後の効果
まず現状の AWS 環境のアセスメントから行っていただきました。AWS
のサービスの設定、EC2 上の OS・ミドルウェアの設定を一つずつ丁寧
に調査し、ドキュメントを整理し直していただいたため、当社が把握しき
れていなかった情報もクリアになりました。
また監視システムとしては Zabbix を新たに導入していただきました。前
MSP 事業者から入手した現状の監視設定を参考にしつつ、NHN テコ
ラス社のノウハウを活かした監視設定を提案していただき、障害検知の
精度を向上させることができました。
プロジェクト管理ツールの過去の障害情報やMSP 事業者の対応履歴は
すべて共有しています。過去の情報を精査し、監視システムが障害を検
知した際の障害発生ポイントの切り分けフロー、対応手順、連絡先をま
とめた運用ドキュメントも作成していただきました。アプリケーション起
因の障害では、開発ベンダーに連絡が必要な場合が多いのですが、発
生した障害に応じて、何時以降であればどこの会社の誰に連絡するかな
ど当社の細かな要望を運用フローに反映していただいています。
当社でも理解できる丁寧な分かりやすいドキュメントで、レビュー会も
開催されたため、運用内容をしっかり把握した上で安心してお任せする
ことができました。

切り替え前には、並行稼動期間を設け、前MSPと直接コミュニケーショ
ンを取りながら、最終調整を行っていただいたため、とてもスムーズに
切り替えを完了することができました。
スケジュールについても非常にスピード感をもって取り組んでいただけま
した。移行開始当初はアセスメントから運用の引き継ぎ完了まで約 3ヶ
月間のスケジュールを提示されていましたが、移行を進めている段階で
当社の予算の都合によりスケジュールを早める必要が出てきました。
スケジュールについて相談したところ、並行稼働期間の圧縮を提案して
いただき、結果として約 2ヶ月で移行が完了できました。スケジュール
を短縮いただいたにも拘わらず、トラブルなく移行できて大変助かりま
した。
運用が始まってからも順調です。以前であれば作業の依頼をしてから
2-3日かかっていたものが、NHNテコラス社に移行してからは当日に対
応していただけるケースもあり、迅速な対応で待ち時間のストレスもな
くなりました。サーバーの高負荷などの障害が発生した場合の対応も早
いので満足しています。移行の一番の目的だったコスト削減についても、
以前に比べて3 割ほど抑えて運用することができ、NHN テコラス社の
対応にとても満足しています。

※アマゾン ウェブ サービス、AWSおよびAmazon Web Servicesロゴは
Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。
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オンプレミスとパブリッククラウドで稼働するシステム統合。
知見のあるパートナーの協力が必要不可欠

導入の背景 導入前の課題

支援内容と導入後の効果

株式会社エボラブルアジアが運営する「エアトリ」は、「最もおトク」で「最
も便利」なサービスをコンセプトにした総合旅行プラットフォーム。国内
航空券・海外航空券や国内・海外ホテル、その他にも新幹線、ツアー、
レンタカー、アクティビティといった各種旅行サービスを展開しています。

このエアトリは、サービス構築の際に都度インフラを調達していたことや
M&A によるサービス拡張の結果、オンプレミスや複数のパブリッククラ
ウドで構成される、複雑なマルチクラウド環境のシステムとなっていまし
た。そのためサービスに関するシステムの全体像を把握することが難しく、
運用・監視もそれぞれの環境ごととなっていたため、運用効率やセキュ
リティに懸念がある状況でした。
この状況を改善するべく、インフラ環境をアマゾン ウェブ サービス 
（AWS）へ集約することが決定しました。

移行を決定したのはいいものの、オンプレミスやパブリッククラウドに点
在するシステムの集約・移行に関する知見が社内にはありませんでした。
また、移行を実施するための人手も不足しており、移行プロジェクトを
進めるためには外部のパートナー企業に協力してもらうことが必要不可
欠でした。そこで、オンプレミス・パブリッククラウド共に知見のある
NHN テコラスに、支援いただくこととなりました。

NHN テコラス協力のもと、AWS移行プロジェクトは2017 年 5月より
スタートしました。マルチクラウドで稼働しているサービス数を考慮する
と非常にスピード感のある対応で移行を進めることができたと思います。
また、こちらの要望を汲み取り、事細かに指示を出さなくても、パブリッ
ククラウドの技術トレンドや担当されているインフラエンジニアの豊富な
経験などを加味した提案をしていただけたことにも満足しています。単
なる依頼者と対応者という関係ではなく、良きビジネスパートナーとして
コミュニケーションが取れて、プロジェクトを進めることができたと思い
ます。
2018 年 8 月現在、一部移行が未完了のものもありますが、ほぼ全て
のシステムが AWSで稼働しています。やはり、オンプレミス環境で避け
ては通れない、ハードウェアの障害対応がなくなったことにはメリットを
感じています。合わせて、パフォーマンスも向上し、テレビ CM の放映
でウェブサイトへアクセスが集中した際にも、ページが表示されないな
どのトラブルがないことにも満足しています。

C-Chorusを提供するNHN テコラスは、
APNアドバンストコンサルティングパートナーです。 

株式会社エボラブルアジア
マーケティングインフラソリューション室インフラグループ マネージャー
三浦様

導入事例

エボラブルアジアは、オンライン旅行事業、訪日旅行事業、IT オ
フショア開発事業、投資事業を柱に、「One Asia」をビジョンに
掲げアジアを繋ぐ架け橋となる独自性の高いビジネスモデルで成
長を続けています。

複雑化したマルチクラウド環境。
AWSへの統合で運用効率・セキュリティを向上

株式会社エボラブルアジア 様

オンライン旅行事業、訪日旅行事業
ITオフショア開発事業、投資事業



単なる依頼者と対応者ではない、良きビジネスパートナーとして

また、AWS への移行が完了したサービスについては、機能拡張や新規
サービスのリリースを随時対応いただいています。他にも他部署が運営
する別サービスのインフラ構築案件について、信頼の厚いパートナーと
して NHN テコラスを紹介するなど、NHN テコラスに支援いただく範囲
は拡大しています。当社も着実に成長を続けているので、引き続きより
柔軟な対応をいただきたいと思います。
特に期待をしていることは、2018 年 5月に新たに仲間となった、旧 株
式会社 DeNA トラベルが運営するオンライン総合旅行サービス「エア
トリ（旧DeNAトラベル）」と、エボラブルアジアが従来から運営する「エ
アトリ」の統合プロジェクトです。現在、ウェブサイト統合の前に、旧
DeNAトラベルのインフラ環境のAWSへの移行を進めているのですが、
一連のAWS移行のご支援により、お互いにノウハウが溜まっているため、
よりスムーズに移行を進められるのではないかと感じています。
2つの「エアトリ」のウェブサイト統合についても、自社だけでこのプロジェ
クトを進めることは非常に困難です。成功させるためには、NHN テコラ
スからより一層の支援が必要不可欠ですので、今後も信頼できる良き
パートナーとして手厚いサポートを期待しています。

また、今回の移行のタイミングで、DNS やメールサーバーなども含め、
ほぼ全てのシステムを AWS に集約できたため、全体の状況を把握しや
すくなり、サーバーの立ち上げやアカウントの管理も容易になりました。
サーバーが点在していることによるセキュリティ的な懸念事項も、システ
ムをAWSで完結させることでリスクが下がったと思います。

コストは、移行後も着 と々サービス規模が拡大しているため、単純な比
較はできませんが、いままで運用に掛かっていた工数が削減されたため、
よりコアな業務に集中することもでき、コストパフォーマンスは上がって
いると感じています。

※アマゾン ウェブ サービス、AWSおよびAmazon Web Servicesロゴは
Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

今後の展望
運用・監視の面ではすでに任せている部分も多く、今後はセキュリティ
対策として、攻撃があった場合の対応方法なども、より万全を期すため
に提案をお願いしているところです。これにより、運用の効率化やセキュ
リティの向上を期待しています。

本番環境

NHN テコラス 
24時間365日の監視対応 ユーザー 提携企業 旧利用環境
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AI 評価システムの核となるアルゴリズム、アプリケーションの開発、
基盤となるAWS環境をワンストップで提案

導入前背景 NHN テコラスを選んだ理由
BIJIN&Co. 株式会社では、モデルやインフルエンサーなどのマッチング
の最適化を図るキャスティングプラットフォームCLOUDCASTING の展
開を行っています。CLOUDCASTING は「キャスティング領域をシステ
ム・デジタル化し、多くの人に、平等に活躍の機会を提供する」という
理念をかかげ、現在約 14,000 名のキャストが登録し、発注をするクラ
イアント企業登録数も 8,000 を超える国内最大級のキャスティングサー
ビスに成長しています。近年、従来のモデルに加え、インフルエンサー
の登録数も増え、サービスの規模が大きくなりデータも集まってきたた
め、サービスの質をより充実させることを目的に、AI によるキャストの評
価システムを開発することになりました。AI によるキャストの評価システ
ムはモデルやインフルエンサーのプロフィールなど複数の属性情報や外
部のオープンデータから独自の評価スコアを AI が算出し、それに応じて
参考報酬価格を提示する仕組みです。

当社のサービス理念を理解した上で、考案中であった AI による参考報
酬の算出を実現するために、自然言語処理、画像解析、アルゴリズム
開発、アプリケーション開発、アマゾン ウェブ サービス （AWS）基盤
構築までカバーできるデータサイエンティスト・エンジニアを擁する
NHN テコラスに依頼することにしました。
実際の導入においても、CLOUDCASTING のサービス運用に注力しな
がら新機能の開発に着手することができたため大変助かりました。コン
サルティングによる課題のヒアリング、機械学習＆統計を活用した予測
モデルの作成、インフラ構築、ソフトウェア開発、デプロイまで全て任
せることができる会社は多くはないので、NHN テコラスにお願いできて
よかったと感じています。

NHN テコラスの支援内容
機能部分は先程も述べたとおり、CLOUDCASTING に登録したキャス
ト情報が更新されると評価システムで評価を新たに算出し、API 経由で
結果を返すというものです。更新されたプロフィール情報などの分析に
は自然言語処理を利用しており、評価に活用しています。正確な評価の
ため、CLOUDCASTING 内のデータだけでなく外部のオープンデータ
も活用し、評価の精度を向上させています。
また通常であれば分析が難しいアカウント登録直後のキャストにも対応
するため、CLOUDCASTING 上での活動実績が少ないキャストにも有
効な予測アルゴリズムを作成していただきました。

導入事例

BIJIN&Co. 株式会社
代表取締役
田中様

エンタメ業界を、アップデートする。才能を持つすべての人に、新たな活躍の機会を届けたい。そん
な想いでキャスティングサービスを中心に事業を展開する私たち。これまでアナログだったこの領域
に、テクノロジーを掛け合わせることで人の持つコンテンツとしての価値を可視化させたり、効率的
なマッチングを実現させたりと、才能ある人を最適な形で市場ニーズにつなげていきます。キャステ
ィングの進化を通じて、エンタメ業の可能性を広げていく。私たちは “ エンタメ・テクノロジーカン
パニー ”としてこれまでにない、新たなチャレンジを続けています。

AWSを活用した
AI によるキャスト評価システムの構築

BIJIN&Co.株式会社 様

インターネットメディア事業

C-Chorusを提供するNHN テコラスは、
APNアドバンストコンサルティングパートナーです。 



Amazon EMRを活用し膨大なデータの処理時間を圧縮
サービスの規模拡大を踏まえた最適なインフラ設計

導入後の効果と今後の展望
新サービスの提供は始まったばかりですが、多くのメディアに取り上げて
もらいキャスト、クライアント双方の登録者数も増加しています。システ
ムの運用と保守は NHN テコラスに任せているため、AI 利用時の課題と
なりやすいデータ量が増えるとコストも増える問題についてもインフラの
最適化によるコストの改善を行っていただけることを期待しています。
今後の展望について、機能面では取り込む情報としてさらに外部データ
を活用することや、画像解析 (ディープラーニング )の技術を使って評価
スコアの精度を更に向上させていきたいです。また AI によるキャストの
評価システムをさまざまな業界、業種で横展開し、新しいサービスの立
ち上げも考えています。その際には引き続き NHN テコラスには当社の
パートナーとして一緒に取り組んでいただきたいです。

評価アプリケーションの基盤には AWS を採用しています。NHN テコラ
スには AWS 認定ビッグデータの有資格者がいて、今回のインフラ設計
にも携わってくれました。
AI による評価スコアの算出には CLOUDCASTING 上の全キャストデー
タを利用していますが、Amazon EMR を活用することでデータが増え
ても高速かつコスト効率よく処理ができるため、サービス規模が拡大し
ても評価スコアの算出の処理時間を圧縮することが可能です。

AWS のサービスを熟知している有資格者が設計をしてくれたことで、
サービスの規模拡大を踏まえた上での最適なインフラが構築できたこと
も満足しています。

※アマゾン ウェブ サービス、AWSおよびAmazon Web Servicesロゴは
Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。
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データ分析基盤の移行でコストを最適化するための設計を工夫

導入の背景

NHN テコラスからの提案

導入後の効果

アイオライトリンクではクラウド上の分析基盤でゲームのログを収集・
解析し、プレイヤーや課金データなどの KPI となる数値を可視化してい
ます。当社では抽出された数値をもとにデータドリブンな施策の策定や
ゲームの運用を行っていますが、この分析基盤の運用費用がかさんでい
ることに頭を悩ませており、運用費用を抑えるために分析基盤の移行を
決めました。
当社のゲームでも利用実績があり、データ分析用のサービスが豊富な
アマゾン ウェブ サービス（AWS）へ移行することを決めたのですが、
社内でデータ分析基盤のインフラ構築経験がありませんでした。
そこで AWS のアドバンスドコンサルティングパートナーであり、AWS
を活用したデータ分析基盤の知見が豊富な NHN テコラスにデータの
移行と分析基盤の設計・構築を依頼しました。

また AWS Glue Crawler を活用することで、分析データを分割し、
Amazon Athenaの分析スピードの向上とコスト削減のご提案もいただ
いています。設計の工夫だけでなく、NHN テコラスの AWS 請求代行
サービスを利用すると S3 の料金が割引もされることも非常に魅力的で
した。
データの移行についてはコマンドでエクスポート、インポートを行う予定
でしたが、実際に作業を行ってみると自動での移行が難しいことがわか
り、約 2 億件のレコードを手動で移していただきました。データ移行で
想定外の作業がありながらも、こちらからお願いしていたタイトなスケ
ジュールを守り、2 週間ほどで移行作業を終わらせ、新しい分析と可
視化の基盤を用意いただけたのは大変ありがたかったです。

移行の目的であるデータ分析基盤の運用コストを抑えるために、デー
タウェアハウスの利用ではなく、Amazon S3 をデータレイクとして利
用し、Amazon Athenaから参照する構成を設計いただきました。

AWS の設計を工夫していただいたおかげで、データ分析基盤の運用費
用は 9 割近く削減でき、大変満足しています。また従来のツールで利
用していたSQL 文を新システム用に当社側で書き換える必要がありまし
たが、そちらの部分でもお手伝いいただけました。NHN テコラスの知
見や技術力があってこそスムーズに移行を完了させることができましたの
で今後はAmazon QuickSight で KPI の管理を行い、ゲームの施策・
運用に活かしていきたいと考えています。

導入事例

※アマゾン ウェブ サービス、AWSおよびAmazon Web Servicesロゴは
Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

ソーシャルゲームやエンタメアプリ・WEB サービスを手掛けています。人
気声優に道案内をしてもらえるナビアプリ「MAPLUS＋」や、人気作品を
ソーシャルゲーム化した「BALDR シリーズ」「温泉むすめ」など多数のエ
ンタメコンテンツを開発し、多岐にわたるプラットフォームで展開。ユーザ
ーに新鮮な「楽しい・面白い」を提供し続ける企業です。

データ分析基盤をAWSへ移行し、
運用費用を9割削減

株式会社エディア 様

ゲームサービス事業、
ライフエンターテインメントサービス事業
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集計用クエリを発行
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アクセスが集中すると落ちやすい物理サーバーの構成のため、
運用の手間と障害発生のリスクを改善したい

導入前の課題
以前はデータセンターで物理サーバー上に EC サイト、ブランドサイト、
業務システムを構築し、運用していました。しかし、サーバーの構成は
最低限の冗長化しかされておらず、さらに一つのネットワーク上にECサ
イトとブランドサイトなどの複数のサービスが相乗りをしていました。そ
のため一つのサービスで高負荷や障害が発生すると、そのサービスに引
きずられる形で他のサービスにも影響がでてしまいました。とくにキャン
ペーンを行うとSNSで拡散され急激に負荷が高まることがあり、対策と
して予めアクセスの増加が予想される場合には他のサービスに影響が出
ないように LB（スイッチ側）で振り分けたり、サーバーを調整したりと
運用の手間も発生しておりました。また物理サーバーで運用しているた
め、複数のサービスで高負荷にも耐えられるように、余裕をもった台数
で運用しており、サーバーのリソースは余裕があるのに費用は支払うと
いうコスト面での課題も感じていました。

新規のブランド立ち上げ計画やそれに連動したキャンペーンなどのプラン
があったため、先述したサーバー構成では限界がくると考え、リソース
を自由に調整できるアマゾン ウェブ サービス （AWS）上へ移行すると
いう方針になりました。検証環境などで AWS の利用経験はありました
が、通常の業務をこなし、さらにボトルネックを解消できる設計や移行
作業を行うにはリソースと経験が不足していました。そのため移行を任
せられるパートナーを探し、NHN テコラスに声をかけました。

NHN テコラスを選んだ理由

物理サーバーから AWS 上への移行は当社も初めての経験だったため、
物理サーバーとAWSの両方に詳しい会社を探していました。
NHN テコラスはデータセンターを運用しており、物理サーバーのノウ
ハウが豊富なだけではなく、AWS のアドバンスドコンサルティングパー
トナーでもあったため、当社の希望する条件と合致しています。
提案の際にも AWS に精通していて知識と経験をもったプロジェクトマ
ネージャーと AWS の資格を有する専門性の高いエンジニアに担当いた
だいたことでより信頼感がまし、ぜひ移行をお願いしたいと思いました。

NHN テコラスの移行支援
当社の課題をヒアリングしていただき、各サービスでネットワークを分け、
サービス規模に合わせた最適なAWSの設計をしていただきました。基
本のサーバー構成を設計いただき統一することで、新しくサービスを立
ち上げる際にもすばやく対応できるようになっています。

導入事例

株式会社 T-Garden
SEチーム Senior Engineer
浅野様

T-Gardenは女性の「なりたい」を応援する事業を展開しています。
創業以来、多数の化粧品やカラーコンタクトなどを企画販売。多くのヒットブ
ランドを世に送り出しマーケットの構築をしてきました。また自社商品のマー
チャンダイジングで得た知見や情報網を活かしたプロモーション事業など、
女性に特化したサービスを展開しています。

物理サーバーから手探りの
AWSへの移行徹底サポート

株式会社T-Garden 様

化粧品の企画・開発、カラーコンタクトの企画・開発
メディアサイト・Eコマースサイトの運営
プロモーション事業

C-Chorusを提供するNHN テコラスは、
APNアドバンストコンサルティングパートナーです。 



基本セットとなるAWSのサーバー構成を設計
量産することで運用の手間を軽減、立ち上げもスピーディに

また各サービスで冗長化をしたため、キャンペーンなどの高負荷時が予
想される場合には、予めインスタンスを増やし、クラウドのメリットが活
かせる状態になりました。いまは運用・監視についてお任せするだけで
なく、エンジニアサポートのサービスも利用しています。そのためインス
タンスの計画メンテナンスの際の対応や、障害発生時の復旧対応、通常
運用での作業依頼など、エンジニアのリソースが足りない繁忙期に大い
に活用させてもらっています。

NHN テコラスにインフラの運用を一任することで、当社のサービスに活
用できる AWS の機能やサービスを調べて提案する余裕も生まれてきま
した。今後はリザーブドインスタンスを活用することでコストの削減や
Amazon Rekognition を活用し動画配信の分析も検討していきたいと
考えています。

導入後の効果

導入前の課題であったボトルネックを解消できる設計・構成に最適化さ
れたことにより運用のリソースを大幅に削減することができました。さら
に以前は繁忙期に EC と物流の基幹システムとの連携でレイテンシーが
高くなり遅延が発生することもありましたが、各サービスで最適な構成
をとったことから、それらも解消することができました。

さらに当社では気づけなかったであろうAWS 特有の仕様、NAT ゲート
ウェイの申請やメールの送信部分などで指摘をいただけたため、スムー
ズにプロジェクトを進めることができました。またタスクやスケジュール
をきる進捗管理も含めて対応していただいたことには大変感謝しておりま
す。 移行作業は当社のエンジニアに任せられる部分は任せてもらい、不
明点をサポートしていただきました。当社のエンジニアも共同でプロジェ
クトを進めることができ、ノウハウを共有いただくことで AWS 環境を構
築する経験値を積めたのは今後活用できる財産となりました。

ELB、EC2、 Amazon ElastiCache、RDSを一つの基本セットとすることで構築時のルールを明確にし、
新サービス立ち上げの際にもスピーディに対応できるよう設計を整理

※アマゾン ウェブ サービス、AWSおよびAmazon Web Servicesロゴは
Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。
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