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はじめに 

全てのお客様は、クラウド サービス プロバイダー （CSP） を変更したい時には、いつ

でも変更可能であるべきです。 

CSP 、もしくはベンダーは、最善の価格体系に基づき、最善のサービスや機能を提供

することで、お客様のビジネスをサポートしなければなりません。CSP が特定企業の

クラウドサービスからの変更を難しくしているような状況（まさに、ベンダーロックイ

ンの根本原因） があるのであれば、それは、その CSP のサービスがもたらす価値を通

してお客様の信頼を得ておらず、お客様の選択肢を制限してしまっていることを意味し

ます。 

Amazon Web Services （AWS） は、データに対するお客様自身によるコントロール、

オーナーシップ、ポータビリティを確保し、お客様が簡単に他の CSP へと移行できる

ようにしています。当社は、ベンダーロックインにつながる固定料金、強制的な長期契

約、CSP を変える技術的な問題──など、「ロックインの手法」によってお客様を囲

い込むことは決してありません。 

AWS が最善かつ多様なクラウドサービスを提供しているという理由のみに基づき、お

客様に AWS のサービスの利用を継続いただきたいと、私たちは考えています。他社が

AWS よりも優れたサービスを提供しない限り、お客様からは AWS のサービスの利

用を継続いただけるだろう──このように AWS では考えているのです。このことは、

お客様第一主義（Customer-obsessed）という当社のアプローチをイノベーションに向

かわせるものであり、お客様からの信頼確保にもつながります。 

本書では、お客様自身がそう望む場合には、必要としているイノベーティブなサービ

スを自由に選択し、変更したいときに CSP を変更できる状況にあるために、そもそも 
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CSP に求められる要件とは何なのか──を検討します。さらに、ベンダーロックイン

自体の定義と理解、その排除のための実務的なアプローチを提供します。 

本書の内容は、数百万を超す世界中のお客様にセキュアなクラウド インフラストラク

チャを提供してきた 、AWS の長年の経験に基づくものです。 
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ベンダーロックインを解きほぐしていくために 

お客様は、好きなときに好きなものを選択する「自由」を持つべきです。このことはお

客様とベンダーの双方にとって利益となります。お客様が必要なもの、欲しいものを

手に入れることができる一方で、ベンダーは必要とされるものを提供し続けることがで

きるからです。そのため、継続的なイノベーションと、継続的な改善の実施がベンダ

ーとお客様の双方にとって良いことだ──と言えるのです。AWS の新サービスの多

くは、お客様の特定のニーズに対応するために生まれ、お客様へのサービス向上に貢献

しています。 

AWS は、日々常にお客様のニーズに応えることに取り組んでいます。AWS のクラウド

サービスがオンデマンドベースの従量制料金である──という、この認識は欠かせませ

ん。私たちは、お客様が AWS の利用を継続したいと思い続けていただけるように、多

くのイノベーティブなクラウドサービスから選択可能な状態を保障するべく、お客様の

自由を確保することに取り組んでいます。お客様がサービスの利用を中止（move 

away）したい場合は、可能な限り簡単に中止できるようにしています。 

お客様に選択肢と自由を提供すること、これは AWS 全体の重要な原則です。例えば、

お客様が古いデータベース プロバイダーにロックインされている可能のある場合、

AWS は多様なデータの在り方に最適な、多様なデータベースを提案します。契約上、

お客様はただ 1 つのデータベースの利用を継続する義務はありません。お客様は、

AWS 上で他のベンダーのデータベースを運用し、データベースを運用するインスタン

スに関してもいつでも変更することができます。お客様が目的に合ったデータベースの

メリットを活用できるようになっており、AWS からのデータのエクスポート作業も含

めて、データの管理も簡単に実施することができます。当社は常にお客様が最適なクラ

ウドサービスや機能を自由に選択できるようにしています。もし、選択肢が制限されて

https://aws.amazon.com/products/databases/
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いると感じられる場合、そのクラウド プロバイダーは、お客様に対してロックインし

ようとしているのかもしれません。 

「ロックイン」と「スイッチングコスト」を定義する 

ロックインの排除とは、変更したいときに、すばやく、必要以上の手続きなしに、変更

できること──を意味します。これは決して、別の CSP にワークロードを変更すると

決めた次の日には、新しい CSP の利用をすぐ開始できる──ということではありませ

ん。技術的な問題、データの移行、スタッフのトレーニングなど、どのような場合にも

トレードオフまたは 「スイッチングコスト」 は存在します。スイッチング「コス

ト」の内訳としては、時間、フレキシビリティ、機能性のほか、文字どおり費用が含ま

れることもあります。 

テクニカルな観点からは、「ロックイン」という用語は誤解を招く可能性もあります。

つまり、「ベンダーロックイン」について考える場合、変更が明示的に制限されている

場合に限定するのではなく、変更を極端に難しくしていたり、変更によるリスクを生じ

させたりするようなスイッチングコストについても、併せて検討する必要があります。 

スイッチングコスト自体は、 IT の歴史を通じてずっと存在してきたものです。ある特

定のテクノロジー関連のベンダーや、製品、あるいはサービスを選定した瞬間に、それ

らを変更する際には当然、スイッチングコストが発生します。例えば、Java を選んだ

後に Node.js に移行するには、コストがかかります。これは、ロックインではなく、─

─状況によって程度の大小はありますが──、単に、スイッチングコストが発生してい

るだけなのです。 

お客様は、ベンダーロックインとデータ ポータビリティの観点だけでクラウドサービ

スを選定しているわけではありません。［クラウドを選ぶ際の］最終的な目的は、クラ

ウドサービスによって組織にもたらされるメリットを得ることであり、多くの場合、お

客様は他社には存在しない機能を提供してくれるクラウドプロバイダーを選択します。 



Amazon Web Services ベンダーロックインを解きほぐしていくために 

 p. 5 

CSP 独自のサービスの利用 

お客様がまず決定しなければならないのは、「クラウド サービス プロバイダーの高価

値サービスを利用するのか」、もしくは「データポータビリティの可能性を確保するた

めに、自社でコストと労力をかけて （多くの場合、最も低い水準の共通項に揃える仕

方で） 構築するのか」──ということです。 

答えはもちろん、“ビジネスニーズにとって最適なサービスを利用すべきだ”──と

言うものになります。CSP のサービスがニーズに対応していれば、法外なスイッチ

ングコストが存在しないという条件を満たしている限り、すでに発明されている

ものにリソースを費やして「車輪を再発明する」必要はありません。 

例えば、機械学習 （ML） の機能が必要な場合は、複数の種類のテクノロジーを利用

できる CSP を選択することで効率化につながり、イノベーションや変化するビジネス

ニーズへの対応に関して時間とコストを削減できます。ベンダーに［あなた自身が望

んで］ロックインされようとしているのではなく、ニーズに最も合っているからとい

う理由で、CSP 独自のサービスを利用することを決定するのです。それに対して、技

術的な理由がないまま複数のプロバイダーの提供する、複数のクラウドサービスを利

用する決定をしてしまうと、状況が複雑になる一方で、各サービスから得られる「深

さ」が浅くなってしまう懸念があります。 

AWS は、オープンソースへできるだけ多くの人がアクセスできるようすることで、お

客様自身がいつでもテクノロジーを選択できる状況をつくるよう努めています。例え

ば、大規模なデータセットの管理に AWS ネイティブのサービスを選択することもで

きますが、Amazon Elastic Compute Cloud （Amazon EC2） インスタンス上で 

Apache Spark を運用することもできます。ある 特定の 1 社の CSP が提供しているサ

ービスと、他の CSP が提供しているサービスのどちらかを選択しなければならない訳

では必ずしもありません［AWS のサービスをどう組み合わせるか──という選択肢が

複数存在していることがほとんどです］。 
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達成すべき目標（Business Outcome）を決めて、CSP のサービスに対するデュー・デ

リジェンスを実施すれば、組織のニーズにとって最適なソリューションを選択すること

ができます。とにかく変更・移行しやすいようにする、というのが唯一の考慮事項であ

るべきではなく、組織にとって最適なサービスの採用に重点をおくことが重要です。 

クラウド プロバイダーの選定の際には、技術面でも契約面でもロックインが生じない

ように、スイッチングコストを評価することも必要です。将来においてテクノロジーの

変更が必要となる可能性があるかどうかを検討し、時間とコストを最小化する──とい

う観点からベンダー各社を評価するのです。 
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ロックインに関する６つの考慮事項 

CSP の「優秀さ
s u c c e e d

」は、サービスの幅、深さ、グローバルリーチ、イノベーション、アジ

リティ、信頼性、セキュリティ──に基づき計られるべきです。CSP が加速度的に新た

な機能やサービスを追加している状況を鑑みるに、多様なクラウドサービスへのアクセ

スが担保されていない状況では、お客様が［これまでのレガシーなサービスのみを使い

続けてしまうことで］時代遅れのテクノロジーにロックインされてしまうリスクがあり

ます。 サービスの品質で勝負することを通じてお客様の信頼を勝ち得ていない 

CSP は、ロックインの手法（lock-in practices）を使いがちです。以下に、「ロックイ

ンに関する６つの考慮事項」を紹介します。お客様が CSP に求めるべきもの、避ける

べきこと、そしてもしお客様がそう望むのならば、必要に応じてテクノロジーをスイッ

チするための計画を立てる方法──について取り上げたものです。 

最低料金または長期契約 

CSP は最低料金（minimum commitments）や長期契約（long-term contracts）を義

務付けるべきではありません。長期契約は、お客様にとってメリットがある選択肢と

してのみ提示されるべきであり、その際には値引きされた価格体系や、サービスの機

能やパフォーマンスの継続的改善──といった特典が伴うべきです。 

これまでは、お客様が数年または数十年単位の契約を結ぶこともありました。その間

テクノロジーは冷凍状態にあるかのように発展せず（frozen）、［お客様が期待して

いたはずの］イノベーションや挑戦の機会が阻害されてきました。クラウドサービ

スにおいて最低料金や長期契約といった取決めを行う際の大きな問題は、それが、義

務となってしまうときに生じます。お客様がクラウドで従量制料金を利用したいなら

ば、当然その選択肢が与えられるべきです。［最低ラインの利用金額を規定するな

どの］契約上のコミットメントの無い従量制料金ならば、お客様は環境をシャットダ
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ウンし、データや仮想マシン （VM） をエクスポートして、追加のコスト無しに利

用を中止することができます。 

しかしながら、長期契約こそがお客様のニーズに合っている場合は、その選択肢も与え

られるべきです。お客様は、値引きやアップグレードなど、自社にとって従量制料金よ

りも長期契約にメリットが見込めるかどうか、注意して検討を行う必要があります。

CSP は、お客様に対して料金体系や契約形式を選択する自由自体を与えるべきであ

り、こうすることで初めて、お客様が自機関に最適なクラウドを採用することができ

るのです。 

ライセンス  

CSP はお客様に対して多様な「ライセンス・オプション」を提供すべきです。例え

ば、Marketplace 上でのキュレートされたデジタルカタログを使用すれば、永続的なラ

イセンスに随伴しがちな過剰な購入を防ぎ、結果としてコストを削減できます。他に

も、複数のデータベースサービス、堅牢なオープンソース ソフトウェア サポート、ハ

イブリッドクラウドサービスをサポートする代替の仮想化環境、ライセンス料金の確認

や削減をサポートするツールなどが［永続的なライセンスを買う替わりに、コスト削

減に効く手法として］挙げられます。 

AWS は、AWS での自社製品の使用を許可している独立系ソフトウェアベンダー 

（ISV） と連携して、お客様が独自のライセンスを使用 （BYOL） し、AWS クラウ

ドの製品に適用できるようにしています。これにより、AWS クラウドから移行する

際のスイッチングコストを削減できます。さらに、AWS Marketplace では、お客様が

サードパーティーのソフトウェアやサービスを検索、購入、デプロイ、管理することが

できます。お客様は、サポートパッケージ付きのユーティリティ料金モデルを選択する

こともできます。これは、前払いのライセンス料金のかからない従量制料金のライセン

スで、実際に利用したリソース分のみに対して請求がなされます。一部の ISV は、サ
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ービスとしてのソフトウェア （SaaS） を提供しており、月額のサブスクリプション料

金で請求することもあります。AWS License Manager は Microsoft、SAP、Oracle、

IBM といったベンダー各社からの既存のソフトウェアライセンスを簡単に AWS に移動

できるようにし、AWS とオンプレミス環境の両方でこれらのライセンスを一元管理し

ます。 

もしくは［ライセンス管理にまつわる煩雑さを回避する他の方法として］、お客様はフ

ル・マネージドのオープンソース ソリューションへの移行を検討することもできま

す。例えば、商用メッセージング ブローカーの長期契約やサポート料金を支払うの

ではなく、フルマネージド型かつ業界標準ベースの Amazon MQ サービスに移行する

こともできます。 

データ・ポータビリティ 

CSP は、お客様が必要なときに いつでも  CSP のストレージからデータを移動できるよ

う、そのためのポータビリティ・ツールやサービスを提供すべきです。 

クラウドを利用するお客様は、他のプロバイダーに変更する際、あるいは自社の IT シ

ステムにデータを戻す際のプロセス、技術的要件、スケジュール、変更点について、詳

細かつ明確で透明性のある情報を必要としています。このような情報には、データバッ

クアップのプロセスやロケーション、利用可能なデータ形式、必要な IT 構成やネット

ワーク帯域幅なども含まれます。さらに、CSP は、契約終了後に──つまりはデータ

移行の完了した後であっても──お客様が［移行前の元］データを引き続き利用できる

期間についても、明示しておく必要があります。 

クラウド責任共有モデルは、データ・ポータビリティの重要な要素です。AWS の責任

共有モデルには、データの所有権と管理に関して次のように重要な基本概念が明記され

ています。 

https://aws.amazon.com/license-manager
https://aws.amazon.com/amazon-mq/
https://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/
https://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/
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• データを所有しているのは、お客様自身である。 

• お客様は、自身が希望する形式（format）でコンテンツを保存することができ

る。 

• お客様自身がデータの保存先の地理的なロケーション（location(s) ）を選択

し、お客様が希望しない限り、それは変更されない。 

• お客様がいつでも好きな時にデータをダウンロードまたは削除できる。 

AWS のサービスは、 AWS “への” データの移行と AWS “からの” データの移行の両

方をサポートするために設計されています。また、どちらのタイプの移行も簡単に行

うことのできる数多くのツールや資料も提供しています。ネットワークやテクノロジ

ー・パートナー間でのデータの移行をサポートするツールは、多くの CSP によって提

供されています。例えば、AWS のサービスは、SQL、Linux、Xen などの多数の公開

標準（open standard）に基づいて構築されています。この柔軟な設計により、お客

様は、クラウドからクラウド、クラウドからデータセンターなど、情報の移動先に関

係なく、クラウド内外の情報をセキュアに移動させることができます。 

ベストプラクティスとしては、クラウドサービス/CSP 選定プロセスの一環として、お

客様が CSP に対してデータポータビリティ・ツールや移行のサービスのデモを見せて

もらうよう、リクエストすることを推奨します。 

AWS は「選択の自由（freedom of choice）」がお客様の根源的なニーズであると認識

しています。上述のように、保存場所、保存方法、そして［データへの］アクセス権を

含めて、データのオーナーシップとコントロールは常に AWS のお客様にあります。

AWS は、非-個人データの EU 域内における自由流通に関する規則 （EU Free Flow of 

Non-Personal Data Regulation） /第 6 条「データのポート」の適切な施行を目的とし

た自主的な行動規範の構築のため、欧州委員会 （EC） が取りまとめる複数のステーク

https://aws.amazon.com/cloud-data-migration/
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ホルダーグループである Switching Cloud Provider and Porting Data （SWIPO） の行

動規範策定などの、各種取り組みへの参画と貢献を続けています。 

アプリケーションのポータビリティ 

ベンダーロックインのリスクを最小限にするには、可能な限り 柔軟 かつ 疎結合 とな

るように、アプリケーションの構築や移行を行うべきです。 

潜在的なスイッチングコストの削減には、優れたアーキテクチャ、標準的なデプロイ手

法、事前の計画立案が必要です。クラウドサービスは［恒久的な IT 資産の設置ではな

く］時限的な利用である（transience）という性質に配慮し、設計する必要がありま

す。 

アプリケーションのポータビリティを向上させる方法には、次のものがあります。 

• どこにでもバーチャルでデプロイすることが可能な Docker コンテナを使用す

る。あるいは、マイクロサービスを使用してアプリケーションの変更の「爆発半

径（blast radius）」を縮減する （大規模な変更を行う必要がある場合は、個

別にテストをすることができます）。 

• 特に CSP 固有のサービスを使用する場合は、疎結合なサービス構成とする。各 

CSP サービスごとの正面玄関（façade）を構築して、可能な限り見晴らしの良

い方式で変更できるようにする。 

• Xen、SQL、KVM、Linux などの公開標準（オープン・スタンダード）でクラウ

ド・プラットフォームを構築する。 

サービスの相互依存関係を明確に弁別（demarcating）することで、機動的な復元

（back-out）や変更実施前の状態への復旧（reversibility）計画を作成、メンテナンス

することが可能になります。どれくらい詳細にこれらの計画を策定するかについては、

各顧客機関が認識しているリスクのレベルに応じて調整することになります。これらの

https://swipo.eu/
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計画においては、CSP を変更する場合の主なスイッチング・コストと、そのコストを

マネージするための手順を明確にします。また、変更する際のハイレベルなプロジェク

ト計画を作成し、コストの見積も行います。 

ハイパースケール CSP は多くのお客様に標準化されたサービスを提供しており、お客

様はこれらの標準化されたサービスを利用して独自のクラウド環境を構築しています。

CSP は、任意のどの時点においてもお客様の環境を［お客様からの指示無く］把握で

きないため、バックアウトや可逆性の計画では、CSP からその詳細が得られると想定

するべきではありません。その代わりに、CSP は、標準化された各サービスの詳細な

技術ドキュメントを提供する必要があります。お客様はこの情報を使用して、独自のバ

ックアウト計画を作成、維持することができます。 

まとめとして、アプリケーションのポータビリティに関する重要な検討事項は次のとお

りです。 

• クラウド アプリケーション コンポーネントは疎結合とする。これは、

HTTP、JSON、OAuth などの一般的な業界標準に REST API を組み込んで、基

盤となる独自のクラウドインフラストラクチャからアプリケーションを抽象

化して行います。 

• ビジネス ロジックはアプリケーション ロジックから分離し、明確に定義して文

書化しておく。これにより、別の CSP への移行の際にビジネスルールを解読す

る必要がなくなります。 
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• コードのポータビリティを最大にするために、DevOps ツールを実装する。

Chef や Puppet などの構成管理ツールは、アプリが実行されるインフラストラ

クチャの構成を自動化するのに役立ちます。これにより、さまざまな IT 環

境へのアプリケーションのデプロイが可能になるため、CSP の変更に伴う問題

が軽減されます。これらのテクノロジーは、特定企業に固有の独自構成

（proprietary configuration）から生じる可能性のあるロックイン・リスクを軽

減し、CSP の変更を容易にします。 

• Docker、Kubernetes、CoreOS などのコンテナテクノロジーを活用して、環境

からソフトウェアを分離し、特定のクラウドプロバイダーへの依存を捨象してお

く。ほとんどの CSP は標準のコンテナ形式をサポートしているため、必要に応

じて、簡単に新しいクラウドベンダーにアプリケーションを移動できます。 

サービスの可用性と、ベンダーのイノベーション  

CSP は、イノベーションとサービスの可用性に関する実績によって、選定した CSP の

サービスの利用こそが合理的であることが示されるべきです。とある CSP が市場で最

も革新的で可用性が高く柔軟なサービスを提供し、簡単かつセキュアにサービスの利用

中止や変更までも提供できれば、ベンダーロックインの観点からもお客様から迷わず選

択されるはずです。 

ベンダーロックインは重要な要素ですが、新たなテクノロジーを導入する際にはそれ以

外のことも考慮する必要があります。CSP を変更する際には、ベンダーロックインの

回避だけに重点を置けば良いのではありません。最終的な目的は ベンダーの保有する

ケイパビリティ と、それが顧客自らの組織にもたらすメリットを 明らか
u n l o c k

にすること で

す。CSP がイノベーションに関する実績を示すことができれば、お客様は、必要に応

じて別のクラウドプロバイダーに移行できることを認識しつつ、現在利用している 
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CSP がサービスオプションの拡大に取り組んでいることを知り、安心できるでしょ

う。 

AWS はお客様に必要なサービスと機能を提供するのであり、お客様が必要としている

だろうと AWS が勝手に想定するサービスの利用へのお客様のロックインは、行いませ

ん。AWS のイノベーションカルチャーにより、お客様は、AWS の取り組むイノベーシ

ョンや AWS パートナーネットワーク （APN） を介して利用できるサードパーティサ

ービスのもたらすイノベーションを、最大限活用することができます。 

ベンダーの保有するケイパビリティを明確にすることは、サービスの可用性の確保にも

つながります。ある CSP が比類の無いサービスを提供している場合も、信頼性が低け

れば、お客様は信頼性の高いサービスを提供する別の CSP を選択するでしょう。可用

性と信頼性はクラウドの大きなメリットであり、CSP は、サービスコミットメントと

それが満たされない場合の補償条件について、サービスレベルアグリーメント （SLA） 

で明確に示す必要があります。お客様は、地理的に異なる AWS のリージョンとアベイ

ラビリティーゾーン （AZ） を使用して、単一のロケーションの障害からアプリケーシ

ョンを保護することができます。AWS に移行した企業に関する「2018 年の IDC 調査

レポート」によると、オンプレミス環境と比較して、ダウンタイムは平均で 94％ 低く

なりました。 

コスト 

CSP は、継続的な価格の引き下げという形で、お客様に対してオペレーション効率

化の恩恵が確実に波及することを保障しなければなりません。 

とある CSP が価格を引き上げると、お客様はサービスの利用中止を検討します。価

格の引き上げをたびたび行う CSP は、ライセンス条件における罰則規定や恣意的な技

術障壁によって スイッチングコスト を増加させることで、お客様がサービスの利用を

中止することを難しくし［顧客を引き止め］ている懸念があります。 

https://aws.amazon.com/partners/
https://www.synthesis.co.za/wp-content/uploads/2019/02/IDC-Fostering-Business-and-Organizational-Transformation-to-Generate-Business-Value-with-AWS1.pdf
https://www.synthesis.co.za/wp-content/uploads/2019/02/IDC-Fostering-Business-and-Organizational-Transformation-to-Generate-Business-Value-with-AWS1.pdf
https://www.synthesis.co.za/wp-content/uploads/2019/02/IDC-Fostering-Business-and-Organizational-Transformation-to-Generate-Business-Value-with-AWS1.pdf
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AWS の運用は大規模
m a s s i v e

であり、セルフ・サービス方式で標準化されたサービスを提供し

ています。このロータッチ
l o w - t o u c h

 モデルにより、AWS は、お客様に代わって、サービスの拡

充、既存サービスの強化、オペレーションの効率化のためのイノベーションに注力し、

価格の引き下げという恩恵をお客様に還元し続けることができるのです。［2021 年 6

月 22 日時点に至るまで］AWS はこれまで 107 回価格を引き下げてきましたが、その

多くは競争圧力が無い状況で行われたものでした（訳注＊値下げ回数は、英語版の初版

時点のもの）。AWS は、お客様が必要に応じてできる限り簡単にサービスの利用を中

止できるように努めてきました。何故かと言えば、お客様が AWS を選択した理由が

“サービスの品質”にあることに私たちが自信を持っているからに他なりません。  
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AWS クラウドにおけるロックインの排除方法 

このセクションでは、スイッチングコストを最小限にしつつ、お客様がデータのポータ

ビリティを確保し、かつ、ロックインを回避する──という目的を達成するために使用

できる AWS の機能とサービスを紹介します。 

データの移行 

クラウドの内外でデータを移行する際には、データを移行する場所、移行するデータの

種類、利用可能なネットワーク リソースを理解することが特に重要です。AWS は、フ

ァイル、データベース、マシンイメージ、ブロックボリューム、テープバックアップな

ど、お客様が多様なデータを移行するのに役立つさまざまなサービスやパートナーツー

ルを提供しています。 

AWS が作成しているデータ移行サービスには、より効果的なデータ移行に役立つ多

くの方法が含まれています。方法は次の 2 つのカテゴリに分けられます。 

1. オンラインデータ転送とハイブリッド クラウド ストレージ。 既存のオンプレ

ミスアプリケーションと連接するハイブリッド クラウド ストレージのために、

VPC へのネットワークリンクの作成、AWS へのデータ転送、または Amazon 

Simple Storage Service （Amazon S3） の使用を簡単に行うことができるの

が、この方法です。これらのサービスは、大量のデータを一度リフト アンド シ

フトするだけでなく、バックアップやリカバリ、または継続的なデータストリ

ームなどの既存のプロセスフローをクラウドストレージに直接統合するのにも

適しています。 

2. Amazon S3 へのオフラインデータ移行。中規模のトラックで運ぶ 100 ペタバイ

トのハードドライブや、100 テラバイトのスーツケースサイズのデバイスを使

用する方法です。輸送可能な高耐久性デバイスを使用するオフライン データ移

https://aws.amazon.com/cloud-data-migration/#optimized
https://aws.amazon.com/cloud-data-migration/#friendly
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行サービスは、大規模なアーカイブやデータレイクの移動、または希望の時間

内と所与の帯域幅では移行データ量がネットワークを通過できない場合に適し

ています。 

表 1－ AWS のデータ移動オプション 

AWS クラウドストレージサービスへのオンラインリンクが必要な場合 検討のオプション 

ネットワークリンクを使用して AWS リージョンの VPC に直接、 

顧客側のデータセンターをプライベートに接続する 

AWS Direct Connect  

Amazon S3 または Amazon EFS にファイル システム データをコピーまたは

複製する 

AWS DataSync  

クラウドストレージに既存のオンプレミスアプリケーションを接続する 

  －  Amazon S3 内のオブジェクトとして保存したファイル用 

  － テープバックアップ用 

  － ブロックボリューム用 

 

  

AWS Storage Gateway: 

File Gateway 

Tape Gateway 

Volume Gateway 

（または） 

パートナーの製品 

最小限のダウンタイムで、迅速かつセキュアに AWS に 

データベースを移行する 

AWS Database 

Migration Service  

データと一緒に、利用中のマシンイメージを Amazon EC2 に移行する CloudEndure  

地理的に長距離離れた地点同士で Amazon S3 にデータを読み書きする Amazon S3 Transfer 

Acceleration  

複数のストリーミングデータソースを収集して取り込む  Amazon Kinesis   

Data Firehose  

中断を最小限に抑えて、クラウドにバックアップまたは 

アーカイブをプッシュする 

テクノロジー 

パートナーシップ  

https://aws.amazon.com/cloud-data-migration/#directconnect
https://aws.amazon.com/datasync/
https://aws.amazon.com/storagegateway/
https://aws.amazon.com/storagegateway/file/
https://aws.amazon.com/storagegateway/vtl/
https://aws.amazon.com/storagegateway/volume/
https://aws.amazon.com/backup-recovery/partner-solutions/
https://aws.amazon.com/dms/
https://aws.amazon.com/dms/
https://aws.amazon.com/cloudendure/
https://aws.amazon.com/s3/faqs/#Amazon_S3_Transfer_Acceleration
https://aws.amazon.com/s3/faqs/#Amazon_S3_Transfer_Acceleration
https://aws.amazon.com/kinesis/data-firehose/
https://aws.amazon.com/kinesis/data-firehose/
https://aws.amazon.com/cloud-data-migration/#partnerships
https://aws.amazon.com/cloud-data-migration/#partnerships
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データを大量に移動するオフラインの方法が必要な場合 検討のオプション 

クラウドにペタバイト規模のデータを物理的にバッチ転送する AWS Snowball  

オンボードストレージおよびコンピューティング機能を備えた機器で、

ペタバイト規模のデータを物理的に転送する 

AWS Snowball Edge  

クラウドに数十ペタバイトからエクサバイトのデータをバッチ移行する AWS Snowmobile  

コンテナ 

コンテナによって格納先の IT 環境からコードが分離
i so late

されるため、ポータビリティが向

上し、コードを削除する際の既存の環境への影響も少なくなります。ポータビリティの

向上によって、別の CSP にアプリケーションを移動する際のスイッチングコストが削

減されます。 

AWS はオープンソース コミュニティと緊密に連携して、何百ものオープンソースプ

ロジェクトに参加し、オープンソースツールと互換性のあるサービスを構築してい

ます。AWS を使用して、Docker、Kubernetes、Mesos、Swarm、Envoy、Linkerd、

Prometheus などのコンテナ用のオープンソースソフトウェアを実行することができ

ます。 

AWS は、Kubernetes コミュニティに積極的に参加しており、SIG-AWS をリードして

いるほか、etcd、Kubernetes CSI、AWS IAM Authenticator、CNI プラグイン、

External DNS など、AWS での Kuberentes の実行を容易にするプロジェクトをサポー

トしています。 

https://aws.amazon.com/cloud-data-migration/#snowball
https://aws.amazon.com/cloud-data-migration/#snowballedge
https://aws.amazon.com/cloud-data-migration/#snowmobile
https://github.com/etcd-io/etcd/
https://github.com/kubernetes-csi
https://github.com/kubernetes-sigs/aws-iam-authenticator
https://github.com/containernetworking/cni
https://github.com/kubernetes-incubator/external-dns


Amazon Web Services ベンダーロックインを解きほぐしていくために 

 p. 19 

AWS は、コンテナの保存、管理、実行のために幅広いサービスを提供しています。こ

れにより、お客様は、小規模なテストから重要なアプリケーションのプロダクション工

程まで、ワークロードに適した AWS サービスを選択することができます。 

表 2－ AWS のコンテナオプション 

ニーズ 

検討の 

オプション 理由 

コンテナイメージの 

保存、暗号化、管理 

Amazon 

ECR 

ECR によってコンテナイメージを圧縮、暗号化すること

で、起動が速くなり、どこでも実行することが可能にな

ります。 

コンテナ化されたアプリ

ケーションの実行、 

マイクロサービスの構築 

Amazon 

ECS  

ECS を使用すると、個別のコンテナ オーケストレーショ

ン ソフトウェアのインストールおよび操作、仮想マシ

ンのクラスターの管理およびスケーリングが不要になり

ます。 

Kubernetes による 

コンテナ管理 

Amazon 

EKS  

EKS によって、アップストリームの適切な Kubernetes 

コントロール プレーンのプロビジョニングおよび管理が

行われ、多くの AWS サービスに統合されることによ

り、アプリケーションのスケーラビリティとセキュリテ

ィが確保されます。 

サーバーの管理を 

伴わないコンテナの実行 

AWS 

Fargate  

Fargate によって、コンテナの実行に必要なインフラスト

ラクチャのスケーリングおよび管理が行われます。こ

れにより、サーバーの種類やクラスターをスケーリング

するタイミングを決めたり、クラスターのパッキングを

最適化したりする必要がなくなります。 

サーバーレベルの制御に

よるコンテナの実行 

Amazon 

EC2  

EC2 仮想マシンによって、サーバークラスターが制御さ

れ、多様なカスタマイズ オプションを利用できます。 

https://aws.amazon.com/ecr/
https://aws.amazon.com/ecr/
https://aws.amazon.com/ecs/
https://aws.amazon.com/ecs/
https://aws.amazon.com/eks/
https://aws.amazon.com/eks/
https://aws.amazon.com/fargate/
https://aws.amazon.com/fargate/
https://aws.amazon.com/ec2/
https://aws.amazon.com/ec2/
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VMware on AWS 

VMware on AWS は、AWS クラウドでのネイティブかつフルマネージド型 VMware 環

境で、時間単位のオンデマンドベース あるいはサブスクリプションのいずれの形式で

も利用できます。これには、vSphere Hypervisor （ESXi）、Virtual SAN （vSAN）、

NSX ネットワーク仮想化プラットフォームなど、お客様が現在データセンターで実行

しているものと同じ core VMware テクノロジーが含まれるため、ハードウェアの購入

や保守を継続することなく、AWS 環境上で VMware を活用することができます。 

VMware Cloud on AWS は、ネストされた仮想化環境
n e s t e d   v i r t u a l i z a t i o n

を回避するために物理ハードウェ

ア上で直接実行されますが、セキュリティ確保のために設計された数多くのネットワー

クやハードウェア機能も利用しています。また、AWS コンピューティング、ストレー

ジ、データベース、分析、モバイル、IoT などの全サービス リストにアプリケーション

から直接アクセスできます。 

VMware on AWS は、お客様の希望に応じて、時間単位のオンデマンドベース ある

いはサブスクリプションのいずれの形式でも利用できます。これにより、お客様は、意

図しないスイッチングコストを負担するのではなく、自身の選択に基づき［２類型の支

払い形式に即した］契約上の義務を自ら決定することが出来るのです。 

コードのポータビリティを最大限向上させる DevOps 

ツール  

AWS は、お客様の各組織が AWS クラウド と DevOps を使用することで、より迅速か

つ確実に製品を開発、提供できるように設計されたフレキシブルなサービスを提供して

います。これらのサービスによって、インフラストラクチャのプロビジョニングや管

理、アプリケーションコードのデプロイ、ソフトウェアリリースプロセスの自動化、ア

https://aws.amazon.com/vmware/
http://www.vmware.com/products/esxi-and-esx.html
http://www.vmware.com/products/virtual-san.html
http://www.vmware.com/products/nsx.html
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プリケーションやインフラストラクチャのパフォーマンスのモニタリング──が簡素化

されます。 

これらのツールは、必要に応じて簡単にサービスを変更できるように、クリティカルな

依存関係から分離された
d e c o u p l e d

形でサービスを構築、展開、管理するのに役立ちます。 

表 3－コードのポータビリティを最大限向上させる AWS の DevOps ツール 

ニーズ 

検討の 

オプション 理由 

ウェブアプリケ

ーションの実

行と管理 

AWS Elastic 

Beanstalk  

AWS Elastic Beanstalk は、Apache、Nginx、Passenger、IIS な

どの一般的なサーバーで、Java、.NET、PHP、Node.js、

Python、Ruby、Go、Docker を使用して開発されたウェブアプ

リケーションやサービスのデプロイおよびスケーリングを行う

ための使いやすいサービスです。コードをアップロードするだ

けで、AWS Elastic Beanstalk によって、キャパシティーのプロ

ビジョニングから、ロードバランシング、自動スケーリング、

アプリケーションのヘルスのモニタリングまで、自動的にデプ

ロイが処理されます。同時に、お客様のアプリケーションが利

用されている AWS リソースに対する完全なコントロールが維

持され、いつでもリソースにアクセスすることができます。 

デプロイの自動化  AWS 

CodeDeploy  

AWS CodeDeploy によって、Amazon EC2 インスタンス、オン

プレミスのサーバーを含め、インスタンスへのコードのデプロ

イが自動化されます。AWS CodeDeploy を利用することで、新

しい機能のリリースまでのリードタイムの短縮、アプリケーシ

ョンのデプロイ中のダウンタイムの解消、アプリケーションの

アップデートの簡素化につながります。 

https://aws.amazon.com/elasticbeanstalk/
https://aws.amazon.com/elasticbeanstalk/
https://aws.amazon.com/codedeploy/
https://aws.amazon.com/codedeploy/
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ニーズ 

検討の 

オプション 理由 

CI/CD プロジェク

トの統合 

AWS 

CodeStar  

AWS CodeStar を利用することで、AWS で迅速にアプリケーシ

ョンを開発、構築、デプロイすることができます。AWS 

CodeStar によって、統合されたユーザー インターフェイスが

提供され、ソフトウェア開発アクティビティの一元管理が可

能になります。AWS CodeStar を利用することで、数分で継続

的デリバリー ツール チェーンをセットアップできるため、コー

ドのリリースまでのリードタイムが短縮されます。 

Chef の使用によ

る構成管理 

AWS 

OpsWorks  
AWS OpsWorks は、サーバー設定をコードとして取り扱う自

動化プラットフォームである Chef を使用した設定管理サービ

スです。OpsWorks によって、Chef を使用して、Amazon 

Elastic Compute Cloud （Amazon EC2） インスタンスまたは

オンプレミス コンピューティング環境全体におけるサーバ

ーの設定、デプロイ、管理が自動化されます。

OpsWorks には AWS OpsWorks for Chef Automate と AWS 

OpsWorks Stacks の 2 種類があります。 

設定管理 AWS 

Systems 

Manager  

AWS Systems Manager は、ソフトウェア インベントリの収

集、OS パッチの適用、システムイメージの作成、Windows 

や Linux のオペレーティング システムの設定などの自動化を

支援する管理サービスです。これらの機能によって、システ

ム構成の定義や追跡、ドリフトの防止、EC2 およびオンプレ

ミスの構成のソフトウェア コンプライアンスの維持をサポー

トします。 

https://aws.amazon.com/codestar/
https://aws.amazon.com/codestar/
https://aws.amazon.com/opsworks/
https://aws.amazon.com/opsworks/
https://aws.amazon.com/systems-manager/
https://aws.amazon.com/systems-manager/
https://aws.amazon.com/systems-manager/
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ニーズ 

検討の 

オプション 理由 

プライベート Git 

ホスティング 

AWS 

CodeCommit  

AWS CodeCommit は、フルマネージド型のソースコントロール

サービスです。AWS CodeCommit を利用することで、企業はセ

キュアでスケーラビリティに優れたプライベート Git リポジト

リを簡単にホストすることができます。CodeCommit を使用し

て、ソースコードからバイナリまで、あらゆるものをセキュ

アに保存できます。また、CodeCommit は既存の Git ツールと

シームレスに連携します。 

まとめ 

クラウドの主たるメリットの１つは、お客様がいつでも任意の別のベンダーに変更でき

ることです。いずれの CSP も、技術面または契約面で CSP の変更・乗り換え
s w i t c h  a w a y

を難しく

することで、このメリットの享受を妨げるべきではありません。本書のアドバイスに従

うことで、スイッチングコストを低く抑えつつ、同時にお客様には幅広いサービスの選

択肢が保障されるという点で、CSP のレベル向上（raise the bar）につながります。 

AWS のクラウドサービスと他のベンダーとの比較からも明らかなように、AWS はお客

様第一主義（customer obsession）により、必要なツールやサービスを自由に選択でき

るお客様の権利の確保に努めています。これには、──もしお客様がそう望むならば─

─好きなときにサービスの利用を中止し他社に移行
m o v e  a w a y

することができるツールやサービス

も、含まれているのです。 

  

https://aws.amazon.com/codecommit/
https://aws.amazon.com/codecommit/
https://aws.amazon.com/devops/source-control/
https://aws.amazon.com/devops/source-control/
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