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ＭＰ店舗商品画像 
 

JEAN-PAUL HÉVIN JAPON - Omotesando hills 
ジャン＝ポール・エヴァン 表参道ヒルズ店 
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ＴＢ店舗商品画像 
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ＴＦ商品画像 
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ＴＦ商品画像 
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2003年、システム再構築で汎用機+C/Sサブシ
ステム群をOpenに 

 ばらばらな構造から、マスター統合から業務システム、実績、
管理会計を一貫して作りたかった。 

 汎用機含め、受注から製造する事を前提にした作り、今の状
況を、物流主点で店頭から引っ張るかたちで、データの連関
をとりたかった。 
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2003年、システム再構築で汎用機+C/Sサブシ
ステム群をOpenに 

 開発は今回は内製ではなく、オール外注だったので、SIerの
メリットになるように、それぞれのデータセンターにわけて
おくことにした。(開発だけでなく、運用コストも含めの売
上げの確保の算段) 

 マスター統合と生産管理はデータセンターに置くとパフォー
マンスがでず、社内でオンプレミスで構築した。(Javaでの
構築だったので、プログラムダウンロードで時間がかかるた
め) 
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2004年の受発注稼働時に向けてネットワーク
を統合し、環境を整備した。 

 店舗の受注がISDN、公衆であったものを常時回線に、ここで
IIJのSMFのサービスに移行、ルータ設定がインターネット側
からコントロールできるので、管理と保守性が高まった。社
内LANの中にVPNで取り込んだので、セキュリティとネット
ワーク設計が楽になった。 

 店舗受注も、電話端末、ハンディターミナル(スクラッチ)、
C/S受注(バッチ転送型)からWebリアル受注に。(リアル受注
を目指したのは生産管理への連動)  
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2004年の受発注稼働時に向けてネットワーク
を統合し、環境を整備した。 

 デバイス・受けのサーバーの開発運用保守が不要になり、
PCをレンタル契約で貸与したので、入れ替えも強制できる
ように。PCを店舗におけるようになったため、店舗システ
ムをインフラ前提で構築できるようになった。(POS、ラベ
ラーいろいろなデバイスをネットワークの追加投資無しで構
築できる) 
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2004年の受発注稼働時に向けてネットワーク
を統合し、環境を整備した。 

 事業所・工場もフレームリレー+デジタルアクセスからフ
レッツによるインターネットVPN化、その後広域イーサネッ
トに移り、基本システムをすべてデータセンターに持って行
ける基盤ができた。 

 広帯域になったのでIP電話、携帯内線化、PolycomTV会議も
取り込み、複写機・プリンターもゼロックスに統一(統一し
ないと帳票の出力結果が担保できないため)、業務帳票も
ネット経由で出力コントロール。 
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2009年、2004年からのシステムが機器リース
切れ、仮想化・ホスティング・サーバー統合へ 

 2004年以前に構築したシステムのリースが満了の案件が増え、
機器変更に伴うOSの変更、ミドルウエアの変更で付加価値
無しで、移行SI費用が相当かかる。これが5年ごとにくる。 

 マテハンに至っては、会社自体がなくなっている場合もあり
それすらできない。 

 そこで考えたのは、データセンター側の費用でVMware構築
させ、ホスティング契約で、機器更新のリスクをデータセン
ター側に預ける方法。(構築費用も含め月額手数料にする) 
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2009年、2004年からのシステムが機器リース
切れ、仮想化・ホスティング・サーバー統合へ 

 広島から東京にMDMと生産管理、グループウエアを移行さ
せたが、期間10ヶ月で安全に移行。それからはその枠組みで
更新移行を考えるようになった。 

 利点はインフラ保守要員(インフラ・ネットワークの教育だ
けで一人前になるまで1000万円はかかる)が段々必要なくな
ること、法定点検などの停電リスクがないこと。シングル構
成になるので、ミドルウエアの価格が大幅に安くなる。(ク
ラスタ構成をしなくてもいい) 
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2009年、2004年からのシステムが機器リース
切れ、仮想化・ホスティング・サーバー統合へ 

 課題はもちろんあって、サイジングを間違い、構築リソース
が足りなくなるとまずいので、どうしても大がかりな安全係
数をかけることになる。DBサーバーなど常時CPU使用率
10%ぐらいとか。VMWareの場合HA構成にするため、機器
も増加、ストレージもそれなりに。ハードのバランサーだと
金もかかるし、保守料も高い。 
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方向性として 

 SIerどっぷりのOLTP受発注基幹システム(Solaris系)はSierホ
スティング(公衆回線などのレガシーEDIがあるので)その中
でサーバー統合+仮想化へ 

 独立ソフト開発分に関してどうするか(ハードのしがらみが
なく、通信系のデータセンターにあるもの) 
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AWSへのアプローチ=原価計算 

 バッチ負荷による、オンライン業務の性能担保、バッチ自体
の外部化、賃率=ユーティリティ化 

 MDM、生産管理の中で作ったものでパフォーマンスがでな
い機能=原価計算があり、2年越しで開発企画を行ったが、
サーバーを新たに立てる案しかなく、機器、DB、ミドルウ
エアと開発でコストがかかる割には、機器のスペックをあげ
なければ時間を短縮できない。(IOがネックになるため) 
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AWSへのアプローチ=原価計算 

 ノーチラステクノロジーズ様様からhadoopの紹介を受け、現在の機
器内ではないこと、新たな機器の構築がないこと(IOネック+リソース
を増やすことができる)でAWSを使うという事になりました。AWSに
関してはこちらはノウハウがないので、全面的に構築を依頼。 

 パラレルに能力が上がることと、現存の機器・ネットワーク構成を崩
さなくてもいい、ネットワークの追加費用がいらない(VPNでネット
ワークを組んでいるから)事で踏み切りました。予想通り成果は上が
り、これは成功。同じロジックで生産管理はMRP、実績の逆展開など
の応用ができるので、次の芽もある。 
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AWSへのアプローチ=原価計算 
19 

以前はDBサーバー内で原価計
算=4HR、仕掛かり品も含めれば

25HR

AWSVPC　Hadoopクラスタ(現
在はEMR)

現在は、仕掛かり品まで行って
40min

1.マスタ類をエ
クスポート(通
常処理の再利
用)

3.クラスタのコ
ントロール(起
動、JOB実行、
終了)

VPN(社内WANの延長)

2.転送処理+ク
ラスタの起動

4.結果の受取、
DB反映(通常
処理の再利
用)+結果の履
歴を持つことで
シミュレーショ
ンに対応



EDIのAWS移行へ 

 部分から移行し、性能を担保しながら6ヶ月で移行。 
 いちばんは性能担保と業務監視 
 今は、EDI含め、24時間365日の監視サービスを委託してい
る。性能劣化やゾーンダウンに対しての対処が必要。 

 DBの復旧を円滑に行うための手順が必要。(AWSならRDSと
いうDBサービスが秀逸) 
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EDIのAWS移行へ 
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BMS1.1受注

BMS1.1発注

WEBEDI1.1
（DirectWeb）

BMS1.3受注

eBXL通信

AOS

AHS

ACC

会計

請求/支払い

請求/支払い

受注データ/ASN

発注データ/ANS

FIP広島（クラスタ・

二重化）

FIP広島（シングル）・予備



EDIのAWS移行 
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BMS1.1受注

BMS1.1発注

WEBEDI1.1予備・テ

スト

（DirectWeb）

BMS1.3受注

BMS1.3受注

（最終は1.1受注も含む）

BMS1.3発注

（最終は1.1発注も含む）

WEBEDI1.1
（DirectWeb）

FIP広島（クラスタ・二重化） AmazonVPC（クラウド・冗長化）

FIP広島（シングル）・予備

eBXL通信

1.クラウドWEBEDIで取引先テストのあと本

番へ

2.FIP広島WEBEDI本番分をクラウドに移行

3.FIP広島WEBEDI環境は、いざというとき

の予備とテスト用

4.BMS1.1発注はその後、BMS1.3環境へ

（スキーマは1.1のまま）

5.大量PDFの取引先にはBMSパッケージ
を導入（今の問題の取引先はこちらで負

担するかは協議）

6.1.3受注シングルはクラウドへ持って行

って、万が一の予備はFIP
7.1.1受注もその後クラウドへ

危機対応の二重化も今回対応。



クラウドの使い分け 

 打ち止めのシステム(通信系Vmwareクラウド)と、改版・改
善が必要なもの(AWS) 

 パッケージ開発環境がAWSにあるなら、選択肢をAWSにお
く。 

 Sierどっぷりも、販社としてSierが入ることでパブリックク
ラウドへ移行していくか? 
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クラウドへの期待 

 メールサーバーなど、バックアップをふくめた基本サービス 
 ジョブスケジューラ、外部とのファイル連携など業務システ
ム独自のオプション 

 コントロールパネルの充実(素人にはまだまだ敷居が高い、
英語だし=専門家がビジネスできる余地はあるが) 
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ご清聴ありがとうございました。 
25 
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