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文化、変化、リーダーシップを通じ
たクラウド導入の促進

アマンダ・ランキン、Amazon Web Services (AWS)

2019 年 8 月(ドキュメント履歴 (p. 11))

組織のクラウド対応を確立し、大規模な移行を実施するには、人、文化、変革のリーダーシップ領域が不
可欠です。クラウドの影響は組織全体で感じられ、組織の文化に大きな影響を与え、その影響も受けま
す。これらの文化的影響、変化に対する会社の受容性、変更前の成功と失敗、これまでの組織のコミュニ
ケーションパターン、組織構造、経営幹部のスポンサーシップ、コミットメント、連携の度合いを理解す
ることは、すべて成功するアプローチを構築する上で重要な要素です。クラウド導入へ。

企業移行に備えるには、Amazon Web Services（アマゾンウェブサービス）での実稼働経験を持つ人材が
非常に多く必要です（AWS）クラウド、確立された運用プロセス、および大規模な移行作業の過程で生じ
る多くの組織的および変革的な課題を乗り越えて、適切なリソースを動員し、チームを率いることに専念
するリーダーシップチーム。幅広い業界の企業を率いて助言してきた長年の経験に基づいて、AWSでは、
組織による変革の採用と政治的および文化的影響が、クラウド導入を成功させるための最も困難で過小評
価されている障害であることがわかりました。

このガイドでは、変革導入の重要な要素、加速のためのメカニズム、トランスフォーメーションの取り組
みによって影響を受ける組織内の人々が必要なときに適応できる体制を確保するためのフレームワークに
ついて説明します。このプロセスと呼びます変革の導入と組織の加速は組織変更管理 (OCM) フレームワー
クの拡張版であり、組織のニーズに合わせてカスタマイズでき、またカスタマイズする必要があります。
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現在の状態を把握する

ターゲットを絞ったビジネス成果
より技術的な分野とは異なり、文化、変化、リーダーシップの分野は、規範的な成果という点では流動性
が高い傾向があります。このドメインは、主に次の 3 つの成果を目標としています。

• 重要な組織リーダーの連携と経営幹部のスポンサーシップの取り組み
• 必要な移住資源の動員
• 特に実施中の変更によって影響を受けるチームや個人の観点から、組織のfuture 状態を思い描く

これらの目標を定めたビジネス成果を生み出すには、まず組織の現状、文化、変更履歴、リーダーシップ
の調整、変化に対する組織の準備状況を理解する必要があります。次に、将来的に規模を拡大してスピー
ドを上げるための基盤を構築する必要があります。

現在の状態を把握する
どの組織にも既存の文化があります。組織文化を構成する主な態度や行動には、クラウドへの対応を助長
するものもあれば、中立的なものもあれば、対立するものもあります。組織の現状、リーダーシップの
連携と経営陣のコミットメントのレベル、より広範なクラウド導入戦略への賛同の度合い、リソースの
流動化がどの程度行われているか、または行われていないか、変化に対する組織の受容性を理解すること
は、文化的準備の取り組みをどこに優先させるかを決定する上で重要な側面です。企業文化は強力な力で
あり、価値観、態度、行動、文化的規範、埋め込まれた報酬、抑止メカニズム、および同様の要因は、ど
のクラウド導入戦略にも先行する可能性があります。クラウド導入の勢いを生み出し、維持できる企業に
とって重要な差別化要因となるのは、潜在的な摩擦領域を特定して認識を高め、クラウド導入を加速させ
るための文化的手段を利用することであり、こうした能力が、行き詰まっている企業との差別化要因とな
ります。

現在の状態を把握する方法はいくつかあります。 AWSプロフェッショナルサービスが提供する移行適性評
価 (MRA) プロセスでは、企業がどの程度移行の準備が整っているかを把握し、クラウドの採用によって影
響を受ける組織のあらゆる側面を分析します。People ドメインに直接関係する MRA の質問と回答を検討
し、評価プロセスの全体像を確認することをお勧めします。出席者からの反応はどの程度一貫していまし
たか？ 参加者は、現在の状況について意見の相違があったり、意見の相違に対処したりすることにどの程
度満足していましたか？ MRAセッション中のリーダーシップチームのやりとりの透明性はどの程度でした
か？ 人々はポジティブな印象を与えることに集中していたのでしょうか、それとも議論したり、質問した
り、意見の相違があったところを後押ししたりすることに抵抗を感じていましたか？

MRA プロセスに従うことに加えて、以下のアクティビティを実行して企業の現在の状態を判断してくださ
い。

• 部門横断的なリーダー、インフラストラクチャ、セキュリティ、エンジニアリング、研究開発、運用、
人事、財務、その他のチームの主要な利害関係者、および関与しているクラウドパートナーから背景情
報を収集します。

• 関連するクラウド変革とクラウドプログラムのキックオフミーティングに参加してください。
• 「活動の概要 (p. 4)」セクションに概説されているように、影響評価や文化評価など、詳細な組織的

準備状況評価を実施します。
• 影響を受けるすべてのチームやリーダーの今後の変化を想定せずに、多様な視点や歴史的知識を積極的

に求め、組織の文化的価値を理解して文書化します。

future への基盤の構築
AWS規範的ガイダンスの移行戦略における人材ワークストリームは、独立したワークストリームとして
実行されるアクティビティの集まりを目的としたものではありません。代わりに、この作業をクラウド移
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future への基盤の構築

行またはクラウドプログラムの実装方法と提供方法全体に組み込む必要があります。トップダウン、ボト
ムアップ、そしてワークストリーム全体で、また外部のコンサルタントやパートナーと緊密なパートナー
シップを築く必要があります。成功は、展開される変更を従業員がどれだけうまく受け入れるかにかかっ
ているため、future 状態への道筋を定義するには、現在の運用モード、リーダーシップのアプローチ、お
よび現在の変化がどのように推進されているかを理解することが有益です。まったく同じ出発点は2つとあ
りません。信頼を得ることは不可欠であり、そのためには、リーダーは組織がどのようにして現在の状態
に到達したのかを理解する必要があります。

発見と評価のプロセスの一環として、リスクと機会を特定すると便利です。人に関するリスクと機会は、
さまざまな形で現れます。たとえば、リーダーシップの不一致、経営陣の真のスポンサーシップの欠如、
組織政治、 command-and-control 文化、リスク回避、変化への強い抵抗などです。さらに、組織内の意思
決定者と連絡が取れなければ、この作業を完了することは困難です。

規模を拡大するための基盤を構築するには、組織的な成功とはどのようなものかを定義し、迅速に改良、
エミュレート、拡張できる結果を実証し、適切なアプリケーション、ツール、プロセスを使用する必要が
あります。組織内で、新しい運営方法を取り入れる準備が整ったチームやチームから始め、そのチームの
初期の経験から学ぶことは、迅速かつ生産的に規模を拡大するという組織的な前向きな圧力をかけるため
の優れた出発点となります。
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アクティビティの概要
このガイドで前述したように、このドメインの基盤を設定する主なビジネス目標は、重要な組織リーダー
の連携とエグゼクティブスポンサーシップのコミットメント、移行リソースの動員、組織の将来の状態を
想定することです。多くの主要なアクティビティは、ビジネストランスフォーメーションの影響を受ける
組織内の人々を準備し、可能にすることによって、これらのビジネス成果の達成を促進し、サポートし、
さらに加速することができます。

企業に、クラウド戦略内であっても、ほとんどの場合、競合する多数の優先事項があります。さらに、単
一のエグゼクティブスポンサーが意図したビジネス成果を生み出すことができるという期待がしばしばあ
ります。実際には、クラウドの導入が組織に与える影響は広範囲であり、部門横断的なリーダーシップと
調整、明確な優先順位付けが必要です。

導入の Migration Readiness Assessment (MRA) 段階では、基盤を築き、適切なリーダーを配置し、業務
内容を提供できる有能なチームを集め (アプリケーションの AWS への移行、または新しい環境の構築)、
将来が文化的、組織的になるか、また、内外の顧客にとってどのようなものになるかを想像し、アクショ
ンを通じて、成功がどのようなものかを学び、実証し始めます。後に Cloud Center of Excellence (CCoE) 
チームの一員になる可能性のあるこの機能横断的なリーダーセットは、組織全体の整合性を実現し、各自
チーム内で付加価値を定義し、組織の緊急性とクラウド導入の優先順位付けを推進し、組織の将来を思い
描く必要があります。この段階で回答する質問は次のとおりです。

• 企業文化はどのように変わるのですか、それとも変わりませんか?
• 現在とどのように異なる運用になるのですか?
• 社内のお客様は誰になりますか? また、社外のお客様にとってより良い成果を生み出すためにどのよう

に関わればよいでしょうか?
• 私たちのチームは今と比較してどのようになりますか? 「自分が構築し、自分が実行し、実行し、構築

する」モデルで運用するのでしょうか? もしそうなら、各チームが自給自足するために必要なスキルと
能力は何ですか? それにはどのような態度や行動が必要になりますか?

• リーダーは、マネージャーとチームがこの新しい運営方法を導入し、お客様に成果をもたらすことをど
のように支援しますか?

• 組織が以前から運営してきた方法とは異なる場合、当社のチームは製品ベースの運用モデルをどのよう
に導入するのでしょうか?

この段階は、移行プロジェクトを次のレベルに引き上げる前に、経験を通して学び、成長する機会です。

実践して学ぶよりもこれほど速く効率的に勢いを付けられる方法はありません。この機会をさまざまな方
法で提供することをお勧めします。これについては、次のセクションで詳しく説明します。まず、機能横
断的なリーダーのグループを集め、組織内の人々にとって未来がどうなるかについて決定を下し、初期実
装チームと最初の作業を動員して必要なインサイトと学習を得ること、見習うことができ、スケールでき
る結果を実証することから始めます。これらは、将来の国家文化、変化、リーダーシップの基盤を確立す
るための第一歩です。

次のセクションでは、組織の特定のニーズに合わせてカスタマイズできし、クラウド環境での新しい運用
方法を従業員の導入を加速させることができるるアクティビティのフレームワークを活用して、どのよう
に目的を達成するかを説明します。結局のところ、組織の人々が将来の状態と自分の役割を受け入れない
限り、クラウドの価値と約束を実現することは不可能です。
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前提条件

ガイドラインとステップ
基礎を設定するには:

• 重要なクラウドリソースのモバイル化を担当するチーム ( day-to-day 意思決定を迅速かつ効率的に行え
る部門横断型リーダー) を設計します。

• 将来の運用状況に備えてチームを設計することで、組織がクラウド戦略をどのように構築して実装する
かを定義します。

• 単一スレッドのオーナーシップと、強力で目に見える熱心な経営陣のスポンサーシップを持つ専任チー
ムを結成します（これは IT プロジェクトではありません）。

• 移行プロセス全体で管理する機能領域を設定します。
• クラウドガバナンスモデル、一連の標準、ベストプラクティス、指針となる原則または原則の確立を始

めましょう。

AWSOCM の 6 ポイントフレームワークと基本ツールキットには、クラウド導入を支援するための包括的
なイネーブルメントツールキットが揃っています。次の図の各ボックスには、関連するテンプレート、ガ
イドライン、およびサポートアーティファクトがセットになっており、社員の取り組みを加速できます。
いつ、どのように資料を使用するかは、組織やチームに固有のさまざまな要因によって異なります。この
プロセスは本質的に直線的ではないでしょう。実際、チームはさまざまな時点でさまざまな影響を受ける
ため、エクスペリエンスをカスタマイズしてパーソナライズすることが重要です。

前提条件
開始する前に、以下の前提条件を満たしていることを確認してください。

• AWS移行適性評価（MRA）を完了し、結果と観察結果を文書化して分析しました。
• 人材の採用という観点から主導権を握るチームまたは個人を特定した（人が主導する）。この人材は、

指導的立場にあり、リーダーシップチームで信頼できるアドバイザーの地位を獲得でき、重要な実装
チーム内および重要な実装チーム全体で幅広い影響力を持っている必要があります。多くの場合、OCM

5

https://a2t.accelerate.amazonaws.com/


AWS の規範的ガイダンス 文化、変化、
リーダーシップによるクラウド導入の促進

タスク

のバックグラウンドを持つ人でも、組織全体の変革を主導して実施した経験があり、運用上のリーダー
シップ、企業研修の経歴があり、さまざまな機能分野で迅速に信頼を得て信頼を得ることができるチー
ムでもかまいません。この人またはチームは、人々を結びつける接着剤になります。

• ピープルディスカバリーに関する以下のドキュメントを収集し、ピープルリーダーが利用できるように
しました。
• エグゼクティブ・スポンサーシップ・コミットメントを確保
• 影響評価背景資料
• 文化評価背景資料
• 利害関係者分析の背景資料

タスク
基礎を築くには、主にフレームワークの最初の3つのポイント（次の図で強調表示）に焦点を当て、組織内
の人々が新しい指導方法、働き方、付加価値をどのように受け入れ、採用するかを推進します。他のポイ
ントは、大規模な移行に移行して長期的な採用を促進するにつれて、ますます重要になります。

ステージ設定の主な重点分野
• 統合の指針となる原則を策定し、移住と近代化の取り組みを通じて強調すべき主要な文化的要素を定義

します。
• 組織や地域を越えて、また現在の状態と目標とするfuture 状態との文化的な相違点を分析します。
• 長期ビジョンとの一体感と整合性を高めることができる文化統合の取り組みを検討してください。（取

り残されやすいチームや場所、あるいはその逆はありますか？）
• 変革を推進し、将来を見据えた運営モデルを定義し、複数の視点から組織をリードできる、部門を超え

たリーダーのグループを特定して関与させます。
• 組織を将来的にクラウドガバナンスの基盤とするための指針となる原則を定義し、今後のクラウドガバ

ナンスの基盤を確立します。
• AWSOCMの6ポイント・フレームワークと基本ツールキットを活用して、変革に関わる人的側面にツー

ルやプロセスを適用しましょう。
• 人材の採用を後押しするチェンジリーダーを見極めましょう。
• 社内、部門間、社外の影響評価を実施します。
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導入促進のための主な成果物

• 統合に対する主要なリスク、相互依存性、および障壁を特定します。
• リスクに対処し、強みを活用し、統合をサポートするための変更戦略を策定します。
• トレーニングとエンゲージメントの計画を策定し、キャパシティ・イネーブルメントの準備を整えま

す。
• コミュニケーション計画を策定します。

導入促進のための主な成果物
以下の各成果物のテンプレートとガイドラインは、AWS OCM の 6 ポイントフレームワークと Essentials 
Toolkit にあります。実際の成果物をカスタマイズし、特定のニーズに合わせてブランド化する必要があり
ます。

• 変更管理リスク文書
• 変更による大まかな影響の特定（役割別および主要プロセス別）
• 主要利害関係者のマッピング
• コミュニケーションメッセージング戦略とプラットフォーム
• 初期コミュニケーション計画とメッセージマトリックス
• 変更管理作業計画 (初期)
• 組織アクセラレーション憲章
• 人材採用/アクセラレーションチーム構造（文書化およびオンボーディング済み）
• 組織アクセラレーションの目標と目的の定義
• 将来の州の人員配置モデル（対象組織構造）
• リスクスコアカードの変更 (リスク管理)
• リーダーシップ配分文書
• ステークホルダー報告頻度 (ステークホルダーアセスメント)
• 変更領域の影響分析、利害関係者に基づく評価、および変更影響の調査結果と緩和策の推奨事項
• 組織準備状況評価レポート
• 戦略の配分戦略
• コミュニケーション戦略（コミュニケーション指導原則、手段とメディアの分析、メッセージの特定、

利害関係者の優先順位付けマトリックス、コミュニケーションマトリックス、およびコミュニケーショ
ン活動の概要を含む）

• エンゲージメント戦略
• トレーニング戦略（体験ベースのアクセラレーショントレーニングを含む必要があります）
• リスク軽減戦略
• アクセラレーション・スポンサーシップ・ロードマップの変更

7



AWS の規範的ガイダンス 文化、変化、
リーダーシップによるクラウド導入の促進

次のステップ
トランスフォーメーションの段階を適切に設定するために、組織は多様な視点、経験、リーダーシップス
タイルを必要としています。インフルエンサーとチェンジエージェントの機能横断的なグループは、1 人
のリーダーや 1 チームでは達成でないことを達成します。このガイドでは、次のような組織の変更に対処
するためのベストプラクティスを取り上げました。

• 小さく始め、最終形態を念頭に置いてください。
• クラウドがもたらす将来の状態モデルの定義に努めるだけでなく、ビジネスの中核となる文化的価値も

尊重します。
• 変化を推進し、人々をジャーニーに連れ出す方法について意識的に考えてください。強力なエグゼク

ティブスポンサーシップ、機能横断的なリーダーシップ、ジャーニーの早い段階で成功を定義するこ
と、実践的な経験を通して学ぶこと、結果を提供することで、これを実行します。

• 最初の機能横断的なチームを確立し、候補ワークロードまたは AWS で実行するワークロードのセット
を特定し、明確に定義されたメトリクスを追跡し、継続的な学習の機会を創出し、早期勝利を祝うこと
により、成功のあり方をガイドします。

これらのガイドラインに従うことで、組織の他の部分に合わせて模倣しスケーリングできる基盤を設定で
きます。
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リソース
変更の採用と組織の加速の処理の詳細については、次のリソースを参照してください。

• Amazon Web Services (AWSウェブサイト) への移行
• AWS評価ツール
• クラウド変革中の組織変化と文化的影響を管理する方法 (AWSオンラインテックトークビデオ)
• クラウドでのJob 務 (AWSトレーニングと認定によるオンラインコース)
• リーディング・チェンジ：トランスフォーメーションの取り組みが失敗する理由（ハーバード・ビジネ

ス・レビューのジョン・P・コッターによる記事）
• チェンジマネジメントには変化が必要（ハーバード・ビジネス・レビューのロン・アシュケナスによる

記事）
• 意思決定のためのリーダーの枠組み（ハーバード・ビジネス・レビューのデビッド・J・スノーデンとメ

アリー・E・ブーンによる記事）
• 企業のクラウド・センター・オブ・エクセレンスの人材配置 (medium.com の Stephen Orban による記

事)
• 企業にとってクラウドへの道しるべ (medium.com の Stephen Orban による記事)
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OCM とは何ですか? なぜこのガイド
は人の加速に注目しているのですか?

FAQ
このセクションでは、クラウド移行プロジェクトにおける変更の導入と組織の高速化についてよく寄せら
れる質問に対する回答を提供します。

OCM とは何ですか? なぜこのガイドは人の加速に
注目しているのですか?

組織変更管理 (OCM) は、企業が現在の状態から将来の状態に移行するにつれて、変更イニシアチブによっ
てもたらされる組織への影響を最小限に抑え、新しい作業方法のビジネス導入を増加させるツールおよび
プロセスのプログラムによる方法論の適用です。あらゆるタイプの変更イニシアチブに対する OCM の価
値は、ビジネスの導入を加速し、移行中のパフォーマンスの低下を最小限に抑え、プロジェクトの完了
時間を短縮することです。クラウド移行の実装に必要な変更のスピードを考え、このプロセスを人の高速
化として注目したいと思います。

組織が変更の導入を加速し組織を加速させるのにフ
レームワークが必要なのはなぜですか?

ほとんどの組織にとって、クラウドの導入は、企業の最も貴重なリソース、つまり社員の同意と動員を必
要とする重要なビジネストランスフォーメーションを表しています。企業は、クラウド環境で正常に運
用するために必要な文化的および組織的な変化をいかに効果的に推進するかに苦労しています。OCM フ
レームワークは、組織、プログラム、および個人レベルでこれらの変更に対処します。このフレームワー
クの主な目的は、AWS のお客様は、懸念を軽減し、クラウド導入の取り組みを加速させる方法で行いま
す。
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ドキュメント履歴
このガイドは、このドキュメントの大きな変更点をまとめたものです。今後の更新に関する通知を受け取
る場合は、RSS フィードをサブスクライブできます。

変更 説明 日付

初版発行 (p. 11) — 2019 年 8 月 5 日
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移行の条件

AWS 規範的ガイダンスの用語集
以下は、AWS規範的ガイダンスによって提供される戦略、ガイド、およびパターンで一般的に使用される
用語です。エントリを提案するには、用語集の最後のフィードバックの提供リンクを使用します。

移行の条件
7 Rs

アプリケーションをクラウドに移行するための 7 つの一般的な移行戦略。これらの戦略は、ガート
ナーが 2011 年に特定した 5 Rs に基づいて構築され、以下で構成されています。
• リファクタリング/アーキテクチャの再設計 — クラウドネイティブ特徴を最大限に活用して、俊敏

性、パフォーマンス、スケーラビリティを向上させ、アプリケーションを移動させ、アーキテク
チャを変更します。これには、通常、オペレーティングシステムとデータベースの移植が含まれま
す。例: オンプレミスの Oracle データベースを Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションに移
行する。

• リプラットフォーム (リフトアンドリシェイプ) — アプリケーションをクラウドに移行し、クラウド
機能を活用するための最適化レベルを導入します。例: お客様のオンプレミスの Oracle データベー
スを AWS クラウドの Oracle 用の Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) に移行す
る。

• 再購入 (ドロップアンドショップ) — 通常、従来のライセンスから SaaS モデルに移行して、別の製
品に切り替えます。例: 顧客関係管理 (CRM) システムを Salesforce.com に移行する。

• リホスト (リフトアンドシフト) — クラウド機能を活用するための変更を加えずに、アプリケーショ
ンをクラウドに移行します。例: お客様のオンプレミスの Oracle データベースを AWS クラウドの 
EC2 インスタンス上の Oracle に移行する。

• 再配置 (ハイパーバイザーレベルのリフトアンドシフト) — 新しいハードウェアの購入、アプリケー
ションの書き換え、お客様の既存のオペレーションの変更を行うことなく、インフラストラクチャ
をクラウドに移行できます。この移行シナリオは AWS の VMware Cloud に固有のもので、お客様
のオンプレミス環境と、および AWS の間の仮想マシン (VM) 互換性とワークロードの移植性をサ
ポートします。インフラストラクチャを AWS の VMware Cloud に移行するときに、お客様のオン
プレミスのデータセンターから VMware Cloud Foundation テクノロジーを使用できます。例: AWS 
の Oracle データベースをホストしているハイパーバイザーを VMware Cloud 上に再配置する。

• 保持 (再アクセス) — アプリケーションをお客様のソース環境で保持します。これには、主要なリ
ファクタリングを必要とするアプリケーションや、お客様がその作業を後日まで延期したいアプリ
ケーション、およびそれらを移行するためのビジネス上の正当性がないため、お客様が保持するレ
ガシーアプリケーションなどがあります。

• 使用停止 — お客様のソース環境で不要になったアプリケーションを停止または削除します。
アプリケーションポートフォリオ

アプリケーションの構築と維持にかかるコスト、およびそのビジネス価値を含む、組織が使用する各
アプリケーションに関する詳細情報の集まり。この情報は、ポートフォリオの検出と分析プロセス の
需要要素であり、移行、モダナイズ、最適化するアプリケーションを特定し、優先順位を付けるのに
役立ちます。

AI オペレーション (AIOps)

機械学習技術を使用して運用上の問題を解決し、運用上のインシデントと人の介入を減らし、サービ
ス品質を向上させるプロセス。AWS 移行戦略での AIOps の使用方法については、オペレーション統
合ガイド を参照してください。
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移行の条件

AWS クラウド導入フレームワーク (AWS CAF)

組織がクラウドに正常に移行するための効率的で効果的な計画を立てるのを支援する AWS からのガ
イドラインとベストプラクティスのフレームワーク。AWSCAF は、ビジネス、人材、ガバナンス、
プラットフォーム、セキュリティ、運用の観点と呼ばれる 6 つの重点を置く分野にガイダンスを編成
しています。ビジネス、人材、ガバナンスの観点では、ビジネススキルとプロセスに重点を置き、プ
ラットフォーム、セキュリティ、オペレーションの視点は技術的なスキルとプロセスに焦点を当てて
います。例えば、人材の観点では、人事 (HR)、人材派遣機能、および人材管理を扱うステークホル
ダーを対象としています。この観点から、AWS CAF は、クラウドの導入を成功させるための組織の
準備を支援するために、人材開発、トレーニング、コミュニケーションに関するガイダンスを提供し
ます。詳細については、AWS CAF ウェブサイト と AWS CAF のホワイトペーパー を参照してくださ
い。

AWS ワークロード資格フレームワーク (AWS WQF)

データベース移行ワークロードを評価し、移行戦略を推奨し、作業の見積もりを提供するツー
ル。AWSWQF は AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) と共に含まれます。データベースス
キーマとコードオブジェクト、アプリケーションコード、依存関係、およびパフォーマンス特性を分
析し、評価レポートを提供します。

ビジネス継続性計画 (BCP)

大規模移行など、中断を伴うイベントが運用に与える潜在的な影響に対処し、ビジネスを迅速に再開
できるようにする計画。

Cloud Center of Excellence (CCoE)

クラウドのベストプラクティスの作成、リソースの移動、移行のタイムラインの確立、大規模変革を
通じて組織をリードするなど、組織全体のクラウド導入の取り組みを推進する学際的なチーム。詳細
については、AWS クラウドエンタープライズ戦略ブログの CCoE の投稿 を参照してください。

導入のクラウドステージ

組織が、AWS クラウドへの移行時に通常実行する 4 つの段階。
• プロジェクト — 概念実証と学習を目的として、クラウド関連のプロジェクトをいくつか実行する
• 基礎固め — お客様のクラウドの導入を拡大するための基礎的な投資 (ランディングゾーンの作

成、CCoE の定義、運用モデルの確立など)
• 移行 — 個々のアプリケーションの移行
• 再発明 — 製品とサービスの最適化、クラウドでのイノベーション

これらのステージは Stephen Orban が AWS クラウドエンタープライズ戦略ブログの クラウドファー
ストジャーニーと導入ステージ というブログ記事で定義したものです。これらが、AWS 移行戦略と
どのような関係があるかについては、移行準備ガイドを参照してください。

構成管理データベース (CMDB)

企業のハードウェアおよびソフトウェア製品、構成、相互依存関係に関する情報を含むデータベー
ス。通常、CMDB のデータは、移行のポートフォリオの検出と分析の段階で使用します。

エピック

アジャイル方法論で、お客様の作業の整理と優先順位付けに役立つ機能カテゴリ。エピックでは、
要件と実装タスクの概要についてハイレベルな説明を提供します。例えば、AWS CAF セキュリティ
エピックには、アイデンティティとアクセスの管理、検出型制御、インフラストラクチャセキュリ
ティ、データ保護、インシデント対応が含まれます。AWS 移行戦略のエピックの詳細については、プ
ログラム実装ガイド を参照してください。

異種混在データベースの移行

別のデータベースエンジンを使用するターゲットデータベースへお客様の出典データベースの移行 
(例えば、Oracle から Amazon Aurora)。異種間移行は通常、アーキテクチャの再設計作業の一部で
あり、スキーマの変換は複雑なタスクになる可能性があります。AWS は、スキーマの変換に役立つ 
AWS SCT を提供します 。
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移行の条件

同種データベースの移行

お客様の出典データベースを、同じデータベースエンジンを共有するターゲットデータベース 
(Microsoft SQL Server から Amazon RDS for SQL Server など) に移行する。同種間移行は、通常、リ
ホストまたはリプラットフォーム化の作業の一部です。ネイティブデータベースユーティリティを使
用して、スキーマを移行できます。

ハイパーケア期間

カットオーバー直後、移行チームが問題に対処するために移行されたアプリケーションをクラウドで
管理および監視する期間。通常、この期間は 1 ～ 4 日です。ハイパーケア期間の終了時に、移行チー
ムは通常、アプリケーションの責任をクラウド運用チームに移します。

アイドル状態のアプリケーション

90 日間の平均的な CPU およびメモリ使用率が 5～20% のアプリケーション。移行プロジェクトで
は、これらのアプリケーションを廃止するか、オンプレミスに保持するのが一般的です。

IT 情報ライブラリ (ITIL)

IT サービスを提供し、これらのサービスをビジネス要件に合わせるための一連のベストプラクティ
ス。ITIL は ITSM の基盤を提供します。

IT サービス管理 (ITSM)

組織の IT サービスの設計、実装、管理、およびサポートに関連する活動。クラウドオペレーションと 
ITSM ツールの統合については、「オペレーション統合ガイド 」を参照してください。

landing zone

ランディングゾーンは、Well-Architected の、スケーラブルで安全なマルチアカウント AWS 環境で
す。これは、組織がセキュリティおよびインフラストラクチャ環境に自信を持ってワークロードと
アプリケーションを迅速に起動してデプロイできる出発点です。ランディングゾーンの詳細について
は、安全でスケーラブルなマルチアカウント AWS 環境のセットアップ を参照してください。

大規模な移行

300 台以上のサーバの移行。
Migration Acceleration Program (MAP)

組織がクラウドへの移行のための強力な運用基盤を構築し、移行の初期コストを相殺するのに役立つ
コンサルティングサポート、トレーニング、サービスを提供する AWS プログラム。MAP には、組織
的な方法でレガシー移行を実行するための移行方法論と、一般的な移行シナリオを自動化および高速
化する一連のツールが含まれています。

移行ポートフォリオ評価 (MPA)

AWS クラウドに移行するためのビジネスケースを検証するための情報を提供するオンラインツー
ル。MPA は、詳細なポートフォリオ評価 (サーバーの適切なサイジング、価格設定、TCO 比較、移行
コスト分析) および移行プラン (アプリケーションデータの分析とデータ収集、アプリケーションのグ
ループ化、移行の優先順位付け、およびウェーブプランニング) を提供します。MPA ツール (ログイ
ンが必要) は、すべての人に無料で利用できる AWS コンサルタントと APN パートナーコンサルタン
トです。

移行準備状況評価 (MRA)

組織のクラウド対応状況に関するインサイトを獲得し、長所と短所を特定し、AWS CAF を使用して
特定されたギャップを埋めるためのアクションプランを構築するプロセス。詳細については、移行準
備状況ガイド を参照してください。MRAは、AWS移行戦略の第一段階です。

大規模な移行

アプリケーションポートフォリオの大部分を次々にクラウドに移行し、各ウェーブでより多くのアプ
リケーションを高速に移動させるプロセス。この段階では、以前の段階から学んだベストプラクティ
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移行の条件

スと教訓を使用して、移行ファクトリー チーム、ツール、プロセスのうち、オートメーションとア
ジャイルデリバリーによってワークロードの移行を合理化します。これは、AWS 移行戦略 の第 3 段
階です。

移行ファクトリー

自動化された俊敏性のあるアプローチにより、ワークロードの移行を合理化する部門横断的なチー
ム。移行ファクトリーチームには、通常、運用、ビジネスアナリストおよび所有者、移行エンジニ
ア、デベロッパー、およびスプリントで作業する DevOps プロフェッショナルが含まれます。エン
タープライズアプリケーションポートフォリオの 20～50% は、ファクトリーのアプローチによって
最適化できる反復パターンで構成されています。詳細については、このコンテンツセットの「移行
ファクトリーの議論」と「Cloud Migration Factory ガイド」を参照してください。

移行メタデータ

移行を完了するために必要なアプリケーションおよびサーバーに関する情報。移行パターンごとに、
異なる一連の移行メタデータが必要です。移行メタデータの例として、ターゲットサブネット、セ
キュリティグループ、AWS アカウントが挙げられます。

移行パターン

移行戦略、移行先、および使用する移行アプリケーションまたはサービスを詳述する、反復可能な
移行タスク。例: AWS Application Migration Service を使用して Amazon EC2 への移行を再ホストす
る。

移行戦略

ワークロードを AWS クラウドに移行するために使用するアプローチ。詳細については、この用語集
の「7 Rs (p. 12) エントリー」と、「組織を動員して大規模な移行を加速する」を参照してくださ
い。

オペレーショナルレベルアグリーメント (OLA)

サービスレベルアグリーメント (SLA) をサポートするために、どの機能的 IT グループが互いに提供す
ることを約束するかを明確にする契約。

オペレーション統合 (OI)

クラウドでオペレーションをモダナイズするプロセスには、準備計画、オートメーション、統合が含
まれます。詳細については、オペレーション統合ガイド を参照してください。

組織変更管理 (OCM)

人材、文化、リーダーシップの観点から、主要な破壊的なビジネス変革を管理するためのフレーム
ワーク。OCM は、変化の導入を加速し、移行問題に対処し、文化や組織の変化を推進することで、組
織が新しいシステムと戦略の準備と移行するのを支援します。AWS 移行戦略では、クラウド導入プロ
ジェクトに必要な変更のスピードから、このフレームワークは 人材の高速化 と呼ばれます。詳細につ
いては、OCM ガイド を参照してください。

プレイブック

クラウドでのコアオペレーション機能の提供など、移行に関連する作業を取り込む、事前定義された
一連のステップ。プレイブックは、スクリプト、自動ランブック、またはお客様のモダナイズされた
環境を運用するために必要なプロセスや手順の要約などの形式をとることができます。

ポートフォリオ評価

移行を計画するために、アプリケーションポートフォリオの検出、分析、優先順位付けを行うプロセ
ス。詳細については、「移行準備状況ガイド 」を参照してください。

実行責任者、説明責任者、協業先、報告先 (RACI) に基づくマトリックス

プロジェクト内のロールと責任を定義して割り当てるマトリックス。例えば、お客様が RACI を作成
して、セキュリティコントロールの所有権を定義したり、移行プロジェクト内の特定のタスクの役割
と責任を特定したりできます。
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ランブック

特定のタスクを実行するために必要な手動または自動化された一連の手順。これらは通常、エラー率
の高い反復操作や手順を合理化するために構築されています。

サービスレベルアグリーメント (SLA)

サービスのアップタイムやパフォーマンスなど、IT チームがお客様に提供すると約束したものを明示
した合意書。

タスクリスト

ランブックの進行状況を追跡するために使用されるツール。タスクリストには、ランブックの概要と
完了する必要のある一般的なタスクのリストが含まれています。各一般的なタスクには、推定所要時
間、所有者、進捗状況が含まれています。

ワークストリーム

特定のタスクセットを担当する移行プロジェクト内の機能グループ。各ワークストリームは独立して
いますが、プロジェクト内の他のワークストリームをサポートしています。たとえば、ポートフォリ
オワークストリームは、アプリケーションの優先順位付け、ウェーブ計画、および移行メタデータの
収集を担当します。ポートフォリオワークストリームは、これらの設備を移行ワークストリームで実
現し、サーバーとアプリケーションを移行します。

ゾンビアプリケーション

平均 CPU およびメモリ使用率が 5% 未満のアプリケーション。移行プロジェクトでは、これらのア
プリケーションを廃止するのが一般的です。
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翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾が
ある場合、英語版が優先します。

xvii
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