
課題
• 各都道府県の物理サーバで個別運用され
ているシステム費用負担の軽減

• 各都道府県の利用状況に合わせたスペッ
クのサーバの導入

• 仮想環境の障害発生時における解決まで
のリードタイムの短縮

• 手作業では限界のある運用レポートの作成

• 将来にわたるリソース拡張への対応

ソリューション
各都道府県で稼働中の介護保険システム
および障害者総合支援システムの約1,000
台の物理サーバをVMware vSphere
で仮想化し、1拠点に集約。仮想マシンのリ
ソース管理のさらなる効率化を目的に
VMware vRealize Operationsを導
入し、リソース消費のトレンド分析、適切な
キャパシティ管理を目指す

導入効果
• 各都道府県が担っていた運用管理が軽減
し、中央で効率的な管理が可能

• 設備コスト50％の削減と運用コストの
40％（見込み）の削減

• グラフィカルで見やすい運用レポートの
迅速な作成

• 適切なキャパシティ管理に基づくリソー
スの計画的な供給

導入環境
• VMware vSphere

• VMware vRealize Operations 
(旧称：VMware vCenter 
Operations)

PUBLIC UTILITIES

介護保険と障害者支援サービスを支える 
IT基盤の統合と運用の効率化

国保中央会は、国保連合会が行う保険者への
診療報酬のレセプト審査および支払業務、介護
報酬の審査支払業務、障害者総合支援の給付
費支払業務などを支援する公益社団法人です。
「近年はオンラインでの申請や請求が主流となっ
ているため、国保連合会が利用するITシステム
の企画、開発、運用支援は国保中央会の主な業
務となっています」と介護保険部 介護保険課 
兼 障害者給付課 課長代理の髙野敬司氏が語
るように、ITシステムは国保中央会および国保
連合会の業務を支える重要な基盤に位置づけ
られています。

その中で、国保連合会における改善課題となっ
ていたのが、「介護保険システム」と「障害者総
合支援システム」の運用コストと管理負荷でした。
介護保険部 システムコンサルタントの尾崎智
晴氏は「これら2つのシステムは、国保中央会が
開発したアプリケーションを47都道府県の国
保連合会に設置したサーバで運用していまし
たが、人口が少なく規模が小さな県ほど負担割
合が大きい状況にあり、その均等化が求められ
ていました」と話します。

そこで、サーバ更新を機に国保中央会はサーバ
の運用管理体制を見直し、仮想化技術によって
国保連合会が管理していた約 1,000台のサー
バ統合と1拠点への集約を決定。システム全体
の投資効率の最適化とコスト負担割合の均等
化を図ることにしました。仮想化に際しては、圧
倒的なシェアの高さ、稼働実績の豊富さ、サポー
ト体制などの総合的な評価からVMware 
vSphereを選定しました。

介護保険と障害者総合支援サービスを支える1,000台のサーバ
を仮想化し中央集約。運用負荷を軽減し、コスト最適化を実現 
しつつ、vRealize Operationsによるさらなる効率的な運用 
管理を目指す

公益社団法人 国民健康保険中央会

VMwareの各種サポートサービスを 
活用し、安定性と信頼性の高い仮想基盤
を構築

この大規模仮想基盤の構築において、国保中
央会では基本設計、運用設計、運用定着の各
局面において、VMwareの各種サポートサービ
スを活用しています。髙野氏は「vSphereの設
計時はVMwareの技術営業のレビューを何度
も受け、SIerの設計ドキュメントをvSphereの
機能を踏まえた設計か、構成上のリスクとなり
うる箇所がないかといった観点からチェックし、
将来的に懸念される問題点をクリアにしてい
きました。例えば、サーバ構成上、サポートされ
るNIC上限数や、通常時のvMotionネットワー
クと管理ネットワークを分割するようにといっ
た指摘など、VMwareならではのノウハウや
Tipsを惜しみなく提供してもらい、確実に設計
を進めることができました」と振り返ります。

また、介護保険部 システムコンサルタントの
川岸弘明氏は「構築後に『ヘルスチェック』サー
ビスを活用し、実際の設定情報を収集して、設
計の内容と照らし合わせることで、設定ミスも
事前に防ぐことができました」と付け加えます。

全国47都道府県の国民健康保険団体連合会（国保連合会）を会員として構成さ
れた組織として、国民健康保険事業や介護保険事業などの健全な運営と発展に
向けた活動を行う公益社団法人 国民健康保険中央会（国保中央会）。各国保連合
会が利用する IT基盤の企画・開発を担う同会では、国保連合会毎に管理されてい
た介護保険システムおよび障害者総合支援システムの約1,000台の物理サーバを、
VMware vSphereで仮想化・集約化。信頼性が求められる介護保険と障害者総
合支援サービスの安定運用のため、仮想環境の管理のさらなる効率化に向けて、
VMware vRealize Operations (旧称：VMware vCenter Operations)を導入
し、適切なキャパシティ管理、トレンド分析の工数削減を目指しています。

公益社団法人 
国民健康保険中央会
介護保険部 介護保険課 
兼 障害者給付課
課長代理
髙野 敬司氏



PUBLIC UTILITIES

さらに、VMwareの専門チームによって提供
される個別サポートサービス「Business 
Critical Support（BCS）」も積極的に活用。
このBCSについて、尾崎氏は「テクノロジーに
精通していることは元より、国保中央会の事
業とシステム環境・特性を知悉してもらい、問
い合わせの内容に対しては、回答を翌日に持
ち越すことがなく、常に速やかにサポートをい
ただきました。直接顔を合わせての対応もし
てもらい、テクノロジーだけでなくVMwareへ
の信頼は高まりました」と評価しています。

vRealize Operationsで 
仮想環境に特化した運用管理を

大規模仮想環境の構築後、浮上してきたのが
仮想環境の効率的な運用課題でした。この点
について、川岸氏は次のように話します。

「障害が発生した際に、仮想基盤の複雑な構
成から問題の箇所を的確に特定し、トラブル
シューティングを迅速化するためには、従来の
物理サーバの手法ではない仮想化に特化した
ツールの必要性が出てきました。また、介護保
険のデータ量が年率8％のペースで増え続け
ており、将来にわたって仮想環境の安定性を
維持するためには、リソース消費のトレンドも
把握した上で、適切なキャパシティ管理が求
められてきました。さらには、国保中央会で集
中管理することになった代わりに、国保連合
会に対しては仮想環境の運用レポートも必要
となり、そのための統計データの取りまとめも
工数がかかるようになっていました」

こういった課題を解決するために、国保中央
会が採用を決めたのが、vRealize Operations
（以下、vR Ops）でした。採用の理由を髙野氏

は「数値情報としてリソースの利用状況が可
視化されると同時に、ドリルダウンによって掘
り下げた障害解析ができることに魅力を感じ
ました。また、スケールアウトのタイミングが
容易に把握できること、レポートが豊富でメ
ニューが日本語化されていることが評価のポ
イントとなりました」と話します。

プロジェクトの大きな成果と今後の展望

2014年5月にこの統合仮想基盤は本番運用
を開始しました。今回のプロジェクトによる一
連の取り組みの効果について、髙野氏はこの
ように語ります。

「仮想化により、設備コストでは50％を削減で
き、運用コストも40％の削減を見込んでいま
す。vR Opsの活用もはじまり、障害対応の迅
速化や、適切なキャパシティ管理に基づくリ
ソースの計画的な供給などを通じて、さらなる
運用管理の効率化を期待しています」

今後の方針については、今回のプロジェクトで
は対象外とされた「事業所受付サーバ」「都道
府県・保険者受付サーバ」を仮想化し、さらに
集約を図る計画です。また将来構想として、
VMware NSXに代表されるネットワーク仮
想化や、デスクトップ仮想化も視野にあります。
髙野氏は「個人情報を扱う介護保険システム
や障害者総合支援システムでは、常に万全の
セキュリティ対策が求められます。その点で、
VMwareのテクノロジーには今後も大きな期
待を寄せています」と話しています。

安定稼働かつ安全性が求められる国保中央
会のシステム管理基盤は、VMwareの多彩な
ソリューションとサービスにより、新たなステー
ジを迎えようとしています。
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図：1拠点に集約された介護保険・障害者総合支援システムの全体概要
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「全国47都道府県の国民健康保険団
体連合会が利用する介護保険システ
ムや障害者総合支援システムには、何
よりも信頼性と安定性が求められま
す。その中でVMwareのテクノロジー
は、安定運用の実現だけでなく、運用
工数の削減においても大きな貢献を
果たしています」
公益社団法人 国民健康保険中央会
介護保険部 介護保険課 兼 障害者給付課
課長代理 
髙野 敬司 氏

公益社団法人 
国民健康保険中央会
介護保険部 
システムコンサルタント
尾崎 智晴 氏

公益社団法人 
国民健康保険中央会
介護保険部 
システムコンサルタント
川岸 弘明 氏

カスタマープロフィール

国民健康保険事業および介護保険事業の普
及、健全な運営と発展を図り、社会保障およ
び国民保健の向上に寄与することを目的に
設立。全国47都道府県に設立されている国
民健康保険団体連合会（国保連合会）を会員
とし、国保連合会は国保事業の実施者である
保険者の共同の目的を達成するため、診療報
酬の審査支払業務・保健事業・国保事業の
調査研究・広報活動を行っている。2000年
度には介護報酬の審査支払業務、介護保険
サービスの相談・指導・助言業務を開始した。


