
課題
• 仮想統合基盤の構築後、利用者ニーズの高
度化による運用負荷の増大や仮想環境の
サイロ化の懸念という新たな課題が発生

• 画一的で高いサービスレベルの仮想統合
基盤では、グループ内からの多様なニーズ
に柔軟に応えられなかった

• グループ全体の仮想化促進も手探り状態
から抜け出せず、IT投資の価値が最大化
できていなかった

ソリューション
グループ共通のプライベートクラウド基盤
の導入をスムーズに進めるために、
VMware のコンサルティングサービスで
あるVMware Accelerate アドバイザ
リーサービスを活用して、クラウド戦略や
サービスレベル、サービスメニュー、課金体
系などを設定。さらにクラウドの構築に必要
なテクノロジー基盤として VMware 
vCloud Suiteを採用し、生保業界でも最
大級のプライベートクラウド基盤「MYクラ
ウド」を構築

導入効果
• サーバ仮想化比率が2013年から2014
年の1年間で57％から67％まで向上（統
合率も1.5倍に向上）

• 年間の設備投資コストを3分の1に削減

• 2017年までに合計 1,135台のサーバを
集約し、仮想化比率を97％へ

• 仮想サーバの稼働状況管理やトラブル
シューティング時間を30％削減、管理者
あたりの仮想マシンの台数を30％向上

• 2013年から2017年までの5年間で
TCOを60％削減

導入環境
• VMware Accelerate アドバイザリー
サービス

• VMware vCloud Suite
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物理サーバの仮想化推進後、 
仮想サイロによる新たな課題に直面

「感動を生み出す生命保険会社」をモットーに、
アフターフォローによるお客さま満足度の向
上に取り組み続ける明治安田生命。その活動
を支えているのが、保険業務と事務処理を担
うオープン系の基幹システムです。同社は
2013年 11月に物理サーバで運用していたその
基幹システムを仮想化し、共通基盤上に多数
のシステムを統合しようとしました。そういっ
た高度化に向けた対応は同社として初めての
試みであり、共通基盤への統合は手探りであっ
たため、統合に失敗すれば仮想環境を個別に
導入するシステムが増え、結果的に仮想環境
のサイロ化を招いてしまう懸念が生じました。 
情報システム部 ネットワーク基盤グループ グ
ループマネジャーの伊藤寛氏は、当時を次の
ように振り返ります。

「仮想化で柔軟に環境が作りやすくなった分、
ユーザーからは『テスト環境をもっと短期間
で作りたい』『本番環境とテスト環境を並列に
テストしたい』といったリクエストが寄せられ
るようになり、仮想化以前よりも運用負荷が
高まる懸念が生じ、運用作業を効率化する必
要がありました。さらに、共通基盤への統合を
進めなければ、個別最適で構築された運用レ
ベルもバラバラな仮想環境がますます増え、
サイロ化が一層進行することは目に見えてい
ました。しかし、当時はそれらを進めるための
知見も余力も社内にはありませんでした。」

一方、システム企画部門は、社内やグループ内
の個別システムを仮想統合基盤に集約する方
向を目指していましたが、具体的な推進方法
の検討は進んでいませんでした。情報システ
ム部 システム業務グループ グループマネ
ジャー (当時 )の加藤大策氏は「仮想統合基
盤は基幹システムを運用する重要な基盤であ
るゆえに、高いサービスレベルが設定されて

約37,000人の従業員を擁するグループ全体に向けて、サービ
スメニューや課金体系を最適化したプライベートクラウド環境
を構築し、5年間で60％のTCO削減へ

おり、グループ内からの多様なニーズに柔軟に
応えられない面がありました。結果的に、統合
基盤への集約も伸び悩み、投資価値が最大化
できていませんでした」と話します。

そこで同社は、社内のニーズに柔軟に対応で
き、インフラの投資効果を最大化するべく、プ
ライベートクラウド化を検討します。しかし、
同社のリソースや過去の経験則からも、効率
的にこのプロジェクトをどのように進めていく
かが課題となりました。

VMwareのコンサルティングサービス
を採用しサービスカタログや課金体系を
整理・策定

「MYクラウド」と名付けられた約37,000人の
従業員が利用するプライベートクラウド環境
の早期実現を目指した明治安田生命は、クラウ
ド基盤の構築実績が豊富なVMwareのノウハ
ウに着目し、VMwareのコンサルタントが実践
的な IT戦略を支援するVMware Accelerate 
アドバイザリーサービスを採用しました。

プランニング段階では、現状の評価と今後の
方向性、またクラウド化がもたらすインパクト
などを明確化した後、提供するサービス内容
をVMwareと共に定義していきました。この
過程について、情報システム部 ネットワーク
基盤グループの石原尚氏は「VMwareのコン
サルタントには、サービスレベルを何段階に

明治生命保険と安田生命保険の合併によって誕生以来、2014年に10周年を迎え
た明治安田生命保険相互会社。保険業務や事務処理の根幹を担う各営業システ
ムの仮想統合を進めていた同社では、VMwareのコンサルティングサービス
「VMware Accelerate アドバイザリーサービス」を活用して、将来的にグループ
全体のシステムを集約するプライベートクラウド構築を、迅速かつ効果的に実施し
ました。基盤のテクノロジーには「VMware vCloud Suite」を導入して、約
37,000人の従業員が利用する環境を構築。2017年までに仮想集約率を97％ま
で高めるとともに、約60％のTCO削減を見込んでいます。

明治安田生命保険相互会社
情報システム部
システム業務グループ
グループマネジャー (当時 )
加藤 大策 氏
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設定するか、どのようなメニューを用意するか、
課金体系はどうするか、ライセンスの管理をど
うするかなど、将来の運用に至るまでアドバイ
スをいただきました」と振り返ります。

また、情報システム部 システム業務グループ 
主席スタッフの髙木幹彦氏は採用の効果につ
いて「自社のリソースだけでプライベートクラ
ウド化を進めた場合、社内調査から部内のコ
ンセンサスが得られるまでに、1～2年はかかっ
ていたでしょう。今回、VMwareのコンサルタ
ントの支援を受けたことで、部内の意思疎通
がスムーズになり、結果的に、非常に短期間で
進めることができました」と語るように、プライ
ベートクラウド化に必要なポリシーが短期間
に策定できたことを挙げています。

仮想化比率は2017年までに97％へ 
TCOは5年間で60％の削減へ

コンサルティングサービスによってアクション
プラン策定後、クラウド基盤構築に必要なテク
ノロジー基盤として、仮想化環境の運用効率
を高めるツールや、クラウド作成の自動化ツー
ルなどが組み合わされたVMware vCloud 
Suiteを選定し、「MYクラウド」に導入。運用
管理負荷を抑制しながら、社内の個別システ
ムの集約を始めています。MYクラウドには現
在、CPU、メモリ、ストレージなどの組み合わ
せやサービスレベルによって約20のメニュー
があり、価格表を全社に公開してユーザーに
活用を呼びかけています。

「ユーザー目線のサービス環境が整ったことで
『新規システム導入時やシステム更改時には、
まずMYクラウドを検討しよう』というマイン
ドチェンジが全社で生まれ、クラウド利用が進
むようになりました」と伊藤氏が語るように、
MYクラウドによってサーバ仮想化比率は1年
間で57％から67％まで向上し、統合率も1.5
倍に達しました。これにより、年間の設備投資
コストは3分の 1に削減されています。また、
2014年末時点で、23のシステム、合計785台
のサーバをMYクラウドに集約、2017年まで

には合計 1,135台のサーバを集約して仮想化
比率を97％まで高めることを目指しています。

さらに仮想化環境の可視性が高まったことで、
稼働状況管理やトラブルシューティングの時
間が約30％軽減。管理者あたりの仮想マシン
の台数が65台から96台へと30％向上した
結果、「社内の運用管理者の数は増やすこと
なく現状の体制で対応ができるようになりま
した」と伊藤氏は語ります。それらすべてを合
わせて、2013年からの5年間でTCOは60％
が削減できる見込みです。

VMware vCloud Airを用いた 
MYクラウドのハイブリッド化も検討

明治安田生命では今後、ユーザーの利用状況
やCPU、ディスクなどのテクノロジーの進化を
見ながら、現在のサービスメニュー、価格体系
を見直していく計画です。また、VMware 
vCloud Suiteをさらに活用し、システム基盤
の管理の強化やサービス提供の自動化、セル
フサービス化を進め、運用のさらなる高度化、
効率化を図っていこうとしています。

また、多様なサーバシステムが稼働している同
社では、ネットワークの効率的な運用が課題と
なっていることから、次のステップでは、MYクラ
ウドのネットワーク構成変更を柔軟かつ俊敏に
行えることを目的に、VMwareのネットワーク
仮想化基盤であるVMware NSXも検討して
います。石原氏は「まずはライトな環境に
VMware NSXを導入してみて、テストを重ねな
がら実用化を目指していきます」と話しています。

さらに、一時的にリソースを大量に利用するユー
ザーへの対応やBCP対策も検討課題であり、
VMwareのハイブリッドクラウドプラットフォー
ムVMware vCloud Airを用いた、MYクラウ
ドのハイブリッド化も視野にあります。

このように、VMwareが届けるソリューション
は、今後も明治安田生命グループのインフラ
全体を支える基盤として大きな貢献が期待さ
れています。
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「VMware Accelerate アドバイザ
リーサービスでコンサルタントのアド
バイスを受けながら、システム企画部
門とインフラ設計部門が意思疎通を
図り、オープンマインドになったこと
がプロジェクトの推進力につながりま
した。結果として、ユーザーが気軽に
利用できるプライベートクラウド基盤
が構築でき、サーバ仮想化比率の向上
に大きく貢献しています」
明治安田生命保険相互会社
加藤 大策 氏

明治安田生命保険相互会社
情報システム部
ネットワーク基盤グループ
グループマネジャー
伊藤 寛 氏

カスタマープロフィール

明治初期創業の明治生命保険相互会社と安
田生命保険相互会社が、2004年 1月に合併
して発足。生命保険事業のパイオニアとして、
相互扶助の精神を貫くとともにお客さまを大
切にする会社に徹し、生命保険を中心にクオ
リティの高い総合保障サービスを提供し、確
かな安心と豊かさを届けている。2015年度か
らは「Jリーグタイトルパートナー」契約を締
結。サッカー Jリーグとの連携を通じて、地
域社会の活性化や子どもの健全育成といっ
た社会貢献にも取り組んでいる。

図：明治安田生命が推進するクラウド活用の取り組み

明治安田生命保険相互会社
情報システム部
システム業務グループ
主席スタッフ
髙木 幹彦 氏

明治安田生命保険相互会社
情報システム部
ネットワーク基盤グループ
主任スタッフ
石原 尚 氏
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