
課題
• 災害時にも安定的な運用が可能な iDC
環境の実現

• 仮想化に関連した最新テクノロジーの実
装と最大限の活用

• 復旧作業における効率化と可視化

ソリューション
複数拠点に点在する i D C 事業者の
VMware仮想化基盤を連携。 vCenter 
Site Recovery Manager、vCenter 
Operations Management Suite、
vShield Endpointなどを活用すること
で、iDC内の仮想化環境運用における復旧
プロセスの自動化、可視化、また仮想化環
境そのものの運用効率を大幅に向上し、安
全でより進化した災害対策ソリューション
の提供を実現。

導入効果
• 災害復旧プロセスの自動化

• 各復旧プロセスの完全な可視化

• 運用監視効率の大幅な向上と人的リソー
スの有効活用

導入環境
• VMware vSphere

• VMware vCenter Site Recovery 
Manager

• VMware vCenter Operations 
Management Suite
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3度にわたる震災の経験を経て
広域災害への対策を検討

「最新技術への飽くなき探求とそれを高品質
な商品・サービスとしてお客様へ提供し、お客
様にとってのベストパートナーになること」を
最重要テーマに掲げ、ASP/SaaSサービスな
ど日本全国に向けた幅広いビジネスを展開す
る株式会社BSNアイネット。新潟県内に3拠
点と2カ所のデータセンター、東京、仙台、長
野にも拠点を設け、VMwareソリューション
を最大限に活用した仮想インフラ基盤をベー
スに、全国の顧客に付加価値の高いサービス
を提供しています。

同社がVMwareのクラウド管理ソリューショ
ンを採用するに至った背景には、2004年の中
越大震災、2007年の中越沖地震、さらに
2012年3月の東日本大震災があります。特に、
東北を中心に甚大な被害をもたらした東日本
大震災によって、BCPへの関心が急速に高まっ
たことから、同社はクラウド連携パートナーの
北陸コンピュータ・サービス株式会社との協
業によって、新たな基盤の構築に着手。これま
での実績をベースに約2週間という非常に短
い期間で環境を構築し、翌年の2012年3月に
は、広域への災害に対応できる異なる事業者
間での災害対策を実現する「災害対策ソリュー
ション」として市場に向けてリリースしました。

包括的なVMwareソリューションによる
進化した分散環境の提供

BSNアイネットの災害対策ソリューションで
注目すべきは、VMware vCenter Site 
Recovery ManagerやVMware vCenter 

VMwareのクラウド管理ソリューションを幅広く活用し
クラウドインフラ基盤における運用管理効率を向上
異なる事業者間での広域災害対策環境も実現

Operations Management Suiteなど、包括
的なVMwareのクラウド管理ソリューション
の導入によって、災害復旧プロセスの自動化や
見える化、さらに運用監視における大幅な効率
アップが図られている点です。さらに、同じ仮想
化基盤を持つ離れた地域のパートナーとの連
携によって、BCP対策で重要となる“より遠隔
地への情報資産の退避”を実現しています。

同社の先進サービス開発部 シニアチーフを務
める坂田源彦氏は、次のように説明します。
「VMwareのソリューションをベースに、可能
な限りの仮想化技術、最新の運用管理を他社
に先駆けて実装しました。特に運用管理とい
う面では、自動化を含む、これまでになかった
効率化、可視化に伴う運用精度の向上、さら
にセキュリティ対策に関わるパフォーマンス劣
化への対策などが図られています。ポイントソ
リューションではなく、包括的なVMwareの
クラウド管理ソリューションを導入したことで、
このような運用管理環境が実現できたと考え
ています。パートナー連携については、弊社、
そしてクラウド連携パートナーが運営する各
データセンター内に設置されたVMwareのク
ラウド基盤を利用することで、特定のデータセ
ンターのある地域が大規模災害などのダメー
ジを受けても、短時間でサービスを復旧する

新潟県に本社拠点を構え、全国に向けた付加価値の高いASP/SaaSサービスを
展開する株式会社BSNアイネット。常に最新技術を取り込み、そのビジネスに活
用する同社では、VMware vCenter Site Recovery ManagerやVMware 
vCenter Operations Management Suiteなど幅広くVMwareのクラウド管理
ソリューションを採用し、運用管理の効率を大幅に向上すると同時に、他のクラウ
ド連携パートナーと協業し、広域災害への対応を実現できるクラウドインフラ基
盤を実現しました。

株式会社BSNアイネット
先進サービス開発部
シニアチーフ
坂田 源彦 氏
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ことができるようになっています。クラウド環
境の採用で“所有”から“利用”への移行を行っ
たお客様が、さらに一歩進めた“分散”環境を
活用できるようになるのです」

その後、同社のクラウド連携パートナーとして
は、北海道から1社、また沖縄からも株式会社
おきぎんエス・ピー・オーが加わり、2012年11月
現在、異なる電力エリア、異なる通信キャリア、
異なる iDCが連携する形で4拠点の広域な
サービス環境が実現しています。

災害復旧プロセスの自動化と
運用監視効率の大幅な向上

vCenter Site Recovery Manager、vCenter 
Operations Management Suiteは同社が
期待した通りの導入効果を発揮しています。
坂田氏は、次のように強調します。

「復旧プロセスの自動化と可視化が実現され
たことは、vCenter Site Recovery Manager
導入の最大のメリットです。“災害が発生した
かどうか”という判断は人が行いますが、その
後のプロセスは自動化され、個々のプロセス
の動きも的確に把握することができるように
なりました。さらに、仮想化のメリットを最大
限に活かし、復旧リハーサルの頻度を上げる
ことも可能となりました。別の視点では、仮想
化標準ともいえるVMwareのソリューション
を使用することで、それぞれの事業者間での
運用手順の共通化が図られるといったメリッ
トも享受できました」

また、データセンター運用の効率化を目的に導
入したvCenter Operations Management 
Suiteについても、期待通りの効果を生み出し

ています。

「仮想環境は、これまでの物理環境とは違って、
障害が発生した場合にハードウェアの外観か
ら障害を検知することは困難です。これまでは
勘と経験によって仮想環境を何とか管理して
きましたが、このような属人化した運用では、将
来的なシステムの規模拡大や構成変更などに
柔軟に対応できません。vCenter Operations 
Management Suiteの導入によって、仮想化
基盤の運用状況を可視化し、システム担当者
のスキルを補完できます。さらにセキュリティ
面では、vShield Endpointが効果を発揮して
います。安全性を担保するだけでなく、エー
ジェントレスという特長を活かし、ウイルス
チェックにおけるサーバの負荷を大幅に軽減
し、端末保護におけるパフォーマンスを大幅に
向上しています」（坂田氏）

坂田氏によると、この数年は仮想化の分野を
リードするVMwareのソリューションをすで
に導入している顧客企業も多く、開発環境や
実行環境を同社のデータセンターへ移行しや
すい点もVMwareの大きなメリットだといい
ます。

常に新たな技術にトライし、多くのメリットを
顧客企業に提供し続けるBSNアイネット。そ
の果敢な挑戦を支える仮想化基盤として、
VMwareのクラウド管理ソリューションはす
でに不可欠なビジネス基盤となっています。
同社では今後、仮想化環境を持つ各地の事業
者のクラウド間連携を実現すべくVMware 
vCloud Directorの導入を行うことで、さらな
る運用効率化を行うことも検討しています。
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図：BSNアイネットが展開する広域パートナーとの連携によるデータセンターサービス

「vCenter Site Recovery Manager
および vCenter Operations 
Management Suiteを導入したこと
によって、災害復旧プロセスの自動化
と、それぞれのプロセスの完全な可視
化、さらには運用監視効率の向上、
セキュリティ強化を図ることができま
した」
株式会社BSNアイネット 
坂田 源彦 氏

カスタマープロフィール

1966年に新潟市で「BSN電子計算センター」
として創立。2002年からデータセンター業務
を開始し、現在はシステムインテグレーション
（官公庁・地方自治体分野、医療分野、保健
福祉分野、民間分野）、アウトソーシングサー
ビス（受託情報処理サービス・IDCサービス）、
ソフトウェア開発、システム販売、コンサルテー
ションなど幅広いサービスを提供している。

フェイルオーバーの
自動化

仮想マシンの
データ保護

Site Recovery
Manager

クラウド環境の運用を簡素化・自動化

VMware vCenter Operations 
Management Suite 国内4拠点の

クラウド連携
パートナーの
データセンター

北陸コンピュータ・サービス
（富山）

おきぎんエス・ピー・オー
（沖縄） 

BSNアイネット
（新潟）

北海道エリアの
連携パートナーBSNアイネットのデータセンター

アンチウイルスおよびアンチ
マルウェア機能のオフロード

vShield Endpoint


