
課題
• 仮想環境における稼働状況と影響範囲の
把握が困難

• 問題発生時の根本原因究明や問題の切り
分けに多くの時間と手間が発生

• 低いサーバリソースの使用率

• 適切なサーバリソース割当量の根拠の欠
如

ソリューション
VMware vCenter Operations 
Managerで、仮想環境の可視化を実現。
最適なリソース配分も把握でき、更なるサー
バ集約に成功。また、問題の事前検知と解
決の早期化も可能になり、仮想環境におけ
る運用管理負荷が大幅に軽減

導入効果
• 全庁規模の仮想環境の可視化

• 問題の原因究明や切り分けのための負
荷が軽減され対応作業が迅速化

• 最適なサーバリソース活用により、物理
サーバをさらに集約

• 余剰サーバリソースをVDIに転用するこ
とが可能に

導入環境
• VMware vSphere

• VMware vCenter Operations 
Manager

• vCenter Operations Manager
ジャンプスタート

PUBLIC INSTITUTION

全庁仮想基盤の運用管理における 
可視化と運用管理の改善が課題に

総面積49.09平方キロ。東京23区の東端に
位置し、水と緑に囲まれた東京都江戸川区は、
23区で最も公園面積が広い自治体です。同
区では1962年、全国の自治体に先駆けてホス
トコンピュータを導入するなど、業務の IT化
にも積極的に取り組んでおり、2006年には
e-Japan構想に従って共通基盤「e-SHIP
（Edogawa Shared Information Platform)」
を構築。さらに、2011年にはe-SHIPにおける
物理サーバの仮想化を開始しました。

仮想化にあたっては、性能面、実績面で最も
評価が高かったVMware vSphereをシステ
ム基盤として選定。この結果、当時、百数十台
に及んでいた物理サーバを集約し、データセ
ンターのラックスペースや電気使用量を圧縮。
さらには、住民サービスが稼働するミッション
クリティカルなシステムも仮想化の対象とし、
データベースサーバも含めて、仮想環境上で
稼働するようになりました。

しかし、仮想環境に対するリソースの割当が過
剰になっており、実際に利用されるCPUやメモ
リの使用率が低く、リソースを十分に利用できて
いない状況が続きました。また、リソース割り当て
の変更時にも、既存システムへのパフォーマンス
の影響度合いが把握できないため、最適化が図
れず、当初想定していた仮想化導入のコストメ
リットを得ることができない状況が発生しました。

さらに、仮想環境特有の運用上の課題も浮上
しました。当時の状況について、経営企画部 
情報政策課 基盤・ネットワーク係の長濱宜之
氏は、次のように話します。

全庁仮想基盤への運用管理に対して
VMware vCenter Operations Managerを活用し、
問題の事前検知と解決の早期化、そして最適なリソース配分を実現

「どの物理サーバでどの仮想マシンが稼働して
いるかをExcelで管理していましたが、何かが
起こった際の影響範囲の特定が非常に困難で
した。また、一部のシステムでパフォーマンス
が落ちてきた場合に、リソースが不足している
のか、アプリケーションに問題があるのかなど
の切り分けが困難で、原因究明までにかなり
の時間を要していました」

VMware vCenter Operations 
Managerによる管理効率の向上と 
最適なリソース配分

導入した仮想環境を最大限に活かすためのソ
リューションを模索する中、長濱氏はVMware 
vCenter Operations Managerの存在を知
ります。「まさに、これこそが求めているソリュー
ションでした。参加したVMwareユーザ会で
も話題にされており、仮想環境の可視化や管
理の効率化にVMware vCenter Operations 
Managerは最適だと確信しました」（長濱氏）

仮想環境全体の状況をアイコン化されたビジュ
アルなコンソールを通じて把握できる管理ツー
ルである本製品を活用することで、仮想環境
全体を俯瞰し、異常やボトルネック箇所を素早
く特定することができます。また、導入を支援

東京23区の東端に位置し、30万世帯68万人の区民を有する東京都江戸川区。
ITへの取り組みにおいても先進的な同区では、システム共通基盤e-SHIPにおけ
る物理サーバ集約に向けて、いち早く全庁で仮想基盤を導入。さらに、サーバリソー
スの有効活用と問題の事前検知ならびに解決の早期化を目的にVMware 
vCenter Operations Managerを導入し、最適な仮想環境を実現しました。最
適化によって生まれた余剰サーバリソースを有効活用するために、全庁のクライア
ント端末（約4,000台）のVDI化を検討しています。

江戸川区
経営企画部 情報政策課
基盤・ネットワーク係
長濱 宜之 氏
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する充実したサービスも用意されています。

経営企画部 情報政策課 基盤・ネットワーク
係の萩原大輝氏は、この導入支援サービスに
ついて、以下のように評価します。
「コンサルティングサービスである“vCenter 

Operations Managerジャンプスタート”は、
仮想化特有のノウハウを備えていない我々に
とって非常に有効でした。そこで運用チームと
ともに3回ほどワークショップなどに参加し、
ノウハウを蓄積することができました」

その結果、江戸川区ではVMware vCenter 
Operations Managerの機能や導入支援サー
ビスの有効性を高く評価し、導入を決定。併せて、
自動で負荷分散を可能にする VMware 
vSphereのDRS機能も有効にすることで、現
在のe-SHIP 共通基盤では、効率的な運用の中
でサーバリソースを有効活用できる、安定的か
つ柔軟な仮想環境が実現されています。

仮想環境の最適化と、それにより 
解放されたリソースのVDI環境への活用

VMware vCenter Operations Managerの
導入効果は期待を上回るものでした。長濱氏
は「各システムでリソースがどの程度活用され
ているかを把握できるようになり、新規システ
ム導入時も既存のサーバリソースを利用した
り、既存システムにおいてもそのリソースを再
配分したりする根拠を得ることができました。
これにより、新規にシステム化をしたいという
業務からの要求にも新規サーバの調達をする
ことなく迅速かつ低コストで応えることができ
ましたし、多数の既存業務システムに対しては、
過剰に配分していたリソースを最適化できる
ようになりました。この結果、サーバの集約を
大きく推進することができ、ハイスペックな
サーバへの置換えも勘案すると、最終的には

物理サーバ数を現在の約 1/8まで集約できる
予定です」と評価します。

また、経営企画部 情報政策課 基盤・ネット
ワーク係の魚谷尚司氏は「これまではパフォー
マンスの問題などが発生した場合に、データ
センター事業者に依頼して、問題の切り分け
や原因究明を行っていましたが、現在では自
らの端末からVMware vCenter Operations 
Managerを通じて、直接問題箇所を確認した
り、迅速にリソースの配分を検討したりするこ
とができるようになりました。つまり、原課と
我々の間のやり取りだけで、トラブルの説明や
切り分けが可能となり、迅速な対応が可能と
なりました」と強調します。

今回のプロジェクトによって、仮想環境の可視
化と運用管理の生産性向上を実現した江戸
川区では、すでに次の取り組みに向けた検討
を開始しています。長濱氏は今後の取り組み
について、次のように説明します。

「VMware vCenter Operations Manager
によって、既存システムに必要なサーバリソー
スを再配分し、余剰リソースが生み出せます。
今後はこのリソースを活用して、VDI（仮想デ
スクトップ）に取り組みたいと考えています。
将来的には、全庁の約4,000におよぶクライ
アントを仮想化する計画です」

IT共通基盤は、あくまでも充実した住民サー
ビスを実現するための仕組みと位置付ける江
戸川区。より効率的で高品質な住民サービス
の実現に向け、仮想化の対象をクライアント
レベルにまで拡張することを視野に積極的な
取り組みを開始しています。そして、このよう
な取り組みを支える仮想環境管理ソリューショ
ンとして、VMware vCenter Operations 
Managerは最大限に活用されています。
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「全庁を対象とした仮想環境の最適化
にあたって、VMware  vCenter 
Operations Managerは、非常に大
きな効果を発揮しています。安定的な
システム運用を実現するだけでなく、
ハードウェアの集約をさらに推進する
ことも可能となりました」
江戸川区  
長濱 宜之 氏

江戸川区
経営企画部 情報政策課 
基盤・ネットワーク係
萩原 大輝 氏

カスタマープロフィール

東京23区の東端に位置し、30万世帯68万
人の区民を有する自治体。過去幾多の困難
を乗り越えてきた同区では、戦後50周年以
降、生命の尊さと平和の大切さを深く心に銘
じ、恒久の平和と繁栄を希求する平和都市で
あることを宣言し、さまざまな取り組みを続
けている。

図：江戸川区の取り組み（えどがわ情報プラットフォーム“e-SHIP”構想）

江戸川区
経営企画部 情報政策課 
基盤・ネットワーク係
魚谷 尚司 氏
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