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ソフトウェアがもたらす無限の可能性が今日の社会で広がりを見せる中、多くの企業が

自社の変革を進めながら、より良い顧客体験の提供に取り組んでいます。

従来型のビジネス モデルでは、これからのビジネス ニーズに応えることは難しく、また、

このような環境の変化はどの業界にとっても避けられるものではありません。アジア パシ

フィックおよび日本地域でビジネスを展開する上では、高い競争力を維持するためにも、

これまでの戦略やリスクの見直しが必要です。複数のクラウドの統合から次世代のデジ

タル ワークスペースの活用に至るまで、デジタル トランスフォーメーションを推進する

あらゆる取り組みこそが、新たな可能性を実現し、未来を拓いていく唯一の道と言える

でしょう。

この地域の弊社のお客様の多くが、いわば VMware ソリューションのアーリー アダプター

であり、組織の変革やビジネスの拡大において、VMware 製品やサービスを活用いただいて

います。本書では、このようなお客様事例の一部をご紹介いたします。

たとえば、全国民を対象に金融包摂を実現したインド ステイト銀行、また、製造業では

デジタル変革を推進した日産（中国）など、その導入効果が大変興味深い事例ばかりです。

このような成功を収めているお客様の事例から、適切なテクノロジー パートナーとその

ソリューションを活用することで、課題をチャンスに転換できることがお分かりいただける

かと存じます。本書が多くのお客様の課題解決の一助になれば幸いです。
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AMS Chemist Warehouse 

顧客のニーズに応える
イノベーションの推進



1980 年代にドラッグストア 3 社が協業を開始し、現在 Chemist Warehouse Group 
として急成長を遂げています。オーストラリア国内におよそ 500 店舗を展開し、オンライン
ストアも好調な業績を示す中、過去 5 年間で、オーストラリア国内第 6 位の規模を誇る
小売企業へと成長しました。

「We Beat Everyone's Price（どこよりも安く）」という方針の
もと、医薬品や健康、美容に関する商品を安価に提供している 
Chemist Warehouse Group は、目覚ましい成長を遂げて
おり、そのビジネス戦略が功を奏している証と言えるでしょう。

ビジネスは順調に成長を遂げていましたが、その一方で、ビジ
ネスの急激な拡大により、IT インフラストラクチャには多大な
負荷がかかっていました。

Chemist Warehouse Group の本社として全国の店舗運営の
調整を行う AM Solutions は、ビジネスのスピードと規模に
対応するには、 5 年前に構築したインフラストラクチャでは限界
があると認識していました。

仮想化によるビジネス成長の促進

130 億オーストラリア ドルの規模を誇るドラッグストア市場で
激しい競争が繰り広げられる中、AM Solutions は高品質の
医薬品を最安値で提供するために、コスト削減の必要に迫られて
いました。

さらに、Chemist Warehouse Group はイノベーションにも
積極的に取り組んでおり、消費者を魅了する価格の安さに加え、
一連のカスタマー ジャーニーをよりスムーズにすることで、
購買客の増加を見込んでいました。Alibaba の天猫 Tmall で
「独身の日」（11 月 11 日）の対前年比の売り上げは最高記録を
更新しましたが、オムニチャネルやスムーズなカスタマー エク
スペリエンスの強化に向けた、継続的なビジネス インサイトの
発掘、活用も進めていく必要がありました。

これらを実現するべく AM Solutions が求めていたのは、
運用環境の迅速な拡張、詳細なビジネス インサイトの発掘、
将来のビジネス ニーズへの対応を支援するパートナーでした。

VMware との協業の下、AM Solutions は Software-Defined 
Data Center（SDDC）の実現に向けて、まずシステムを 
100% 仮想化しました。データセンターからドラッグストアの
各店舗まで、同じアーキテクチャを使用して、コンピューティング、
ストレージ、ネットワークを統合し、自動化できるようになった
のです。この新しい IT 環境には一貫性があり、管理と制御が
しやすく、迅速に IT サービスを提供できるようになったほか、
費用も Chemist Warehouse Group としての最初の調達と
メンテナンス コストを数分の 1 に抑えることができました。

高度な標準化と自動化によって、人的リソースをビジネス
のイノベーションにかかわる業務により重点的に割り当てる
ことができるようになり、ビジネス インテリジェンス チーム
だけでも、データ分析プラットフォームのパフォーマンスに 
3 倍から 4 倍の改善が見られています。ビジネス インサイト
を多く活用できるようになったことで、お客様の動向をより
詳細に把握できるようになり、カスタマー エクスペリエンスの
向上に貢献する新しいテクノロジーを開発できるようになり
ました。

次世代のテクノロジーを活用した顧客関係の強化

AM Solutions は、このたび最新化した優れた IT プラット
フォームを活用し、今後のビジネス成長を支える取り組みを
進めています。

仮想化により IT インフラストラクチャが強化されたことで、
ワークロードの負荷が高くなった際に簡単に拡張できるように
なったため、Chemist Warehouse は、24 時間営業の店舗を
確実に展開できるようになりました。また、この数年は社内
プロセスのイノベーションを試験的に進めており、なかでも
特に興味深いのが、Siri のようなテクノロジーです。このテクノ
ロジーによって納品時の開梱作業が効率化され、店舗と販売 /
流通チャネルのデータを取得でき、収集したデータは将来的
にスムーズなオムニチャネル サービスに利用できます。

今後の展望として、AM Solutions は、ニュージーランド
市場への参入を進めるとともに、コグニティブ コンピュー
ティングやマシン アナリティクス（機械分析）などの最先端の
テクノロジーを活用していくことを検討しているほか、
Chemist Warehouse Group として、顧客への商品の配達に
ドローンを使用した高度な配送システムの試験運用も計画
しています。

AM Solutions は、実店舗やオンラインストア
など、あらゆる局面で新しい画期的なカスタマー 
エクスペリエンスを提供する取り組みを進めて
います。Chemist Warehouse Group は、自社の
ビジネスの変革を通じて、オーストラリアの小売
業界のあり方も変革していると言えるでしょう。

VMware のソリューション：

• IT インフラストラクチャのモダン化により、VMware の 
SDDC ソリューションを活用して、コンピューティング、
ストレージ、ネットワークと管理機能を 100% 仮想化し、
高度な標準化と自動化を実現（Software-Defined 
Data Center の構築）

• VMware のソリューションにより、
- IT 運用だけでなく、イノベーションの推進につながる
ような業務に人的リソースを割り当て可能

- データセンターからドラッグストアの各店舗まで、IT 
サービスの迅速なプロビジョニングと展開、および
高度な可視化と制御機能を備えた管理を実現

- 急成長を支えるビジネスのあり方の再設計を支援し、
IT プラットフォームを通じた顧客情報の収集と新たな
イノベーションを促進

ビジネス部門により多くのインサイトを提供し、
顧客との関係を強化

スムーズに利用できる IT サービスや IT 環境を
グループ会社に提供

平均的な小売企業の 5 分の 1 のコストで 
IT インフラストラクチャを運用

IT 機器の調達コストと保守コストを削減

追加の IT キャパシティやサービスの展開に
要する時間を数か月から数日に短縮

プラットフォームにおけるデータ分析の
パフォーマンスが 300 ～ 400 % 向上

主な導入効果：
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オーストラリア・ニュージーランド銀行 

長い歴史を誇る
銀行による
モバイルの活用



主な導入効果：

デジタル デバイスから意思決定に必要な情報へ簡単にアクセスできる昨今、「モバイル 
モーメント」は常に発生しています。生活のあらゆる場面で簡単、便利にデジタル サー
ビスを利用できる環境が当たり前のような社会では、銀行にも同様の対応が高く望まれて
います。

モバイル デバイスは若い世代だけに広く使われているわけでは
なく、市場の成長を後押ししているのは高齢者層とも言われて
います。事実、オーストラリアでは、創業 180 年を超える銀行が
業務にモバイル デバイスを活用しています。

1835 年創業のオーストラリア・ニュージーランド銀行は、
50,000 人の従業員と 7,721 億オーストラリア ドルの資産を擁する
オーストラリア 5 大上場企業の 1 つで、34 以上の市場で
営業しています。

2014 年、デジタルを活用した競合企業が出現したことで、従来
型の銀行業務を行っていた同行は 30 % の減収が予測される
事態となる一方で、市場がより急速に変化し、顧客や株主からの
要求が増えるなか、収益を維持し、将来のビジネスのあり方を
見直す必要に迫られていました。

モバイル バンキングの推進 
 
忙しい合間をぬって閉店前の銀行に飛び込むと、すでに 20 人
待ちだったという状況を想像してみてください。こんなとき、
「銀行の営業時間にとらわれずに、必要な取引を行い、自分の
時間を有意義に使えたらよいのに」とか、「口座残高の確認や
支払いなどの簡単な処理がデジタル化されたらどんなにスムー
ズか」などと、多くの人が思うのではないでしょうか。

一部の人にとって、銀行は現金を保管するレンガ造りの古い
建物ですが、めったに訪れることはなく、訪問するとすれば、
複雑な金融商品について相談するときです。そういう場合こそ、
気配りのできる行員との効率的な対話が求められます。

このような状況を踏まえ、オーストラリア・ニュージーランド
銀行は「銀行店舗のあり方」の見直しを始めました。お客様の
居場所を問わず、インターネットやスマートフォン経由、お客様の
自宅や勤務先、行内のデジタル対応スペースなど、どこでも
お客様に対応できるような銀行への変革です。

まず、店舗で順番を待つのではなく、オンラインで予約が
取れるシナリオを想定しました。銀行に到着したお客様は 
iPad を使ってサインインを行い、必要な情報を入力します。
対応までに時間がかかる場合には、外出することもでき、予約
時間になると銀行から電話連絡が入ります。行員は銀行支給の
デバイスを携帯し、お客様の都合の良い場所で、金融サービスの
提示、編集、最終調整を行える、というものです。

モバイル デバイスを活用した顧客対応

金融に関するアドバイスの提供は複雑なため、このシナリオの
実行は簡単ではありませんでした。まず、デバイスをコア 
プラットフォームに接続された銀行全体の各システムと連携し、
保険ソリューションや投資ソリューションにも接続する必要が
ありました。さらに、デバイス上で企業データや顧客データを
確実に保護しながら、アプリの開発と配信を簡素化し、迅速に
スケールアップを行う必要がありました。

そこで、VMware は、銀行支給のモバイル デバイスや、
支店に用意されている Apple® iPad® キオスクなどのデジタル 
ツールを一元管理できるよう支援を行いました。また、顧客
向けの銀行取引アプリケーション「goMoney」や資産アプリ
ケーション「Grow」、従業員向けの人事ツールなど、VMware 
のソフトウェア開発キットを活用した、さまざまなモバイル 
アプリケーションの開発も開始されました。

モバイル化に対する従業員からの要望にも応えるべく、オー
ストラリア・ニュージーランド銀行は BYOD プログラムを
導入し、顧客により良いサービスを提供するうえで必要な
ツールにリモートからでもアクセスできるよう、独自のアプリ 
ストアの構築も行いました。その結果、現場の最前線に立つ
スタッフはより多くの顧客に対応しながらも、パーソナライズ
された商品を推奨できるようになり、内容の濃い対話を行える
ようになったことで、サービス契約を締結する顧客も増加して
います。

ここでは、オーストラリア・ニュージーランド銀行の事例から、
デジタル バンキングやエンタープライズ モビリティによる顧客
や従業員に対するメリットをご紹介しました。同行は、現在 
18,000 以上のデバイスと 20 を超えるアプリケーションを
管理しており、2017 年には、年次報告書（通年）で 18% の
増益を計上しています。また今後は、モバイル決済システム
との連携や、ブロックチェーンのユースケースへの取り組みを
計画されています。
 

オーストラリア・ニュージーランド銀行は、デジ
タル時代を勝ち抜くうえで、優れた顧客体験の
提供にフォーカスしています。
そして、積み重ねてきた年月は必ずしも従来の
やり方を踏襲しているだけではないことを証明
しており、創業から 183 年を迎えた今もなお、
高い俊敏性を維持しながらモバイルをより活用
できる、新しい銀行の在り方を模索しています。

VMware のソリューション：

・ VMware Airwatch® および VMware Workspace ONE™ 
により、顧客や従業員がデジタルワークスペースをより活用
できるような IT のコンシューマライゼーションに対応し、
コンシューマー製品のようなシンプルさと、エンタープライズ 
クラスのセキュリティを備えたツールやアプリをモバイル
端末から利用できる環境を構築

• VMware のソリューションにより、
-顧客の居場所を問わず行員がどこでも対応可能
- 支店システムの再設計による、店舗内でモバイル デバ
イスを活用した銀行員と顧客とのコミュニケーションの
推進

-アプリの開発と配信の簡素化、迅速なスケールアップと、
セキュリティ確保の両立

20 種類以上のカスタム モバイル アプリを開発

34 か国にわたり、18,000 台のデバイスを管理 支店での顧客の待ち時間を削減

モバイル デバイス上で企業データや顧客データ
を確実に保護

行内にキオスクや iPad を備えることで「デジ
タル支店」を立ち上げ、顧客が情報や商品に
アクセスしやすい環境を提供

50,000 人の従業員がリモートからでも柔軟に
業務を遂行
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Bharti Airtel

ソフトウェア ベースの
環境を支える
次世代のクラウド



主な導入効果：

「Har Ek Friend Zaroori Hota Hai …」は、Bharti Airtel が 2004  年に開始した呼び
出し音サービス「Hello Tunes Services」で人気の呼び出し音です。サービスの開始以来、
Hello Tunes は、Name Tunes や Celebrity Name Tunes などの機能改良を加え、
顧客がより楽しめるサービスの提供を行っています。

通信事業者である Bharti Airtel は、優れた顧客体験を提供
することで、日々の生活がより豊かなものになるよう取り組んで
います。電話をかけてきた相手に合わせて、呼び出し音を遊び
心のある斬新なメッセージとしてカスタマイズできるサービスの
Name Tunes と Celebrity Name Tunes は、イノベーションと
顧客満足度を重視する社風を物語る、ささやかながらもわかり
やすい一例です。

Bharti Airtel は、専用のカスタマー ケアと、モバイル サービス、
デジタル TV、デジタル コンテンツを提供する事業者としての
顔も持ち、インド最大の市場シェアを誇る通信事業者として、
2017 年には事業全体で 3 億 7900 万人の顧客を抱えるまでに
成長しました。

しかし、何億もの加入者に迅速に対応することは簡単ではあり
ません。また、経済政策の大変革によって国内市場が非常に混乱
したことから、従来の IT インフラストラクチャを見直して競争力を
維持する必要にも迫られていました。

電気通信業界のリーダーとしての役割

インドの電気通信市場の自由化からおよそ 20 年が経ちました。
1999 年に国家電気通信政策が施行されて以来、世界で 2 番目
に大きい市場へと成長を遂げており、インド国内だけでも、
2020 年までに 3 億 3,000 万人の新規加入者が見込まれて
います。

業界をリードし続けていくため、Bharti Airtel はテクノロジーを
活用した変革、イノベーション、破壊的創造への取り組みを模索
していました。

競合企業の多い市場では差別化が鍵となるため、音声、データ、
テレビ、バンキング サービスなどを、ニーズに応じてカスタ
マイズ可能なサービスとして提供できるよう、データ分析から
顧客のニーズを把握し、求めているサービスを提供できるアプリ
の構築を検討していました。

新規プロジェクトと需要への対応に向けた 
IT のモダン化

Bharti Airtel の従来の IT スタックは、計画されていた多数の
プロジェクトをサポートできるものではありませんでした。IT 環境
は、全キャパシティの 4 分の 1 のみを使用して稼動していたため、
スピードに欠け、直観的ではなく、開発者が求める俊敏性や
リソースに柔軟に対応できる状態ではなかったうえ、ネットワーク
とセキュリティの自動化も従来の環境における最大のボトル
ネックの 1 つでした。

VMware の支援の下、Bharti Airtel は完全な仮想化環境
への移行を成功させ、ネットワーク、コンピューティング、
ストレージを連携することができたほか、同社のクラウド 
インフラストラクチャ、「MyCloud」でミッション クリティカル
なワークロードを大規模に稼動させることができるようになり
ました。また、監視やキャパシティ プランニング機能の向上に
加え、IT チームが需要に応じてリソースを効果的かつ高い
コスト効率で割り当てることができるようになったため、
開発者が確実かつ自動的にリソースへアクセスし、新たに
アプリケーションを開発、作成できることから、これまでよりも
短期間で市場開拓を進めることができるようにもなっています。

特に注目したいのは、ネットワークとセキュリティのプロビジョ
ニングをシームレスに統合できるようになった点です。その
結果、冗長なファイアウォール アプライアンスを排除して、
セキュリティを脅かす潜在的な攻撃を大幅に削減できるよう
になりました。 

Bharti Airtel は、5G の実用化に向けて、ベンガ
ルールに「デジタル イノベーション ラボ」を設立し、
ネットワークの拡張を進めていますが、さらなる
需要に応えるための鍵となるのが、柔軟で、俊敏
かつスケーラブルな IT インフラストラクチャです。
イノベーションと顧客中心のアプローチをベースに、
業界をリードする同社の取り組みは今後も続いて
いきます。

VMware のソリューション：

• VMware vCloud® Suite Advanced、vRealize® Automation 
Advanced、vRealize® Operations Advanced、VMware 
NSX®、VMware vSphere® を使用することで、レガシーな 
IT 環境をモダン化し、Software-Defined Data Center 
と自動化機能を備えるネットワークを構築

• VMware のソリューションにより、
- 製品やサービスを競合他社に先駆けて顧客へ提供可能
-  データセンターの業務を効率化
-  変化する IT ワークロードと需要に合わせてリソースを
調整可能

新しい、高品質のデジタル サービスを 3 億人の
顧客に迅速に提供

IT インフラストラクチャ、セキュリティ、プロセスの
管理とパフォーマンスを最適化

開発者が独自の IT リソースをプロビジョニング
できるようにすることで、迅速なアプリの開発と
提供を実現

ネットワークおよびセキュリティ ポリシーの管理を
物理レイヤーから仮想レイヤーに移動することで
データ センターのセキュリティを強化

インサイトを活用し、キャパシティとリソース
需要を正確に予測

IT リソースのボトルネックを排除することで
生産性を向上

1615 Creating a culture of possibilities



中国移動通信有限公司（China Mobile）

技術大国へと
躍進する中国



主な導入効果：

経済黎明期ともいえる 1990 年代の中国では、人口が急増し、人々の生活もより一層
豊かさが増しました。起業ブームに沸く近年では、欧米諸国の巨大企業に対抗する
までに成功している企業が目白押しです。

中国移動通信有限公司（China Mobile）は、世界有数のテクノ
ロジー企業として進化を遂げてきました。

主要な国有企業であり、中国最大手のモバイル通信事業者である 
China Mobile は、世界レベルの ICT インフラストラクチャの
構築に大きな役割を担うと共に、中国全土にわたる通信回線の
敷設や、今日の技術革新を加速するための土台を築いてきま
した。

最新のニーズへの対応が困難な従来の環境

China Mobile は、膨大な一般消費者だけでなく、これまで最大 
602 万人の企業ユーザーにサービスを提供しており、クラウドや
ビッグデータ、AI など、企業の競争力の土台として注目を集める
新しいテクノロジーを支えるネットワークやブロードバンドへの
ニーズを一心に担っています。一方で顧客企業からは、膨大な
消費者需要に対応する上での IT の負担の増加という課題も寄せ
られていました。

現在、大都市から農村部に至るまで、モバイルやインターネット
が新しい生活様式として取り入れられています。多くの人が中国
ブランドのスマートフォンやアプリケーションを使用してチャット、
オンライン ショッピング/ゲームを楽しみ、自動車や自転車シェア
リングサービスを通勤に活用しています。また、職場、学校、
ショッピングセンター、病院など生活の各拠点でデジタル化が
進んでいます。

2017 年には、インターネット ユーザー数が 7 億 3,100 万人にも
のぼり、それは中国の人口の約半分に相当します。現在の中国
での E コマース取引はすでに、フランス、ドイツ、日本、英国、
米国を合わせた市場規模をはるかに超えるともいわれており、
政府主導による医療、財務、製造業などにおける ICT や高度な
テクノロジーの活用も進められています。

しかし、China Mobile のお客様がこれまで使用してきたシス
テムは、このようなビジネスの急激な変化に対応するには不十分
でした。IT の管理やメンテナンスが困難になり、管理に必要な
時間とコストが増えてしまったほか、近年猛威をふるっている 
WannaCry や情報漏えいの深刻化も、増え続ける重要なデータ
の保護に、現在のセキュリティ制御では対応できないことが背景
となっています。

China Mobile の企業顧客は、一刻も早いソリューションの提供を
切望していました。

クラウドへの容易な移行に向けた支援

China Mobile は、国を挙げた「デジタル チャイナ」戦略を
いち早く支援し、テクノロジーを追随するのではなく先駆けて
取り入れる環境作りに取り組んでいます。

高い運用実績と幅広い顧客基盤を活用して、China Mobile 
は VMware との協業の下、サービスとしてのデスクトップ 
クラウド ソリューションを立ち上げました。

この VMware のテクノロジーを基盤とする新しいソリュー
ションで、China Mobile は、時間や場所の制約のないビジネス 
モビリティに対するニーズに応えることができるようになり
ました。変化のスピードが速い一般消費者向けのサービスを
提供する業界では、ピーク時に自動的にキャパシティを増や
して需要の増加に応えることもできるため、顧客満足度や
ビジネスの俊敏性の向上に直結するシステムであると言える
でしょう。

China Mobile による完全運用とサービスとしてのソリュー
ションの提供が行われたことで、企業の IT 管理の負担が削減
され、大規模な IT インフラストラクチャ構築のための先行
投資が不要になりました。China Mobile のソリューションは、
資金と人材を最大限に活用し、より重要性の高い業務やイノ
ベーションに注力できる環境作りに貢献しています。

あらゆる業界や国の成長に IT がこれまで以上に
大きな影響を及ぼすと中国政府も見解を示す中、
China Mobile は、中国が従来型の技術大国から
脱却し、真の実力を発揮するうえで重要な役割を
担ってきました。企業顧客のニーズに応え進化を
続けながら、China Mobile は中国が真のグロー
バル テクノロジー リーダーとして生まれ変わる
ための支援を行っています。

VMware のソリューション：

• VMware のテクノロジーを活用し China Mobile による 
Horizon DaaS のサービスとしてのデスクトップ クラウド 
ソリューションを提供

• VMware のテクノロジーを基盤とする新しいソリューション
の実現に向けて China Mobile は、ブロードバンド サー
ビスをバンドルし、ネットワーク リソースと IP アドレスを
ワンストップ サービスとしてお客様に提供。VMware の
仮想化テクノロジーにより、サービスへの膨大なアクセスを
わずか 80 台のサーバで処理可能

きめ細かいマイクロセグメンテーションにより
セキュアなアプリケーション インフラスト
ラクチャを実現

社内環境またはリモートから、仮想デスクトップ
およびホスト型アプリケーションをパブリック、
プライベート、およびハイブリッド クラウド環境
全体に柔軟に展開可能

IT リソースを統合し、単一の管理コンソールで
運用管理を簡素化 エネルギー消費コスト管理を効率化
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Krungthai Card Public Company 

タイランド 4.0 の
推進に向けた
クレジット カード 
サービスの変革



主な導入効果：

マイクロセグメンテーションによるデータ セキュ
リティの強化

クレジット カードは単なる支払い手段の枠を超えて大きく進化しています。消費者の
ライフスタイルのニーズや要望に対応することで、オンライン ショッピングの割引や
払い戻し、無料航空券、ヘルスケア サービスなど幅広いメリットを利用者に提供して
います。

これまで、クレジット カードの特典を利用するには、用紙で発行さ
れるクーポンを使用する必要があったため、郵送に時間がか
かったり、配送中にクーポンが紛失する事態が発生しており、
顧客満足度に大きく影響していました。また、小売店のサービス 
スタッフも、使用済みクーポンの集計に多くの時間を取られて
いました。

Krungthai Card Public Company（KTC）は、タイのクレジット 
カード サービスを大きく変革させました。その一例である、会員
と法人パートナー向けの TapKTC モバイル アプリケーションの
導入は、オンラインでの特典の入手、利用、有効期限の確認を
行えるようになっただけでなく、課題であった消費者の利便性を
向上させるとともに、タイの小売り業のエコシステムにもメリットを
もたらしました。

1996 年にクルンタイ銀行の子会社として設立された KTC は、
タイ最大のクレジット カード発行会社で、国内で 300 万以上の
顧客にサービスを提供しています。

キャッシュレス社会と、東南アジアの国境を越えたより効率的な
金融サービスの実現を目指し、KTC は自社をタイのデジタル
時代のリーダーと自負しています。

普及が進むデジタル決済

国際的なデジタル化の流れを汲んで、各国が独自のモデルを
開発し、進歩させる中、タイでは、重工業にフォーカスした経済
成長モデルを、テクノロジーのイノベーションを基盤としたもの
へと転換させることを目的とした、タイランド 4.0 のビジョンの
実現に向けた取り組みを進めています。

デジタル決済を普及させることも、タイランド 4.0 の重要な要素
です。タイ国民の 70% はいまだに現金での支払いを好みますが、
現地の市場は変化しており、イーウォレット、クレジット カード、
モバイル バンキングなどのデジタル決済は、過去 5 年間で前年比
約 30 %の増加となっています。

タイランド 4.0 に合わせ、KTC は顧客エンゲージメント戦略を
見直し、最新のフィンテックを取り入れることを決定したほか、
他社をしのぐ顧客サービスへの評価の維持、株主利益率の最大化、
政府の景気刺激策の支援など、広範にわたり企業として対応
すべき課題への対処にも迫られていました。

クレジット カード サービス業者から、
タイランド 4.0 の推進事業者へ

KTC はモバイルと電子決済の新しいソリューションの開発を
検討していましたが、企業の成長とタイムリーなサービス 
サポートに対する顧客からの要望への対応が、すでに既存の 
IT インフラストラクチャに大きな負担をかけていたほか、
従業員が外出先でも作業できる環境の立ち上げも検討して
いました。

まさに、さらなる成長をサポートし、重要なアプリケーション
や情報をモバイル デバイスにセキュアかつ効率的に配信
できる新しい IT インフラストラクチャが不可欠でした。

そこで、VMware と Tangerine との協業の下、IT のワーク
ロードを統合して、動的で俊敏性が高く、スケーラブルな
サービス提供を実現する Software-Defined Data Center 
を導入しました。仮想化プラットフォームにより、データ 
ストレージのキャパシティが大幅に増え、コスト削減につな
がり、ビジネス データと顧客データのコンプライアンスと
セキュリティも、マイクロセグメンテーションにより強化されて
います。

さらに、クレジット カードの製品情報や顧客データへ、セキュ
リティで保護されたノート PC やモバイル デバイスから簡単
にアクセスできるようになったため、従業員は場所や時間を
問わず、顧客により良いサービスを提供できます。

テクノロジーと人材に多大な投資をすることで、KTC は
新しい顧客体験を実現し、国内および海外でのビジネス 
チャンスの開拓に取り組んでいます。

政府が QR コード決済の標準プラットフォームである 
PromptPay を導入した際、KTC はタイで初めてクレジット
カードによる QR コード決済の承認を行い、現在は、モバ
イル セキュリティ認証のための生体虹彩認証を他社に先駆け
て使用しています。今後は国境を越えて、ベトナム、カンボジア、
インドへと QR コード決済機能を拡大していく予定です。

KTC は単なるクレジット カード会社にとどまらず
進化を遂げてきました。今では、デジタル ライフ
スタイルのプラットフォームとサービスを包括的に
提供し、利便性の向上と日々のニーズへの対応に
加え、キャッシュレス決済とタイの経済成長を
次のレベルへと牽引する企業として、取り組みを
続けています。

データ センターの専有面積を 50 % 削減

データ ストレージ コストの大幅な削減とデータ 
ストレージ キャパシティの増加

IT の調達および保守コストの削減 IT サービスのプロビジョニング時間のさらなる
短縮

詳細設定不要の企業デバイスを支給することで、
ビジネス アプリケーションを 1 時間以内に利用
可能

VMware のソリューション：

• VMware vCloud® Advance、NSX® Advance/Enterprise、
vSAN™ Advance/Enterprise、VMware Workspace 
ONE™、VMware Airwatch® を使用して、Software-Defined 
Data Center を構築し、急増するモバイル デバイスとその
決済をサポート

• VMware のソリューションにより、
- 動的かつ俊敏性の高い、セキュアな IT サービスを
低コストで提供

- 企業デバイスを End-to-End で管理し、顧客へより
良いサービスを提供

- セキュリティを確保しながら、アプリの開発と配信を
簡素化し、迅速にスケールアップ
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三菱電機インフォメーション ネットワーク株式会社

ユーザー ニーズの
変化に対応する高度な
クラウド サービス



三菱電機インフォメーション ネットワーク株式会社（MIND）は、昨今大きな変化が
見られるユーザーのニーズに迅速に応えていくには、柔軟な対応が可能な IT 基盤が
求められていることを強く認識し、再構築に向けた取り組みを進めてきました。

日本はこれまで、ICT およびクラウド サービスがもっとも成長を
遂げた市場として位置づけられてきましたが、現在は、アジア 
パシフィックおよび日本地域のクラウド市場を牽引していると
言えるでしょう。しかし、日本がクラウドと ICT の市場をリード
するきっかけとなったのは、2008 年の世界的な経済危機でした。

この景気の後退を受けて発表されたのが、「スマート ジャパン 
ICT 戦略」です。この戦略は国内外のさまざまな視点から検討
され、日本の ICT インフラストラクチャを変革し、人とサービスを
結び付け、社会的な発展を促進するだけでなく、国際競争力の
強化と国際展開を通じた国際貢献も追及するものでした。

「歴史的な分岐点」に立っているという危機感を共有し、日本は
世界でもっとも先進的な IT 国家になるための取り組みを行って
きました。

変化するクラウド ユーザーのニーズへの対応

MIND の前身である三菱電機情報ネットワークは、1989 年の
設立以降、インターネット データセンターやプラットフォーム 
サービス、ネットワーク、セキュリティ、アプリケーションなどの
ソリューションを幅広く提供してきました。

三菱電機グループの ICT ビジネスの中核をなすデジタル トランス
フォーメーションは、常に企業顧客に最新のサービスを提供して
いく上で不可欠なものとなったため、効率的にビジネスを行って
いくためにも、IT インフラストラクチャの再構築が求められて
いたほか、日本企業のクラウド サービスに対する需要の増加
への対応も必要でした。

2014 年、三菱電機情報ネットワークは三菱電機インフォメー
ション テクノロジーと統合し、三菱電機インフォメーション ネット
ワーク（MIND）として新たなスタートをきりました。企業システム
の運用基盤のクラウドへの移行、BCP 対策としてのより確実な
システムの維持、新しいデジタル サービスの提供に向けた
スケーラビリティの提供、絶えず変化するデジタル社会に対応
する俊敏性の確保など、あらゆる顧客のニーズに応えるサービス
を提供しています。

MIND が提供する「Value Platform on Demand」は、
VMware との協業の下、従来のデータセンター インフラスト
ラクチャをモダン化したプライベート クラウド サービスです。
このサービスにより、デジタル化が進むビジネス環境で、
予期せぬ変化にも迅速かつ柔軟に対応できる IT 基盤を
お客様に提供できるようになりました。

運用の自動化による柔軟な人員活用

グローバル経済で起きている変化に対応できる俊敏性や変革
への取り組みを進める一方、MIND は限られた人材でいかに
運用していくかという新たな課題にも直面していました。
ネットワークやストレージに精通し、サービス サポートの経験
もあるような人材を確保することは非常に困難でした。

VMware の支援を通じ、MIND は、クラウド サービスの
利用申請や承認プロセスを自動化したセルフサービス ポー
タルを立ち上げ、サービス提供コストの大幅な削減や、1 か月
以上かかっていたサービス提供までの時間を 1 週間にまで
短縮するなどの成果を実現することができました。また、
スキルの高い管理者がより重要な業務に専念できるように
なったほか、運用中のログを蓄積することで、インサイトを
活用してネットワーク障害を早期に把握し、長期的に運用の
信頼性を向上させることも検討しています。

この最新のインフラストラクチャにより、MIND はスマート 
ジャパン ICT 戦略が目指したビジネスの俊敏性を実現する 
IT 基盤を顧客に提供しています。 

今後の展望：三菱電機グループ全体のビジネスの
加速

現在、日本は世界でも有数のクラウド サービス
市場です。MIND は、AI や IoT などの最新技術の
導入のサポートをはじめ、多様化するテクノロジー
への対応も検討しています。

主な導入効果：

SDDC プラットフォームを活用した革新的な
クラウド サービス環境の構築

サービス提供までの時間を大幅に短縮
（1 か月から 1 週間）

サービス運用上のヒューマン エラーの軽減

VMware のソリューション：

• VMware vSphere と VMware NSX を併用することに
より、既存の IT インフラストラクチャを強化し、変化する
クラウド ユーザーのニーズに対応

• VMware vRealize Operations、vRealize Automation、
vRealize Orchestrator を使用することで、サーバ、ネット
ワーク、ストレージの 3 層が仮想統合された Software-
Defined Data Center（SDDC）環境の管理の効率化

• VMware vRealize Network Insight を活用した、ログ
データの分析によるサービスの効率向上とネットワーク
障害の早期把握

• VMware のソリューションにより、
- 変化する顧客のニーズに応じて、スケーラブルで
低コストのクラウド サービスを迅速に提供

- VMware のプロフェッショナル サービスの支援を
通じて、クラウド サービスの申請、承認、提供のフローを
自動化したセルフサービス ポータルを構築。サービス
提供までの時間短縮とサービス効率の向上を実現

- クラウド サービスの企画、検証や、製品開発などの
重要な業務にスキルの高い管理者を担当させるなど、
人材活用を最適化

自動化によるクラウド運用プロセスの効率化と、
オペレーションの属人化の解消
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日産（中国）投資有限公司

ハイテク大国へと進む
中国の取り組み



「Made in China」というラベルを目にしたとき、低コストの量産製品のイメージが
頭に浮かぶ方が多いのではないでしょうか。それは、中国が世界一の人口大国であり、
人件費が世界中でもっとも安いことが原因かもしれません。

事実、新興市場の人件費は、現在は中国の人件費とほぼ同等
です。しかし、生産性となると中国には遠く及びません。中国
では、グローバル展開を進める以前から、従来のインフラ（高速
道路、鉄道、港湾、電力供給）の改善が進められていたほか、
複雑なサプライ チェーン ネットワークが形成され、労働者向けの
研修プログラムも実施されていました。その結果、製造作業に
手作業が入っても非常に正確なオペレーションが行わるように
なり、中国は「世界の工場」としての地位を確立したのです。

中国の製造業における高い効率性を活かし、日産（中国）は着実
に事業を成長させてきました。日産は、世界をリードする自動車
メーカーとして、24 万 7,000 人を超える従業員を擁し、190 以上
の国で年間 560 万台以上を販売しており、中国市場への共同
投資の一環として、2004 年 2 月に日産（中国）が設立され
ました。

自動車業界のリーダーとしての位置付けを維持するべく、日産
（中国）は同社のコア コンピテンシーとしてデジタル化の推進を
掲げ、政府のインダストリー 4.0 構想と「メイド イン チャイナ 
2025」戦略に沿った計画が策定されました。これらは、中国を
大量生産者から品質を向上させた製造強国へと進化させる取り
組みの一端を担うものです。

製造業におけるデジタル化の推進

2000 年以降、中国の自動車製造は 25 % 以上の年間成長率を
見せ、2010 年には米国を抜いて、単一国としては最大の新車
市場となりました。この急速な市場の成長は、国内のほかの
産業に、生産需要に後れをとってはならないというプレッシャーを
与えるほどでした。

このような背景から、「Made in China」にまったく新しい意味合い
を持たせることが求められ、中国も日産（中国）も、労働集約型
から、最新のハイテク型への移行に迫られていました。

日産（中国）はすぐに、物理サーバとマニュアル プロセスが中心
の従来の IT インフラストラクチャでは、新車モデルの市場投入、
生産設備の増強、拡大する中国の顧客基盤のサポートといった
計画への対応は困難であると認識したほか、大量の受信データの
処理や、きめ細かなセキュリティ管理という課題にも直面して
いました。

今では、VMware 製品を活用して IT インフラストラクチャの
モダン化とセキュリティの変革を推進し、自動車業界における
ネットワークの仮想化のパイオニアとしてその地位を確立して
います。

スピードとセキュリティ対策のニーズへの対応

ソフトウェア ベースのアプローチを採用した日産（中国）
では、4 CPU のユニット 8 台で 200 台の仮想マシンを稼動
させています。この自動化されたインフラストラクチャによって、
俊敏性、スピード、効率性が改善し、新モデルの発売や
イノベーションを適切なタイミングで行うことができるほか、
仮想化を通じて、設備投資と運用コストも大幅に削減する
ことができました。

さらに重要な点として、マイクロセグメンテーションを活用
して、知的財産（デジタル化された車両設計、マニュアル、
サプライチェーンや顧客の詳細情報）をセキュアに管理できる
ようになった点が挙げられます。

新しい技術がビジネス イネーブラーとしての価値を証明し
始めたことで、中国の製造業界はさらなる変革に向かって
動き出しています。 

パフォーマンスの最適化に向けて、各コンポーネントが連携、
自動化され、工場外からも監視できるようなスマート ファクト
リーが実現するのも時間の問題です。たとえば、顧客の仕様
がオンラインで入力され、個別のニーズに対応した製造の
インストラクションが提示されるなど、1 つの生産ラインで
すべてのモデルに対応できるような施設が登場するのも遠い
未来の話ではないのかもしれません。

現在、日産（中国）は真の最先端の自動車メーカー
を実現する IT インフラストラクチャを導入し、
「2049 年までに世界をリードする製造強国、
中国を実現する」という戦略の恩恵に授かり
ながらも、戦略の具現化に貢献する取り組みを
進めています。

 
• VMware のソリューションにより、

- ビジネスの拡大や新規プロジェクトの開始時に、IT リソース
を効率的に割り当て

- サーバの使用率を最大限に高め、IT コストを節減し、
ビジネスの俊敏性を確保

- ネットワークの複雑さの解消による、知的財産や機密
データの保護の強化

VMware のソリューション：

• VMware vSphere® および VMware NSX® を使用して
サーバとネットワークを仮想化し、大量のデータの迅速な
処理と、きめ細かなセキュリティ管理を実現する、柔軟な 
IT インフラストラクチャを構築

IT の運用およびメンテナンスの集約と簡素化

4 CPU のユニット 8 台 で 200 台の
仮想マシンを実行

必要なセキュリティ ポリシーを 90 % 削減

タイムリーな新製品の導入やイノベーション

設備投資と運用コストの削減 セキュリティ ポリシーの導入時間をわずか 
10 分に短縮

ネットワーク運用の簡素化による迅速な 
IT サービスの提供

主な導入効果：

3231 Creating a culture of possibilities



王道銀行

BANK 3.0 構想の
推進に向けた
台湾の取り組み



中国の旧正月の習わしでは、お金を入れた赤い紙の封筒「紅包」を配ります。今年は紅包
にもテクノロジーの波が押し寄せ、多くの台湾人が Taiwan Pay アプリを使い、「電子紅包」
を配りました。これも時代の流れを表す一例で、デジタル化とモバイル化によるキャッシュ 
フローの新しい形の登場と言えるでしょう。

2015 年、台湾の金融監督管理委員会（FSC）は Bank 3.0 
構想を発表しました。これは 2025 年までに技術力を 90 % 
向上させる台湾の取り組みの一環です。 

Bank 3.0 では、より良い金融サービスと顧客体験を提供する
ために、デジタル プラットフォームの採用を促進しています。
顧客のライフスタイルに合わせてビジネスを展開し、取引手数料
から収益を上げる Alibaba や Tencent のような「デジタル 
プラットフォーム企業」の台頭により、銀行の従来のビジネス 
モデルを進化させる必要に迫られているためです。

1999 年に設立された王道銀行（旧称 : 台湾工業銀行）は、
顧客からの預金の受け入れを制限していましたが、そのビジネス 
モデルはもはや持続不可能でした。このため、まさに業界の
今後を左右する「銀行とは何か？」という問いかけを自らに課し、
その答えを模索していたのです。

銀行の存在を「感じさせない」金融サービス

2,300 万人の人口に対して 39 もの銀行が存在する台湾の商業
銀行市場は飽和状態です。一方で、所得が低く、モバイル決済
や簡便な口座設定、クレジット ローンの活用を好む若年層には、
十分なサービスが提供されているとは言えません。

王道銀行は、消費者、労働者、将来のリーダーとして、若者が
現在から未来に果たす役割を考慮し、彼らに提供すべきサービス
の検討を始めました。いわば、人々の生活が銀行取引と支払いを
中心に回っているのではなく、その反対であるべきという考え
です。

たとえば口座を開くとき、すべての処理をスマートフォンで完了
できれば、わざわざ支店まで出かけて、山のような書類の手続き
をする必要もなくなるでしょう。テレビを購入する場合、支払いは
簡単であればあるほど好ましいものです。Uber の利用後の支払い
にも同じことが言えるでしょう。銀行取引や支払いをほとんど
「感じさせない」ことがポイントです。

国内に 5 店舗、香港に 1 店舗と小規模ながらも、王道銀行は、
実店舗を幅広く展開する従来型の大手ライバル銀行に対抗する
計画を立てていました。俊敏性の高い、デジタル テクノロジーを
活用した金融サービス プロバイダーへの転換です。 

また、2017 年 4 月に新規株式公開の発表も予定していました。
台湾での銀行の上場は、13 年ぶりのことです。

ビジネスの変革に向けた課題の解決

従来の銀行モデルからの脱却には、課題の克服も必要でした。

王道銀行には、PC やモバイル デバイスを利用したサービス
を迅速かつセキュアに提供できるインフラストラクチャがあり
ませんでした。また、厳格な FSC 規制により、機密情報の
漏えいを防ぐデバイスの機能制御、アプリケーション管理、
モバイル ワイヤレス ネットワークの暗号化などの新しいセキュ
リティ フレームワークを実装することが義務づけられていま
した。

VMware との協業により、IT インフラストラクチャが最新化
され、俊敏なプライベート クラウドを構築することで、さま
ざまなデジタル サービスを効率よく開始し、顧客により良い
サービスを提供できるようになりました。 

ペーパーレスで支店を持たない銀行経営のほか、24 時間
対応のビデオ チャット サービスを提供するコール センターや、
アルゴリズムを使って投資ポートフォリオを管理するロボアド 
プラットフォームの開始などはその一例です。

また、自動化された単一の IT コンソールを通して、同行の
ネットワークに接続されたモバイル デバイスやアプリケー
ションの動作を効率的に監視、管理、分析することで、
FSC の要件を満たし、あらゆるエンドポイントでセキュリティを
確保することができるようになりました。

もちろん、Taiwan Pay は、王道銀行が提供するセキュアな
モバイル決済サービスのひとつです。

デジタル化やモバイル化によって金融取引の
手法が大きく変化するなかで、王道銀行は業界
の存続を左右する課題に取り組んできました。
Bank 3.0 の推進に向けて、完全にデジタル化
され、オンラインでのサービス提供に特化し、
顧客がどこからでも利用できるサービスを提供
しています。単なる金融業者という存在ではなく、
顧客中心のプラットフォーム サービス プロバイ
ダーです。

高い運用効率の実現

設備投資の削減によるコスト余剰の顧客への
還元

台湾と香港の顧客へのデジタル金融サービスの
提供

ビジネス クリティカルな機密情報漏えいの防止

デジタル金融サービスの FSC の厳格な要件への
準拠

アクションの監視情報の生成による効率向上と
セキュリティ強化、デジタル サービスの品質向上

VMware のソリューション：

• 俊敏かつ高い可用性とセキュリティを備えたソフトウェア
ベースのインフラストラクチャの構築とデジタルワーク
スペースの強化、VMware vSphere® および VMware 
AirWatch® を活用した、セキュアかつ信頼性の高いデジ
タル金融サービスの確立

• VMware のソリューションにより、
- 従来の銀行の流通戦略から脱却し、複数の物理的支
店の設営を避け、デジタル バンキング中心のビジネ
スを展開

- 質の高いデジタル サービスを迅速に市場に展開すると
ともに、関係当局の要件にも準拠

- デバイスおよびネットワーク接続で最高クラスの
セキュリティと安定性を確保する、エンタープライズ 
モビリティ マネジメント（EMM）を確立

主な導入効果：
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インド ステイト銀行

ファイナンシャル 
インクルージョンを
加速させる
テクノロジーの活用



インドでは、今まさに改革が進められています。2015 年には、ナレンドラ・モディ首相に
よる「デジタル インディア」政策が発表され、技術開発の推進により、全国民が経済的な
メリットを享受できる環境の整備に取り組んでいます。

現在、インドは広大な国土に 13 億人の国民を擁し、その半数
が 30 歳未満です。1997 年以来、インドの年間経済成長率は
平均 7 % ですが、貧困の問題は解消されていません。

貧困層は主に現金で売買を行いますが、その際、偽造紙幣を
渡されたり、低賃金での労働を強いられるなどして、搾取される
ことが多く発生していました。このような状況に対処すべく、
政府は新デザインの紙幣を発行し、給与の支払いを銀行口座
への送金にするよう奨励したことから、インド国民の大半が生ま
れて初めて銀行口座を開設しました。

世界最大規模の BSFI（銀行、金融サービス、保険）
向けクラウドの構築

インド ステイト銀行（SBI）は、「すべてのインド国民のための
銀行」を企業理念として常に掲げており、インド全国民があら
ゆる金融商品や金融サービスを利用できるようにする「ファイ
ナンシャル インクルージョン（金融包摂）」のビジョンは、国が
進めるデジタル化の動きと一致するものでした。

SBI はインド最大の銀行として「デジタル インディア」政策に
深く関与し、金融包摂の強化に向けた取り組みの一端を担って
います。

希望者全員が銀行口座を開設できるように尽力してきた SBI は、
急増するユーザーをサポートする必要性に迫られていたほか、
LPG 助成金や Jan Dhan Yojana （国による銀行口座開設
キャンペーン）などの、政府のイニシアチブにより増加したインド
全土にわたる取引を管理できる IT システムも必要としていま
した。

ビジネス成長を支えるインフラストラクチャのモダン化

SBI は、効率的に競合他社をリードし、株主の期待に応え、変化
する顧客のニーズに対応するという課題を抱えていた一方で、
実店舗の支店や ATM のネットワークを維持することにとどまらず、
迅速で信頼性の高いセキュアなモバイル決済サービスに期待を
寄せる、デジタル事情に精通した若年層の消費者との関係構築
も模索していました。 

ユーザーの急増とデジタル化の加速により、かつてないスケール
での IT 変革が求められており、従来のインフラストラクチャでは、
ハードウェア コストの急増とサービス提供の遅延は避けられない
事態になっていたのです。 

初期のインド文明が目覚ましい発展を遂げたように、SBI 
は専用のインフラストラクチャを構築して多くの新規顧客を
サポートし、次世代の需要を満たす必要がありました。

堅牢なエンタープライズ テクノロジー プラット
フォームの構築

VMware との協業により、SBI はデータセンターを最新化
することでコスト削減と高い適応性を実現し、インドでもっとも
堅牢なプライベート クラウドを運用しています。このプライ
ベート クラウドにより、ハードウェアの設置面積を縮小し、
運用コストを削減できたほか、可用性とスケーラビリティを
向上させ、銀行取引のアプリケーションとサービスをより
効率的に提供できるようになりました。

SBI の IT インフラストラクチャは現在、5,000 万件のモバ
イル決済に留まらず、世界各地の 25,000 以上の支店、
250,000 人以上の従業員と業務を支えています。2 世紀に
わたる歴史を持つ銀行から、銀行営業免許を持つテクノロジー
企業へと変貌を遂げた SBI は、テクノロジーを活用し、銀行
口座、オンライン バンキング、各国の規制に準拠する国際
サービスの提供を行っています。

SBI のビジネスは、単なる銀行業務を超えて、
さまざまな形で人々の生活に影響しています。
今日の親世代、祖父母世代の生活にとって重要な
役割を担っているクラウドでの銀行取引は、その
子供たちや将来の世代にも生活に欠かせない
存在になることでしょう。

VMware のソリューション：

• VMware vCloud® Suite Enterprise お よ び VMware 
NSX® ソリューションを活用し、インド最大規模を誇り、
もっとも堅牢かつ高度に自動化されたプライベート クラ
ウドである、インド ステイト銀行（SBI）の「Meghdoot」
をサポート

• VMware のソリューションにより、
- 支店のインフラストラクチャをシームレスに一元管理
- ゼロトラスト セキュリティ モデル（マイクロセグメン
テーション）でセキュアな支店アプリケーション サーバ
を提供

- 顧客サービスの改善に向けて、各窓口係のパフォー
マンスとユーザー エクスペリエンスを監視

• VMware Airwatch® で管理されているデバイス（タブ
レット、スマートフォン、ノート PC）に、SBI の企業向け
アプリケーションとコンテンツをセキュアに配信

2,000 以上の仮想マシンで 250 以上の本番
環境アプリケーションを実行

全体の IT インフラストラクチャ コストを 80 % 
削減

25,000 の支店の IT を集中管理し、25 万人の
窓口係にアプリケーションをセキュアに配信

6 ～ 8 か月要していた調達サイクルを 12 分に
短縮することでビジネス効率を向上

システムのダウンタイムを年間わずか数時間に
削減することで、ビジネスの継続性を強化

20 万人以上の従業員が柔軟にリモートで作業
可能

主な導入効果：
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テレコム・マレーシア

国の発展を支える
電気通信事業の進化



マレーシアの最初の電信線は、クアラ・カンサーにあるイギリス人邸宅とタイピンに
ある彼の代理人を結ぶもので、1874 年に Department of Posts and Telegraph 
（郵便通信省）によって全長 45 キロメートルにわたり敷かれたものでした。そして、
それがマレーシアの電気通信時代の始まりでした。

かつての Department of Posts and Telegraph は現在、テレ
コム・マレーシア（TM）として業務を行っています。

省庁の 1 つとして小規模にスタートしてから 27,000 人の従業員
を擁する複合企業体になるまで、TM は国家とともに着実に成長
してきました。「より良いマレーシアのための、生活とビジネスの
質の向上」は、同社の長年のビジョンです。

今日、インターネット、電話、テレビ放送など、マレーシアでの
あらゆる通信形式は、TM が長年敷設してきたインフラが活用
されています。 

TM は、230 万人以上の加入者を抱えるマレーシア最大の
ブロードバンド プロバイダーである一方で、総全長 32 万キロ
メートルにも及ぶ世界を横断する 20 の海底ケーブル システム
を 所有またはリースし、世界とマレーシアをつなぐデジタル社会
の窓口としての役割も担っています。

デジタル革命の推進と、関係者のニーズへの対応

東南アジアの中心に位置するマレーシアは、外国直接投資の
面でコスト競争力が高く、活発なビジネス環境、発達したイン
フラ、生産性の高い労働力を擁する都市です。

マレーシアの地域的および国際的な地位の向上を目指し、
Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC) は 2011 年、
「デジタル マレーシア」プログラムを発表しました。その目標は、
情報通信技術（ICT）をマレーシアの発展の基盤とすることです。

すでにマレーシアの主要な通信インフラストラクチャ プロバイ
ダーであった TM は、国の成長を支える取り組みも進めており、
デジタル インクルージョンの促進、デジタル分野における学生
へのナレッジ トランスファー、スマート シティの構築などを支援
していました。 

市場競争が激しさを増す中で事業を展開しながら、国が掲げる
政策の達成に貢献し、関係者の期待に応えることが求められて
いたのです。

マレーシアの発展を支える俊敏性と柔軟性

TM は、デジタル インクルージョンの促進と、デジタル リテラ
シーの向上という計画を進めており、そのためには、州都、
主要都市、郊外、農村地域に高速のインターネット アクセスを
提供する、新しいブロードバンド インフラ開発プロジェクトを
立ち上げる必要がありました。同時に、デジタル スキルのワーク
ショップや、トレーニングを開催するための ICT ラボの整備も
行っていました。

また、マレーシアを本拠とする企業がビッグデータを活用して
収益を向上できるよう、データを保管、管理、分析するための
データセンターをクランバレーとイスカンダル プテリに建設
する計画も立てていました。

TM の従来の IT システムでは、既存のビジネスや新規のイニ
シアチブを管理できず、新しい IT インフラストラクチャが
必要でした。また、関係者からの反発を避けるためにも、
新しいインフラストラクチャへの移行をすべて迅速、セキュア
かつ確実に実施し、ダウンタイムや重要なビジネス業務の
中断を最小限に抑える必要がありました。

TM は VMware および CTC Global と協業し、既存の環境を
プライベート クラウド プラットフォームに移行させた後、いつ
でも最適なキャパシティで運用でき、柔軟でコスト効率が
高く、復元力のある IT システムを構築しました。VMware は、
業務をシームレスに移行できるよう、システムの運用開始時
にはさらなる最適化も支援しました。

プライベート クラウドにより、俊敏性とスケーラビリティを確保
することができたため、TM はデジタル サービスやスマート 
サービスの開発を進め、ジョホールとペナンでのスマート 
シティの構築を支援する契約に署名するまでに至っています。

国を支える企業としての一面と、世界との窓口としての顔を
持つ TM を擁するマレーシアは、今や国民総生産に占める
デジタル エコノミーの割合が 18.2 % に達しており、これは 
2020 年の目標をすでに達成している値です。 

TM は、小規模にその事業を開始してから長い
道のりを歩んできました。タイピンでマレーシア初
となる通話が行われた時のように、同社は今も、
そしてこれからも、マレーシアにより良いサービス
を提供し、全国民の生活を向上させる取り組みを
続けていくでしょう。

VMware のソリューション：

• VMware vCloud® Suite Enterprise を使用することで、
従来の環境をモダン化し、ビジネスの俊敏性と自由度を
高めるプライベート クラウド プラットフォーム、「iGrid」を
構築

• VMware Professional Services Organization
（PSO）のベスト プラクティスを採用することで、中断や
ダウンタイムを最小限に抑えながら、プライベート クラウド
へセキュアかつシームレスに移行

• VMware のソリューションにより、
- システムの寿命とインフラストラクチャおよびリソース
拡大の限度に達した 10 年目の IT システムから、Software-
Defined Data Center (SDDC) プラットフォームに移行

- 増え続ける接続性に対するニーズと、サービス エクスペリ
エンスの向上に向けて、標準化された、スケーラブルな 
IT オペレーティング システムを部門の枠を超えて構築

- 付加価値の高いデジタル サービスやスマート サービスの
開発など、ビジネスの成長と将来のイノベーションや
イニシアチブを最適に管理

新規システムおよび事業の開発期間を短縮

ビジネスの俊敏性を向上させ、業務を中断する
ことなくテストを実施し、シームレスなスケーラ
ビリティを実現

すべてのビジネス部門でパフォーマンスを
最大 70 % 改善

ハードウェア コストを 75 % 削減

ソフトウェア コストを 25 % 削減

従業員のタスクごとの生産性を最大 60 % 向上

SAP のインフラ準備期間を 3 か月から 
5 日未満に短縮

単一の統合プラットフォームにより、リソース
管理を統合および向上

主な導入効果：
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