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課題
• 持続的な成長を支える柔軟性の高い次世代事業
基盤の再構築

• ハードウェアのライフサイクル管理など、プライベ
ートクラウド環境の運用効率化

• 仮想化基盤の拡張性の確保

ソリューション
ハードウェアのサポート終了を機に、プライベートクラウ
ド環境で運用していた約 130の業務システムが稼働す
る 3-tier構成の仮想化基盤の刷新を検討。未来の成
長を支える次世代の事業基盤として、VMware vSAN
ベースのHCI環境を採用した。オールフラッシュモデル
によるデータ容量の削減と同時に、RAID6構成で二重
障害にも耐えるデータの安全性も確保。将来的には約
300台ある物理サーバは約 50台にまで削減される見
通しを立てている。

導入効果
• vSANベースのHCIによる仮想化基盤の拡張性
の向上、運用の効率化

• ストレージ専用マシンの排除による ITコストの軽減
• VMwareが提供する移行ツールを使った短期間
での移行

• オールフラッシュモデルの高度な圧縮機能の活用
によるデータ容量の効率化と、RAID6採用によ
る二重障害にも耐えるデータの安全性確保を両立

• VMware vRealize Operationsを採用し、予
防的なリソース管理が可能に

導入環境
• VMware vSphere®
• VMware vSAN™
• VMware vRealize® Operations™

プロフェッショナルサービス
• VMware vSAN設計支援
• 仮想マシン移行自動化支援
• vRealize Operations Manager設計支援
• テクニカルサポートサービス（TSS） 
－技術Q&A支援

国内最大級の有人店舗ネットワークで幅広い金融サービスを提供するりそなグループ。
同グループの事業を統括する株式会社りそなホールディングスでは、サービスの利便
性向上を目的としたデジタルトランスフォーメーションの一貫として、VMware vSAN
をベースとした新たなHCI環境を構築。グループ全体のシステム移行に向けた第 1 
フェーズをすでに完了し、これまで以上の高い可用性やパフォーマンスの向上など、持
続的な成長を支える新たな事業基盤から着実に成果を獲得しています。

顧客サービスの向上を支援する 
次世代の事業基盤の再構築
「お客さまの喜びがりそなの喜び」という基本姿
勢のもと、関東と関西を中心に国内最大級とな
る837の有人店舗ネットワーク（2018年9月末
時点）を通じて、「リテールNo.1」の金融サービス
の提供を目指すりそなグループ。顧客サービス
のさらなる強化、満足度の向上に向けて、特にこ
こ数年はさまざまなデジタル化施策やオペレー
ション改革に注力してきた同グループにとって、
継続的な課題となっていたのが ITインフラの可
用性の向上と投資対効果の最大化でした。

こうした中、グループ全体を支えていく次世代の
IT基盤を考える1つのきっかけとなったのが、プ
ライベートクラウド環境上で利用してきたハード
ウェアのサポート終了です。りそなホールディン
グスで IT企画部 担当マネージャーを務め、株式
会社りそな銀行のシステム部 担当マネージャー
も兼務する望月優氏は次のように話します。

「グループ全体で利用しているプライベートク
ラウド環境は、約130のシステムが稼働する事
業基盤です。稼働しているシステムは、銀行と
しての重要業務に関連するシステムも含まれ
ます。しかし、2010年に導入した仮想化環境
（vSphere）を全社規模で拡大してきた結果、
ESX 4.0、ESXi 5.1、ESXi 6.0といった異なる
バージョンのvSphere環境が混在する形とな
り、その保守運用のほか約300台のハードウェ
アのライフサイクル管理など、IT運用の効率化、
投資の最適化は経営目標とも連動する大きな課
題でした」

既存の環境との親和性などを評価し 
vSANベースのHCIを次世代基盤に採用
既存の3-tier構成（サーバ/ストレージ/ネット
ワーク）に代わる、より高い可用性を備えた次世
代の IT基盤を模索する中で、りそなホールディ
ングスが着目したのがサーバとストレージの一

体運用を実現するハイパーコンバージド・インフ
ラ（HCI）でした。

同社とNTTデータが共同で出資し、長きに渡り、
りそなグループの IT戦略を支援するNTTデー
タソフィア株式会社 第二システム開発本部のシ
ニアプロジェクトマネージャを務める加世田和
則氏は、「次世代基盤を考える上で重要な要件と
なったのが、①移行に伴う停止時間、②移行期間
の2つでした」と話します。

複数のHCIソリューションを比較検討した結果、
りそなグループは最終的にVMware vSANを
ベースとしたHCI環境を次世代の事業基盤とし
て採用することを決定しました。

「具体的なソリューションの選定に際しては、2つ
の要件にもある移行に伴う停止時間、および移
行期間がポイントになりました。その点、ミッショ
ンクリティカルなシステムが多くあることを考
えると、既存のvSphereとの親和性は大きな
判断基準になりました。また、古いバージョンの
vSphereからvSANへの移行もリスク要因で
したので、開発元であるVMwareのコンサルティ
ングに期待した面もあります」（望月氏）

VMwareのコンサルタントの支援を通じて 
移行期間とシステムの停止時間を最小化
2018年4月にスタートした第 1フェーズの移行
対象となったのは、2019年2月にサポート終了

約130の業務システムを統合管理する
新たな事業基盤をVMware vSANで構築
グループ全体の事業を支える高い可用性を実現

株式会社りそなホールディングス
IT企画部　担当マネージャー
株式会社りそな銀行
システム部 担当マネージャー
望月 優 氏
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約130の業務システムを統合管理する
新たな事業基盤をVMware vSANで構築

グループ全体の事業を支える高い可用性を実現

「 vSAN 環境の採用によって構築期間が
短縮したことで、十分なテスト期間が得
られ、この移行ツールを使って実施した
PoCでも良好な結果が見えたことによ
り、移行時間などの一定の見通しが立っ
たことは、大きな安心材料になりました」
株式会社りそなホールディングス
望月 優 氏

を迎えるESX 4.0が搭載された135台の物理
サーバと200近くの仮想マシン（VM）、および約
160TBのストレージです。また、2018年 12月中
に移行が完了する必要があったため、VMware 
の専任コンサルタント（PSO）から提案を受けた
のが、バックアップAPI（VADP※ 1）を用いた移
行ツールによる独自の手法でした。

「システムの移行に要する時間や業務への影響
を最小限にとどめることはプロジェクトの大きな
テーマでした。vSAN 環境の採用によって構築
期間が短縮したことで、十分なテスト期間が得ら
れ、この移行ツールを使って実施したPoCでも
良好な結果が見えたことにより、移行時間などの
一定の見通しが立ったことは、大きな安心材料に
なりました」（望月氏）

その後、約３カ月のvSAN環境の構築、テスト期
間を経て、9月には第 1フェーズの対象となるシス
テム移行のリハーサル、また10月以降はプライ
ベートクラウド環境でのvSAN環境のリリース、
業務システム、VMの移行と、着 と々プロジェクト
を進行。同年 12月には、無事に第 1フェーズの移
行を完了することができました。

りそなグループにとって大きなチャレンジだった
この移行期間について、加世田氏と共にNTT
データソフィアからプロジェクトに参画した第二
システム開発本部 チームリーダの外薗賢氏は、
次のように評価します。

「第 1フェーズを完了して、VMwareから提案さ
れた移行ツールの価値をあらためて実感してい
ます。差分転送、差分同期の機能を有効活用す
ることで、システム停止による業務への影響はほ
とんど発生することなく、約10週間という短期間
での移行が実現しました。当初は40週間以上
かかるという試算があったことを踏まえると、こ
れは第2フェーズ以降にもつながる大きな成果
です」

中期経営目標の達成を支援する 
新たな事業基盤としてのvSANの価値
現在は第 1フェーズの移行が完了したばかりの時
期だけに、vSANの本当の価値が発揮されるの
はまだこれらからですが、カットオーバー後は安
定稼働を続けており、りそなホールディングスで
は第2フェーズ以降のプロジェクトに大きな手応
えを感じています。

「今後、ESXi 5.1、ESXi 6.0のvSphere環境
が完了すれば、現状で約300台ある物理サーバ
は約50台にまで削減される予定です。また、今
回のvSAN環境ではオールフラッシュモデルの
高度な圧縮機能の活用によるデータ容量の効
率化と、RAID6採用による二重障害にも耐える
データの安全性確保が両立された点も大きな成
果だといえます」（望月氏）

さらに今回のプロジェクトでは、より精度の
高い需要予測、リソース管理を目的に新たに
VMware vRealize Operationsも採用され
ています。これにより、業務の現場からの急なリ
ソース要請にも柔軟に対応できるようになり、よ
り高い次元での仮想化環境の運用が実現します。

中期経営計画でも掲げられている「次世代リテー
ル金融サービスモデル」の確立に向けて、デジタ
ルイノベーションに果敢にチャレンジし続けるり
そなグループ。vSANによる新たな事業基盤は、
この目標の達成に向けてますます大きな価値を
発揮していきます。

※ 1　VADP（vStorage APIs for Data Protection）
は、vSphere 4.0で初めて導入されたVMwareの次世
代データ保護のフレームワーク。VADPを使用することで、
バックアップ製品はvSphereの仮想マシンに対して、中央
管理された効率性の高い、オフホストのLANフリーバック
アップを実行することができる。

図：りそなグループが進めているグループ IT基盤のvSAN環境への移行
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カスタマープロフィール
りそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらいフィナンシャ
ルグループを傘下に擁するりそなグループは、国内の金
融サービスグループとしては最大級の事業規模を誇る。
りそなホールディングスは、これらの事業会社を統括す
る金融持株会社である。グループ全体で「お客さまの
喜びがりそなの喜び」という基本姿勢のもと、地域の
顧客に支持される「リテールNo.1」の金融サービスを
目指し、特に近年はスマートフォンアプリなどを使って、
幅広い顧客にいつでもどこでも最適なソリューションを
提供するなどの「オムニ・チャネル戦略」にも注力して
いる。
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