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課題
• クラウド活用の拡大に伴いレスポンスが低下する

WAN環境の改善
• WAN環境の増速で発生するコストの抑制
• 複雑化する社内ネットワークの効率的な管理の実現

ソリューション
SaaSの利用拡大などに伴うWAN環境のパフォー
マンス低下とコスト課題の解消に向けて、VMware 
SD-WAN by VeloCloudを用いてインターネット上に
仮想的なWANを構築。各拠点からのインターネット利
用は、ローカルブレイクアウトでクラウドセキュリティサー
ビスに収容し、データセンター経由のバックホール接続
を経ずに直接アクセスすることで、SaaSのパフォーマン
スを最大化するとともに、回線増速による費用の低減を
実現。VMware SD-WANの導入プロジェクトは2019
年4月からスタートし、2020年度中には約70の国内拠
点への導入を完了する予定。

導入効果
• WAN環境の増速で発生するコストの抑制
• ローカルブレイクアウトによる快適なインターネッ
トアクセスの実現

• クラウドプロキシによるセキュリティの確保と通信
のボトルネックの解消

• 回線状況の可視化による迅速な対応の実現

導入環境
• VMware SD-WAN™ by VeloCloud®

「明日を変える ITの可能性に挑み、夢のある豊かな社会の実現に貢献する」をミッショ
ンに、ITのチカラで暮らしを支える伊藤忠テクノソリューションズ株式会社。これまで
閉域網を経由して全国約70の事業拠点を本社のデータセンターとつなぐネットワー
ク環境を運用してきた同社では、SaaSの利用拡大などに伴うWANのパフォーマン
ス低下と回線の増速によるコスト負担が課題となっていました。そこで安価なインタ
ーネット回線を束ねて高速化を実現するVMware SD-WAN by VeloCloudを導入
し、2020年度中の全拠点への展開に向けて切り替えを進めています。

SaaSの利用拡大などにより 
WAN回線増速によるコスト負担が課題に
伊藤忠商事グループのシステムインテグレー
ターとして、総合的な ITサービスを提供する
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社（以下、
CTC）。同社は2018年度からの3カ年の中期
経営計画「Opening New Horizons」にお
いて、「上に広げる」「前に伸ばす」「外に出る」「足
元を固める」の “4つのHorizons”を掲げてお
り、ここではCTCグループの強みをさらに高
めるクラウドやネットワーク環境の強化も重要
なテーマの1つとなっています。

サービスデザイングループ 情報システム室 情
報システム部 インフラシステム課 課長の浅沼
宏紀氏は「IT部門では、どこでも誰とでもいき
いきと創造的業務に挑戦できるワークモデル
の推進のため、『統制』と『多様性』を両立する次
世代 ITインフラの整備というコンセプトのもと、
2019年度より自社ネットワークにSD-WAN
の導入を進めてきました」と話します。

CTCではこれまで、全国にある約70の事業
拠点からインターネットを利用する際、閉域網
でつながれた本社のデータセンターに集約し
たゲートウェイ経由でアクセスしていました。
しかし、近年はSaaSアプリケーションなどの
利用拡大に伴い、WAN経由のレスポンスが
低下し、業務に影響を及ぼすことが懸念されて
いました。

サービスデザイングループ 情報システム室 情
報システム部 インフラシステム課 主任の実
松智洋氏は「2019年度下期にはMicrosoft 
Office365のExchange（メール）の導入が
始まり、SaaSの業務利用は今後も増えること
から、高価なWAN回線を増速しながら帯域
を拡張していくには費用的にも運用的にも限
界がありました」と振り返ります

構成管理や設定の容易さを評価し 
VMware のSD-WANを選定
これらの課題を解決する手段としてCTCが着
目したのが、インターネット上に仮想的なWAN
を構築することで、ネットワークパフォーマンスの
最適化とコストの抑制を両立できるSD-WAN
です。SD-WANソリューションの選定において、
同社は安定性や導入実績を考慮して他社製品
もピックアップし、2018年4月からPoCを実
施しました。その結果、構成管理やコンフィグレー
ションの容易さを評価して採用を決定したのが、
VMware SD-WAN by VeloCloud（以下、
VMware SD-WAN）でした。

サービスデザイングループ 情報システム室 情
報システム部 インフラシステム課の是枝峻允氏
は「最大の決め手は、設定がシンプルなことでし
た。VMware SD-WANは複雑な階層型の設
定ではなく、複数拠点の属性を1つにまとめたプ
ロファイルを設定するだけで要件を満たすこと
が可能です。そのため、短期間で開発チームか
ら運用チームへの引き継ぎが可能となります」と
話します。

VMware SD-WANの採用を決定後、2018
年 11月からは横浜のデータセンターと東京・大
崎のオフィスの1フロアをつなぎ、500人規模で
の試験運用を実施。その結果を受けて、2019
年4月にVMware SD-WANの全社展開の

VMware SD-WAN by VeloCloudを約70拠点に
順次展開。ネットワークパフォーマンスの最適化と
回線増速にかかるコスト抑制に加えて、
クラウド型プロキシによるセキュアなアクセスも実現

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
サービスデザイングループ
情報システム室 情報システム部
インフラシステム課
課長
浅沼 宏紀 氏

CUSTO M ER C AS E STU DY



VMware SD-WAN by VeloCloudを約70拠点に
順次展開。ネットワークパフォーマンスの最適化と

回線増速にかかるコスト抑制に加えて、
クラウド型プロキシによるセキュアなアクセスも実現

「 IT部門では、どこでも誰とでもいきいき
と創造的業務に挑戦できるワークモデ
ルの推進のため、『統制』と『多様性』を
両立する次世代 ITインフラの整備とい
うコンセプトのもと、2019年度より自社
ネットワークにSD-WANの導入を進め
てきました」
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
浅沼 宏紀 氏

プロジェクトを立ち上げました。2019年 11月
現在、すでに大規模拠点を中心に東京、名古屋、
大阪、福岡など 11拠点への展開を終えており、
2020年度中には残りの拠点を含む全社ネット
ワークのSD-WAN化を完了させる予定です。

各拠点へのSD-WAN機器の設置と設定作業
は、インフラシステム課のメンバーが全国の拠点
に出張して実施したといいます。

「1拠点の設置・設定は、ほぼ2時間以内で済んで
います。切り替え中はネットワークが止まるため
現場の理解が前提となりますが、幸い業務に大
きな影響もなく進めることができています」（是
枝氏）

また同社はSD-WAN化と並行して、これまで
物理環境で運用してきたプロキシ環境を、クラ
ウド型のプロキシサービスを用いて運用負荷を
軽減する取り組みも進めています。それまでは
データセンターの出入口にプロキシを設置し、
SaaSやインターネットへのアクセスを制御して
セキュリティを確保していたものの、プロキシが
通信遅延のボトルネックとなるリスクを抱えてい
ました。「そこで、現在のセキュリティレベルを維
持したままSD-WAN展開を実現するために、
スケーラブルな拡張と一元的な管理が可能なク
ラウド型プロキシサービスを採用しました」と実
松氏は説明します。

直接インターネットにアクセスする 
ローカルブレイクアウトが実現
VMware SD-WANの導入により、データセ
ンターを経由することなく拠点から直接インター
ネットにアクセスするローカルブレイクアウトが
実現し、各拠点のユーザーはSaaSなどを快適
に利用しながら業務を行えるようになりました。
また、クラウドプロキシによって従来のセキュリ
ティレベルを維持したままで、遅延のないイン
ターネットアクセスが可能になったといいます。

運用面では、VMware SD-WANの管理画面

から回線毎の品質や遅延状況などが視覚的に
把握できるようになり、拠点からの問い合わせに
迅速な回答ができるようになっています。回線メ
ンテナンス時の経路分散も自動化され、手動の
オペレーションもなくなりました。

また、VMware SD-WANにより提供される
回線の仮想化・最適化機能によって、社内ネット
ワークにおけるシンクライアント専用のWANと
PC利用者のWANの自動ルーティングが可能
になり、適切な回線が割り当てられるようになっ
た点も成果の1つです。

海外の拠点に向けた 
SD-WANの展開にも着手
CTCでは、2020年度中に国内拠点のSD-WAN
化を完了した後は、海外拠点においても同様の取り
組みに着手する計画です。これにより、出張時に海
外から本社のデータセンターにアクセスする際のレ
スポンスは飛躍的に向上すると予測されています。

「プロジェクトは順調に進んでいますが、各拠点への
展開が進んでVMware SD-WANの範囲が拡
大していくと、新たな問題が出てくることも予想され
ます。そのためにもSD-WANのノウハウを蓄積し
ながら、適宜対応していくことが今後の課題です」
（浅沼氏）

一方、VMware SD-WANは比較的新しい技術
のため、今後に期待したい部分も残されています。
実松氏は「現在、別ベンダーの製品を利用してい
るクラウドプロキシをはじめ、ファイアウォールや
UTMなどのセキュリティ機能がVMwareのサー
ビスとして提供されると親和性が高まり、より安心
して利用できると思います」と期待を寄せています。

VMware SD-WANの自社環境への導入で、ネッ
トワークパフォーマンスの向上とコスト低減の両立
に成功したCTC。こうして次 と々導入される新技術
がもたらすノウハウは、CTCグループのビジネスの
発展と経営価値の創出に大きな貢献を果たしてい
きます。

図：CTCが全国の拠点に展開中のSD-WANの概念
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カスタマープロフィール
伊藤忠商事グループの一員として、幅広い ITビジネスを
展開。強固な顧客基盤を持ち、「マルチベンダー」「技術力」
「サポート力」の3つを武器に数々のソリューションを提
供している。2018～2020年度の中期経営計画では、ク
ラウド・ITアウトソーシングとグローバル関連のビジネス
に注力し、それぞれ600億円の売上を目指している。
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