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課題
•  増大する気象関連データ、高まる顧客ニーズに対
応したサービス基盤の高度化

•  高い公益性を備えた事業継続対策の強化、耐障
害性、セキュリティの向上

•  仮想化基盤全体の管理効率の向上

ソリューション
共有ストレージを採用した仮想化基盤の更新に際して、
VMware vSANをベースとしたハイパーコンバージド 
インフラ（HCI）を構築。ストレージのボトルネックを解
消して I/O性能を向上するとともに、複数台のノード構
成によって高い可用性を確保した。またVMware NSX
のマイクロセグメンテーション機能を活用して、仮想マ
シンごとにファイアウォールを設定。障害の発生時に隣
接する仮想マシンへの影響を最小化することでセキュリ
ティを強化した。

導入効果
•  高度なサービスを支えるストレージ I/O性能の向
上と耐障害性の強化

•  複数台のノード構成による高い可用性の確保
•  VMware vSANのシンプルなストレージ環境に
よる運用負荷の軽減

•  事業継続性を支えるDRサイトの構築
•  VMware NSXを使って仮想マシンを分離し、セ
キュリティを強化

導入環境
•  VMware vSphere 
• VMware vSAN
• VMware NSX

気象情報の提供を中心に、防災や環境などに関するコンサルティングサービスを幅広
く展開する一般財団法人日本気象協会（以下、日本気象協会）。これまで膨大な情報
を管理するサービス基盤としてVMwareの仮想化基盤を運用してきた同協会では、 
既存環境の一部にVMware vSANベースのハイパーコンバージドインフラ（HCI）を
導入。高速SSDを搭載したストレージにより、増大するデータ量にも耐えうる優れた
I/O性能を確保するとともに、複数ノードのクラスタ構成によって可用性を高めてい
ます。さらに、ネットワーク仮想化ソリューションのVMware NSXを導入し、マイクロ
セグメンテーション機能を使った仮想マシンのセグメント化でセキュリティの強化も
実現しています。

24時間365日の安定稼働を目指し 
仮想化基盤を継続的に更新
民間気象会社のパイオニアとして、気象情報を
活用したさまざまなサービスを展開する日本
気象協会。現在は、防災ソリューション、環境・
エネルギー、メディア・コンシューマの3つを事
業領域として、安全・安心・快適な社会づくりに
貢献しています。

特に近年は気象の激甚化や地球温暖化など、
世界を取り巻く環境が急速に変化する中、同協
会の事業を支える IT基盤についても、大容量
化するデータへの対応や分析精度の向上など、
さらなる高度化が求められています。執行役員
で最高情報責任者を務める辻本浩史氏は次の
ように話します。

「2018年6月に気象庁のスーパーコンピュー
ターが刷新され、提供されるデータの容量は
格段に増大しました。また、気象衛星ひまわり
の観測精度などが向上したことで、分析の粒度
もより細分化しています。これにより公益性の
高いサービスを提供する当協会の IT基盤にも、
24時間365日の安定稼働はもちろんのこと、
インプットとアウトプットの両面で高度化が求
められています」

同協会が仮想化によるサーバ統合に初めて取
り組んだのは、2008年のことです。まず首都
圏の支社に分散していた事業系システムが稼
働する物理サーバを、VMware vSphereを
用いて仮想集約。以降、仮想化の範囲を順次
拡大し、2012年の更新ではほぼすべての事業
系サーバを仮想化してデータセンターに移行
しました。

その後もデータ量の増加を見越して2015年
にはサーバの増強を図るなど、さまざまな取り

組みを続ける中で、さらなるサービス基盤の強
化に向けて着手したのが、今回のHCI導入プロ
ジェクトです。事業本部 情報サービス部 部長の 
江角研二氏は、その目的を次のように説明します。

「仮想化基盤上で稼働する事業系システムは、
総合気象数値予測システム『SYNFOS』のほ
か、それぞれのお客様に合わせてカスタマイズ
された気象情報システム、また個人向けサービ
スの『tenki.jp』まで多岐にわたります。これら
のサービスを止めないためにも、事業継続性を
支えるDR環境の拡充、耐障害性の向上、障害
発生時の影響範囲の局所化の3つをプロジェ
クトの要件としました」

優れたI/O性能と高い可用性が 
両立したVMware vSAN
2017年から検討を重ねてきた新たな仮想化
基盤の構想フェーズにおいて、HCIに着目した
経緯について、事業本部 情報サービス部 情報
システム管理課 技師の緖方優氏は次のように
話します。

「データ量の増大に伴い、従来の共有ストレー
ジ型構成では iSCSIがボトルネックとなり、十
分な I/O性能が得られなくなっていました。ま

VMware vSANとVMware NSXで
公益性の高い気象情報サービスの安定的な
提供を支える新たな事業基盤を確立

一般財団法人日本気象協会
執行役員
最高情報責任者
辻本 浩史 氏

CUSTO M ER C AS E STU DY



VMware vSANとVMware NSXで
公益性の高い気象情報サービスの安定的な

提供を支える新たな事業基盤を確立

「 気象情報のデータ量が爆発的に増え
ていく中で、当協会の仮想化基盤にも
高度なパフォーマンスと24時間365
日サービスを止めない可用性が求め
られています。VMware vSANには、
HCI基盤としてその役割を果たし、安
定的な運用を支えていくことを期待し
ています」
一般財団法人日本気象協会
辻本 浩史 氏

た複数の仮想化基盤の間では、クラスタをま
たいだ障害の影響も懸念されました。そこで
I/Oのボトルネックを解消し、ストレージの可
用性を高めるための方策として白羽の矢を立
てたのがHCIでした」

HCI環境にVMware vSANを採用した理
由については、すでに導入しているvSphere
との親和性、NVMe方式のSSDを搭載し
た高速なハードウェアが選べることに加え、
VMware vCenterやVMware vRealize 
Operationsなどの管理ツールでサーバとス
トレージを一元的に管理できる点が大きなメ
リットだったといいます。

また、同時に採用したネットワーク仮想化ソ
リューションのVMware NSXの最大の目的
は、障害発生時の影響範囲を可能な限り局所
化することにありました。マイクロセグメンテー
ション機能を用いて仮想マシン1台1台をセグ
メント化することで、万一の障害発生時でも隣
接する仮想マシンへの影響を最小化すること
ができます。

「官公庁や大手民間企業にサービスを提供する
当協会のシステムは、標的型攻撃やDDoS攻
撃のターゲットになりやすく、セキュリティの
強化にはNSXのマイクロセグメンテーション
が必須でした」（緖方氏）

事業系システムのDRサイトを構築し 
組織全体の事業継続基盤を確立
2018年 1月にスタートした新たな仮想化基盤
の構築は、ユーザートレーニングやマニュアル
の整備を経て、8月から無事に本稼働を開始し
ています。

新たな仮想化基盤のメインサイトは3つのクラ
スタで構成され、各クラスタの仮想マシンは合

計で数百台単位が稼働しています。ストレージ
のディスク容量は各クラスタ36TBで、重複排
除機能を搭載したストレージにバックアップを
取得しています。DRサイトでは 1クラスタ、こ
れも数百台単位の仮想マシンが稼働し、メイン
サイトとDRサイト間でストレージの同期を図
ることで事業の継続性を確保しています。

vSANベースの新たなHCI環境によってスト
レージのボトルネックが解消されたことで、パ
フォーマンスは確実に高まっています。複数台
のノードで構成されたクラスタにより可用性も
向上し、障害時もサーバを止めない運用が確立
されました。さらにNSXでセキュリティが強
化されたほか、一定時間に限られていたファイ
アウォールの設定変更が柔軟に対応できるな
ど、運用面での負荷も軽減される見込みです。

安全・安心・快適な社会に貢献する 
高度なサービスを支える仮想化基盤
今後について、辻本氏は日本気象協会では新た
な仮想化基盤の安定運用に注力しながら、ニー
ズの高いモバイルアプリケーションのサービス
強化にも積極的に取り組んでいく方針だと語
ります。

また、2020年には2015年に更新した仮想化
基盤の更新が控えています。江角氏は「HCIの
具体的な成果がいずれ明らかになりますので、
その後は今回のプロジェクトの経験をもとに、
vSANの価値を最大限に生かした基盤設計
を進めていく考えです」と期待を寄せます。

vSANの採用によって、新たなステージに移
行した日本気象協会の仮想化基盤。今後も同
協会では、この新たなサービス環境の安定的
な運用を通して、安全・安心・快適な社会の創
生に邁進していきます。

図：VMware vSANとVMware NSXを活用した事業基盤の概念
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カスタマープロフィール
1950年に財団法人として設立して以来、気象・防災・
環境に関する情報コンサルタント企業として60年以上
の歴史を刻んできた気象情報サービスのパイオニア。独
自の総合気象数値予測システム「SYNFOS」やオンラ
イン総合気象情報サービス「MICOS」を基盤として、
防災ソリューション、環境・エネルギー、メディア・コン
シューマの 3事業を展開する。「Harmonability」（ハー
モナビリティ）を企業メッセージとし、法人や個人の顧
客とともに「自然界と調和した社会」の創生を目指す。
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