C U S T O M E R C A S E S T U DY

優れた通信品質を維持しながら回線コストを半分に
VMware SD-WAN by VeloCloud で実現した
シンプルでフレキシブルな WAN 環境

三菱総研 DCS では、千葉にデータセンターを構え、インターネットアクセスを含む各
拠点からのトラフィックを管理しています。金融関連の顧客も多い同社では、
ネットワー
クの信頼性も重視して高額な高品質 WAN 回線を冗長構成で利用してきました。しか
し近年、
IT の利用形態が大きく変わり、維持費の高額化やクラウドサービスのレスポン
ス悪化などの課題が顕著になっていました。シンプルかつ抜本的な解決策として SD業界

SYSTEM INTEGRATOR

WAN 技術に注目した同社は、コスト効果が高く機能も豊富な「VMware SD-WAN
」以下、VMware SD-WAN）
を採用。同時に回線の一部について乗
by VeloCloud（
り換えを実施し、SD-WAN の費用も含めて WAN の維持費を 53% 削減しました。

課題

• WAN 回線の高額な維持費
• 急増するクラウドサービス利用に伴うレスポン
スの悪化

• 複雑化する WAN のブラックボックス化
ソリューション

VMware SD-WAN by VeloCloud の導入に
よって、冗長化された高額回線網の 1つを低額回
線網へ切り替えるも、品質補正機能で安定的な
通信を維持できた。ユーザーやアプリケーション
の可視化によって、将来的な運用改善・システム
改善への活用も期待されている。次期フェーズ
ではローカルブレイクアウトの実施も計画中。
導入効果

• 通信品質を維持したまま回線コストを削減
• ローカルブレイクアウトも実現可能に
• ユーザー／アプリケーション単位で通信状況
を可視化
導入環境

• VMware SD-WAN™ by VeloCloud®

高額な WAN 回線
SaaS のレスポンス悪化にも悩み

ターを経由するためトラフィックが集中し、レス

三菱総研 DCS は、1970 年に旧・三菱銀行のコン

しかし、当時の WAN はほぼ “ ブラックボックス ”

ピュータ受託計算部門が独立して設立されて以
来、システムインテグレーターとして長い歴史を
歩んできました。現在では、株主である三菱総合
研究所と三菱 UFJ フィナンシャル・グループ、
また
同グループの三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティン
グとの連携を強化し、品質の高い “ トータル IT ソ
リューション ” を幅広く提供することで知られて
います。
出自が示すように銀行・クレジットカードなどの
金融関連業務のノウハウが豊富で、多くの経験を
積んでおり、IT アウトソーシング／ BPO サービス
などでも定評があります。人事給与サービス
「PROSRV」は、創業以来 50 年にわたって提供し
てきたソリューションであり、2,000 社を超える
導入実績を誇ります。千葉に設置したデータセン
ターを中核に、品川本社のほか中野や木場、大阪、
名古屋、仙台等に広く拠点を有して、全国の顧客
をサポートしています。
「当社は金融関連のお客さまが多く、古くからシス
テムやサービスの信頼性を特に重要視してきまし
た。各拠点とデータセンターを結ぶ WAN につい
ても、異なるキャリア・経路を併用し、機器の冗長
化を図り、回線も品質の高い専用線を利用してき
ました。導入費用も維持費用も非常に高額であり、
大きな負荷を感じていましたが、品質を下げるわ

ポンスの悪化が顕在化してきたのです。
状態でした。レスポンスが悪化していることは分
かっていても、
どのユーザーか、
どのアプリケーション
かをいつどれだけ利用しているかを細かに把握す
ることはできず、解決へ導くことが困難でした。
「費用を投じて高速な回線へ切り替えれば、耐え
ることはできたでしょう。しかし、改善することはあ
りません。そこで “ 安く”“ 速く”“ 確実に ”“ つなが
る ” というニーズをシンプルに満たすことのできる

SD-WAN の導入を目指しました。数ある SD-WAN
の中でワールドワイドで実績が高く、品質補正機
能に強みがある VMware が提供する『VMware
（斉藤氏）
SD-WAN』を採用しました」

SD-WAN のノウハウを積むことは、三菱総研 DCS
の顧客サービスを強化することにもつながります。
ビジネスチャンスをつかむという意味でも、この新
しい技術にチャレンジする意義があったのです。

安く・速く・確実につながる
VMware の SD-WAN
SD-WAN は、通信品質を補正する機能を有してお
ります。その機能を使い、
ネットワーク品質を改善で
きれば、高額な高品質回線を安価な低品質回線に
置き換えることができるのです。

Office 365 などクラウドサービス利用時のレス

けにはいかなかったのです」
と、
三菱総研 DCS テク
ノロジー事業本部 基盤サービス部 副部長 兼 銀
行基盤サービス室長 斉藤大輔氏は述べています。
一方で、クラウドサービスの発展によって、WAN
の使われ方は従来と大きく変わってきていました。
特に Microsoft Office 365 は使用頻度が高く、
インターネットアクセスはすべて千葉データセン

三菱総研 DCS 株式会社
テクノロジー事業本部
基盤サービス部 副部長 兼
銀行基盤サービス室長
斉藤 大輔 氏

優れた通信品質を維持しながら回線コストを半分に

VMware SD-WAN by VeloCloud で実現した
シンプルでフレキシブルな WAN 環境

「VMware SD-WAN by VeloCloud によっ
て、回線維持コストを大幅に削減できるよう
になり、詳細なトラフィック状態を把握でき
るようにもなりました。SD-WAN 技術は初
めての取り組みで手探りの部分もありまし
たが、VMware の献身的なサポートを受け、
二人三脚で前に進むことができたと実感し
ています」
三菱総研 DCS 株式会社
斉藤 太輔 氏

ポンス悪化は、業務に直接的な影響を与えてしま

SD-WAN の導入を計画しました。まずフェーズ 1

います。問題はすべてのインターネットアクセスが

では、回線品質補正機能の効果を見込んで、SLA

千葉データセンターを経由していることにありま

保証された回線の一部を低価格回線に切り替え

す。VMware SD-WAN の「ローカルブレイクアウ

ました。また、
ネットワークの可視化も同時に実現

ト」機能を用いて効率のよい WAN 回線を選択的

しています。

に利用することができれば、負荷集中による性能

グループの小渡翔吾氏は、
「VMware SD-WAN

また、SD-WAN のディープパケットインスペク

の導入効果は極めて顕著で、SD-WAN の費用も

ション機能を活用すれば、日に日に複雑化してい

含めて回線維持費を 53％も削減できるようにな

くトラフィックを可視化し、ユーザーやアプリケー

りました。トラフィックも、アプリケーションやユー

ションの状況を細かに把握できるようになります。

ザーまで細かに把握できるようになりました。

将来的には、
アプリケーションごとにステアリング

Windows 10 のアップデート計画やセキュリティ

を実施することも可能となるでしょう。将来的には、

パッチ配布の性能分析などにも活用できるように

より細やかなアプリケーションごとにステアリン

なりました。正確なトラフィック情報を得られるよ

グを実施していきたいと考えています。

うになったため、将来的な社内システムの更改や

「VMware SD-WAN は世界でも非常に高く評価
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されており、サブスクリプション契約も可能なため
柔軟性・拡張性に優れています。特に『DMPO

次回のフェーズ 2 では、ローカルブレイクアウトを

（Dynamic Multipath Optimization）
』いう独自

1970 年、旧・三菱銀行からシステムインテグレー
ターとして分離独立。三菱総合研究所および三
菱 UFJ フィナンシャル・グループを株主とし、両
社と三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティングとの
連携によって、幅広い IT サービスを提供している。
銀行・クレジットカード等の金融関連業務の経
験・実績が豊富で、人気の人事給与サービス
「PROSRV」は創業から提供し続けている。

有効化し、
トラフィックの集中を解消する計画です。

機能は回線品質補正が充実しています。高品質な

また、残りの高品質回線も安価な回線へ切り替え

閉域回線網を複数用いて多拠点を結んでいる当

てさらなるコスト抑制を図り、
コスト削減分をロー

社にとって、一つの回線網を低価格回線網に切り

カルブレイクアウト向けのセキュリティ強化に投

替え VMware SD-WAN の回線品質補正機能を

資したいとのことです。

信が可能となります。その結果、大幅に維持費を

カスタマープロフィール

ネットワーク設備の改善といった計画にも活用で
きると考えています」
と高く評価します。

利用することにより低価格回線でも高品質な通
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テクノロジー事業本部 基盤サービス部 共通基盤

低下を抑制することができます。

抑制することができます。
」
と、
テクノロジー事業本
部 基盤サービス部 共通基盤グループの湯本啓
二氏は述べています。

「私たちにとって SD-WAN は新しい技術・取り組
みで、手探りの状況であったことは否めません。

VMware の力強いサポートは、トラブルの回避や
知 識 の習 得 などに役 立ちました。VMware

SD-WAN のポテンシャルをさらに生かすことによ

VMware SD-WAN の選定においては、VMware

り、蓄積したネットワークのノウハウをお客さまへ

のサポートも重要なポイントでした。ハンズオン

還元したいと考えています」
（斉藤氏）

セミナーで実際の挙動や管理方法などを体験し
たことで、SD-WAN をしっかり理解して導入を決
意できたとしています。

働き方改革やデジタルトランスフォーメーションな
ど、
ネットワークの使い方は今後もさまざまに変化
していく時代です。斉藤氏らは、
まだ見ぬ未来に向
けて “ かしこくおもしろいネットワーク ” を入手でき

53％もの維持費削減に成功

たと評価しています。三菱総研 DCS のネットワー

将来的な運用改革にも期待

クとビジネスは、VMware テクノロジーとともに進

三菱総研 DCS では、フェーズを分けて VMware

化していくことでしょう。
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利用状況の可視化で
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PHASE 1

通信品質を維持しつつ高品質回線
網の１つを低額回線網へ切り替え

PHASE 2

ローカルブレイクアウトによる
トラフィック負荷の改善

図：VMware SD-WAN by VeloCloud による WAN 環境の改善
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