SYSTEM INTEGRATOR

クラウドサービスやオンプレミスシステムの
運用監視インフラを仮想化
プロセス自動化でコストを3 分の 1 へ圧縮
課題

野村総合研究所（NRI）
では、自社のクラウドサービスやユーザーのオンプレミス環

• 運用クラウドインフラのサイロ化

境を安定的に運用するため、専用の運用クラウドインフラを活用しています。この運

• リソースが共有できないため効率が悪化

用インフラは、
テナントごとのサイロ化が進み、
リソースの非効率性と運用負荷の肥

• 運用が煩雑で時間がかかり、リスクも潜在

大化が大きな課題となっていました。NRI は、VMware NSX を活用してオーバー

ソリューション

トワークとの分離と連携を図り、運用プロセスのほとんどを自動化しました。その結

VMware NSX によってネットワーク
（ルータ、
ファイアウォール）
の仮想化を推進。
物理ネットワーク機器で構成されるアン
ダーレイネットワークのシンプル化、リソー
スのオンデマンド提供、運用の自動化を実
現した。その結果、設定変更等にかかる時
間や運用コストの大幅な削減に成功した。

レイネットワークを仮想化し、物理ネットワーク機器で構成されるアンダーレイネッ
果、設定変更などにかかる工数とコストを大幅に削減することに成功しました。

IT 基盤サービスを支える
運用インフラに大きな課題
野村総合研究所（NRI）
は、
コンサルティング事
業のほか、金融分野および産業分野向けの IT
ソリューション、
データセンターやシステム運用

導入効果

• オーバーレイとアンダーレイを分離して
リソースを共有

• オーバーレイの変更をアンダーレイにも
自動的に連携

• 設定変更等のプロセスの 9 割を自動化
導入環境

• VMware NSX

を含む IT 基盤サービスという4 つの事業分野
を柱としています。
コンサルティング分野で著名な同社ですが、
現在のビジネスの中核をなすのは IT ソリュー
ションであり、特に同社の金融 IT 事業は、米
業 界 紙のアメリカン・バンカーが発 表した
「Fintech 100」
という業界番付で 7 年にわたっ
てトップ 10 入りを果たすなど、グローバルでも
高い評価を得ています。
その金融 IT ソリューションにおいて、
現在メイン
となっているのがビジネスプラットフォーム、つ
まり SaaS です。証券会社、銀行、資産運用会
社、保険会社など、
さまざまな金融系企業が同
社のサービスを活用しています。
「私たちは、新しい技術の可能性をすばやく見
極めて積極的に取り入れ、多くの企業にとって
必要な『守りの IT』と『攻めの IT』を両輪で提
供することに注力しています。私が特に注力し
ているのは、
データセンター内およびデータセン
ター間のネットワーク、そして WAN の分野で

質サービスが強みです。これらのインフラ上で、
クラウドサービス
「NRI Cloud」や個々のユー
ザーのオンプレミスシステムが稼働しています。
このシステムを安定的かつ効率的に稼働させ
るために、専用の運用クラウドインフラを構築
し、CloudControlCenter と呼ばれる部門が
運用を行っています。江口氏によれば、この運
用クラウドインフラはアーキテクチャとオペレー
ションにそれぞれ課題を抱えており、効率性の
悪化やリスクの潜在が問題視されていました。

サイロ化が進み運用コストが肥大
アーキテクチャにおける最大の課題はサイロ
化でした。すでにアンダーレイネットワークは

SDN ファブリックとして構築されていましたが、
オーバーレイの仮想化は実現できていません
でした。そのため、
テナントごとにファイアウォー
ルやルーター、監視サーバー等を構築・運用
する必要がありました。ネットワーク機器につ
いては個別最適かつ物理機器だったので、リ
ソース共有が困難で、利用率は 10％を切るほ
どだったのです。テナントを追加するたびにアン
ダーレイ／オーバーレイを制御する必要があ
りました。
アーキテクチャの問題は、オペレーションにも

す。NRI のビジネスプラットフォームの価値を
より高めるには何が必要か、
どうすればよいか
と、常に検討しています」
と、クラウドサービス
本部 クラウド基盤サービス四部 上級システム
エンジニア 江口勲氏は述べます。

NRI は、国内に 5 つのデータセンターを保有し
ており、いずれも高度な外部認証を得た高品
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悪影響を及ぼしていました。テナントの追加は

「VMware NSX によるネットワーク仮

月平均で 1.5 件、監視対象機器の追加は月平

することに成功し、オペレーションコス
トを 1/3 にまで圧縮できました。NRI
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カスタマープロフィール

日本を代表するシステム／マネジメントコンサ
ルティングで知られ、現在は金融 IT ／産業 IT
ソリューションおよび IT 基盤サービスがビジ
ネスの中核。特に FinTech（金融 IT 分野）
で
は 2010 年から連続でグローバルトップ 10 に
名を連ね、銀行・証券・保険・資産運用等の
多数の事業者で、同社のビジネスプラット
フォームサービスが活用されている。

「VMware NSX は、ソケット単位のライセンス
で提供されているため、サイトが増えても追加
調達が不要で、費用対効果が高いのが特長で

ビュー・構築・テスト・リリースというプロセス

す。SDN ベースのアーキテクチャであり、管理

が発生し、平均で 10 日間が消費されていまし

ツールから API を経由して一元的に制御でき

た。手作業が主体なため、作業ミスの危険も

ます。アンダーレイがシンプル化され、
オーバー

無視できません。

レイとの自動連携が可能になる点も高く評価

「レビューは、チーム内や部内など、多いときに

しました。VMware NSX は、単なる物理環境

は 10 人ものメンバーで複数回に渡って行われ

の写像ではなく、ネットワーク仮想化に必要な

ます。レビューの対象を専門としないメンバー

先進的なアーキテクチャが盛り込まれた、すぐ

が参加しなければならないこともあります。構

れたソリューションだと感じます」
（江口氏）

築・テストはデータセンターに赴く必要があり

トータルコストは従来の 1/3 へ

ますし、帰社後にデータをバックアップする作
業も行います。担当者の業 務 時 間の 30 〜

NRI では、2016 年 4月に最初のデータセンター

40％が、この作業に割かれており、たいへん非

で VMware NSX の運用を開始し、各拠点で

効率でした」
（江口氏）

の適用を拡大しているところです。

オーバーレイの分離と運用の自動化

江口氏によれば、構成変更作業の 9 割が自動
化され、オペレーションコストは約 1/3 に削減

こうした課題を受け、NRI では 2015 年末から

されました。また、5 年後の TCO も 1/3 に圧縮

ネットワーク仮想化の検討を開始しました。こ

されると試算しており、大きな効果が得られた

のプロジェクトでは、大きく3 つの目標が立て

ことを実感しています。

られました。

「業務プロセスの自動化は、
ヴイエムウェアの技

1つはアンダーレイネットワークのシンプル化で
す。オーバーレイの構成変更に影響を受けず、
設定を変更する際にも自動的に連携できるこ

術支援なしでは実現できなかったと感じていま
す。今回の導入は社内でも評価が高く、さまざ
まな業務で『自動化』が流行しつつあります。他

とが重要です。

のプロジェクトにも横展開し、業務の最適化を
図っていきたいと考えています」
（江口氏）

2つ目は、オンデマンドにリソースを提供できる
ことです。仮想アプライアンスの追加やサイズ

江口氏は、監視インフラの仮想化をさらに進め

の変更は即座に実行でき、追加費用が発生し

て、複数のデータセンターを一元管理できる

ない環境が求められました。

環境を目指しています。将来的には、他のパブ

3 つ目は、現行のプロセスをできるかぎり自動

リッククラウドサービスも含めて安心・安全に

化することです。ただし、アンダーレイのシンプ

利用できる
「マルチクラウド管理」
も実現したい

ル性が失われてはなりません。

と考えています。そのためにも、VMware NSX
の進化に大いに期待を寄せています。

この目標をもとに国内で調達できるすべての製
品を精査した結果、2 つのソリューションが候

VMware のテクノロジーは、これからも NRI の

補として残り、仮想ルーターおよび仮想ファイ

先進的なビジネスプラットフォームを支えてい

アウォールの双方で「VMware NSX」を選択、

きます。

導入前
System B

のインフラにおいて重要な役割を担っ
ている技術です」

均で 100 件ほど発生していました。そのたびに、

System A

想化で、運用プロセスの 9 割を自動化

PoC を実施後、導入を決定しました。

導入後

5年間のTCO
監視サーバ
A～Z

約

1
3

オーバーレイ

削減

VMware NSX導入
設定等変更作業の自動化

約

90％

アンダーレイ

図：ネットワーク仮想化によるアーキテクチャの変化と導入効果
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