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郊外型スーツ専門店「はるやま」、「P.S.FA」や「フォーエル」、のほか複数ブランドを手掛け、全国に530店舗を展開するはるやま
グループ。ここでははるやまグループのビジネスを支える基幹業務システムが、オンプレミスの仮想化基盤からCTC提供の
VMwareベースのプライベートクラウドサービス（TechnoCUVIC VP vSAN：専有ストレージ付きESXi）へと移行されている。
きっかけとなったのは仮想化基盤のハードウェア保守切れ。これによって必要になるハードウェアの更改コストが、ITインフラの
ライフサイクル上で大きな負担になっていたのだ。そこで次期基幹業務システム基盤の選定においては、自社の資産として物理
基盤を所有しない方針に切替え、クラウドサービスの導入を検討。複数のクラウドサービスの中から選別した結果、コストとセキュ
リティ、運用管理における確かな実績とノウハウが評価され、CTCのTechnoCUVIC VP vSANが採用されたのである。

株式会社はるやまホールディングス
（はるやまグループ）

　1974年に岡山県で創業し、全国進出を着実に進めてきた
はるやまグループ。郊外型スーツ専門店「はるやま」をはじめ、
パーフェクトなスーツを提供したいという想いから生まれた
「Perfect.Suit.FActory（略：P.S.FA）」、大きなサイズの商品
を取り揃えた「フォーエル」など、多様な顧客ニーズに対応するた
め複数の業態で全国に店舗を展開している。2018年3月時点
での店舗数は530店舗に上り、グループ売上高も570億円を
達成。スーツ業界屈指の衣料品チェーン店として、大きな存在感
を放っている。
　はるやまグループがこれだけの快進撃を遂げてきたのは、創業
理念である「より良いものをより安く」にこだわり、それを実践し
続けたからだといえるだろう。高品質や高機能性の追求はもちろ
んのこと、常に新しさを付加した商品開発を推進。協力メーカー
との緊密な連携によって、それらをリーズナブルな価格で提供し
続けている。
　このような「お客様第一主義」は、ビジネスを支える基盤
づくりにも反映されている。お客様一人ひとりに真摯に向き合
う時間を確保するため、これまでにも多くの最新テクノロジー
を導入し業務効率の改善や負荷軽減を追求してきたのだ。
例えば、VMwareが日本に本格進出して間もない2009年に
はいち早く仮想化技術を導入し、ERPなどの基幹業務システム
を仮想環境へ移行。オンプレミスの仮想化基盤の設置場所も
自社内のサーバルームから、堅牢なファシリティのCTCの神戸
コンピュータセンター（KCC）へと移設し、システムの安定
稼働を担保。また2011年には接客効率を上げるため
iPad-POSシステムを全店舗に導入。販売現場もITによって
革新しているのだ。
　しかしこのようなシステム基盤も、時間の経過によって大
きな問題に直面することになる。はるやまホールディングス 
総務部でシステム課 課長を務める藤田 宏伸 氏は次のように
語る。

「2009年に仮想化基盤に移行した基幹業務システムも、
2016年6月末にはハードウェアのEOSL（End Of Service 
Life：サポート終了）を迎えることになりました。自社でハード
ウェアを保有している以上、定期的にEOSLを迎えるのはいたし
かたありません。しかし毎回ハードウェアをリプレースするのは、
ユーザー企業にとって大きな負担です。この機会にこの問題を
解消しておきたいと考えました」（藤田氏）。

　そこで検討が始まったのが、基幹業務システムのクラウド化
だった。対象システムは、会計、販売管理、マーチャンダイズ、顧客
管理、予実管理、勤怠管理、人事給与といった基幹業務システム
に加え、情報系のデータウェアハウス（DWH）も含まれている。
これらを動かすための仮想マシン数は約60VM。これらが合計
14台の物理サーバ上で動いていたのだ。

「当初はハードウェアのリプレースも含めて検討を行っていま
したが、社長がクラウド化を希望したこともあり、クラウドシフト
へと一気に舵を切ることになりました。すでにKCCでのお付き
合いがあったCTCをはじめ、6～7社に話をもちかけ、提供
可能な機能や価格についての情報を収集していったのです」
（藤田氏）。

　このような情報収集に着手したのは2017年9月。検討した
クラウドの中には、外資系の「ハイパースケール」と呼ばれるパブ
リッククラウドも含まれていたという。さらに、これら複数のクラウド
ベンダーやシステムインテグレータに見積もりを依頼し、徹底的
な比較を実施。その結果2018年2月に、CTCの提案を採用
することに決めるのである。
　その内容は、VMwareを基盤とするプライベートクラウド
「TechnoCUVIC VP vSAN」で、2017年12月からVMware
のvSANテクノロジーを活用してストレージを専有型として提供
するというもの。これによってサーバだけではなくストレージの
仮想化も実現でき、HCI（ハイパーコンバージドインフラストラク
チャ）と同様の環境を構築できる。しかもTechnoCUVIC VP 
vSANはサーバ・ストレージが完全に専有型であるがゆえに、
機密性も極めて高い。記録媒体としてフラッシュストレージを
選択することも可能だ。
　システム課はこの稟議を上層部に上げ、その翌月には承認を
得る。そして2018年4月に正式採用を決定するのである。

　それでは何故はるやまグループは、TechnoCUVIC VP vSAN
の採用を決めたのか。その理由を藤田氏は次のように説明する。

「最も大きなポイントは移行作業を始め、基盤・設置場所・保守運用
メンテナンス含めたトータルコストです。複数のハイパースケール
のパブリッククラウドと、運用保守も含めたコスト比較を行った
結果、CTCの提案は半分程度のコストで既存システムを移行で
きることがわかりました。今回の移行では仮想マシンの数が多い
ため、仮想マシン毎に料金が発生するパブリッククラウドでは、
コストが予想以上に跳ね上がってしまうのです。また通信の安全
性確保を考えるとパブリッククラウドとの専用線接続も必要に
なりますが、その回線コストも高額でした。TechnoCUVIC VP 
vSANであれば、従来の仮想化基盤と同様にKCC内で提供され
るため、このような回線コストも不要だったのです」（藤田氏）。

　その一方で、運用管理面やセキュリティ面でも、TechnoCUVIC 
VP vSANは優位性が高いと指摘する。

「まず運用面に関しては、パブリッククラウドではメンテナンスの
タイミングをユーザー企業側がコントロールできないため、予想
外の時間にアクセスできなくなる可能性があります。これが夜間
のバッチ処理時間に発生すれば翌日の店舗運営に影響を与えて
しまいますし、店舗が開いている昼間に発生すればさらに深刻な
問題となるでしょう。これに対してTechnoCUVIC VPはプライ
ベートクラウドなので、ユーザー企業側がメンテナンスのタイミ
ングをコントロールできます。またTechnoCUVIC VP vSAN
を利用すればストレージも専有型となるため、顧客情報などが
漏えいするリスクも回避しやすくなります」（藤田氏）。

　そしてもう1つ、CTCの対応力も大きな魅力だと語る。

「CTCとはすでに10年近くのお付き合いがありますが、本来で
あれば私たちユーザー企業が自ら考えて手がけるべき作業内容
についても、率先して助言してくれます。もちろん技術力も申し
分ありません。休日や夜間にシステムで問題が発生した場合で
も必ず誰かが対応してくれますし、翌日に影響がないよう臨機
応変に対応してくれます。このようなパートナーがいることは、
とても心強いと感じています」（藤田氏）。

　正式採用の決定を受け、CTCでは詳細な移行計画を作成。
システム停止を最小限に抑えるため、すでに動いている仮想マシ
ンをvMotionによってTechnoCUVIC VP vSANへと移動し、

その後で業務に影響が出ない程度の細い帯域によってデータ
コピーしていくという作業を、5回に分けて実施するという方法
を立案する。そして2018年7月にこの計画に従った移行を
開始。わずか1か月間でデータを含む移行を完了するのである。

「CTCが作成した計画書には、移行作業の手順やスケジュール、
役割分担などがきめ細かく記述されており、信頼できる内容でし
た。また実際の移行作業も問題なく順調に進み、システム停止時
間もほぼありませんでした」（藤田氏）。

　この移行によって、はるやまグループの基幹系システムは、
ハードウェアの老朽化対策やEOSLから開放されたことになる。
またハードウェアを含む仮想化基盤の運用保守も不要になった。
このメリットがいかに重要であるかについて、藤田氏は次のよう
に説明する。

「これだけの規模のハードウェアをリプレースするには、数千万
円の追加投資が必要になります。しかしそれが保守切れによる
ものだとしても、このような稟議を通すことは簡単ではありま
せん。会社は『お客様第一主義』を貫くため、常に最小限のコスト
で、より高品質な商品やサービスを提供することを目指して
いるからです。しかしTechnoCUVIC VP vSANであれば、私
たちはCTCが提供する仮想化基盤を利用するだけなので、
ハードウェアのEOSLを意識する必要はありません。ハードウェア
更改に必要な投資もフラットに費用化されます。保守という
概念がなくなり、管理面での心配は根本から解消されました」
（藤田氏）。

　これに加え、フラッシュストレージが構成されたクラウド基盤を
採用したことで、パフォーマンスが以前より向上したことも、
メリットの1つだと言う。

「例えばDWHの夜間処理では、個々のジョブの実行時間の合計
が、以前よりも3時間短縮されています。また顧客管理システム
でも夜間処理を2時間短縮できました。これらの夜間処理に費や
される時間はトランザクション量の増大にともなって長時間化し
ており、移行直前には用意されていた時間帯ギリギリになってい
ました。これを大幅に短縮できたことで、より安心してシステムを
運用できるようになっています」（藤田氏）。

　移行後の基幹系システムとDWHは、現時点ではKCC内だけ
で稼働している。今後は他のデータセンターも活用し、遠隔バック
アップによってディザスタリカバリ（DR）を実現することも検討さ
れている。

「やはりいちばん怖いのは、予想外のシステム停止です。店舗の
POSシステムなどは、センターが止まった場合には単独でも動く
ように設計されていますが、それでも販売店にはご迷惑をおかけ
することになってしまいます。このような問題をゼロにしていく
には、やはりBCP対策を確立することが必要です。CTCには
KCCの他、横浜コンピュータデータセンター（YCC）もあると聞
いていますので、今後はその利用も視野に入れならが、検討を進
めていきたいと考えています」（藤田氏）。

　TechnoCUVIC VP vSANによって、新たな仮想化基盤を手
に入れたはるやまグループ。これはVMより下のレイヤーの運用
保守を意識しなくていいというIaaSのメリットに加え、高い
セキュリティやコントロール性を確保できるというメリットも兼ね
備えた、多くの日本企業に適したプライベートクラウドだと言える
だろう。しかもはるやまグループのケースで示されたように、パブ
リッククラウドよりも低コストでの移行が可能だ。これによって
ハードウェアのEOSLから解放されたことで、はるやまグループ
は長期的に継続利用できる基盤を確立したのである。
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●2009年に構築した基幹業務システム基盤のハードウェアが保守切れとなり、
　更改する必要があった。

●保守切れのたびに発生する更改コストが予算的にも
　インフラ運用管理者のリソース的にも大きな負担になっていた。

●基盤更改時におけるシステム停止の業務影響も大きかった。

●経営層もクラウドシフトを希望していた。

●他のベンダーのクラウドサービスと比べて、
　移行に関わるトータルコストは約半分程度にまで圧縮できた。

●クラウドサービスへの移行によりハードウェア保守期限を管理する
　必要がなくなったうえ、仮想化基盤そのものをアウトソーシングしたため、
　仮想化基盤に関する一切の運用管理業務から解放された。

●TechnoCUVIC VP vSANは高IOPSの専有SSDストレージが提供されるため、
　データ検索やバッチ処理のレスポンスが大幅に改善した。
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「CTCとはすでに10年近くのお付き合いがありますが、本来で
あれば私たちユーザー企業が自ら考えて手がけるべき作業内容
についても、率先して助言してくれます。もちろん技術力も申し
分ありません。休日や夜間にシステムで問題が発生した場合で
も必ず誰かが対応してくれますし、翌日に影響がないよう臨機
応変に対応してくれます。このようなパートナーがいることは、
とても心強いと感じています」（藤田氏）。

　正式採用の決定を受け、CTCでは詳細な移行計画を作成。
システム停止を最小限に抑えるため、すでに動いている仮想マシ
ンをvMotionによってTechnoCUVIC VP vSANへと移動し、

その後で業務に影響が出ない程度の細い帯域によってデータ
コピーしていくという作業を、5回に分けて実施するという方法
を立案する。そして2018年7月にこの計画に従った移行を
開始。わずか1か月間でデータを含む移行を完了するのである。

「CTCが作成した計画書には、移行作業の手順やスケジュール、
役割分担などがきめ細かく記述されており、信頼できる内容でし
た。また実際の移行作業も問題なく順調に進み、システム停止時
間もほぼありませんでした」（藤田氏）。

　この移行によって、はるやまグループの基幹系システムは、
ハードウェアの老朽化対策やEOSLから開放されたことになる。
またハードウェアを含む仮想化基盤の運用保守も不要になった。
このメリットがいかに重要であるかについて、藤田氏は次のよう
に説明する。

「これだけの規模のハードウェアをリプレースするには、数千万
円の追加投資が必要になります。しかしそれが保守切れによる
ものだとしても、このような稟議を通すことは簡単ではありま
せん。会社は『お客様第一主義』を貫くため、常に最小限のコスト
で、より高品質な商品やサービスを提供することを目指して
いるからです。しかしTechnoCUVIC VP vSANであれば、私
たちはCTCが提供する仮想化基盤を利用するだけなので、
ハードウェアのEOSLを意識する必要はありません。ハードウェア
更改に必要な投資もフラットに費用化されます。保守という
概念がなくなり、管理面での心配は根本から解消されました」
（藤田氏）。

　これに加え、フラッシュストレージが構成されたクラウド基盤を
採用したことで、パフォーマンスが以前より向上したことも、
メリットの1つだと言う。

「例えばDWHの夜間処理では、個々のジョブの実行時間の合計
が、以前よりも3時間短縮されています。また顧客管理システム
でも夜間処理を2時間短縮できました。これらの夜間処理に費や
される時間はトランザクション量の増大にともなって長時間化し
ており、移行直前には用意されていた時間帯ギリギリになってい
ました。これを大幅に短縮できたことで、より安心してシステムを
運用できるようになっています」（藤田氏）。

　移行後の基幹系システムとDWHは、現時点ではKCC内だけ
で稼働している。今後は他のデータセンターも活用し、遠隔バック
アップによってディザスタリカバリ（DR）を実現することも検討さ
れている。

「やはりいちばん怖いのは、予想外のシステム停止です。店舗の
POSシステムなどは、センターが止まった場合には単独でも動く
ように設計されていますが、それでも販売店にはご迷惑をおかけ
することになってしまいます。このような問題をゼロにしていく
には、やはりBCP対策を確立することが必要です。CTCには
KCCの他、横浜コンピュータデータセンター（YCC）もあると聞
いていますので、今後はその利用も視野に入れならが、検討を進
めていきたいと考えています」（藤田氏）。

　TechnoCUVIC VP vSANによって、新たな仮想化基盤を手
に入れたはるやまグループ。これはVMより下のレイヤーの運用
保守を意識しなくていいというIaaSのメリットに加え、高い
セキュリティやコントロール性を確保できるというメリットも兼ね
備えた、多くの日本企業に適したプライベートクラウドだと言える
だろう。しかもはるやまグループのケースで示されたように、パブ
リッククラウドよりも低コストでの移行が可能だ。これによって
ハードウェアのEOSLから解放されたことで、はるやまグループ
は長期的に継続利用できる基盤を確立したのである。

トータルコストの安さが採用の決め手
運用管理やセキュリティでも高い優位性

複数のクラウドサービスを徹底比較し
TechnoCUVIC VP vSANを採用

ITインフラで避けて通れない
ハードウェアの保守切れ
この悩みを解消できる新基盤の検討へ



　1974年に岡山県で創業し、全国進出を着実に進めてきた
はるやまグループ。郊外型スーツ専門店「はるやま」をはじめ、
パーフェクトなスーツを提供したいという想いから生まれた
「Perfect.Suit.FActory（略：P.S.FA）」、大きなサイズの商品
を取り揃えた「フォーエル」など、多様な顧客ニーズに対応するた
め複数の業態で全国に店舗を展開している。2018年3月時点
での店舗数は530店舗に上り、グループ売上高も570億円を
達成。スーツ業界屈指の衣料品チェーン店として、大きな存在感
を放っている。
　はるやまグループがこれだけの快進撃を遂げてきたのは、創業
理念である「より良いものをより安く」にこだわり、それを実践し
続けたからだといえるだろう。高品質や高機能性の追求はもちろ
んのこと、常に新しさを付加した商品開発を推進。協力メーカー
との緊密な連携によって、それらをリーズナブルな価格で提供し
続けている。
　このような「お客様第一主義」は、ビジネスを支える基盤
づくりにも反映されている。お客様一人ひとりに真摯に向き合
う時間を確保するため、これまでにも多くの最新テクノロジー
を導入し業務効率の改善や負荷軽減を追求してきたのだ。
例えば、VMwareが日本に本格進出して間もない2009年に
はいち早く仮想化技術を導入し、ERPなどの基幹業務システム
を仮想環境へ移行。オンプレミスの仮想化基盤の設置場所も
自社内のサーバルームから、堅牢なファシリティのCTCの神戸
コンピュータセンター（KCC）へと移設し、システムの安定
稼働を担保。また2011年には接客効率を上げるため
iPad-POSシステムを全店舗に導入。販売現場もITによって
革新しているのだ。
　しかしこのようなシステム基盤も、時間の経過によって大
きな問題に直面することになる。はるやまホールディングス 
総務部でシステム課 課長を務める藤田 宏伸 氏は次のように
語る。

「2009年に仮想化基盤に移行した基幹業務システムも、
2016年6月末にはハードウェアのEOSL（End Of Service 
Life：サポート終了）を迎えることになりました。自社でハード
ウェアを保有している以上、定期的にEOSLを迎えるのはいたし
かたありません。しかし毎回ハードウェアをリプレースするのは、
ユーザー企業にとって大きな負担です。この機会にこの問題を
解消しておきたいと考えました」（藤田氏）。

　そこで検討が始まったのが、基幹業務システムのクラウド化
だった。対象システムは、会計、販売管理、マーチャンダイズ、顧客
管理、予実管理、勤怠管理、人事給与といった基幹業務システム
に加え、情報系のデータウェアハウス（DWH）も含まれている。
これらを動かすための仮想マシン数は約60VM。これらが合計
14台の物理サーバ上で動いていたのだ。

「当初はハードウェアのリプレースも含めて検討を行っていま
したが、社長がクラウド化を希望したこともあり、クラウドシフト
へと一気に舵を切ることになりました。すでにKCCでのお付き
合いがあったCTCをはじめ、6～7社に話をもちかけ、提供
可能な機能や価格についての情報を収集していったのです」
（藤田氏）。

　このような情報収集に着手したのは2017年9月。検討した
クラウドの中には、外資系の「ハイパースケール」と呼ばれるパブ
リッククラウドも含まれていたという。さらに、これら複数のクラウド
ベンダーやシステムインテグレータに見積もりを依頼し、徹底的
な比較を実施。その結果2018年2月に、CTCの提案を採用
することに決めるのである。
　その内容は、VMwareを基盤とするプライベートクラウド
「TechnoCUVIC VP vSAN」で、2017年12月からVMware
のvSANテクノロジーを活用してストレージを専有型として提供
するというもの。これによってサーバだけではなくストレージの
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を取り揃えた「フォーエル」など、多様な顧客ニーズに対応するた
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可能な機能や価格についての情報を収集していったのです」
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することに決めるのである。
　その内容は、VMwareを基盤とするプライベートクラウド
「TechnoCUVIC VP vSAN」で、2017年12月からVMware
のvSANテクノロジーを活用してストレージを専有型として提供
するというもの。これによってサーバだけではなくストレージの
仮想化も実現でき、HCI（ハイパーコンバージドインフラストラク
チャ）と同様の環境を構築できる。しかもTechnoCUVIC VP 
vSANはサーバ・ストレージが完全に専有型であるがゆえに、
機密性も極めて高い。記録媒体としてフラッシュストレージを
選択することも可能だ。
　システム課はこの稟議を上層部に上げ、その翌月には承認を
得る。そして2018年4月に正式採用を決定するのである。

　それでは何故はるやまグループは、TechnoCUVIC VP vSAN
の採用を決めたのか。その理由を藤田氏は次のように説明する。

「最も大きなポイントは移行作業を始め、基盤・設置場所・保守運用
メンテナンス含めたトータルコストです。複数のハイパースケール
のパブリッククラウドと、運用保守も含めたコスト比較を行った
結果、CTCの提案は半分程度のコストで既存システムを移行で
きることがわかりました。今回の移行では仮想マシンの数が多い
ため、仮想マシン毎に料金が発生するパブリッククラウドでは、
コストが予想以上に跳ね上がってしまうのです。また通信の安全
性確保を考えるとパブリッククラウドとの専用線接続も必要に
なりますが、その回線コストも高額でした。TechnoCUVIC VP 
vSANであれば、従来の仮想化基盤と同様にKCC内で提供され
るため、このような回線コストも不要だったのです」（藤田氏）。

　その一方で、運用管理面やセキュリティ面でも、TechnoCUVIC 
VP vSANは優位性が高いと指摘する。

「まず運用面に関しては、パブリッククラウドではメンテナンスの
タイミングをユーザー企業側がコントロールできないため、予想
外の時間にアクセスできなくなる可能性があります。これが夜間
のバッチ処理時間に発生すれば翌日の店舗運営に影響を与えて
しまいますし、店舗が開いている昼間に発生すればさらに深刻な
問題となるでしょう。これに対してTechnoCUVIC VPはプライ
ベートクラウドなので、ユーザー企業側がメンテナンスのタイミ
ングをコントロールできます。またTechnoCUVIC VP vSAN
を利用すればストレージも専有型となるため、顧客情報などが
漏えいするリスクも回避しやすくなります」（藤田氏）。

　そしてもう1つ、CTCの対応力も大きな魅力だと語る。

「CTCとはすでに10年近くのお付き合いがありますが、本来で
あれば私たちユーザー企業が自ら考えて手がけるべき作業内容
についても、率先して助言してくれます。もちろん技術力も申し
分ありません。休日や夜間にシステムで問題が発生した場合で
も必ず誰かが対応してくれますし、翌日に影響がないよう臨機
応変に対応してくれます。このようなパートナーがいることは、
とても心強いと感じています」（藤田氏）。

　正式採用の決定を受け、CTCでは詳細な移行計画を作成。
システム停止を最小限に抑えるため、すでに動いている仮想マシ
ンをvMotionによってTechnoCUVIC VP vSANへと移動し、

その後で業務に影響が出ない程度の細い帯域によってデータ
コピーしていくという作業を、5回に分けて実施するという方法
を立案する。そして2018年7月にこの計画に従った移行を
開始。わずか1か月間でデータを含む移行を完了するのである。

「CTCが作成した計画書には、移行作業の手順やスケジュール、
役割分担などがきめ細かく記述されており、信頼できる内容でし
た。また実際の移行作業も問題なく順調に進み、システム停止時
間もほぼありませんでした」（藤田氏）。

　この移行によって、はるやまグループの基幹系システムは、
ハードウェアの老朽化対策やEOSLから開放されたことになる。
またハードウェアを含む仮想化基盤の運用保守も不要になった。
このメリットがいかに重要であるかについて、藤田氏は次のよう
に説明する。

「これだけの規模のハードウェアをリプレースするには、数千万
円の追加投資が必要になります。しかしそれが保守切れによる
ものだとしても、このような稟議を通すことは簡単ではありま
せん。会社は『お客様第一主義』を貫くため、常に最小限のコスト
で、より高品質な商品やサービスを提供することを目指して
いるからです。しかしTechnoCUVIC VP vSANであれば、私
たちはCTCが提供する仮想化基盤を利用するだけなので、
ハードウェアのEOSLを意識する必要はありません。ハードウェア
更改に必要な投資もフラットに費用化されます。保守という
概念がなくなり、管理面での心配は根本から解消されました」
（藤田氏）。

　これに加え、フラッシュストレージが構成されたクラウド基盤を
採用したことで、パフォーマンスが以前より向上したことも、
メリットの1つだと言う。

「例えばDWHの夜間処理では、個々のジョブの実行時間の合計
が、以前よりも3時間短縮されています。また顧客管理システム
でも夜間処理を2時間短縮できました。これらの夜間処理に費や
される時間はトランザクション量の増大にともなって長時間化し
ており、移行直前には用意されていた時間帯ギリギリになってい
ました。これを大幅に短縮できたことで、より安心してシステムを
運用できるようになっています」（藤田氏）。

　移行後の基幹系システムとDWHは、現時点ではKCC内だけ
で稼働している。今後は他のデータセンターも活用し、遠隔バック
アップによってディザスタリカバリ（DR）を実現することも検討さ
れている。

「やはりいちばん怖いのは、予想外のシステム停止です。店舗の
POSシステムなどは、センターが止まった場合には単独でも動く
ように設計されていますが、それでも販売店にはご迷惑をおかけ
することになってしまいます。このような問題をゼロにしていく
には、やはりBCP対策を確立することが必要です。CTCには
KCCの他、横浜コンピュータデータセンター（YCC）もあると聞
いていますので、今後はその利用も視野に入れならが、検討を進
めていきたいと考えています」（藤田氏）。

　TechnoCUVIC VP vSANによって、新たな仮想化基盤を手
に入れたはるやまグループ。これはVMより下のレイヤーの運用
保守を意識しなくていいというIaaSのメリットに加え、高い
セキュリティやコントロール性を確保できるというメリットも兼ね
備えた、多くの日本企業に適したプライベートクラウドだと言える
だろう。しかもはるやまグループのケースで示されたように、パブ
リッククラウドよりも低コストでの移行が可能だ。これによって
ハードウェアのEOSLから解放されたことで、はるやまグループ
は長期的に継続利用できる基盤を確立したのである。

本文中に記載されている会社名、商品名は伊藤忠テクノソリューションズ（株）の商標または登録商標です。内容は予告なく変更する場合がございます。
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