
課題
• 急成長するビジネスに柔軟かつ迅速に対
応できるIT基盤の確立

• グローバル化に伴う社内外を含むIT基盤
の総合的な管理

• システム保守管理における省力化とコスト
削減

ソリューション
ビジネスの基盤をVMware vCloud 
Suiteに移行し、仮想マシンに加えネット
ワーク、ストレージも仮想化。Software-
Defined Data Center（SDDC）とし
てデータセンターの機能をパッケージ化す
ることで、ビジネスの急速な拡大に伴う IT
基盤の拡張をよりスピーディかつ柔軟に実
現

導入効果
• 1カ月以上の期間が必要だった構築期間
を約1時間に短縮

• セルフサービス化による現場への権限移
譲により、IT部門の作業負荷を約50％
削減

• 従来のアプローチと比較して、トータルコ
ストを約3分の1に削減

• データセンターの移転などシステム環境
の移行にあたって、より迅速でスムーズな
対応が可能に

導入環境
• VMware vCloud Suite

• VMware vSphere

• VMware vCloud Director

• VMware vCloud Networking 
and Security

• VMware vCenter Operations 
Management Suite

• vCloud設計支援サービス
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仮想化による柔軟なリソース拡張で
急成長するビジネスに対応

2001年の創業以来、PCおよびモバイル向け
のアフィリエイト広告事業、メディア開発・運
営事業など幅広い事業を展開し、急成長を続
ける株式会社アドウェイズ。インターネット上
でのサービスが事業のコアとなる同社では、
急激に拡大する自社のビジネスに対応し、迅
速かつ柔軟に拡張できる IT基盤の構築が不
可欠となっていました。

仮想化基盤を導入する以前の課題について、
開発グループ 情報システムユニット チーフシ
ステムエンジニアの伊藤正之氏は、次のように
話します。
「新規サービスが月に2～3タイトルも登場す
るというビジネスの成長と並行して、IT基盤
も拡張を続けてきました。例えば、2012年の8
月には月間で約50台のサーバを構築しまし
たが、これは前年の年間構築台数に匹敵する
規模で、何らかの対策が急務となりました」

仮想化基盤の導入による解決を考えた同社
では、「競合製品と比較し、約6倍のストレー
ジ性能が確認でき、安定稼働や実績面でも優
位性が高かった」（伊藤氏）というVMware製
品の採用を決定。すぐに商用サービス環境で
の利用を開始しました。しかし、そこで遭遇し
たのは、従来のシステムであればサービス停
止にもつながりかねない危機的な状況でした。

「ある新規サービスを開始したところ大変好
評を博し、約40万件 /日と想定していたアク
セス数が、約600万件 /日にも膨れ上がりま
した。想定の約15倍にもなるトラフィック急増
の中、柔軟にリソースを拡張し、サービスを止

ビジネスの成長とグローバル化に対応するIT基盤の実現のため、
Software-Defined Data Centerのアーキテクチャに共感し、
VMware vCloud Suiteを導入。スピードと柔軟性を兼ね備え
た「攻めのIT基盤」を実現

めることなく継続することができたのは、
VMwareの信頼ある仮想化基盤のお陰でし
た。VMwareの仮想化基盤でなければ確実に
サービスが停止し、重大な機会損失を招いて
いたでしょう」（伊藤氏）

仮想化基盤の導入効果は、事業スピードへの
柔軟かつ迅速な対応、サーバリソースの最適
化、耐障害性の向上、保守管理の省力化、そし
て大幅なコスト削減など、さまざまな面で発
揮されました。特にコスト面について、伊藤氏
は「初期投資は必要となりますが、総合的なコ
スト換算では従来の3分の1まで削減すること
ができました」と強調します。

ビジネスの急成長とグローバル化に対応
するため、仮想化基盤のさらなる高度化が
課題に

サーバ仮想化で予想を上回る成果を得たアド
ウェイズでは、すぐさま次のステップである「グ
ローバル化対応」へと踏み出します。すでに世
界10カ国、19拠点で事業を展開し、海外に多
数の開発拠点も存在する同社では、ビジネス
の急成長に伴うさらなるグローバル化に向け
た対応が不可欠でした。この点について、開発
グループ 情報システムユニット ユニットリー
ダーの佐藤達礎氏は、次のように説明します。

業界でもトップクラスのシェアを誇るインターネット広告事業や、約50タイトルを
提供するアプリ・コンテンツ事業を展開する株式会社アドウェイズ。同社では、急
成長を続ける自社のビジネスに対応できる IT基盤の実現に向けて、VMwareが
掲げるSoftware-Defined Data Center（SDDC）のアーキテクチャに共感し、そ
れを実現するためにVMware vCloud Suiteの導入を決定。スピードと柔軟性を
両立した「攻めの IT基盤」を実現しました。

株式会社アドウェイズ
開発グループ
情報システムユニット
チーフシステムエンジニア
伊藤 正之 氏
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「ビジネスのグローバル展開を進めていくため
には、これまで以上に市場のニーズへの迅速
な対応を可能にするシステム基盤と、各拠点
でのセルフサービス化が必須でした。こうした
要件を満たすアーキテクチャとして着目した
のが、Software-Defined Data Center
（SDDC）でした。サーバリソースだけでなく、
データセンターに存在するすべての ITリソー
スを仮想化し、ビジネスの俊敏性を向上させ
る本アーキテクチャの考え方に私たちは共感
し、SDDCに基づいて開発されたVMware 
vCloud Suiteの採用を決定しました」

同社は、海外のグループ企業を含めた全社へ
の適用に向けて、すでにVMware vCloud 
Suiteの実運用を開始しています。

セルフサービスによるスピーディなリソー
ス提供、ビジネスに貢献する“攻めの IT
基盤”

VMware vCloud Suiteの導入効果について、
伊藤氏は次のように話します。
「新たなサーバ構築について、以前なら仕様の
決定、稟議書の提出、ハードウェアの調達、OS
のインストールなどで1カ月以上の時間を要し
ていましたが、vCloud Suiteを活用すること
で、わずか1時間以内で提供が可能です。さら
にセルフサービスポータルを現場に提供して
おり、各現場で要求が発生すると同時に ITリ
ソースの提供が可能になり、IT部門側の作業
負荷も約50％削減されました」

コスト面での効果も明確です。伊藤氏による

と、同社が特定のサービス向けに現在利用し
ているパブリッククラウドサービスでは、1拠
点あたり月間で数百万円のコストがかかって
いるものがありますが、これらをVMware 
vCloud Suiteで構築されたプライベートクラ
ウド環境に移行する予定で、それによりさらに
大きなコスト削減が可能になるといいます。

また、開発グループ 情報システムユニットの金
谷直樹氏は、システム移行の容易性に言及し、
「vCloud Suiteの採用により、今後新たな場
所にデータセンターを移転する場合や、グロー
バル展開に伴う新たな海外拠点でのビジネス
の立ち上げに際し、システム環境の移行や立
ち上げが非常に楽になるという点も大きな導
入効果だと考えています。10年以上運用して
いたシステムはすでに限界に近づいていたの
で、これからのシステム基盤としてvCloud 
Suiteは最適なソリューションでした」と話し
ます。

加えて、高度なスキルが要求される仮想化基
盤の導入プロジェクトがスムーズに進行した
背景として、伊藤氏はVMwareのコンサルティ
ングサービスの「vCloud設計支援サービス」
の存在を挙げます。「vCloud設計支援サービ
スを受けることで、大きなトラブルもなく短期
間でvCloud Suiteを全社導入することがで
きました」

グローバル化を進め、急激に拡大する同社の
ビジネスを支える“攻めの IT基盤”として、
VMware vCloud Suiteは日々最大限に活用
されています。
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vShield Edge
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※vCNS …… vCloud Networking and Security
※vC Ops … vCenter Operations Management Suite

仮想データセンター #3

vShield Edge
（仮想ゲートウェイ）ワーク

インターネット

「VMwareが掲げるSoftware-Defined 
Data Centerはビジネスのグローバ
ル展開を進める上で不可欠なアーキ
テクチャであり、それを実現する
VMware vCloud Suiteは、スピード
と柔軟性を両立した“攻めの IT基盤”
としての大きな価値を備えています」
株式会社アドウェイズ  
伊藤 正之 氏

株式会社アドウェイズ
開発グループ
情報システムユニット
金谷 直樹 氏

カスタマープロフィール

2001年2月設立。インターネットアフィリエイ
ト広告事業、モバイルアフィリエイト広告事業、
スマートフォン向け広告事業などの広告事業
や、メディア開発・運営事業を展開。2006年
6月には東京証券取引所マザーズ市場に株式
を上場。現在では、アジア、北米地域など10
カ国/19拠点でビジネスを展開。

図：vCloud SuiteによるSDDCのアーキテクチャに基づいたアドウェイズの IT基盤

株式会社アドウェイズ
開発グループ
情報システムユニット
ユニットリーダー
佐藤 達礎 氏


