
課題
• ビジネスのグローバル化に対応するため
のIT基盤の実現

• 物理環境とは大きく異なる仮想化環境に
おけるシステム運用管理の確立

• 社内のノウハウでは対応が困難な仮想化
プロジェクトの推進

ソリューション
VMwareのコンサルティングサービスに
よって、仮想化プロジェクトにおける問題解
決を図り、さらにVMware vCenter 
Operations Management Suiteに
よる運用管理体制の確立によって、問題発
生時の原因究明と解決、さらに変化に対す
る迅速なアクションを実現

導入効果
• 仮想化環境における問題発生時の早期
の原因究明と解決、また将来リスクに対
するプロアクティブな対応

• 専門知識不要の直感的なクリック操作に
よる仮想化環境に対する管理

• コンサルティング支援を通じた仮想化環
境特有の問題解決と同時に社内リソース
の育成に貢献

導入製品・サービス
• VMware vSphere

• VMware vCenter Operations 
Management Suite

• VMwareプロフェッショナルサービス
（コンサルティングサービス）

CHEMISTRY

新たなビジネスモデルを支える 
仮想化環境への移行プロジェクト

1949年の創立以来、60年以上にわたって化
成品、機能性樹脂、発泡樹脂製品、食品、医薬
品、医療機器、電子材料、合成繊維など化学
製品の製造・販売と、幅広い分野にスペシャ
リティの高い製品を提供し続ける株式会社 
カネカ。同社は「人と、技術の創造的融合によ
り未来を切り拓く価値を共創し、地球環境と
ゆたかな暮らしに貢献します。」という企業理
念の下、成長分野において競争力のある事業
を次々に創出しています。

同社における経営ビジョンとITの位置付けに
ついて、情報システム部 上席幹部の矢吹哲朗
氏は、次のように話します。
「近年、カネカ全体として大きく舵を切ってい
る方向性として“グローバル化”があります。
現在、約30%の海外売上高を2020年には
70%にするという目標を経営ビジョンとして
打ち出しており、このため、ITインフラは国内
だけでなく、海外の関係会社も含めたグルー
プ全体をサポートできる体制が求められてい
ます」

この経営ビジョンに沿った具体的な IT施策と
して、矢吹氏は「クラウドを活用したグローバ
ルな ITコミュニケーションインフラの再構築
に取り組んでいます。事業継続性や障害復旧
の迅速化、さらにハードウェアの集約などによ
るコスト削減を考えた場合、クラウドの活用が
不可欠です」と話します。

そこで、同社は2007年よりクラウド化の検討
を始め、クラウド基盤の仮想化ソリューション
として圧倒的な導入実績を誇るVMware製

グローバルビジネスのIT基盤強化に向けたVMware vCenter
Operations Management Suiteによる運用管理体制を確立。
VMwareのコンサルティングを活用したプロジェクトの早期成功と
社内スキル向上を実現

品の採用を決定。統合仮想化基盤構築の一
歩を踏み出しました。しかし、プロジェクトが
進行する中、仮想化特有のさまざまな課題が
顕在化し始めます。

物理環境とは異なるシステム管理の課題 
VMwareのコンサルティングを活用して 
社内スキルを向上

カネカにおける統合仮想化基盤の構築ステッ
プは、2007年の第0期と位置付けられる工
程から始まり、2012年～現在に至る第3期ま
での、全5期に分けられます。そして、実質的
なスタートが切られた2008年～2010年に
至る第 1期において同社がまず遭遇したのは、
ハイエンドストレージにおけるディスク I/Oト
ラブルでした。

「物理環境での運用経験からそもそも設計し
ていたことや、仮想化環境におけるメモリやス
トレージ、CPUの利用量が見やすく可視化が
できておらず、このとき根幹となる問題を特定
することが困難でした。この経験を通じて、 
仮想化環境における運用管理の視点が、物理
環境とは大きく異なることを痛感しました」 
（矢吹氏）

当時、システムに関わっていたベンダーが、こ

化成品、機能性樹脂、食品、ライフサイエンス、エレクトロニクスなど幅広い分野で
ビジネスを展開する株式会社カネカ。同社では、グローバル化に対応するための
IT環境刷新に際して、統合仮想化基盤の構築を決定。VMwareのコンサルティン
グサービスの活用とともに、VMware vCenter Operations Management 
Suiteの導入により、仮想化環境特有の問題対応の迅速化、社内のスキル向上な
ど多くの効果を実現しています。

株式会社カネカ
情報システム部
上席幹部
矢吹 哲朗 氏
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のような問題を指摘できなかったことにも大
きな課題を感じた同社では、VMwareのコン
サルティングサービスの協力を要請。自社の
スタッフだけでは対処できなかった仮想化環
境特有の課題について解決に乗り出しました。

情報システム部 運用管理チーム 主任の藤本
慶治氏は、当時のVMwareのコンサルティン
グサービスについて、「約1カ月間のワークロー
ドから、どこがボトルネックかを分析してもら
いました。そこから性能問題を起こしていた
特定のVMを検出し、そのVMを追加ストレー
ジに移動し全体のワークロードを分散するこ
とで正常な環境に戻すことができました」と回
想します。

これらの経験を踏まえ、仮想化環境における
確実なシステム運用管理には、仮想化に特化
したツールも不可欠と判断した同社では、第
3期に VMware vCenter Operations 
Management Suiteを導入。同時に自社のリ
ソースによる仮想化環境の管理体制作りにも
着手しました。

迅速なアクションにつながる体制 
社内の人材育成にも大きな効果

VMwareのコンサルティングサービスおよび
VMware vCenter Operations Management 
Suiteの導入効果は、さまざまな面で発揮さ
れました。コンサルティングサービスの導入効
果について、情報システム部 運用管理チーム 
担当課長の山本隆信氏は、次のように評価し
ます。

「サイジングや仮想化設計など幅広い支援を
受けました。たとえば、vSphereのDRS機能
の活用や性能を最大限に発揮するための設
定などについてのアドバイスがあり、システム
品質は大幅に向上しました。こちらでは気付
かなかったいくつかの問題点が明らかになっ
たことで、素早く改善できた点は大きな安心
感につながりました」

また、矢吹氏は教育的な効果にも着目し、「コ
ンサルティングサービスの支援を受けること
は、プロジェクトに参加する社内メンバーのス
キル向上やノウハウの蓄積にも大きな効果を
発揮します」と話します。

一方、VMware vCenter Operations 
Management Suiteの導入効果について 
山本氏は、「将来的にリソースの問題が発生す
る可能性がある箇所を、視認性の高いわかり
やすい画面で事前に把握できるようになった
ことで、プロアクティブな対応ができるように
なりました。キャパシティ管理への参考情報と
しても非常に役立っています」と話します。

すでに食品系の基幹システムの仮想化もス
タートし、いよいよ本格的なグローバルビジネ
スの基盤強化に向けた具体的な取り組みに
着手したカネカ。統合仮想化基盤構築プロ
ジェクトの総仕上げというステップを経て、真
のグローバル対応を目指す同社にとって、これ
まで蓄積したノウハウとVMware vCenter 
Operations Management Suiteによる運
用管理環境がますます大きな役割を果たそう
としています。
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図：カネカの仮想化からクラウド化に向けた取り組み
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・ストレージの I/Oなど
　キャパシティの考え方
・物理と異なる仮想化
　環境特有の障害対応
・仮想化環境に精通
　した人材の育成

・仮想化環境の状態を可視化
・障害時の迅速な根本原因解明
・キャパシティ予測による
　プロアクティブな運用

vCenter Operations 
Management Suite 活用

TAM（クラウド化推進アドバイザー）

VMwareのコンサルティングサービス
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仮想化特有の
課題が顕在化
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サービス

ヘルス
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・最適な環境のサイジング
・プロジェクト進行のスピードアップ
・コンサル支援を通じた社内のスキル向上

「VMwareのコンサルティングサービ
スの支援を受けることは、プロジェク
トに参加する社内メンバーのスキル向
上やノウハウの蓄積にも大きな効果
を発揮します」
株式会社カネカ    
矢吹 哲朗 氏
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情報システム部
運用管理チーム 担当課長
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株式会社カネカ
情報システム部
運用管理チーム 主任
藤本 慶治 氏

カスタマープロフィール

1949年、鐘淵紡績株式会社より分離する形
で創立。化成品、機能性樹脂、発泡樹脂製品、
食品、医薬品、医療機器、電子材料、合成繊
維の製造・販売と、幅広い分野でビジネスを
展開。2009年9月1日に創立60周年を迎え、
グローバル化への対応を含め、より価値のあ
る製品、技術、サービスを継続的に生み出す
「先見的価値共創グループ」の実現を目指し
ている。


