
課題
• 既存クラウド基盤の柔軟性・迅速性の
向上

• エンジニアの運用負荷・コストの肥大化

• 先進的なサービス・アプリケーションの
提供

ソリューション
VMwareのSDDCアーキテクチャを活
用して、運用自動化を進めた次世代クラウ
ド基盤を構築。サーバー、ネットワーク、ス
トレージのすべてのプロビジョニングをセ
ルフサービス化したことで、エンジニアの
負荷を大幅に削減。クラウドサービスの提
供価格は既存サービスの半額ほどになり、
コスト削減効果を達成。結果的に、ユーザ
毎に営業・SE担当をつけ、より細かな導
入やフォローアップが出来るサービス提供
を可能に。

導入効果
• SDDC化によって柔軟かつ迅速なサー
ビスを提供

• インフラ管理コストが概ね4分の1に

• クラウドサービスの提供価格が既存サー
ビスの半額ほどに

• エンジニアの負荷が軽減され、より高度
なサービスに注力可能に

導入環境
• VMware vSphere 

• VMware NSX

• VMware Virtual SAN

• VMware vRealize Operations

• VMware vRealize Log Insight
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SDDCで次世代のクラウド基盤を
アイネットは、1971年の創業から石油業界を中
心にBPOサービスを展開、ソフトウェア開発や
システムインテグレーションで IT技術を磨き、
現在はデータセンター事業やクラウド事業にも
注力しています。現代のSaaSやパブリッククラ
ウドに連なるサービス事業を古くから提供して
きた同社は、エンタープライズ向けの運用ノウ
ハウを蓄積しており、その信頼性を高く評価す
るユーザーも多く、他社に先駆けて基幹業務向
けのクラウドサービスも提供してきました。

同社のクラウドサービスは「Dream Cloud」と
総称され、IaaS/PaaSの「EASY Cloud」のほ
か、30を超えるサービスが用意されています。
社内に500名を超えるアプリケーション開発
エンジニアを揃えて、先進的なサービスの提供
に向けて邁進しています。

エンタープライズに求められる高い信頼性を
保ちつつ、企業競争力を強化するクラウドサー
ビスを提供しようと試みるアイネットでは、クラ
ウド基盤の構築から4年を経て、いくつかの課
題が表面化していました。

特にネットワークは、事業の拡大に合わせた拡
張を続けた結果、冗長性・信頼性を担保する
ことが今後難しくなっていくことが予想されま
した。ミッションクリティカル向けサービスへ
の期待が膨らむ中で、高いサービスレベルを保
ちつつ、迅速性・俊敏性を提供するためには、
ネットワークを中心としたクラウドインフラの
刷新と強化が必要だと考えられました。

クラウドサービス事業部 プロダクトマーケ
ティング部 部長の高橋信久氏は、「私たちは、
最先端の技術とサービスを提供することが優
位性の1つだと捉えています。既存のインフラ

最先端の次世代クラウド基盤に
VMwareのSDDCアーキテクチャを採用
サービスの高度化と提供価格の低減を同時に実現

を整備し直すことも検討しましたが、それでは
ユーザーを納得させることはできないでしょう。
そのため、できるだけ早く新たな技術を取り入
れて、時代に先んじることが必要だと考えてい
ました」と振り返ります。

そこで出会ったのが、データセンター内のすべて
の ITインフラをソフトウェアでコントロールする
「SDDC」アーキテクチャでした。サーバー、ネッ
トワーク、ストレージのすべてを仮想化すること
で、柔軟なサービス／リソースの提供と運用負
荷の軽減、モビリティ性の向上が期待できます。

例えば、従前のEASY Cloudでもポータルを
提供していましたが、ネットワークは対応して
おらず、構成変更のたびにエンジニアへの申請
が必要となっていました。これではスピーディ
なビジネス展開は不可能ですし、アイネットの
運用負荷も肥大化します。SDDC技術を活用
すれば、迅速かつ柔軟なセルフサービスを提
供できるようになります。

「もともと私たちは、初期のEASY Cloudから
VMware vSphereを活用しており、ヴイエム
ウェアのクラウド技術を高く評価していました。
ユーザーのシェアも高く、ビジョンも私たちの
ものと似通っています。互いによい関係を築い
ており、企業としての信頼性も決め手の1つで
した」（高橋氏）

アイネットは、長年のBPO事業・データセンター事業で培った運用力・技術力を武
器に、2009年からエンタープライズ向けのクラウドサービスを展開しています。しか
し、当初のインフラは物理的な柔軟性に欠けており、ユーザーの求める冗長性・信
頼性・俊敏性を提供するのが困難になりつつありました。そうした課題に対して、
VMwareが提唱するSDDCアーキテクチャに共感。新しいクラウド基盤では
「VMware vSphere」「VMware NSX」「VMware Virtual SAN」「VMware vRealize」
を中核に据え、既存サービスの半額で提供できるほどのコスト削減に成功しました。

株式会社アイネット
クラウドサービス事業部
プロダクトマーケティング部 
部長
高橋 信久 氏
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新しいインフラの整備が急務とされる中、アイ
ネットは「プロフェッショナル サービス（VMware 
PSO）」を活用し、迅速にプロジェクトを進める
ことを選択しました。ヴイエムウェアのエンジニ
アリングによって効果的に実装を進めることが
でき、約半年という短期間で基盤の構築を達
成しました。そして、2015年 11月に「Next 
Generation EASY Cloud」サービスを開始し
ました。

セルフサービス化と自動化で 
より高度な業務に注力
同社のクラウド基盤は、首都圏に設置された国
内最高クラスのデータセンターを中心に、北海
道と長野の3拠点をVMware NSXのネット
ワークで支えるマルチクラウド構造を採用し、
開発環境やDR環境としても活用できるように
なっています。

サーバー、ネットワーク、ストレージのプロビジョ
ニングはすべてセルフサービス化され、ポータ
ルサイトからスピーディに ITリソースを提供で
きるようになりました。また、日々の運用保守に
おいても、「VMware vRealize Operations」と
「VMware vRealize Log Insight」を活用し、

ITが判別・対処できる部分はできるだけ自動
化して、人手を介さないようにしました。

「これまで私たちのサービスは、人手による運用
が中心でした。エンジニアに高いストレスをか
けることになりますし、いずれは限界が来てい
たでしょう。VMware vRealizeを最大限に活
用して障害対応の時間を削減しつつ、人でなけ
れば解決できない高度なサービス、より満足度
を向上させるサービスの提供に注力できるよう
になりました」と、クラウドサービス事業部 プ
ロダクトマーケティング部 担当部長 宮川佳子
氏は述べています。

品質を向上しつつ 
サービス提供価格を半額ほどに
クラウド基盤をVMware のSDDCで構築した
ことによって、インターオペラビリティの実現や
大きなコスト削減効果も生まれました。

まずネットワーク面では、VMware NSXによっ
て機器選択の制限が取り払われ、シンプル化
によって機器の台数を3分の1まで縮小しつつ、
安価でハイパフォーマンスな機器を選べるよう
になりました。物理的なゲートウェイセキュリ
ティデバイスも、仮想化によって最小限に留め
ることができました。

ストレージ面では、VMware VSANを採用し
たことで、想定していたミッドレンジストレージ
を購入することなく、想定以上の I/O性能を実
現できました。

そして、ネットワーク関連コストやストレージ関
連コストを大きく削減し、これらを含めたイン
フラ管理コストを概ね4分の1にまで抑えるこ
とができたとのことです。このコスト削減効果は、
エンドユーザーにも大きく還元されることにな
りました。

「結果的にNext Generation EASY Cloud
は、ユーザーのニーズに合わせて柔軟なサービ
スを安価に提案することが可能になりました」
（宮川氏）

アイネットでは、数多くのミッションクリティカ
ルシステムが稼働するクラウドの信頼性を保ち
つつ、新しいアプリケーションやサービスの開
発にも意欲的に取り組んでいく予定です。これ
からも、アイネットの先進的なクラウドサービ
スをVMwareテクノロジーが支えていくことで
しょう。
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図：サーバー、ネットワーク、ストレージの仮想化によるSDDCの実現

「次世代クラウド基盤の“SDDC化”に
よって、インフラ管理コストを概ね4分
の 1に削減できましたし、デバイスの
選択肢も広がりました。また、エンジ
ニアの負荷が減り、より高付加価値な
サービスの提供に注力できるようにな
りました」
株式会社アイネット    
高橋 信久 氏

株式会社アイネット
クラウドサービス事業部
プロダクトマーケティング部
担当部長
宮川 佳子 氏

カスタマープロフィール
1971年に創業、石油業界を中心にBPOを提
供し、ITサービスのノウハウを蓄積してきた。
その経験と技術力を生かして、1995年ごろよ
りインテグレーション事業やデータセンター
事業を展開。2009年から企業向けのクラウ
ドサービスに注力し、2013年にはビッグデー
タ環境にも適した「Dream Cloud」サービス
を開始した。2015年8月末時点で導入企業
数 1,000社を超え、強力な“運用力”に信頼を
置くエンタープライズユーザーは多い。

IT SERVICE


