
課題
• 上場に向けたグループ36社のシステム
統制

• セキュリティレベルの統一化

• データセンターコストの削減

ソリューション
VMware vCloud SuiteとVMware 
NSXによって新クラウド基盤を構築して、
グループ子会社のシステム統合を推進し、
セキュリティレベルの底上げと均一化を実
現した。サーバーからネットワークまで仮
想化したことにより、構成変更などにかか
る手間を大幅に削減し、物理リソースの最
適化にも成功した。

導入効果
• グループ全社のシステムを収容する新
しいクラウド基盤

• マイクロセグメンテーションによる安全
性確保

• VMware技術の応用とリソースの最
適化で低コストに運用

• 必要に応じてロードバランサやファイア
ウォールを追加コストなく払い出し

導入環境
• VMware vCloud Suite

• VMware NSX

TRANSPORTATION

グループ企業の IT基盤を 
統合してシステム統制へ

九州旅客鉄道（JR九州）グループは、鉄道事業
を中心に、バスや高速船などの運輸サービス
事業、土木・建設事業、駅ビル管理事業、流通・
外食事業、観光・レジャー事業、広告代理店、
総合警備といった幅広いサービスを九州全域
に提供する36社から形成されています。“安全
とサービスを基盤として、九州、日本、そしてア
ジアの元気をつくる”というトップメッセージの
もと、「やさしくて力持ちの“総合的なまちづく
り企業グループ”」をめざして事業を展開してい
ます。

そうした各社のビジネスは ITによって支えら
れていますが、これまでJR九州グループ各社
が独自に ITシステムを構築・運用しており、グ
ループ全体での十分な統制が取れていません
でした。

「2016年 10月に東証一部上場を控えた当社に
とって、ITシステムを統制し、セキュリティレベ
ルの底上げ・均一化をすることは重要なミッ
ションでした。限られたデータセンターリソー
スを活用し、総合的なコストを抑制する必要も
ありました」と、総合企画本部 IT推進部 部長
の倉富祐一郎氏は振り返ります。

すでにJR九州本社でも活用していた仮想化・
クラウド技術を応用することは決められました
が、グループ各社のシステムをいかに統合する
かが重要な問題でした。共用システムとは言え、
グループ内で競合する企業が存在することか
ら、各システムが論理的に分離された状態を
確保する必要があったのです。いくつかの技術・
製品を検討した結果、シンプルにマルチテナン
ト構成を組めるVMwareソリューションが選
ばれました。

グループ36社のシステム統制をSDDCで
VMware NSXによるセキュリティ対策により
安心して共用できるクラウド基盤を構築

JR九州グループで ITシステムの構築と運用を
サポートするJR九州システムソリューションズ
（以下、JR九州SS）の代表取締役社長 香月裕
司氏は、「既存資産を最大限に活用する方式
やオープンソース技術も検討しましたが、運用
が煩雑になることが問題でした。VMwareの
提唱するSDDC構想は、JR九州グループが実
現したい仕組みにマッチし、シンプルに統合し
て安全性を確保できると考えられました。もと
もと当社は、VMwareソリューションを活用し
てノウハウを蓄積していましたし、トータルコス
トの削減につながると判断したのです」と述べ
ています。

シンプルで運用性に優れた 
マルチテナント環境を構築

新しいクラウド基盤の構築にはグループ各社
の協力と投資が必要です。各グループ会社を
回って新しいクラウド基盤のメリットや必要性
を訴える際には、特に、各社のシステムを論理
的に分離して安全性を確保できるという点が、
大きな説得材料になりました。この仕組みを
実現したのが、分散ファイアウィールによるマ
イクロセグメンテーションをはじめとした
VMware NSXのファイアウォールです。

また新しいクラウド基盤では、vCloud Suite
とVMware NSXを用いてサーバーからネット

これまで九州旅客鉄道（JR九州）グループでは、各社が独自の ITシステムを構築・
運用しており、グループ全体でのシステム統制を取ることが困難でした。しかし、東
証一部への上場準備を機会としてグループ全社での ITインフラ統合を目指すことに
なり、「VMware vCloud Suite」と「VMware NSX」を活用したクラウド基盤を構築。
マイクロセグメンテーションで安全性を確保しながら、ITリソースの効率化及び迅
速化によるコスト削減を実現し、守りの ITから攻めの ITへの転換に成功しています。

九州旅客鉄道株式会社
総合企画本部 IT推進部 
部長
倉富 祐一郎 氏
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ワークまで仮想化しています。もともとJR九州
では、本社用にVMwareベースのサーバー仮
想化基盤を構築していましたが、ネットワーク
の仮想化は初めての試みでした。サーバのリ
ソースを活用して、必要に応じたロードバラン
サ等の払い出しもVMware NSXで実現して
います。

JR九州SSのソリューション本部 クラウドサー
ビス部 次長代理 片山美樹雄氏は、「物理レイ
ヤーと仮想レイヤーが完全に分離された環境
により、構成変更などの作業負荷が軽減されま
した。テナントの作成・設定がシンプルで、ミス
がないというのがよいですね」と述べています。

「当社にとって、VMware NSXは新しい試みで
した。VMwareやそのパートナーは、実績があ
り、ノウハウ・知見も豊富で、安心して設計や
構築を任せることができました」と総合企画本
部 IT推進部 主席の佐賀正彦氏は語ります。

2014年にグランドデザインが発表され、2015
年前半から検討・設計が始まった新クラウド
基盤は、2016年2月に稼働が始まりました。ま
ずはグループ子会社のシステム統合から進め
られ、いずれはJR九州本社の基盤も統合して
いく計画です。

自動化やDR/BCPなど 
“攻めの IT”もVMwareに期待

JR九州では、将来的にクラウド基盤の自動化

を促進し、グループ各社へ IaaSとして提供した
いと考えています。サーバーやネットワークだけ
でなく、セキュリティもエンドユーザーが自由に
選択しつつ、ガバナンスを利かせられるクラウド
サービスが理想です。その点で、「VMware 
vRealize Automation」などの新しい技術の
活用も検討されています。

「現在、九州は台風や地震などの自然災害にも
悩まされています。グループ各社のシステムを
預かるようになったため、いっそう高度で確実
なDR/BCPを実現していかなければなりま
せん。クラウド側だけでなく、VMware Horizon
のようなVDI技術なども積極的に取り入れてい
きたいですね」（片山氏）

また、新しいクラウド基盤の構築によって、従
来のシステムよりも物理リソースや人的リソー
スの効率化を図ることができました。この余剰
を活用して、新しい施策を検討できるようになっ
たことも、大きな効果の1つです。

「VMwareソリューションの採用によって、効率
的で堅牢なシステムを構築することができまし
た。“守りの IT”は固まったということです。さら
に私たちは、その効果を“攻めの IT”へと振り分
けたいと考えています。そのためにも、VMware
とそのパートナーの親身なサポートと先進的な
提案に期待しています」（倉富氏）。九州を元気
にするJR九州グループの未来を、これからも
VMwareテクノロジーが照らしていきます。
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図：VMwareテクノロジーを活用してグループ統合クラウド基盤を実現

「私たちが実現したいグループ統合クラ
ウド基盤は、その構想を詰めていくなか
で、自然とVMwareのSDDC構想に
マッチしていきました。これほどシンプ
ルにマルチテナント環境を構築し、長く
安定的に利用可能な基盤を作ることの
できる技術はほかにありません」
九州旅客鉄道株式会社    
倉富 祐一郎 氏
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カスタマープロフィール
「安全」をすべての事業の基盤として、鉄道・バ
ス・高速船・レンタカーなどの交通機関のほか、
観光・レジャー、土木・建設、ビル管理、流通・
外食といった幅広いサービスを九州全土に提
供。「やさしくて力持ちの“総合的なまちづくり
企業グループを目指す”」をスローガンに、九
州、日本、そしてアジアの元気をつくる企業グ
ループとして、さまざまな事業を展開する。
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