
課題
• 肥大化を続ける共有ストレージコストの
最適化

• ストレージインフラの複雑性の解消、運
用の効率化

• ハイパーコンバージドインフラ（HCI）の
自社運用によるノウハウの獲得

• HCIのノウハウを活用した顧客に対する
提案の付加価値向上

ソリューション
社内のワークフローシステム、ファイルサー
バの更改を機にハイパーコンバージドイン
フラ（HCI）を採用。キーテクノロジーとな
るストレージ仮想化ソリューションには
VMware vSANを選定した。vSANを
ベースとしたHCIであるEMC VxRailを
活用して初期コストを抑えるとともに、柔軟
なスケーラビリティを確保。今回のHCI導
入・運用ノウハウを社内に蓄積し、今後の
顧客向けサービスへの活用を目指す

導入効果
• ハイパーコンバージドインフラ（HCI）の
採用で、ストレージの柔軟なスケーラビリ
ティを確保

• VMware vSphereと親和性が高いシ
ンプルなアーキテクチャによるストレー
ジ運用負荷の軽減

• スケールアウトの容易性がストレージ増
設に伴うコストを最適化

• 将来にわたる顧客への提案を見据えた
HCIのノウハウの蓄積

導入環境
• VMware vSAN

• VCE VxRail Appliance
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最新テクノロジーをいち早く採用し 
顧客サービスの価値を向上

みずほ信託銀行の信託業務と公共法人の共
済年金関連業務における IT戦略支援を展開
するみずほトラストシステムズは、常に自社の
ビジネス領域における専門性、生産性、信頼
性、創造性を高めながら、競争力の強化に取
り組んでいます。同社の IT戦略について、執
行役員 システム技術部 部長の小林啓二氏は
「まずは自社の環境に最新のテクノロジーを適
用し、運用・評価を行いながら、お客様に最適
なサービスを提案していくことが私たちのポ
リシーです」と語ります。

こうした取り組みの中で、インフラ基盤の高度
化に取り組むシステム技術部が着目したのが、
サーバ、ストレージを一体化した「ハイパーコ
ンバージドインフラ（HCI）」です。

「当社では2010年に自社のインフラ環境に
VMware vSphereを導入しました。共有スト
レージで構成し、顧客に対してもその運用ノ
ウハウを活かした提案を続けてきましたが、シ
ステムが増えるに従ってストレージが肥大化
し、ストレージが占めるコスト負担が大きくなっ
ていました。共有ストレージは構成が複雑と
なるため、運用の効率化も課題でした」（小林
氏）

こうしたタイミングで、同社のワークフローシ
ステムとファイルサーバがハードウェア更改を
迎えたことから、従来の構成からHCIに構成
を切り替え、コストの最適化と運用負荷の軽
減を図るとともに、このモデルケースを通じて
得たノウハウを顧客である金融機関へのサー
ビス展開の足がかりとすることにしました。

ハイパーコンバージドインフラの基盤として
VMware vSANを採用し、ストレージ環境の
柔軟なスケーラビリティを確保
顧客提案の価値を高める最新ノウハウも蓄積

シンプルなアーキテクチャを評価し 
ストレージの仮想化にvSANを採用

具体的な製品の選定に着手したみずほトラス
トシステムズが最終的に導入を決定したのは、
vSANをベーステクノロジーとしたEMCのア
プライアンス「VCE VxRail Appliance（以下、
VxRail）」でした。当初、OpenStackとオブ
ジェクトストレージの組み合わせも検討しま
したが、OpenStackの情報が十分でないこと
から、この選択肢は見送られました。

その後、ハイパーコンバージドインフラ（HCI）
の選定に入り、市場で先行していたアプライア
ンス製品も候補となりましたが、この製品の
アーキテクチャはストレージ I/Oをコントロー
ラ機能を提供する仮想マシンで処理するとい
う複雑なものでした。

「それに対して、ESXiに組み込まれたシンプル
なアーキテクチャを採用しているvSANは、導
入も管理も容易です。将来にわたって
vSphere環境でストレージの拡張を続けてい
くことを考えると、アーキテクチャのシンプル
さは非常に重要です。vSANはその要件を満
たしていたことから、デモなどを通じて個別の
機能を評価した結果、ベーステクノロジーとし
てvSANの採用が決定しました」（小林氏）

みずほ信託銀行の IT戦略会社として、信託銀行システムや公共法人システムの企
画、設計、開発、運用を手がける株式会社みずほトラストシステムズ。グループ企
業に向けた最新の ITサービスの提供をミッションとする同社は、自社の業務系シ
ステムの更改を機にハイパーコンバージドインフラ（HCI）の導入を検討。HCIのキー
テクノロジーであるストレージ仮想化機能には、VMware vSAN（以下、vSAN）を
選定し、社内システムの更改を行いました。導入時の構築経験に加え、今後はスケー
ルアウトが容易なHCI の活用、運用ノウハウも蓄積しながらストレージコストの最
適化を図り、顧客のインフラ基盤の最適化にもより一層貢献していく考えです。

株式会社みずほトラストシステ
ムズ
執行役員
システム技術部
部長
小林 啓二 氏
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初期セットアップはわずか20分 
vSANの導入作業もスムーズに完了

vSANベースのハイパーコンバージドインフラ
（HCI）であるVxRailの導入決定後、まず2016
年 11月に初期セットアップを行って構築作業を
スタート。今後はアプリケーション側の作業
を進め、2017年2月には新環境への切り替え
を終えて、本稼働を開始する予定です。vSAN
の導入工程を振り返り、システム技術部 調査
役の小野智広氏は次のように話しています。

「VxRailの初期セットアップは思ったよりも簡
単で、わずか20分で完了しました。今回は自
社でVxRail、vSANのノウハウを蓄積する目
的もありましたので、短期間でのセットアップ
ができたことが、各種機能を検証する時間の
確保に繋がりました。この点は今後の増設時
においても大きな安心材料です」

同様に、システム技術部 シニアスペシャリスト
の吉川淳氏も「セットアップ以降の導入もス
ムーズでした。当初はvSAN上のデータの配
置バランスに偏りが出ることはあったものの、
vSANのアーキテクチャによって自動的に平
準化されています。VxRailについては、ハード
ウェア構成として、各ノードの物理NICがこれ
までのサーバ構成と異なる部分もありました
が、ネットワークを論理的に分割することで問
題なく対応することができました」と語ります。

SDDCの実現へ向けて 
ネットワークの仮想化も検討

みずほトラストシステムズでは今後、社内シス
テムのハードウェア更改に応じて順次VxRail
を増設し、vSANによる仮想ストレージ環境
に集約していく方針です。この環境整備が順
調に進めば、当初から構想していたハイパーコ
ンバージドインフラ（HCI）による社内システム
の統合が実現します。ストレージコストについ
ても、初期コストだけでなく、その後の増設、
運用コストでも大きなメリットが得られること

に期待を寄せています。

「これまでの共有ストレージの場合、ユーザー
のニーズを予測して大容量のリソースを用意
しておく必要がありますが、スケールアウトが
容易なvSANなら必要最小限の容量から始
めることで初期コストを最小化できます。追
加時のコストも大幅に削減できるため、トータ
ルなコストの最適化が進むと見込んでいます」
（小林氏）

将来については、ストレージのバックアップの
強化を課題の1つに挙げています。吉川氏は
「VxRailが標準で装備するバックアップエー
ジェントvSphere Data Protection（VDP）
の利用を検討中です。バックアップ専用スト
レージData Domainに仮想マシンのデータ
を保存することでバックアップ体制が安価に
構築できると思いますので、VDPの検証は続
けていきたいと考えています」と語ります。

また、同社ではシンプルで柔軟なSoftware-
Defined Data Center（SDDC）の実現に向
けて、ネットワークの仮想化にも取り組んでい
く考えです。その中でネットワーク運用の効率
化とセキュリティの強化につながるVMware 
NSXにも注目しています。

「今後はサーバ仮想化だけではなく、ストレー
ジ、ネットワークも含め、インフラ環境全体が
高度に仮想化されていくことになります。将
来にわたって、お客様に付加価値の高い提案
を行っていくためにも、SDDCのアーキテク
チャを追求し、先進的なテクノロジーを自社の
ノウハウとしていくことが重要だと考えていま
す」（小林氏）

顧客であるみずほ信託銀行、資産管理サービ
ス信託銀行、公共法人からの要望に応じた、
高度な技術提供を目指すみずほトラストシス
テムズ。その重要なモデルケースなとなる同
社のインフラ基盤を、今後もVMwareの幅広
いテクノロジーが力強く支えていきます。
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システム技術部
シニアスペシャリスト
吉川 淳  氏

株式会社みずほトラストシステ
ムズ
システム技術部
調査役
小野 智広 氏

カスタマープロフィール

みずほ信託銀行および資産管理サービス信
託銀行と、地方公共団体をはじめとする各種
公共法人にSIサービスを提供するソリュー
ションベンダー。1972年に安田信託銀行（現
みずほ信託銀行）の IT戦略会社として設立さ
れ、年金信託、持株信託、事務代行システムの
開発を受託してきた。2004年に現社名に変更。
「信託」「公共法人」という2つの得意分野を
活かした業務システムづくりで「ものづくり」
の喜びを追求している。

図：VMware vSANを活用したハイパーコンバージドインフラ（HCI）がもたらすメリット

「VMware ESXiに組み込まれたシン
プルなアーキテクチャを採用している
vSANを導入したことで、コストを抑
えたシンプルなハイパーコンバージド
インフラ（HCI）の構築に成功し、グルー
プの金融機関へのサービス展開の足
がかりとすることができました」
株式会社みずほトラストシステムズ
小林 啓二 氏

VCE VxRail Appliance

vSphere（ハイパーバイザー）や vCenter （統合監視
ツール）、vSAN （仮想化ストレージ）が組み込まれた
ハイパーコンバージドインフラ（HCI）

ストレージインフラのコストの肥大
化、複雑性を解消し、運用を効率化
ハイパーコンバージドインフラ
（HCI）の採用で、ストレージの柔軟
なスケーラビリティを確保
容易なスケールアウトによるスト
レージ増設に伴うコストを最適化
シンプル で 柔 軟 なSoftware 
Defined Data Center（SDDC）
の実現に向けた環境整備
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