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「児童の成長を支援するためには、幼児期から学齢期まで、ライフステージを
通じた一貫した体制づくりが求められます。しかし、児童に支援や教育を提供す
る機関は、保育園や幼稚園、小・中学校、高校まで多岐にわたり、自治体の管轄
部門も福祉部局と教育部局にまたがることから、相互の情報共有が不十分という
課題がありました。そうしたなか、全国に先駆け、福祉と教育の一体化による“切
れ目のない支援”を実現しようと立ち上がったのが日野市様でした」。
東京都の中央部に位置する日野市では、児童への一貫性のある支援を実現する

ため、部局の枠を超えた支援組織を設立。あわせて、児童一人ひとりの成長記録
などを一元管理し、各関係機関で共有するための「発達・教育支援システム」の
構築を計画しました。「自治体内の組織の枠を越え、外部の教育機関とも情報連
携を可能にするシステムは、全国的にも前例のない取り組みでした。同市の取り
組みに共鳴した当社は、それまで培ってきた自治体向けシステム開発の実績を活
かし、同市と二人三脚で開発に取り組むこととなったのです」（萩原氏）。

導入のポイント
多くの関係機関で情報を共有するためにSaaS環境を構築
「発達・教育支援システムの構築にあたって、日野市様から要請されたのが、デー
タセンターからのサービス提供でした」と語るのは、本プロジェクトで日野市と
の窓口役を務めた営業推進部の課長、深沢 賢 氏です。「児童のプライバシーに関
わる情報を、学校など外部機関も含めて共有するには、自治体内に構築したシス
テムからインターネット経由で外部と連携するのでなく、セキュリティの確保さ
れたデータセンター内に構築されたSaaS環境から、関係各者にクラウドサービス
として提供することが望ましいという考えです」。

導入の背景
“共生社会の実現”など、社会課題の解決への貢献を目指して
株式会社ワイ・シー・シー様は、1966年の創業から半世紀にわたり、官公庁

や自治体、病院など公的分野を中心に、基幹業務システムの開発や導入サポート
を行ってきました。創業以来の理念である「コンピューターを駆使して社会の価
値を創造する」とは、コンピューターに象徴される情報技術を有効利用して社会
課題の解決に寄与することで、より豊かな社会づくりに寄与していきたいという
企業姿勢を意味しています。

「昨今の社会課題のなかでも、当社が特に重視し
ているのが、性別や年齢、国籍や障害の有無を問わ
ず、誰もが平等に社会参加できる“共生社会の実現”
です」と代表取締役社長 長坂正彦 氏は語ります。「当
社は豊かな共生社会を築いていくために、ソーシャ
ル分野へのビジネス展開を強化しています。その象
徴的な取り組みが、日野市様とともに構築した発達・
教育支援システムです」。

社会の要請を踏まえて、東京都日野市と
ともに「発達・教育支援システム」を開発

「発達・教育支援システム」の開発・運用を統括
するアカウント推進部の部長、萩原 博貴 氏は、同
システムの開発経緯を次のように説明します。

「当社は古くからの富士通パートナーであり、現在もコアパートナー認定を受けるなど密接した関係を
続けてきました。今回のプロジェクトでも、拡張性の高いHCIを提案いただくことで、システムの柔軟
な普及拡大を可能にするクラウドサービス基盤を構築できました」

長坂 正彦 氏
株式会社ワイ・シー・シー 代表取締役社長

課題 効果

児童の成長記録を自治体や複数の教育機関と共有す
るため、セキュリティや拡張性に配慮した環境が必要

自社データセンター内へHCIによるクラウドサービス基盤を導入し、SaaS環境を構築すること
で、セキュリティに配慮しながらの情報共有が可能に

本拠を置く山梨から、全国各地の自治体に逐一シス
テムを提供し、管理・運用するのは負担が大きい

SaaS環境であれば地方自治体へのサービス提供も容易であり、HCIの柔軟な拡張性を活かして、ス
モールスタートから自治体の増加に応じた基盤拡張が可能

将来的に多くの自治体に導入いただいた際の、保守
管理など運用体制に不安がある 統合管理ソフトにより、効率的な運用管理が可能

株式会社ワイ・シー・シー様は、児童の成長記録を自治体や各教育機関で共有する「発達・教育支援システム」を日野市様ともに開発。就学
や進学、他自治体への転居も含め、ライフステージを通した“切れ目のない支援”を実現するためには、セキュリティと拡張性を備えた環境
を構築し、クラウドサービス化する必要があると考え、自社データセンター内に富士通のHCI「PRIMEFLEX for Microsoft Azure Stack HCI（以
下、PRIMEFLEX）」を導入。支援機関や導入自治体の増加に応じて柔軟に拡張できるHCIのメリットを活かして、同システムの全国的な普及拡
大に取り組んでいます。

業 種●システム開発
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“切れ目のない支援”を実現するために、富士通のPRIMEFLEX for Microsoft Azure Stack HCIによる
クラウドサービス基盤に「発達・教育支援システム」のSaaS環境を構築
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折しも同社は創業50周年という節目に、社内データセンターを核にBPO機能を
網羅したファシリティ強化を図っており、そこに同システムの提供基盤も設ける
こととしていました。「社内の限られたスペース内でかつ、将来のユーザー拡大
も見据えた大規模な基盤を構築するため、ラックサーバやブレードサーバなどを
比較検討していましたが、パートナーでもある富士通から、HCIという選択肢の
提案を受け、今回の条件にぴったりのインフラだと感じました」（深沢氏）。

富士通のHCI PRIMEFLEXは
“切れ目のない支援”を実現するために最適な選択

PRIMEFLEXを選んだ理由について、深沢氏は次のように説明します。「HCIはス
トレージをサーバに統合したシンプルな構成のため、省スペース化や省電力化と
いったメリットがあります。加えて、決め手となったのは、柔軟かつスピーディー
に規模を拡大できる、優れた拡張性でした」。
同社が拡張性を重視する背景には、発達・教育支援システムが児童への“切れ

目のない”支援を実現するためには、日野市内だけでなく、児童が引っ越した先
の自治体との情報共有も必要だという認識があります。「当社は日野市とともに、
発達・教育支援システムを全国の自治体に普及させていきたいと考えてはいるも
のの、児童支援の取り組みは自治体ごとに温度差があり、いつ、どの程度の規模
まで拡大するか、事前の予想は困難です。その点、PRIMEFLEXであれば、最先端
の技術をスモールスタートで挿入でき、将来的なユーザー数の拡大に応じて柔軟
に規模を拡大できると考えたのです」（深沢氏）。

 富士通のHCI PRIMEFLEXで統合運用管理の利便性と操作性を評価
PRIMEFLEXの導入にあたり、システム構築を担当した営業推進部の早川 勇貴 

氏は「今回のプロジェクトがスムーズに進んだのは、富士通の支援があったから
こそ」と振り返ります。「私はまだ入社2年目で、土台となる知識こそあったものの、
HCIでの仮想サーバの構築などは初めての経験でした。HCIならではのシンプルな
システム構成はもちろん、きめ細かな技術サポートがあったからと感謝していま

す。導入前の技術情報の提供や構築に向けたアドバイス等を含め、導入支援サー
ビスがとても充実していました」。
「システムの保守・管理にあたっても、PRIMEFLEXの強みである統合管理ソフ
ト FUJITSU Software Infrastructure Manager for PRIMEFLEX（ISM）が役立って
います。分かりやすいUI（ユーザーインターフェース）で操作性がよく、サーバ
の状況を視覚的に把握できる機能が充実しているため、トラブルを未然に防ぐこ
とができます。また、万一トラブルが生じた際にも、データセンター内のどこで、
何が起こっているかを短時間で把握でき、タイムリーな復旧が可能になります」
と、その運用性を高く評価しています。

 
導入のメリットと今後の展開

HCIによるクラウドサービス基盤だからこそ、
全国的な展開が可能に
同社と日野市の取り組みは、全国的にも先駆的なもので、政府も障害児童支援

のモデルケースとして位置づけ、全国的な普及によって“切れ目のない支援”を
実現することが望まれています。同システムの各自治体への営業活動を担う、営
業推進部の鈴木 智也 氏は「HCIによるクラウドサービス基盤に構築されたSaaS環
境が、営業活動上の大きな武器になっている」と語ります。
「福祉と教育の一体化に時間を要するため、本システムに興味はあっても、ど
の部局で予算を確保するかがネックというケースが少なくありません。そうした
際にも、当社データセンターに構築したSaaS環境であれば、導入コストや運用負
担を抑えることができるため、自治体の検討も比較的スムーズになります。また、
全国的なネットワークを持たない当社が、遠方の自治体にもきめ細かなサービス
が提供できるのも、こうした環境があればこそ。すでに、複数の自治体で同シス
テムの導入が決定しています」（鈴木氏）。

 “共生社会の実現”へ、富士通のさらなるサポートに期待
「当社は山梨を本拠としており、これまで縁のなかった地方の自治体に提案す
る機会はなかなか得られません。日野市様の事例を基に、他の自治体からの照会
があった際には、当社も一緒にシステムのご説明をしていますが、それだと“待ち”
のみになります。その点、全国的な知名度とネットワークを持ち、自治体分野で
豊富な実績を持つ富士通から同システムを積極的に紹介してもらえるのは、非常
にありがたいことです」（萩原氏）。
「発達・教育支援システムに限らず、情報システムが豊かな社会づくりに寄与
するには、一自治体だけの取り組みだけでなく、全国での自治体連携が重要にな
ります。その点でも富士通のネットワークに期待しています」と長坂氏は今後の
ビジョンを語ります。「当社は古くからの富士通パートナーであり、現在もコア
パートナー認定を受けるなど密接した関係を続けてきました。今回のプロジェク
トでも、拡張性の高い富士通のHCI PRIMEFLEXによるクラウドサービス基盤を提
案いただくことで、システムの柔軟な普及拡大を可能にする基盤を構築できまし
た。こうした信頼のもと、今後もともによりよい社会づくりに貢献していけるよ
う、富士通のサポートに期待しています」（長坂氏）。
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代 表 者 代表取締役社長　長坂 正彦 
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なるため、設備の更新・拡張や日々のメンテナンスには多大な負荷とコスト
がかかっていました」（岡崎氏）。
こうした負荷やコストを削減するため、物理サーバを仮想化集約すること
で、複数の場所にある多数のサーバを一か所に統合できないか、というアイ
デアが浮上。その実現に向けてHCIの導入を検討することになりました。

導入のポイント
サーバの仮想化集約によって、“見えにくい”コストを削減したい

「物理サーバの仮想化集約システム基盤となるHCIについては以前から関
心を持っていました」と語るのは、管財部 情報基盤課 課長と総合情報セン
ター 次長を兼務する岡部 仁氏です。
「HCIによる仮想化集約に期待していたのは、単に物理サーバの台数を減らす
というだけではなく、その運用管理に関わる“見えにくい”コストも含め、トー
タルな効率化を実現することでした。例えば、サーバの運用管理を担う人的リ
ソースについての課題があります。現状では部門ごとにシステムを構築してお
り、部門間でシステム連携ができていない“サイロ化”した状況でした。サー
バやネットワークなどのハードも部門ごとに仕様が異なっていましたが、各部
門にそれぞれのハードの専門家を配置するのは予算的に困難です。結果として、
限られたスタッフで複数種のハードを管理することになり、過大な負担となっ
ていました」と岡部氏は当時の課題を語ります。
それらを解決する手段として、HCIに期待したのは次のような役割でした。「HCI

によってサーバを仮想化して一か所に集約すれば、複数の場所にスタッフを配置す
る必要はなくなります。また、全学のハード仕様を共通化できるため、それらの運

導入の背景
学内に分散していた多数の物理サーバの運用管理に関わる負担を
軽減するために

学校法人中部大学様は、「不言実行、あてになる人間」を建学の精神として
1938年に産声を上げ、2018年に創立80周年を迎えました。中部大学は愛知県春日
井市の43万m2を超える広大な敷地内に、開学以来の工学部をはじめとした7学部
34学科、6つの大学院研究科を擁する総合大学で、学生数は約1万1千人を数えます。
同校の大きな特徴の1つが積極的なICT活用です。教育・研究に必要なパ

ソコンやサーバはもちろん、学内における無線
LAN環境の整備やアクティブラーニングの展開、
さらには学生一人ひとりがノートパソコンを所
持し、BYOD（Bring Your Own Device）の導入
など、先進的な取り組みを行っています。「これ
ら充実したICT基盤は、本学の強みとなっている
一方で、その運用管理をいかに効率化するかが
大きな課題となっていました」と語るのは、工
学部情報工学科の教授にして総合情報センター
長・図書館長を兼任する岡崎 明彦氏です。
「これらサーバは学生の皆さんの教育・研究を
支える重要なインフラであり、常に安定した稼
働が求められるとともに、先進的な教育環境を
提供するため毎年のように最新設備を導入して
います。現状では、多数のサーバが複数の場所
に散在しており、それぞれ仕様や更新時期も異

「PRIMEFLEXを選んだのは、国産ベンダーに対する保障・メンテナンス面での安心感や、それま
で多くの学内システムを構築いただく中で培われた富士通への信頼感が大きかった。導入も短
期間で可能なうえ、常に安定した稼働を支えてくれるという安心感が、ベンダー選定にあたって
の重要な条件でした」

岡崎 明彦 氏　中部大学 工学部情報工学科 教授 総合情報センター長

課題 効果

学内に分散している多数の物理サーバのメンテナン
スを軽減したい。 サーバの仮想化集約により、日々の管理負担を軽減。

部門ごとに構築され“サイロ化※”したシステム運
用を効率化したい。 仮想化基盤統合により、システム同士の連携と効率的な統合管理を実現。

仕様や更新時期が異なる様々なハードウェアの更
新・拡張時の運用管理を容易にしたい。 システムを統合することでハードウェアの管理を一元化。サーバリソースの再配置も容易に対応。

2018年に創立80周年を迎えた学校法人中部大学様は、ICTの活用に積極的なことから学内に多くのサーバを有していますが、部門ごとに個別
に構築していたため運用管理に関わる負荷軽減・コスト削減が課題となっていました。そこで、複数の場所に分散していた物理サーバの仮想
化集約を実施し、さらにPRIMEFLEX for VMware vSAN（以下、PRIMEFLEX）によるシステム基盤統合を実施しました。これまで各システム
の管理・運用作業を担っていた個々の組織が統合され、複数体制による属人化の解消、世代を考慮した技術の継承が可能となり、新たな技術・
サービスの担当業務への展開が可能になりました。

業 種●私立大学
ソリューション ●垂直統合型 仮想化基盤（ハイパーコンバージドインフラストラクチャー：HCI）

FUJITSU Integrated System PRIMEFLEX for VMware vSAN

中部大学
工学部情報工学科 教授
総合情報センター長
岡崎 明彦 氏

※ サイロ化とは、システムリソースが個別に存在し、再配置できない状態を表す。

導入事例カタログ FUJITSU Integrated System PRIMEFLEX for VMware vSAN

https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/integrated-systems/virtual/

中部大学 様
学内に分散した各システムを「PRIMEFLEX for VMware vSAN」で統合。
大幅な運用効率化に加え、“見えにくい”コスト削減も実現。
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製品・サービスについてのお問い合わせは

富士通株式会社　〒105-7123　東京都港区東新橋 1-5-2 汐留シティセンター

富士通コンタクトライン（総合窓口）   0120-933-200
受付時間 9：00～17：30（土・日・祝日・当社指定の休業日を除く）

導入事例カタログ FUJITSU Integrated System PRIMEFLEX for VMware vSAN

用管理に求められるノウハウ蓄積や教育も効率化で
きます。つまり、サーバを集約することが組織の集
約にもつながり、やがては組織運営全体のコスト削
減にも貢献するものと期待したのです」（岡部氏）。

HCIによるサーバの仮想集約化には、さらなる
効果も期待されていました。「近年では、大学な
ど教育機関に対しても環境負荷低減への要請が
強まっており、特に電力消費の削減は重要なテー
マとなっています。サーバの台数を減らすこと
で、サーバ自体の電力消費が削減できるのはも
ちろん、設置場所を統合することでサーバを冷
やすための空調用電力消費も削減できるという
相乗効果が期待できました」（岡部氏）。

導入のプロセス
HCIならではの構成と学内システムへの理解度を活かし、　　　　
短期間での移行を実現

仮想化集約に向けたPRIMEFLEXの導入は、まずは岡崎氏がセンター長を
務める総合情報センターから始まりました。総合情報センターは大学内の
ICT基盤の整備・サービスを担う施設だけに、30台ものサーバが稼働しており、
サーバルームが3か所に分散していました。まずは、これらを一か所に統合
することで、HCIの導入成果を検証しようと考えたのです。
具体的な検討は、2017年10月にワーキンググループを立ち上げてスタート。

海外ベンダーも含めた複数社に提案を依頼し、比較検討の結果、PRIMEFLEX
の採用を決定しました。「PRIMEFLEXを選んだのは、国産ベンダーに対する保
障・メンテナンス面での安心感や拡張のしやすさ、統合管理ソフト FUJITSU 
Software Infrastructure Manager（ISM）の操作性と見える化機能に対する
期待、またそれまで多くの学内システムを構築いただく中で培われた富士通
への信頼感が大きかった」と岡崎氏は語ります。「当センターのサーバは、学
生の皆さんの日々の教育・研究に欠かせないものですから、止めることは許
されません。そのため、導入も短期間で可能なうえ、常に安定した稼働を支
えてくれるという安心感が、ベンダー選定にあたっての重要な条件でした」。
こうした信頼に裏打ちされ、総合情報センターに加えて、同時期に更新を
迎える図書館システムについても富士通が担うこととなり、集約効果を拡大
するため両施設のサーバを統合することとなりました。

2018年2月に正式に契約を交わすと、仕様の検討・設計がスタート。更新
作業は夏期休暇を利用して8月に行われ、9月には仮運用、10月には正式運用
に入りました。「PRIMEFLEXは、サーバとストレージが統合されたシンプルな
構成に加え、富士通で検証済みの構成を工場でセットアップしたうえで納入

されるため、稼働開始までが非常にスピーディーでした。業務を止められな
い立場からすると、とてもありがたかったです」と岡崎氏はPRIMEFLEXの利
点を高く評価します。

導入の効果と将来の展望
一か所での集中管理により大幅な効率化を実現

PRIMEFLEXによる仮想化集約は、総合情報セ
ンターに約30台、図書館に6台あった物理サーバ
を、PRIMEFLEX 4台構成で一か所に統合するとい
う、大きな集約効果を果たしました。総合情報セ
ンター担当課長を務める福田 基氏は、その効果を
次のように語ります。「サーバはすべて総合情報セ
ンターに統合できたので、図書館設置のサーバの
削減と管理者や冷却用の空調も不要になりました。
また、センター内のサーバルームも一か所に集約
でき、管理ツールで集中管理できるようになった
ため、日常のメンテナンスが容易になったのはも
ちろん、以前のようにトラブル発生時に各サーバ
ルームに駆けつける必要もなくなりました」。
従来は個別システムのため、個人によって運用
されていましたが、PRIMEFLEXによるサーバの仮
想化集約によって、運用管理の共通化が進み属人
化の解消が図れたことで、他の業務に時間や要員
を割り振ることができて、技術の継承が可能になるなど、人的リソースの有効
活用という面で多大な効果がありました。また、消費電力削減面でも、総合情
報センターでは約50％、図書館では実に90％以上もの削減となりました。さ
らに、万が一、サーバに異常が生じた際も、PRIMEFLEX内の余剰リソースを活
かして代替の仮想サーバを構築することで、業務をストップすることなく修復
できるため、業務継続性という面でもメリットがあります。
これら多方面での効果を踏まえて、今後、学内の各施設にあるサーバも順
次、集約していく計画となっており、そこでもPRIMEFLEXの優れた拡張性
が威力を発揮することが期待されています。しかし、同校が富士通に寄せる
期待はそれだけでないと言います。
「富士通には、今回の仮想化集約に限らず、今後も学内全体のシステムの管
理運営の連携を強化し支えて欲しいと思っています。というのも、私たちは今
後のICTの進化を踏まえて、学内におけるICT活用の方針や総合情報センターの
あり方を考えていく必要があり、将来的にはクラウド化も含め、より高度なICT
の運用管理方法を模索していきます。その実現には、当校の理念やシステムを
理解したベンダーの存在が不可欠ですので、富士通のさらなるサポートを期待
しています」（岡崎氏）。
富士通は、こうした期待に応えるべく、先進的な知見・ノウハウと密接な
コミュニケーションを活かして、今後も学内全体システムの管理・運営の連
携を強化し中部大学のICT基盤を支え続けます。

概要

中部大学
所 在 地
代 表 者
創 立
学 生 数
教 員 数
概　　 要

ホームページ

〒487-8501愛知県春日井市松本町1200番地
学長 石原 修
1938 （昭和13）年
11,176名（2018年5月1日現在）
525名（2018年5月1日現在）
三浦幸平氏によって創立され、「不言実行、あてになる人間」を
社会に送り出すことを使命とし、工学部、経営情報学部、国際関
係学部、人文学部、応用生物学部、生命健康科学部、現代教育学
部の7学部34学科と、大学院6研究科を擁しています。
https://www.chubu.ac.jp/ 
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策定に向けたデータの分類・整理も行っています」。
持続可能なまちづくりを目指す同市は、市の活動の根幹を担う住民情報シ
ステムをはじめ基幹系システムのハードウェア老朽化に伴うリプレースにお
いて、将来を見据えて統合仮想化基盤の導入を重点テーマとしました。
※「統計からみた埼玉県市町村のすがた2016」より

導入のポイント
運用管理や拡張性の容易さ、 
省電力に着目し統合仮想化基盤にHCIを採用

当初の計画では住民情報システムのハードウェアの入れ替えが目的の構成
でした。2016年4月、戸田市の情報政策統計課長に就任した大山氏は、長年
仮想化に取り組んできた経験のもと構成の見直しに着手しました。「既存シ
ステムも仮想化されていましたが、メインサーバ、バックアップサーバ、検
証サーバの物理サーバによる従来通りの構成でした。当初予算内で、住民情
報システムだけでなく介護保険システムや障害福祉システムなどの基幹系シ
ステムを順次統合するための仮想化基盤を中核とする構成に変更しました。
ハードウェア統合によるスケールメリットと、システムのライフサイクルが
ハードウェアに依存しない環境の構築を目指したものです」（大山氏）。
情報政策統計課では統合仮想化基盤について、製品や構成、技術などにつ
いて調査を行い、仕様書を作成しました。同市が統合仮想化基盤として採
用したのがHCI（ハイパーコンバージドインフラストラクチャー）でした。
HCIはSDS（Software Defined Storage）技術によりストレージ装置が不要の、
サーバのみで構成された次世代型オールインワンシステムです。「従来型の

導入の背景
行政の情報化を進めながら地域の情報化に重きを置く

江戸時代に荒川を船で渡る「戸田の渡し」により多くの旅人が集い栄えた
戸田市。1964年の東京オリンピックでボート競技会場になった戸田ボート
コースや年間100万人以上が訪れる彩湖・道満グリーンパークなど水と緑に
抱かれた「オアシスのようなまち」です。都心へのアクセスの良さや住み
やすい環境から、埼玉県内において最も平均年齢が若く※、人口増加率、社
会増加率（1年間の転入者－転出者）、出生率も埼玉県内1位※です。子育て

支援環境づくりに加え、地域コミュニティの活
性化を図る同市独自のスマートフォン用アプリ
「tocoぷり」、小学校からのプログラミング教育
の推進などICTの活用にも積極的です。
戸田市の情報化について、同市総務部次長 兼 
情報政策統計課長 大山 水帆氏は次のように話し
ます。「市では、戸田市第2次情報化推進計画の
もと市民や企業の情報利用環境の高度化を踏ま
え、行政情報サービスの情報化を推進しながら
地域の情報化に重きを置いて取り組んでいます。
庁内情報連携の最適化、ワンストップ窓口の整
備など、行政事務の効率化と市民サービスの向
上を実現するための環境整備を進めています。
また2016年に制定された官民データ活用推進基
本法に基づき、データの活用による豊かな地域
社会の実現を目指し、官民データ活用推進計画

「2017年9月に納品、同年10月にはハードウェアの負荷テストまで終わりました。設計、検証済みの構成
を、工場でセットアップ後、納品されることにより、すぐ利用開始できて、通常、数カ月かかる作業が実質、
数週間で完了してしまう。このスピード感はスケジュール面、コスト面ともにメリットが大きいですね」

大山 水帆 氏
戸田市総務部次長 兼 情報政策統計課長

課題 効果

市の基幹系システムを支える統合仮想化基盤となる
ため信頼性と安定性を高めたい

富士通製HCI製品の高い信頼性に加え、国産メーカーならではの手厚いサポート体制により安定稼
働を実現し基幹業務を支える

システムのライフサイクルがハードウェアに依存し
ない環境を構築したい

仮想化したデータはハードウェアに依存せず、必要に応じて、柔軟に仮想化基盤を拡張可能なため、
従来必要としたハードウェア更新に要する移行費用を、システムのライフサイクルを通して削減

2017年末の本番移行が迫っており短期間構築を行
いたい

検証済み基盤で設計が不要、工場にてセットアップ済みのため、わずか一カ月でハードウェアの負
荷テストまで終了。V2V（Virtual to Virtual）により、移行もスムーズに

人口約14万人、埼玉県南東部に位置し水と緑に恵まれた戸田市様。同市は住民情報システムのハードウェアのリプレースに伴い、富士通のHCI
（ハイパーコンバージドインフラストラクチャー）「PRIMEFLEX for VMware vSAN（以下、PRIMEFLEX）」を導入し、基幹系システムを順次統
合する統合仮想化基盤を構築しました。PRIMEFLEX は検証済み、工場にてセットアップ済みのため2017年9月に納品し同年10月にはハード
ウェアの負荷テストも終了。サーバのみのシンプルな運用、ハードウェアに依存しない環境の構築による費用対効果の向上とともに、国産な
らではの安心のサポート体制で市の基幹業務を支えています。

業 種●地方自治体
ソリューション ●垂直統合型 仮想化基盤（ハイパーコンバージドインフラストラクチャー）

FUJITSU Integrated System PRIMEFLEX for VMware vSAN

戸田市 
総務部次長 兼 情報政策統
計課長 
大山 水帆 氏

導入事例カタログ FUJITSU Integrated System PRIMEFLEX for VMware vSAN

http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/integrated-systems/virtual/

戸田市 様
市の活動を支える基幹系システムの統合仮想化基盤に「PRIMEFLEX for VMware vSAN」を導入
超短期間構築、サーバのみのシンプルな運用、国産ならではの安心のサポート体制を実現
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製品・サービスについてのお問い合わせは

富士通株式会社　〒105-7123　東京都港区東新橋 1-5-2 汐留シティセンター

富士通コンタクトライン（総合窓口）   0120-933-200
受付時間 9：00～17：30（土・日・祝日・当社指定の休業日を除く）

導入事例カタログ FUJITSU Integrated System PRIMEFLEX for VMware vSAN

垂直統合型仮想化基盤（CI）も検討しましたが、
戸田市の仮想化統合の場合、物理サーバ40台規
模となるためHCIによる構築が理想的であると
いう複数ベンダーからの意見を参考にしました。
仮想化による可用性の向上とともに、HCIのシン
プルな構成による運用管理や拡張の容易化、省
スペース、省電力化が図れるといったメリット
に着目しました」と戸田市 総務部 情報政策統計
課主幹 榎本 好伸氏は話します。
パブリッククラウドを選択しなかった理由に
ついて「当市は電算室（データセンター）が整
備されていることから、統合仮想化基盤を導入
しこの電算室でプライベートクラウドを構築す
ることにより、今後、各課に対しICTインフラを
サービスとして提供し、コスト削減に貢献して
いきたいと考えています」（榎本氏）。

今回の調達では、同市が提示した仕様書に基づく入札の結果、富士通の
HCI「PRIMEFLEX 」を導入しました。

導入のプロセス
検証済み、工場にてセットアップ済みのPRIMEFLEXで 
短期間構築を実現

PRIMEFLEX の導入効果は構築段階から発揮されました。「2017年6月に
仕様書を提示し決定、同年9月に納品があり同年10月にはハードウェアの負
荷テストまで終わりました。設計、検証済みの構成を、工場でセットアップ
後、納品されることにより、すぐ利用開始できて、通常、数カ月かかる作業
が実質、数週間でできてしまう。このスピード感はスケジュール面、コスト
面ともにメリットが大きいですね。設計やセットアップはすべて富士通さん
にお任せですから、検証済みの信頼性の高い基盤の上に移行していくだけで
す。導入プロセスで苦労したというのは一切ありません」と大山氏は話しま
す。また今回、仮想マシン間で移行するV2V （Virtual to Virtual）によりス
ムーズな移行を実現しています。「V2Vは、仮想マシンを別の仮想マシンに
自動的にコピーするだけですから手間はかかりません。最初にバックアップ
系と検証系をリハーサルを兼ねて行い、問題がなかったのでそのまま移行し
ました。2017年末に本番系もV2Vで移行します。富士通さんの手厚いサポー
トにより極めて短期間でしたが、スムーズに導入することができました」（大
山氏）。

導入の効果と将来の展望
製品の高い信頼性と国産ならではの安心のサポート体制で 
基幹業務を支える

住民情報システムをはじめ、市の基幹業務を担う統合仮想化基盤であるこ
とから、信頼性や安定性は非常に重要なポイントとなりました。「導入後の
運用の観点では安定稼働が最重要テーマとなります。国産メーカーの富士通
さんのHCIですから、製品に対する高い信頼性とともにサポート体制への大
きな安心感があります」（大山氏）。
今後、本格的に運用していく上でインフラ運用管理ソフトウェア「FUJITSU 

Software ServerView Infrastructure Manager for PRIMEFLEX」（以下、
ISM for PRIMEFLEX）」への期待も大きいと榎本氏は話します。「ISM for 
PRIMEFLEX」はこれまで仮想環境の管理に利用していたvCenter画面のプラ
グインとして利用できるため仮想と物理をシームレスに一元管理することが
できます。わかりやすい直感的な視認性と操作性により機器状態の見える化
を実現することで、障害箇所の特定を容易にし、対応の迅速化が図れます」。

ハードウェアに依存しない環境の構築で費用対効果を高める

PRIMEFLEX を中核とする統合仮想化基盤の導入により3つのコスト削減
効果があると大山氏は話します。「1つめは、短期間構築、V2Vによる移行の
自動化により導入コストの抑制が図れたことです。2つめは、今後、順次周
辺システムを統合仮想化基盤に集約していくことで、リソースの有効活用を
可能にし、費用対効果が高まります。また仮想化したデータはハードウェア
に依存しないため、順次必要に応じて仮想化基盤を拡張していくことで、従
来必要としていた5年ごとのハードウェア更新で掛かる移行費用を、システ
ムのライフサイクルを通して削減できます。3つめは、サーバの統合、SDS
技術による共有ストレージ化に伴う物理筐体（サーバ、ストレージ）削減に
よる省スペース、省電力化です。運用管理もシンプル化するため、システム
全体の運用コストも削減できます」。
効率化を図りながらデータの保全性と可用性の向上も実現しました。「従
来、物理サーバごとにバックアップが必要でしたが、統合仮想化基盤にする
ことで統合的にバックアップすることが可能です。また物理サーバが故障し
た際もVMware vSphere HAにより自動的に別の物理サーバで稼働させるた
め無停止運用を実現できます」（榎本氏）。
今後の展望について大山氏は次のように話します。「今回、基幹系シス
テムの統合の次に、LGWAN（総合行政ネットワーク）セグメントの情報
系システムも同様に統合仮想化基盤を導入し統合していく計画です。最終
形としてソフトウェアで定義した仮想データセンター『Software Defined 
DataCenter』を目指しています。富士通さんには安定稼働のサポートはも
とより先進の仮想化技術などを活用した提案も期待しています」。
将来都市像「みんなでつくろう 水と緑を活かした 幸せを実感できるまち 

とだ」の実現を目指し積極的にICTを活用する同市の取り組みを、富士通は
これからも総合力と先進技術を駆使し支援していきます。

概要

戸田市
所 在 地
代 表 者
総 人 口
世 帯 数
概　　 要

ホームページ

〒335-8588埼玉県戸田市上戸田一丁目18番1号
戸田市長 神保 国男
138,662人（2017年12月1日現在）
64,036世帯（2017年12月1日現在）
戸田市は埼玉県南東部に位置し、江戸時代には「戸田の渡し」が
置かれ、交通の要衝として栄えた。豊かな自然と都心へのアクセ
スの良さから、埼玉県内でも高い人口増加率、平均年齢の若さを
誇り、「地の利」、「人の利」に恵まれた持続可能なまちとして発
展を続けている

http://www.city.toda.saitama.jp/ 
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戦略の立案やIT投資のマネジメントなどを担う、IT戦略本部のグループ共通
サービス統括部 ワークスタイル変革ソリューション推進部 部長の中村元晃
は話します。「仮想デスクトップはマルウェアの不正なインストールを防ぎ、
いつでもどこでも同じデスクトップで仕事ができる環境を作ります。子育て
支援や介護支援だけではなく、自宅で仕事をしながら家族サービスも可能に
なるでしょう。組織改編などで仮想デスクトップの利用者が急増する場合で
も、PRIMEFLEXならコンポーネントによるノードの増設作業を自動構築ツー
ルによって効率化できます」。

導入のポイント
シンプルな構成ながらも冗長性を持たせたシステムが構築可能に

従来のアーキテクチャーで仮想デスクトップ基盤を構築するには、サーバ
の他にCPUが利用するシステム領域用ストレージ装置が必要です。この場合、
ストレージ装置に万一トラブルが発生した際、システムそのものがダウンし
てしまう可能性があります。仮想デスクトップ基盤として、ひとつのコンポー
ネントにサーバとストレージが組み込まれているHCIを採用すれば、ハード
ウェアトラブルによるシステムダウンの可能性を減少できると考えました。
富士通のHCIであるPRIMEFLEXにより、少ないコンポーネントで冗長性を持
たせたシステムが構築できるのは大きなメリットです。また、その他の導入
のポイントについて、IT戦略本部と連携し、実際に富士通の全社インフラを
設計・構築する富山富士通のコミュニケーションサービス統括部 共通コミュ
ニケーションサービス部 部長の小堤 剛は語ります。「マルチベンダーの環境
下では保守も分散されますし、それぞれのベンダーごとに運用や管理のノウ

導入の背景
柔軟な働き方を実現するセキュアなインフラを構築

特定の企業を狙った標的型サイバー攻撃は、ますます脅威を強めています。
富士通においても、社内のICTシステムをどのように守っていくかが大きな
課題となっています。一方で、働き方改革への取り組みも、全社的な課題の
ひとつです。育児・介護と仕事の両立が難しいという理由によって、やむな
く休職や退職を選択する従業員も見られることから、在宅勤務やサテライト
オフィス勤務などの実現が検討されました。

これらの課題を解決するため、富士通グルー
プでは仮想デスクトップによるセキュアなイン
フラ環境を導入し、2017年度からテレワーク
によるワークスタイル変革に取り組み、実践を
進めています。とはいえ、全社を対象とした
大規模な仮想デスクトップのインフラ環境を
導入するには、効率的にシステム構築が行わ
れ、導入後の保守や運用管理もシンプルである
必要があります。このような背景から仮想デ
スクトップの環境として、富士通のハイパー
コンバージドインフラクチャー（以下、HCI）
垂直統合型 仮想化基盤「FUJITSU Integrated 
System PRIMEFLEX for VMware vSAN」（以下、
PRIMEFLEX）を選択しました。PRIMEFLEXな
らば、段階的な導入によるスケールアウトにも
迅速に対応できます。富士通において、主にIT

「大規模システムを構築する場合でも、導入から実稼働までのプロセスを一気に進めることができます。
今後のスケールアウト時も、自動化による工数削減に伴い構築期間が抑えられるでしょう」

課題 効果

冗長性を確保したシンプルなシステム構成にしたい サーバだけのシンプルな構成であるHCIの採用により、システム領域をvSAN上に取り込み、冗長性
も確保された最小限のコンポーネントでシステムを構成

大規模な仮想デスクトップ基盤における保守や運用
管理を効率化させたい

HCI専用管理ソフトウェア FUJITSU Software ServerView Infrastructure Manager for PRIMEFLEX
により統合運用管理が実現。仮想化管理ツールとの統合により仮想環境と物理環境を効率的に管理
可能。自動化機能の充実により運用の負荷を大幅に削減し効率化

システム導入時の検証や構築後のスケールアップを
簡易化したい

設計・構築・セットアップ済みで納品されるため導入時の設定、検証の期間も大幅に短縮。スケー
ルアウト時の設定反映も自動構築ツールにより安全に実施可能

富士通はワークスタイル変革を実現するために、テレワークを推進しています。その環境としてセキュリティを担保しながらも、あらゆる場
所から利用できる仮想デスクトップ基盤を活用しています。仮想デスクトップ基盤の一部としてシンプルな構成で冗長性と拡張性に優れた富
士通のハイパーコンバージドインフラストラクチャー（HCI）「FUJITSU Integrated System PRIMEFLEX for VMware vSAN」を採用しました。
HCIの特長でもある設計・構築・セットアップ済みの納品により、導入時の設定、構築期間も大幅に削減されました。またHCI専用管理ソフト
ウェア「FUJITSU Software ServerView Infrastructure Manager for PRIMEFLEX」により仮想デスクトップ基盤の統合運用管理が実現し、シ
ステムの精度向上につながりました。導入後のスケールアウトも自動化され容易な拡張、変更を可能としています。堅牢でありながらも、様々
な環境に柔軟に対応できるインフラ環境への整備が、全社業務の効率化を支えています。

業 種●製造・IT、サービス
ソリューション ●垂直統合型 仮想化基盤（ハイパーコンバージドインフラストラクチャー）

FUJITSU Integrated System PRIMEFLEX for VMware vSAN

富士通株式会社 
IT戦略本部 
グループ共通サービス統括部 
ワークスタイル変革 
ソリューション推進部 部長 
中村 元晃

導入事例カタログ FUJITSU Integrated System PRIMEFLEX for VMware vSAN

http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/integrated-systems/virtual/

富士通株式会社 社内実践事例
テレワークを推進する全社仮想デスクトップ基盤に「PRIMEFLEX for VMware vSAN」を活用
シンプルで拡張性の高い基盤構築が実現
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導入事例カタログ FUJITSU Integrated System PRIMEFLEX for VMware vSAN

ハウが必要になり、システム管理者に求められるスキルも上がってきます。
HCIによってシステムの構成をシンプルにすることで、設計面だけでなくイ
ンフラの運用や管理面でも様々な負担を減らすことができます」。

システム構築に関する専門的で高度なスキルが不要

実際の導入プロセスにあたって小堤は、「PRIMEFLEXによる構築そのもの
については、特に苦労もなくスムーズに進めることができました」と話しま

す。その理由として、従来のシステム構築では、
システム領域を設定する際にも専用のストレー
ジ装置に関する知識など、システムエンジニア
に様々なスキルが要求されます。これに対して
PRIMEFLEXでは、VMwareでシステム領域を設
定できるスキル等があれば、システム構築も容
易に可能です。
また、PRIMEFLEXは設計、検証済みの構成を
工場でセットアップした後に納品されるため、
導入後の検証作業も短時間で完了し、早期の利
用開始が可能です。「ある程度VMwareの知識が
あれば、大規模システムを構築する場合でも、
導入から実稼働までのプロセスを一気に進める
ことができます。今後のスケールアウト時も、
自動化による工数削減に伴い構築期間が抑えら
れるでしょう。」（小堤）。

導入の効果と将来の展望
パフォーマンスの向上とシステム運用管理ツールで効率化

PRIMEFLEXによるシステム構築後の検証では、1,250ノードの仮想マシン
を順次起動させた際に全マシンが起動するまでの時間を計測した結果、従来
の構成と比べてHCIによる構成の方が約30％の時間短縮になりました。一方、
すべての仮想マシンに対してアップグレードされたOSを配信し、全マシン
で展開されるまでの時間を計測した結果でも、HCIによる構成の方が約10％
の時間短縮になりました。
また、システム運用管理ツール「FUJITSU Software ServerView Infrastructure 

Manager for PRIMEFLEX」（以下、ISM）を利用すれば、VMware vSANの構築
やノード登録・追加を自動化できます。これによるシステム構築時の時間
短縮効果は、新規3ノード構築時で手動と比べて21％、10ノード構築時で
59％と、追加するノード数が多いほど構築時間の削減が期待できるという
検証結果が得られました。「人手によってIPアドレスの設定などを行うと、
どうしても入力ミスが生じる可能性があります。ISMによる自動設定ではそ

のようなミスを防ぎ、より高品質なシステムを効率的に構築可能です」（小
堤）。導入後の運用管理においても、ISMならばVMware vSphereの情報をダッ
シュボードから監視できます。VMware vCenter Serverプラグインをインス
トールすれば、物理インフラと仮想レイヤーの統合管理が可能となり、トラ
ブルが発生した場合でも直感的に障害箇所の特定が容易になります。また、
PRIMEFLEXではハードウェアとソフトウェアの一括サポート対応が可能で
す。運用管理する立場からすれば、このサポート体制も、大きな負荷軽減に
つながります。

中小規模にも大きな効果が期待

今回の富士通による導入事例は、大規模ユーザーを対象としたシステム構
築となったのですが、小堤は中小規模のユーザーを対象としたシステム構築
でもPRIMEFLEXの導入メリットは大きいと話します。「中小規模のユーザー
を対象としたシステムでは、ユーザーのプロファイル領域もHCI内の共有ス
トレージ内に割り当てることができます。これによってさらにシンプルなシ
ステムが構築され、運用管理の負担を減らすこともできます。また、スモー
ルスタートからのスケールアウトを考えている場合にも、最適なソリュー
ションになると思います。規模が大きくなるにつれて、HCIを拡張していけ
ばいいのです。その際の設定も自動構築ツールで効率化が図れます」（小堤）。

今後はエンジニアリング領域や設計者領域にも 
仮想デスクトップを展開

今回の仮想デスクトップの展開は、富士通グループの中でも営業・SE・コー
ポレート部門などが中心となりました。今後の展開について中村は語ります。
「エンジニアリング領域や設計者領域にも、GPUを搭載するなどした高性能
なHCIによる仮想デスクトップの展開を進めていきたいと考えています。こ
うした取り組みによって、技術者にも働き方改革を実践する、新たな事例を
適用することができます」。
富士通では社内実践によって得られたノウハウや知見をもとに、お客様の
ビジネス環境に迅速に対応できるソリューションを提案・提供していきます。
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http://www.fujitsu.com/jp/

【HCI基盤を利用したVDI基盤】

プロファイル領域

仮想デスクトップクライアント
（2,500ユーザー /1Podあたりの構成イメージ）

RX2540 ×20台 （ALL Flash構成）
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【ISMによる自動構築】
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管理VMに登録
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株式会社富山富士通 
コミュニケーション 
サービス統括部 
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※ 2017年 3月末現在
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