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ITソリューションプロバイダー

目的
- 2014 年 8月新オフィス開設に併せ、社内 ITイン
フラストラクチャーの最適化

- 基幹ネットワークの冗長化と、検証・開発環境の
増強

- 自社導入による、構築・運用ナレッジの習得と販
売機会への展開

会社概要
日本ビジネスシステムズ株式会社
代表者：  代表取締役社長 牧田　幸弘
設立：   1990年10月4日
事業内容：  ITコンサルテーション、システムインテグ
レーション、ITサービス、アプリケーション開発
売上高（グループ全体）: 286億円（2014年9月期）
社員数：  885名（単体）、1,661名（グループ全体）
コーポレートサイト：  http://www.jbs.co.jp

自社IT環境がショールーム！
JBSがHPネットワーク製品で自社
ITネットワーク基盤を刷新

19 9 0年に設立された日本ビジネスシステムズ株式会社(以
下、JBS)は、設立以来『カスタマー・ファースト』というポリシーを
掲げ、「お客さまにとって最良のシステム・最善のサービスを」と
発想し、事業展開するITソリューションプロバイダーである。 
JBSは、2014年8月に虎ノ門ヒルズに新たにオフィスを構えるこ
とになった。新オフィスのオープンに合わせて、旧オフィスではシ
スコ製品だけで構築されていた基幹ネットワークを、HPネットワ
ーク製品で構築した。 
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システムの検討から、HPネット
ワーク製品採用について

友枝氏によれば、これらの2つの課題を解決す

るために、従来通りシスコ製品だけで新ネット

ワーク基盤を構築できるとも考えたが、HPネッ

トワーク製品を含めた他社ネットワーク製品の

検討を開始したという。

「当社は、システムインテグレーターという立場

ですので、お客様に最新のソリューションを紹

介し、そして、お客様にメリットのある提案をし

ていく必要があります。そのため、まず1社の

ネットワーク製品だけで統一することをやめよ

うと判断をしました。

以前からHPネットワーク製品についての情報

収集や、知識の習得はしていたのですが、視野

を広げて他社製品を検討する中で、HP製品の

機能や価格に十分な優位性があると考えまし

た。当社にはシスコ製品をよく知るエンジニア

が多くいますが、シスコ製品を知っていれば、

HP製品も容易に検討することができたので

す。HPネットワーク製品はオープンなテクノロ

ジーを謳っているだけあり、ネットワークエン

ジニアにとっても理解がしやすかったようで

す」と、友枝氏は検討の背景を紹介する。

そこで、JBSでは、2014年3月に日本HPにコン

タクトを開始。

「日本HPの担当者には、机上だけではわから

ないHP製品の技術上の質問に対して、素早く

情報提供をいただけました。実機を使った検証

も、日本HP大島本社で実施し、もちろんコスト

についても、相談に乗ってもらいました」と友枝

氏。 

当初、2014年4月に機器選定を終了する予定

であったが、HPとシスコの提案をじっくりと検

討する必要があり、最終的にHPの採用を決め

たのは、2014年6月だった。決定にあたっては、

さまざまな比較項目があったと友枝氏は解説す

る。 

「複数のベンダー製品を採用し、インテグレー

ションして安定稼働させるには、HP製品とシス

コ製品との相互接続性が重要ポイントでした。

また、当社はHP ProLiantを提案することが多

いため、サーバー周りのネットワークを構成する

上で、HP ProLiantとの接続性が良好であるこ

とも大切です。

そして、もちろん価格比較もポイントでした。

特に今回は、サーバー周りのネットワークをす

HPネットワーク機器導入の背景

JBSは、2014年8月の新オフィス開設に備え、

その1年前から社内 ITインフラストラクチャー

の最適化の検討を開始した。

「新しい基幹ネットワークを1つの視点に固ま

らず、幅広い選択肢から採用することを考える

ことにしました」と、当時、新オフィスの ITイン

フラストラクチャー構築の責任者であったイン

フラストラクチャーソリューション本部 本部長 

友枝達也氏は語る。 

旧オフィスでは、すべてのネットワークがシスコ

製品で構築されていたという。

「旧オフィスのネットワークも、私たち自身が設

計・構築したものです。安定して稼働していまし

たので、すぐさま対応しなければならない大き

な問題を抱えているという訳ではありませんで

した」と友枝氏は話す。 

しかし、新オフィスの基幹ネットワークを検討す

るにあたり、当時の基幹ネットワークから、2つ

の課題が見えていたという。 

1つ目の課題は、社内基盤としてネットワーク

の重要性が増大していたが、まだ、既存の基幹

ネットワークでは、冗長化が不十分があったこと

だ。さらに、旧オフィスは、グループ会社の一部が

入居していなかったが、新オフィスでは、当時の

JBSグループ４社が初めて同じオフィスに入居す

ることになったため、利用者の規模が増加する

ことになり、さらにネットワークの安定稼働が求

められるようになった。 

「新しい基幹ネットワークは、グループ全体に対す

るサービス提供という意味がありますから、安定

稼働は最重要でした。しかし、以前のネットワー

クは、老朽化しており機能追加等もしていません

でしたので、新しい基幹ネットワークには冗長化

を図ることを必須と考えました」と友枝氏。 

もう1つの課題は、JBSが社内のエンジニア向け

に提供してきた開発・検証環境の性能が徐々に

低下してきたことだという。 

「当社では、開発・検証環境として仮想サーバー

を利用しますが、1物理サーバー上に50～60個

も仮想サーバーをたてることもあり、社内からア

クセス速度が遅いという指摘が増えてきていま

した。旧オフィスのネットワークは、帯域が細く、

性能が十分ではなかったからです。今後の事業

展開を考えると、新オフィスのネットワーク環境

は、サーバー周りのネットワーク帯域はすべてを

10Gbpsにしないと、当社のビジネスに悪い影響

が出ると認識していました。」（友枝氏）

Case study  |  日本ビジネスシステムズ株式会社

日本ビジネスシステムズ株式会社
インフラストラクチャーソリューション本部
本部長  友枝 達也 氏 

2



接続を実施し、接続性や安定性を検証し確認し

ました。互換性や接続性のような技術的な問題

はありませんでした」と、友枝氏は相互接続性

に自信を持った。

当初、予定では、構築期間として2014年8月か

ら2週間を予定していたが、他の工事の影響か

ら、実作業期間が短縮され、1週間となってし

まったという。

「このような短期間で構築しなければいけない

ということで、当初は不安もありましたが、問題

なく構築が成功したことで、メンバーも満足しま

した。私たちも、ここまですんなりと動作すると

は考えていませんでしたので驚きでした。日本

HPへの問い合わせもほとんどしていません。

物理的な互換性、論理的な互換性ともに高かっ

たことが、この結果につながったと考えていま

す」と友枝氏。

構築中に論理構成の再検討が必要になったが、

構成の自由度が高く、非常にスムーズに対応で

きたことで、HP IRFテクノロジーのメリットを

実感したという。運用についても、従来シスコ

製品を運用していたエンジニアが、今回導入し

たHPネットワーク製品の運用にすんなりと対

応できており、問題も発生していないという。

新ネットワーク稼働後の効果と
ナレッジの展開

新基幹ネットワークシステム稼働後の社内での

評価をついては、どうであろうか?

「私は、新オフィスの基幹ネットワークシステム

構築後異動となり、社内ユーザーという立場で

ネットワークを利用しています。トラブルが発

生していないことだけでなく、サーバー周辺の

ネットワークを10Gbpsに変更したことによ

べて10Gbpsにすることを決めていましたら、

10Gbps 対応のスイッチ価格が重要です。以前

に比べて価格が下がったといっても、全面採用

となるとトータルコストは膨らみます。しかし

HP製品であれば、10Gbps対応のスイッチで構

成しても安価に抑えられます。結果として、HP

製品の方がコストメリットがあるとわかりまし

た。

さらに、HPネットワーク製品を採用することで、

シスコだけではないネットワークの構築もでき

ることを市場へアピールできる点も考慮に入れ

ました。これらの点を総合的に判断し、HPネッ

トワーク製品の採用を社長に提案し、承認され

ました。」 

HP IRFテクノロジーの活用で、
ネットワーク構成が柔軟に

本番導入にあたり、友枝氏は、

「HP IRF（Intelligent Resilient Framework）

テクノロジー」を活用したいという思いがあった

という。

HP IRFとは、複数のネットワークスイッチを論

理的に1台のスイッチとして仮想化するテクノ

ロジーである。従来型ネットワークに比べ、シ

ンプルかつ高性能で耐障害性に優れた次世代

ネットワークを提供することができる。これに

より、ネットワークの複雑性を解 消 し な が

ら、パフォーマンス不足を解決できることにな

るのだ。 

HP IRFの活用にあたり重要視していたのは、

シスコ製品との相互接続性、互換性だったとい

う。 

「2014年7月に、当社のキッティングセンター

において、HP IRF を使ったL2、L3の環境を用

意し、シスコ製品ではVSSという機能を利用し

て、2つのネットワークをチャネル接続・対向
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「そのようなお客様には、日々変更が入ること

が多い領域には運用者が慣れているシスコ製

品を、そして、サーバーを中心としたデータセ

ンターやラック内ネットワークにはHPネット

ワーク製品を提案するといったように、適材適

所での採用をご紹介しています。両社の特徴を

活かして相互接続ができていますから、今後

ネットワーク機器の入れ替えがあった場合、当

社の環境を紹介することで提案につなげてい

けるようにしています。」 

今後のHPネットワーク製品の事
業展開

今後の事業展開にあたり重要となる、HPネット

ワーク製品を理解するエンジニアの育成につい

て、友枝氏は次のように説明する。

「元々シスコ製品を知っているエンジニアが多

かったので、HP製品との差分を理解すれば、容

易にキャッチアップできました。また、トレーニ

ングや資格取得は積極的に進めています。HP

は、ベンダー独自の技術ではなく、標準技術を重

要視していて、業界標準のテクノロジーをしっ

かりと実装するという意図が強いと感じていま

す。そのためエンジニアの育成には、王道的な技

術にしっかりと触れるという意味で、HP製品を

触ることには大きなメリットがあると理解して

います。」

そして、HPネットワーク製品の提案活動につい

て、次のように続ける。

「私は、パブリッククラウド化がそこまで進むと

は思っていません。だからこそ、オンプレミスの

サーバー周辺は、より重要視していく必要があ

ると考えています。特に、HPネットワーク製品

は、当社が力を入れているProLiantサーバーや

3PARストレージなどのHP製品との親和性に

おいては、シスコ製品よりも当然ながら安心感

があります。そのため、データセンターやラック

内のネットワークについては、今回得ることが

できたナレッジを使って、HPネットワーク製品

を積極的に販売・提案していきたいと思ってい

ます。」

り、以前のオフィスよりも快適なサーバーネット

ワーク環境に満足しています。社内の知り合い

からも、グループ会社の社員からも、前のオフィ

スよりもネットワーク環境が良くなったよねと

いう声を聞いています」と友枝氏。

JBSでは、サーバーやネットワークだけに限ら

ず、ソフトウェアを含めたソリューションを販売

する際、まず自社できちんと検証し、使えるもの

を提案するというモットーがあるという。特に

社内システムに導入する場合は、ある意味では

お客様に提案するための実験場であるとも考

えているという。新しいチャレンジを積極的に

進めるというためにも、エンジニアに経験を積

んでもらうという位置づけでもあるそうだ。こ

れにより、自社できちんと動いているから大丈

夫だという自信を持って提案できることにつな

がるのだという。JBSでは、すでに今回のネット

ワーク構築のナレッジを自社の提案活動につ

なげている。 

「正直に申し上げて、今回導入するまでは、HP

のネットワーク製品の性能や構築時の設定に

疑問や不安を持っていたメンバーもいたのは事

実です。しかし、実際に導入してみて、動作して

いる状態を見て、エンジニアの意識も変わった

と感じていますし、会社としてのメリットも多く

あったと思います。 

特に当社は、新オフィスをショールームとして

活用していて、サーバールームのネットワークを

ほぼHP製品で構築していることを、お客様に

ご紹介させていただいています。ネットワーク

ソリューションを提案させていただいているお

客様に対して、今回のHPネットワーク製品とシ

スコ製品を使ったネットワーク環境を紹介する

と、とても興味を持っていだけているのです。」

と友枝氏は、HPネットワーク製品導入の効果

を説明する。 

一方で、既存のネットワークをシスコ製品で構

築しているお客様では、HPネットワーク製品

を導入することで、そのナレッジをすべて捨て

てしまうことになると考え、抵抗を感じる人も

いるという。

日本ビジネスシステムズ株式会社
http://www.jbs.co.jp/
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