IBMお客様導入事例

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
ミッション・クリティカルな証券業務インフラを
シンクライアント環境で実現
新しいテクノロジーの活用により
顧客および社員に対する価値ある仕組みづくりを目指す

お客様情報

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社（以下、三菱UFJモルガン・
スタンレー証券）では 2011 年より、本社および各営業店で運用している
約6,500台のPCについて、業務の効率向上と標準化およびセキュリティー
対策などを目的にシンクライアント化を進めてきました。証券会社ならでは
のミッション・クリティカルな業務特性や非常に厳しいレスポンス要件に応える
べく、綿密に計画されたプロジェクト管理のもと、現行の証券業務を続けな
がら、プラットフォームの高度化にチャレンジ。セキュリティー強化やPC運用
管理のワークロード削減、顧客対応サービス・レベルの向上などの効果を
上げています。

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
●本店所在地
〒100-0005 東京都千代田区丸の内二丁目5番2号

顧客接点の環境変化・拡大とともに
営業店PCの運用管理とセキュリティー対策が急務に
三菱UFJモルガン・スタンレー証券では、本社および各営業店の業務用

三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）
と
モルガン・スタンレーとの戦略的提携により
2010年5月に発足。以降、
「MUFGの中核総合
証券」および「モルガン・スタンレーとのジョイン
トベンチャー」
という固有の強みを活かし、M&A
や株式・債券の引受けといった、各業務分野で
確かな実績を有する。長期のリレーションシップ
を重視し、お客様それぞれのニーズに応じた
的確かつ迅速なサービス提供に誠心誠意取り
組み、信頼とご期待にお応えできる、真に強い
リーディングカンパニーを目指す。

MUS情報システム株式会社
三菱UFJ証券ホールディングスのシステム戦略
を担うプロフェッショナルな技術者集団として、
システムと証券業務の専門知識を活かした質
の高いITソリューションの提供を行っています。

端末として通常のPCを、大きく分けて二つの役割で利用してきました。一つ
は本社などのオフィスワークや社内システム利用のためのオフィス端末として、
もう一つは証券会社の基幹業務である証券取引にかかわる業務を主に扱う
証券業務端末として活用されていました。
しかしながら、昨今はそれだけでは業務は完結せず、お客様とのメール
のやり取りやインターネットを介した金融情報の収集など、社外とのアクセス
の比重が高まってきており、
「PCの利用形態の変化に合わせて、外から
の 守り を強化する必要性に迫られました」
とシステム部 副部長の前澤新氏
は話します。サイバー攻撃の手口がますます巧妙になり、悪質化していく中
で、必要なセキュリティー・パッチを迅速に判断
し、遅滞なく適用していくことが求められるよう
になりました。
そこでのネックは、営業店のさまざまなシステム
を構成するサーバーが約250台、PCは約8,500
台にも及ぶことです。システム部 部長代理の田中
健志氏は、
「遠隔地に分散する営業店のすべ
てが、高速通信回線で本社と結ばれているわ
けではありません。何より各店舗の業務に支障
をきたしてはならず、セキュリティー・パッチをタイ

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
システム部 副部長

ムリーに配布するといった運用は課題の一つで

前澤 新氏
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した」
と話します。

事例概要

加えて、老朽化が進んだPCの更新
も大きな課題となっていました。各PC

課題
●

利用環境の変化に応じたクライアントPCの更改

のハードディスクの中には、お客様と

●

本社・営業店の業務効率向上と業務の標準化

やり取りしたメールや取引内容などの

●

セキュリティー対策の強化
PC運用管理の効率化

個人情報が残っている可能性がある

●

ため、輸送ルートまでセキュリティー
を担保した上で回収し、データを物

ソリューション
●

●

VMware Viewを基盤とした仮想デスクトップ環境基
盤の設計、構築、テストなどのプロジェクト支援

理的に完全消去する必要がありま
す。当然、これには相当なコストが

ミッション・クリティカルな証券業務用インフラ
（仮想
CPU）
の2コア化移行支援
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システム部 部長代理

田中 健志氏

かかることになります。
そこで三菱UFJモルガン・スタンレー証券では2010年から、全

導入効果
●

デスクトップ環境の仮想化による業務効率の向上

社的な業務を支えるサーバー更改を検討、2011年からパソコン

●

顧客対応サービスの品質向上

の更改時期に合わせ、仮想デスクトップ方式によるPCのシンクラ

●

端末側にデータを残さないセキュアな運用環境による
情報漏えいリスクの低減

イアント化検討プロジェクトを開始しました。シンクライアント環境の

●

PC運用管理のワークロード削減 など

導入により、
「より容易に、より安全な、より洗練されたクライア
ント環境の構築・運用をする」
ことができるようになります。各ユー
ザーのデスクトップ環境を丸ごと仮想化し、データセンターに集約し
て一元管理することで、端末側に一切データを残さないセキュア
な運用を実現できます。また、セキュリティー・パッチの適用や
メンテナンスについても、各店舗のユーザーに負担をかけること
なく、本社側から一括して行うことが可能となります。
しかし、当時は金融機関、とくに証券会社においてシンクライ
アント環境で証券業務を運用している例はほとんどなく、従来環境
と比べて遜色ないレスポンスが保てるのか、懸念があったと田中
健志氏は話します。

システム概要図
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事業継続対応

「時々刻々と株式相場が変化する中でお客様から寄せられる売

そこで三菱UFJモルガン・スタンレー証券とIBMの両社は綿密な

買の注文に対して、即時手続きを行うことが求められます。特に

調査と協議を重ね、仮想デスクトップの設定を見直し、業務アプリ

証券業務部門のPCには、秒単位の遅れも許されない、極めて

ケーションの改修、サーバー増強などの対策を講じ、安定稼働

ミッション・クリティカルなサービス・レベルとレスポンスが要求される

にこぎつけました。

のです」。

また、2014年9月にリリースする別の新規システムの導入に伴う、
仮想デスクトップのリソース追加要求に対しては、同システムのリ

数千台規模のシンクライアント化に向けて
安全・確実な移行プランの策定とITリソースの強化

リース前に証券業務端末に割り当てる仮想CPUの2コア化を完
了しました。
「ホスト・サーバー全体に及ぼす負荷を考慮しつつ、各ユーザー

本社および営業店の業務端末のシンクライアント化を進めるに

に割り当てるリソースのバランスをどのように最適な状態に維持す

あたり、三菱UFJモルガン・スタンレー証券はその基盤構築の

るのか、じっくり検討を行いました。業務を止めることなく、どう

パートナーとしてIBMを選定しました。汎用的な仮想デスクトップ

いったタイミングで数千台規模のリソース増強を実施するのかと

方式としてVMware Viewを採用するという基本方針をRFP（提

いう難題もありましたが、IBMに安全・確実な移行プランを作って

案依頼書）で示したことから、多くのSIベンダーが手を挙げまし

もらったおかげで、無事に乗り切ることができました」
と前澤氏は

たが、その中からIBMを選んだ理由を、田中健志氏はこのよう

話します。

に話します。

ほかにも三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券とIBM の両社は、

「IBMは国内の金融機関において、VMware Viewを基盤とし

2カ所のデータセンター間で仮想デスクトップ基盤を冗長化し、

た数万台におよぶ大規模な仮想デスクトップの導入を成功させて

災害やトラブルに備えたBCP（事業継続計画）
を強化するなど、

いました。その金融機関と当社端末要求のギャップ分析・解決を

さまざまな見直しをしながら、現在に至るまで安全かつ安定した

行い、採用しました。しかも、その案件の担当者をアサインして

シンクライアント環境の運用を実現しています。

くれるという、実績とノウハウを前面に強く打ち出した提案は、他の
ベンダーにはない心強さを感じました」。
こうしてIBMを加え、プロジェクトは2011年の中盤から本格化。

端末の運用管理ワークロードを
従来の数分の一に削減

三菱UFJモルガン・スタンレー証券は、各営業店で使われている
約6,500台のPC（すべての証券業務用端末とオフィス業務用端末

営業店端末のシンクライアント化により、当初からの課題であった

の一部）のシンクライアント化を目指しました。

セキュリティー対策は大幅に強化されました。端末側にデータを

特に慎重に進めたのは営業店の証券業務端末です。営業店担

残さないことから情報漏えいのリスクを下げ、セキュリティー・パッチ

当者のPCの操作スピードは非常に速く、注文伝票の入力時等

の適用もタイムリーに行えるようになり

の操作性やレスポンスを維持できるかが最大の懸念事項でした。

ました。

その解消に向けて、実際に検証環境を作り、データセンターとの

また、アプリケーションのバージョン

距離がありネットワークの伝送遅延がある営業店で、PCとシンク

アップなどのメンテナンス作業も、ユー

ライアントでの操作性、レスポンス、トラフィックなどの違いを検証

ザーにまったく手間をかけることなく、

し、問題がないことを事前に確認しました。

通常の業務を行っているバックグラウ

そして、2012 年 10 月までに、すべての端末の移行が完了。

ンドで一括して行うことが可能となり

「IBM が設計した仮想デスクトップ基盤をTo-Be モデルとして、

ました。「こうした運用面の効率化に

各ユーザーの作業環境やアプリケーションとすり合わせていきま
した。結果として今回の取り組みは、店舗業務を標準化するとい
う意味でも大きな貢献がありました」
と田中健志氏は評価します。

MUS情報システム株式会社
チーフシステムエンジニア

田中 俊輔氏

より、端末の運用管理ワークロード
は従来の数分の一になっていると思
います。システム部のメンバーは、こ

もっとも、すべてが順風満帆であったわけではありません。シン

れによって得られた余力を新たなシステムの企画や構築、あるい

クライアントの全面運用を開始してから半年が過ぎた2013年4月頃

はビジネス支援など、より戦略的な業務に振り向けることが可能

より、証券業務端末の一部に若干のレスポンス低下がみられた

となりました」
と田中健志氏は話します。

のです。原因は、新しい業務アプリケーションのリリースに伴い、

さらに、
「ユーザーからも高い評価を獲得しています」
と話すのは、

仮想デスクトップの本体（VM）
を稼働させているサーバーへの

企画段階から本ブロジェクトに参画したMUS情報システム株式

負荷集中による、CPUリソース不足にありました。

会社 チーフシステムエンジニアの田中俊輔氏です。

「システムの起動が速くなったと喜ばれています。中でも一番好評
だったのが、作業途中のデスクトップ画面の続きを別の端末から
でも始められることです。例えば、お客様に説明したい情報や
プレゼンテーション資料をあらかじめ自席の端末上でまとめて
おき、来店時に店頭カウンターの端末に移ってログインし直すと、
直前の画面がそのまま表示されます。アプリケーションの再起動

詳細情報
IBMのエンタープライズ・モビリティー・サービスに関する詳細情報は、Webにて
「IBMモビリティーサービス」で検索してご覧ください。
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または、
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などでお客様を長時間お待たせすることがなくなり、スムーズな
オペレーションができることで、営業店でのお客様対応サービス・
レベルが向上したという声が多く寄せられています」。

価値ある仕組みづくり実現のため
シンクライアント環境のさらなる発展を目指す
2012年10月にシンクライアントの運用を開始してから現在に至る
2 年以上の期間の中では、先述したようなさまざまな課題にも
直面しましたが、三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券とIBM の
プロジェクト・メンバーが一丸となって取り組むことで、解決を図る
ことができました。
「シンクライアント化というアプローチによって、運用管理を各店舗
の現場から本社側に移行・集約したことは、結果として最短距離
でコストコントロールを実現するための土台づくりとなりました」
と
前澤氏は、これまでのプロジェクトを総括するとともに、「この
コスト削減の成果をいかに収穫し、新たな投資に活かしていくの
かがこれからの課題です」
と話します。
そうした中で見据えているのが、シンクライアントの適用範囲の
拡大です。
「特に証券業務を担当しているユーザーからは、より
ハイスペックな仮想デスクトップも提供してほしいという要望が高
まっています」
と田中俊輔氏は話しており、株価変動の本格的な
分析やシミュレーションにも対応できる、高速なグラフィックス性能や
I /O 性能を備えた仮想デスクトップについて、導入検討および
調査を開始しました。
また、これまで店舗業務を標準化するプラットフォームとして導入

〒103 - 8510 東京都中央区日本橋箱崎町19番21号

を進めてきたシンクライアントですが、逆に「自由にアプリケーション

C

を導入したい」
というユーザーからのリクエストもあります。
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「今後のビジネスの競争力強化や社員の生産性向上を考えたとき
に、個別要求をシャットアウトしたままでよいのかどうかは悩みど
ころです。アプリケーション仮想化の機能を併用するなど、リスク
に対するガバナンスを効かせつつ、ユーザーの多様な要望も
両立できる仕組みを検討しています」と田中健志氏は話します。
証券会社ならではの高度な業務要件を支えるべく、三菱 UFJ
モルガン・スタンレー証券はシンクライアント環境を活用した顧客
および社員にとって価値ある仕組みづくりの実現へ向けたチャレ
ンジを続けています。
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