Hyper-Converged Infrastructure（ HCI ）ソリューション活用事例

株式会社 北海道しんきん情報サービス

1台わずか30分で既存環境からHCIへ移行

信用金庫のDX推進を支える
基盤を整備

北海道内の信用金庫の共同利用業務を推進する北海道しんきん情報サービ
ス。同社では、3階層（サーバ、ストレージ、SANスイッチ）で構築していた
仮想化基盤をストレージとSANスイッチが不要な「日立HCIソリューション
for Nutanix」に刷新しました。これを機に外部に委託していた仮想マシンの
構築や運用の内製化を進めることで、より迅速な顧客ニーズへの対応とコス
ト低減を実現し、今後の金融サービス高度化に向けたIT環境を整備しました。
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わずか30分のダウンタイムでHCIへ移行
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データセンターの省スペース化と低電力化にも貢献
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作業の内製化により、顧客ニーズへの迅速な対応と、
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日立HCIソリューション for Nutanix

■

サーバ、ストレージ、SANスイッチの設計
設計〜構築まで工数大

■

■

5年見据えたリソース設計

工場でキッティングを完了して納品、
納入後すぐ利用可能

■

段階的なノード増設、リソース拡張が可能

■

サーバ、ストレージ、SANの運用スキルが必須
北海HISYSに運用サポートを委託

■

管理ツール「Prism」により、HCI基盤の
一元管理と日々の作業の内製化を実現

■

北海HISYSによる遠隔監視

■

北海HISYSによる遠隔監視を
継続することで安心運用を実現
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HCI はサーバ（ HCIノード）と接続スイッチだけで構成されるため、非常にシンプルかつ省スペースな環境に。
ノードを増設するだけでストレージを含むリソースの柔軟な拡張が可能となる

株式会社 北海道しんきん情報サービス

株式会社 北海道日立システムズ

本社所在地 ： 札幌市中央区北2条東7丁目 HBAシステムビル
創
業 ： 2001 年 ( 平成 13 年 )10 月1日
資 本 金 ： 1,250 万円
社 員 数 ： 常勤役員 2 名 非常勤役員 9 名 社員 67 名
		 ※非正規社員含む（ 2021 年 1 月現在 ）
事 業 内 容 ： 信用金庫への情報処理サービス提供、地域支援

本社所在地 ： 札幌市中央区大通西３丁目１１番地 北洋ビル
創
業 ： 1965 年（ 昭和 40 年 ）10 月1日
資 本 金 ： 80,000 万円
社 員 数 ： 389 名（ 2020 年 4 月1日現在 ）
事 業 内 容 ： システム構築事業、システム運用･ 監視・保守事業、
ネットワークサービス事業、情報 ･ 通信関連機器、ソフ
トウェアの販売と開発

https://www.shinkin-hsis.com/service

お問い合わせ

株式会社 日立製作所

https://www.hokkaido-hitachi-systems.co.jp/

日立HCIソリューション https://www.hitachi.co.jp/soft/hci/

