
概要 
HCL Technologiesは、デジタル時代におけ
るグローバル企業のビジネスの刷新を支援
しています。デジタル、IoT、クラウド、オー
トメーション、サイバーセキュリティ、アナ
リティクス、インフラストラクチャ管理、
エンジニアリングサービスを中心に構築さ
れた革新的な技術ソリューションによって、
複雑なビジネス上の課題を解決しています。

課題
HCLの顧客企業の 1つに、データ、eビジ
ネス、音声に関する各種サービスを法人およ
び個人向けに提供する、カナダの統合通信ソ
リューションプロバイダーがあります。この
企業は、今後 5年間に見込まれる急成長に
対応可能なインフラストラクチャを必要と
していました。HCLとの検討の結果、この
企業は、コストの削減と柔軟性の向上を目指
して、それまで使用していた物理インフラス
トラクチャをハイパーコンバージェンス環
境に移行することを決定しました。ハイパー
コンバージェンスは、コンピューティング、
ストレージ、ネットワーキング、仮想化の各

リソースを緊密に統合した、ソフトウェア中
心のモデルです。

HCLは、業務の中断を最小限に抑えながら
マイグレーションを実行する必要がありま
した。HCLの Transition and Transformation 
Director、Polu Srinivas氏は次のように述べ
ています。「移行先には物理サーバーも一部
含まれていたため、『あらゆる移行元と移行
先に対応する』マイグレーションソリュー
ションを使用して、仮想環境への移行をサ
ポートしたいと考えました。さまざまな OS
と、複数のアプリケーション固有の SQL デー
タベースバージョン、および Cognos、
Citrix、Oracleをベースしたアプリケーション
群が稼働する 2,500台のサーバーを移行す
る必要がありました。業務の中断を最小限に
抑えながら、お客様が設定した 7か月とい
うスケジュール内にすべてを完了するため
の自動化ソリューションが必要でした。」

ソリューション
HCLは、複数の無料のマイグレーションツー
ルと、PlateSpin Migration Factoryを検討し
ました。PlateSpin Migration Factoryは、ク
ラウドおよびデータセンターのサーバーマ
イグレーションのためのソリューションで
す。ブロックベースの高速転送と Server 
Syncテクノロジーにより、マイグレー
ションを迅速に効率良く実行できます。決め
手となったのは、スケジュールの見通しとサ
ポート対象プラットフォームの豊富さでし
た。Srinivas 氏：「PlateSpin Migrat ion 
Factory は、32-bit と 64-bit の Windows と
Linux OSを幅広くサポートしています。ま
た、当社が検討したマイグレーションソ
リューションの中で最高水準の自動化機
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PlateSpin® Migration Factoryにより、業務の中断を最小限に
抑えながら、ハイパーコンバージェンスプラットフォームへ
の移行を、当初の予定よりも早く予算内で完了。

概要

 ■ 業界
ソフトウェアおよびテクノロジー

 ■ 所在地
ニュージャージー (米国 )

 ■ 課題
HCLは、顧客 (通信会社 )から 2,500台のサー
バーをレガシー IT環境からハイパーコンバー
ジェンス環境にマイグレートしたいとの依頼を
受けました。これを、業務の中断を最小限に抑
えながら実現するには、自動化ソリューション
が必要でした。

 ■ 製品とサービス 
PlateSpin Migration Factory

 ■ 成果
 + ハイパーコンバージェンス環境への移行によ
り、80%のコスト削減を実現

 + マイグレーションを予定よりも早く予算内で完
了

 + ダウンタイムを 60%短縮
 + テストの統合によりマイグレーションプロジェ
クトの確実性を向上

パートナー様の成功事例
IT運用管理

「PlateSpin Migration Factoryを使用 
したことで、マイグレーション中の 
ダウンタイムを約 60%短縮できました。 
別の自動化マイグレーションソ 
リューションを使用していたら、コス 
トは 30%高くなっていたはずです。」

POLU SRINIVAS氏
Transition and Transformation Director
HCL America, Inc.



能を備えており、サーバーマイグレー
ションを、より少ないエラーで短期間に実
施することが可能です。さらに、使いやす
くて、Micro Focus®のサポートも受けるこ
とができます。迷うことなく PlateSpin 
Migration Factoryを選びました」

HCL、HCLの顧客企業、Micro Focusの 3社
は緊密に連携し、マイグレーションプロジェ
クトを定義して実施しました。CentOS、
Windows 2003、2008、2012、 さ ら に は 
複数のバージョンの RedHatや SUSEなど、
さまざまな OSをサポートする必要がありま
した。サーバーマイグレーションの第 1段
階が成功裏に完了したことで、HCLとMicro 
Focusソリューションに対する顧客企業の信
頼が深まり、同社は Active Directoryサー
バー、Exchangeサーバー、Windowsクラス
ター、SQL Serverベースアプリケーション、
Oracleデータベースのマイグレーションも
HCLに依頼しました。サーバーの台数は
500を超えており、ビジネスクリティカル
なアプリケーションも含まれているため、ダ
ウンタイムを最小限に抑えるために 1か月
以内にマイグレーションを完了する必要が
ありました。Micro Focusのサポートのもと、
HCLは、顧客の期待を大きく上回る 12日間
でこのマイグレーションを完了しました。

このプロジェクトでは、テストが非常に重
視されていました。そこで重要な役割を果
たしたのが PlateSpin Migration Factoryに統
合されたテスト機能です。Srinivas氏は次の
ように述べています。「最初のマイグレー
ション段階では、お客様がアプリケーション
テストを実施されました。それ以降は、
PlateSpin Migration Factory の Server Sync
機能を使用してテストをプロセスに直接統
合しました。Server Syncは、初回の完全な
サーバーレプリケーションの後で、自動で
スケジュールされたインクリメンタルレプ
リケーションによりターゲットサーバーを
ソースサーバーと同期します。ライブ転送
により、ソースサーバーをシャットダウン
することなくマイグレーションをバックグ
ラウンドで実行できます。同期ごとにター
ゲットサーバーをテストできるため、最終
カットオーバー実行時のダウンタイムを最
小限に抑え、データを最新の状態に維持す
ることができました。これは、このお客様
が特に重視していた点です。」

成果
大規模なサーバーマイグレーションを可能
にするPlateSpin Migration Factoryの機能と、
Micro Focusの担当スペシャリストエンジニ
アによるマイグレーションプロセス全体の

サポートにより、HCLは、プロジェクトに
関して顧客が設定したスケジュールを順守
することができました。

むしろ、予定よりも早めることができまし
た。Srinivas氏は次のように述べています。
「マイグレーションを予算内で、それも当初
のスケジュールよりも早く完了できました。
お客様は HCLが提供したソリューションを
大変気に入ってくださいました。新しいイン
フラストラクチャにより、電力、スペース、
ハードウェアのコストを約 80%削減できて
います。PlateSpin Migration Factoryを使用
したことで、マイグレーション中のダウン
タイムを約 60%短縮できました。別の自動
化マイグレーションソリューションを使用
していたら、コストは 30%高くなっていた
はずです。」

同氏は次のように締めくくりました。「非常
に複雑かつ大規模なサーバーマイグレー
ションプロジェクトをMicro Focusと共に実
施したことで、他のお客様にも、自信を持っ
てこのマイグレーション方法をご提案でき
るようになりました。Micro Focusに任せれ
ば、当社も当社のお客様も安心できること
が分かったからです。」
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「非常に複雑かつ大規模なサーバーマイグレーション 
プロジェクトをMicro Focusと共に実施したことで、他の 

お客様にも、自信を持ってこのマイグレーション方法をご提案
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