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1.  はじめに

特集1

概要
　当社では、エンタープライズ向けクラウドサービス基盤「EINS/SPS（Shared Platform Service）」の提供

を2010年3月より開始した。

　EINS/SPSは、コンピューティングシステム及びそれに付随するストレージやネットワーク等のインフラストラク

チャを含めて提供する、いわゆるIaaSに分類されるサービスである。

　サービス構築にあたり、サーバOSレベルだけでなく、ネットワークインフラにも仮想化技術を全面的に採用した。

物理リソースを論理的に分離してサービスメニュー化し、お客さまのシステムに必要なものだけを自由に組み合わせ

ご利用頂くことが出来る柔軟性の高さを実現している。

　本論文では、EINS/SPSサービス紹介と併せ、仮想化をはじめとしたインフラ設計上のポイントについて論述する。
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　当社では長年にわたり、ネットワーク・セキュリティを含めた

トータルサービスとしてのアウトソーシグ事業を展開してい

る。インターネット接続サービスの「IIC」をはじめ、ECサイト

に必要な環境をパッケージ化した「EC-Farm」、「EINS/Mail」

「EINS/Web」といったインターネットアプリケーションのホ

スティングサービス等、多数の実績のあるサービスメニューを

取り揃えている。これらに、システムインテグレーション事業、

運用管理サービスに強みを持つデータセンター事業を組み合

わせることにより、お客さまのビジネスの信用、信頼を支える

エンタープライズシステム基盤としてワンストップで提供して

いる。

　EINS/SPSは、これらのアウトソーシングで培った設計・構

築技術や運用ノウハウを活かし、よりお客さまの期待に応えら

れるよう、高い自由度と信頼性を併せ持つIaaS型の共用サー

ビスとして構築した。

2.  EINS/SPSインフラ設計のポイント
　本サービスの目標は、当社の主たる事業領域である企業情

報システムをお預かりすることが出来るクラウドサービスとし

て実現することである。

　我々が考えるエンタープライズ向けシステムの条件として

は、第一に「 ITサービスが常に適切な状態で稼働出来ること」

が挙げられる。そのためには可用性を確保した強靭なIT基盤

を構築する必要がある。第二に、「お客さまの要件やシステム

規模に合わせたサイト設計、ネットワーク設計を実装するこ

と」がある。これらはお客さまによって異なるのが当然であ

り、提供側の都合で、ある一定のパターンに押し込めることは

適切ではないと考える。

　これらのことから、EINS/SPSでは、システム要件に合った

構成が選択できる自由度と、エンタープライズ向システムとし

て耐えうるセキュリティと信頼性を担保することを狙いとし

て、以下の３点を設計の重要なポイントとした。

6. おわりに
　EINS/SPSでは、上記で述べてきたように「自由度の高さ」

「セキュリティ」「信頼性」を重視した設計思想のもと構築を

行った。当社でこれまで提供してきた共用サービスの課題をク

リアするとともに、ハウジング、ホスティングサービスを通じて

お客さまからの頂いた要望を最大限吸収することを目指し、

具現化したサービスであるともいえる。

　本論文では、サービスインフラ構築における設計ポイントに

絞って記載してきたが、当社がシステムインテグレータとして

クラウドサービスを提供することの強みは他にもあると考えて

いる。サービス自体はIaaS提供型であるが、単なるインフラ

環境の提供にとどまらず、その上位層にあたるOS、ミドルウェ

アの構築やアプリケーション開発についても当社にて対応で

き、また、これまでマネージド・サービスとして行ってきた業務

運用やシステム運用を、EINS/SPS上のシステムについても

同様に適用することが出来る。このように、お客さまのシステ

ムを、設計から運用に至る全てのフェーズで総合的にサポート

することができる点が、最大の強みの一つである。

　今後もサービス提供型であることのメリットは継続させつ

つ、常にユーザ要望や技術動向に着目し、「自由度の高さ」「セ

キュリティ」「信頼性」のいずれの点においても高いレベルを

維持できるよう尽力していく。
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(１)多様なシステム要件に対応出来る柔軟な構成

　　お客さまのシステムに必要とされるリソースや機能を提供

　するため、サーバ、ネットワークともに仮想化技術を取り入れた。

　サーバ仮想化技術により、CPU、メモリ、ディスクといったリ

　ソースを割り当てる『V-Hosting』のみでなく、仮想化に適

　さないシステムのために物理サーバホスティングである  

　『P－Hosting』といったメニューも用意した。さらに、

　ネットワーク仮想化により共用インフラの制限を最大限取り

　払った「仮想ネットワークインフラ」を構築し、お客さま個別

　のシステム要件にあわせた柔軟なネットワーク構成を実現

　出来る環境とした。

(２)プライベートクラウドと同等のセキュリティ

　　共用環境において、お客さまが抱く最も顕著な不安が情

　報セキュリティに対するものであろうと想定される。この不

　安を解消するため、お客さまごとに論理的にネットワークを

　分割し、単にVLAN技術を採用するのみでなく、他レイヤに

　おいても仮想化を行うこととした。これにより、共用型ホス

　ティングサービスでありながら、プライベートクラウドと同等

　のセキュリティを保つことが出来る。

(３)高信頼性

　　ITの重要性が高まる中、システムのダウンは企業活動にお

　いて大きな損失につながる。

　　市場に多数ある安価なクラウドサービスは、一時的な

　リソース要求への対応や、テスト利用や開発機としての利用

　が主たる用途であるが、本サービスでは、「永続的に本番機

3.  仮想化により実現した自由度
3.1  仮想ネットワークインフラ
　EINS/SPSのネットワークインフラ最大の特徴は、マルチテ

ナント型でありながら相互干渉せずにシステム毎のネットワー

クポリシーを設計可能な自由度にある。

　従来のマルチテナントサービスでは、サービス提供者側が定め

た単一のネットワークポリシーに基づいてネットワーク構成、

ルーティング、セキュリティが定められており、これらを自由に

設計することは出来ない。一方でエンタープライズシステムは

システム毎に要件や規模が異なる特性を持つため、これまで

マルチテナント型サービス上に構築する事は困難であった。

　EINS/SPSではマルチテナント型サービスとエンタープライ

ズシステムの相反する特性に対して、ネットワーク全体を仮想

化した「仮想ネットワークインフラ」による新しいマルチテナン

ト型サービスを提供する事で解決している。

　仮想ネットワークインフラでは物理ネットワークインフラは

単一だが、論理ネットワークインフラはお客さまシステム毎に

構築される。

　として稼動させる」際に選択頂くことを前提とし、基幹業務

　システムに耐えうる信頼性・冗長長性を確保すると共に、

　ディザスタリカバリ（以下、DR）による事業継続も考慮した

　構成とした。

　以下、3点についてそれぞれ詳細に述べる。

3.2  仮想ネットワークインフラの構成例
　仮想ネットワークインフラによる自由度の実現を具体的な例

で示す。

　EINS/SPSのネットワークインフラはVLANによってお客

4.  セキュリティ確保
4.1  独立したセキュリティポリシーの実装
　物理的設備を共有する際のユーザ間ネットワークの論理的

分離によるセキュリティレベルの確保については３章で述べた

とおりだが、ユーザシステム内でも異なるセキュリティレベル

の実装が必要となるケースもある。例えばECサイトでは公開

WEBサーバを配置するためのDMZセグメント、DBサーバを

配置するための内部セグメントから構成されることが多く、両

者のセキュリティレベルは大きく異なる。この他にも、企業間

接続やイントラネット接続等、接続形態や保護対象は多岐に

及ぶ。

　EINS/SPSでは、こうした各ネットワーク間の様々なセキュ

リティレベルの通信制御を全て、専用機であるファイアウォー

ル装置にてセキュリティポリシーを実装することによって実現

し、当社にて一元的に設定・管理を行っている。お客さまより

提出頂いた通信要件については、セキュリティ知識豊富なエン

ジニアにて確認を行った上で設定を行う形をとっているため、

より安心してご利用頂くことが出来る。

　これに加え、IDS/ IPSサービスや、サーバのメンテナンス用

としてSSL-VPN装置とクライアント証明書を利用したリモー

ト接続サービス等の提供も行っており、これらを組み合わせる

ことにより、お客さま独自の一貫したセキュリティポリシーに

準じた環境を構築することが出来る。

　現在、セキュリティサービスの更なる拡充を目指し、WAF

( Web Application Firewall )の導入を予定している。これに

より、金融機関のような高度なセキュリティが求められる要件

にも対応できると考えている。

5.  高信頼性を実現するシステム基盤
5.1  物理・仮想レイヤにおける冗長構成
　EINS/SPSでは、システム全体としての高信頼性、高可用性

を維持するため、仮想および物理の全てのレイヤにおいて冗長

構成を採用している。（表１）

　まず、仮想レイヤでは、ハイパーバイザーのHA機能を実装し

ている。物理サーバ障害時に対象物理サーバ上で稼働中の仮

想マシンを他サーバで自動起動させることにより、ダウンタイ

ムの最小化を図っている。

　次に、物理レイヤについては「物理的な設備には故障が発生

する」という前提のもと、ネットワーク機器も含めた機器を全

て冗長化・二重化構成とすることを最低ラインとした。

　P-Hosting (物理サーバホスティング)ユーザについては仮

想レイヤでのHA機能を利用できない点を補完する必要があ

る。これまでのホスティングサービス運用の経験上、サーバ障

害はCPUやメモリといった活性保守が不可能な部品の故障が

多くを占めていることから、この部分の障害に迅速に対応出来

ることが不可欠と考え、ブレード機能によりＮ+1構成での提供

を行っている。

5.2  DRサービスの実装
　DRメニューを備えていることもEINS/SPSの特徴の一つ

である。

　お客さまが、事業継続計画の一環として検討しながらも、実

際の導入を見送る原因にはコストパフォーマンスの点がまず

挙げられる。これ以外にも、実際にDR環境を構築した後の運

用が容易でない点を懸念する意見もある。

　DRをより身近なものとするため、EINS/SPSでは以下の通

りとしている。

(１)システム全体に対する現実的なDRサービスを提供

　EINS/SPSは仮想サーバ環境（V-Hositng）を主とした

サービスではあるが、システム全体の継続性を提供するため

には、物理サーバ環境(P-Hositng)のDRもサービスに含め

る必要がある。これを実現するため、ストレージ機能による

同期でのDR環境を提供している。

　ストレージ間同期にはジャーナル同期方式を採用し、比較

的狭帯域でも効率的にデータ伝送を行っている。このため、

費用面での負担が最も大きいDR用回線費用を抑えること

が出来、さらにサーバインフラ環境も含め複数のお客さまで

共用することで、費用対効果の面でメリットを感じて頂ける

ようにした。

さまシステム毎に論理分割されている。そのためネットワーク

視点から見たサーバはどの物理ネットワーク上であっても

VLAN上に”論理的に存在”すれば良い。仮想サーバ、物理

サーバの区別及び物理的な設置場所を問わないという仮想環

境ならではの特性を利用して、混在を可能としている。

　下図の例では、EINS/SPS環境上に独立した２社（A社、B社）

を、共に物理/仮想サーバ混在のシステムとして稼働させている。

　このときの各層でのネットワークは次の通りとなる。

(1)EINS/SPSサービス全体として物理的に見た場合

　 ● 物理サーバと仮想サーバは異なるスイッチに物理接続し

　　　ている

　 ● A社、B社共に同一のスイッチに物理接続している

(2)EINS/SPSサービス全体として論理的に見た場合

　 ● 物理サーバ、仮想サーバに関係なく、VLANによってサーバ

　　の論理的位置が規定される

　 ● お客さまシステム毎にネットワーク機器が仮想化される

(3)お客さま毎の論理ネットワークインフラとして見た場合

　 ● お客さまシステムからは自社用のネットワークインフラの

　　み認識出来る

　以上のように、EINS/SPSの仮想ネットワーク環境では物理

サーバ、仮想サーバの物理設置位置を分離しつつ、お客さまシス

テム毎に仮想専用設備上で集約される構成と実現している。
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図1  仮想ネットワークインフラ概念図
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リソース化されたネットワーク機器
ルータ スキャナ ファイアーウォール ロードバランサー IPS

　従来型のマルチテナントサービスではOSI階層モデル的にレ

イヤ１～３の物理ネットワーク構成と論理ネットワーク構成が

ほぼ一致しており、シンプルではあるがテナント毎に自由な設

計は行えなかった。仮想ネットワークインフラでは物理的（レ

イヤ1）なネットワーク機器を共有しつつ、OSI階層モデル的に

レイヤ２～７までを各ネットワーク機器の仮想化機能を用いて

テナント毎に論理分割する事で自由度を獲得している。

　サーバ仮想化技術によってCPU、メモリ、ディスクがリソー

スプール化されたように、仮想ネットワークインフラではルー

タ、スイッチ、ファイアーウォール、ロードバランサー、侵入防止

システム（以下、IDS/IPS）等のネットワーク機器も一種のリ

ソースとしてシステム毎に割り当てる事が可能である。

　これにより、EINS/SPSではこれまでのマルチテナント型

サービスでは実現出来なかった高いネットワーク設計の自由

度によって、Webサイト、社内情報システム、お客さまネット

ワークの延伸など様々なエンタープライズシステムへの利用

を実現した。

　また、各サーバはSANBoot（1）構成とし、個々のサーバ上で

MACアドレスやWWN(World Wide Name)といった固有の情

報を持たず、ブレードシステム側で仮想MAC,仮想WWNとして

管理し、それらの設定を各ブレードに割り当てるという形となっ

ている。これにより、障害発生時にはそのサーバの設定を丸ごと

予備機へ切り替えることが出来、通常では４時間～半日程度の時

間を要するハードウェアの部品交換といった対応を待たず、迅速

に復旧を行うことが出来る。

　また、全てのデータが格納されるストレージについては、内部

部品が二重化設計であることのみでなく、サービス停止時間を

最小限に抑えるため、活性保守が可能であることを条件として

いる。

　ファシリティについては、他に類を見ない非常に堅牢な設備

を保有しているアット東京データセンターをメインサイトとし

て選定した。バックアップサイトについても自社データセン

ター内に構築し、お客さまが｢どのような場所にデータが保管

されているのかわからない」といった不安を持つことなく、安

心感を持って頂けるようにした。

（1）SANBoot：サーバ内蔵のディスクでなく、ファイバーチャネルで接続した外部SANストレージ装置のディスクからOSを起動する機能

(２)運用プロセスのアウトソーシング

　運用面としては、通常稼動時におけるバックアップサイト

への同期設定、バックアップサイト側要員の教育、災害発生

時の復旧手順の実行など、お客さまが不安や負担に感じる

運用プロセスについてのアウトソーシングを提供している。

災害発生時の切り替え、DRサイト側でのリソース割り当て、

システム起動までの一連のフローは当社運用担当者にて定

期的に訓練を行い、インフラレベルでの復旧はサービスの

一環として実施する。

Design Points in Cloud Computing Service Infrastructure for the Enterprise "EINS/SPS"

エンタープライズ向けクラウドサービス基盤
「EINS/SPS」における設計ポイント

クラウド・コンピューティング
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概要
　当社では、エンタープライズ向けクラウドサービス基盤「EINS/SPS（Shared Platform Service）」の提供

を2010年3月より開始した。

　EINS/SPSは、コンピューティングシステム及びそれに付随するストレージやネットワーク等のインフラストラク

チャを含めて提供する、いわゆるIaaSに分類されるサービスである。

　サービス構築にあたり、サーバOSレベルだけでなく、ネットワークインフラにも仮想化技術を全面的に採用した。

物理リソースを論理的に分離してサービスメニュー化し、お客さまのシステムに必要なものだけを自由に組み合わせ

ご利用頂くことが出来る柔軟性の高さを実現している。

　本論文では、EINS/SPSサービス紹介と併せ、仮想化をはじめとしたインフラ設計上のポイントについて論述する。
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　当社では長年にわたり、ネットワーク・セキュリティを含めた

トータルサービスとしてのアウトソーシグ事業を展開してい

る。インターネット接続サービスの「IIC」をはじめ、ECサイト

に必要な環境をパッケージ化した「EC-Farm」、「EINS/Mail」

「EINS/Web」といったインターネットアプリケーションのホ

スティングサービス等、多数の実績のあるサービスメニューを

取り揃えている。これらに、システムインテグレーション事業、

運用管理サービスに強みを持つデータセンター事業を組み合

わせることにより、お客さまのビジネスの信用、信頼を支える

エンタープライズシステム基盤としてワンストップで提供して

いる。

　EINS/SPSは、これらのアウトソーシングで培った設計・構

築技術や運用ノウハウを活かし、よりお客さまの期待に応えら

れるよう、高い自由度と信頼性を併せ持つIaaS型の共用サー

ビスとして構築した。

2.  EINS/SPSインフラ設計のポイント
　本サービスの目標は、当社の主たる事業領域である企業情

報システムをお預かりすることが出来るクラウドサービスとし

て実現することである。

　我々が考えるエンタープライズ向けシステムの条件として

は、第一に「 ITサービスが常に適切な状態で稼働出来ること」

が挙げられる。そのためには可用性を確保した強靭なIT基盤

を構築する必要がある。第二に、「お客さまの要件やシステム

規模に合わせたサイト設計、ネットワーク設計を実装するこ

と」がある。これらはお客さまによって異なるのが当然であ

り、提供側の都合で、ある一定のパターンに押し込めることは

適切ではないと考える。

　これらのことから、EINS/SPSでは、システム要件に合った

構成が選択できる自由度と、エンタープライズ向システムとし

て耐えうるセキュリティと信頼性を担保することを狙いとし

て、以下の３点を設計の重要なポイントとした。

6. おわりに
　EINS/SPSでは、上記で述べてきたように「自由度の高さ」

「セキュリティ」「信頼性」を重視した設計思想のもと構築を

行った。当社でこれまで提供してきた共用サービスの課題をク

リアするとともに、ハウジング、ホスティングサービスを通じて

お客さまからの頂いた要望を最大限吸収することを目指し、

具現化したサービスであるともいえる。

　本論文では、サービスインフラ構築における設計ポイントに

絞って記載してきたが、当社がシステムインテグレータとして

クラウドサービスを提供することの強みは他にもあると考えて

いる。サービス自体はIaaS提供型であるが、単なるインフラ

環境の提供にとどまらず、その上位層にあたるOS、ミドルウェ

アの構築やアプリケーション開発についても当社にて対応で

き、また、これまでマネージド・サービスとして行ってきた業務

運用やシステム運用を、EINS/SPS上のシステムについても

同様に適用することが出来る。このように、お客さまのシステ

ムを、設計から運用に至る全てのフェーズで総合的にサポート

することができる点が、最大の強みの一つである。

　今後もサービス提供型であることのメリットは継続させつ

つ、常にユーザ要望や技術動向に着目し、「自由度の高さ」「セ

キュリティ」「信頼性」のいずれの点においても高いレベルを

維持できるよう尽力していく。
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(１)多様なシステム要件に対応出来る柔軟な構成

　　お客さまのシステムに必要とされるリソースや機能を提供

　するため、サーバ、ネットワークともに仮想化技術を取り入れた。

　サーバ仮想化技術により、CPU、メモリ、ディスクといったリ

　ソースを割り当てる『V-Hosting』のみでなく、仮想化に適

　さないシステムのために物理サーバホスティングである  

　『P－Hosting』といったメニューも用意した。さらに、

　ネットワーク仮想化により共用インフラの制限を最大限取り

　払った「仮想ネットワークインフラ」を構築し、お客さま個別

　のシステム要件にあわせた柔軟なネットワーク構成を実現

　出来る環境とした。

(２)プライベートクラウドと同等のセキュリティ

　　共用環境において、お客さまが抱く最も顕著な不安が情

　報セキュリティに対するものであろうと想定される。この不

　安を解消するため、お客さまごとに論理的にネットワークを

　分割し、単にVLAN技術を採用するのみでなく、他レイヤに

　おいても仮想化を行うこととした。これにより、共用型ホス

　ティングサービスでありながら、プライベートクラウドと同等

　のセキュリティを保つことが出来る。

(３)高信頼性

　　ITの重要性が高まる中、システムのダウンは企業活動にお

　いて大きな損失につながる。

　　市場に多数ある安価なクラウドサービスは、一時的な

　リソース要求への対応や、テスト利用や開発機としての利用

　が主たる用途であるが、本サービスでは、「永続的に本番機

3.  仮想化により実現した自由度
3.1  仮想ネットワークインフラ
　EINS/SPSのネットワークインフラ最大の特徴は、マルチテ

ナント型でありながら相互干渉せずにシステム毎のネットワー

クポリシーを設計可能な自由度にある。

　従来のマルチテナントサービスでは、サービス提供者側が定め

た単一のネットワークポリシーに基づいてネットワーク構成、

ルーティング、セキュリティが定められており、これらを自由に

設計することは出来ない。一方でエンタープライズシステムは

システム毎に要件や規模が異なる特性を持つため、これまで

マルチテナント型サービス上に構築する事は困難であった。

　EINS/SPSではマルチテナント型サービスとエンタープライ

ズシステムの相反する特性に対して、ネットワーク全体を仮想

化した「仮想ネットワークインフラ」による新しいマルチテナン

ト型サービスを提供する事で解決している。

　仮想ネットワークインフラでは物理ネットワークインフラは

単一だが、論理ネットワークインフラはお客さまシステム毎に

構築される。

　として稼動させる」際に選択頂くことを前提とし、基幹業務

　システムに耐えうる信頼性・冗長長性を確保すると共に、

　ディザスタリカバリ（以下、DR）による事業継続も考慮した

　構成とした。

　以下、3点についてそれぞれ詳細に述べる。

3.2  仮想ネットワークインフラの構成例
　仮想ネットワークインフラによる自由度の実現を具体的な例

で示す。

　EINS/SPSのネットワークインフラはVLANによってお客

4.  セキュリティ確保
4.1  独立したセキュリティポリシーの実装
　物理的設備を共有する際のユーザ間ネットワークの論理的

分離によるセキュリティレベルの確保については３章で述べた

とおりだが、ユーザシステム内でも異なるセキュリティレベル

の実装が必要となるケースもある。例えばECサイトでは公開

WEBサーバを配置するためのDMZセグメント、DBサーバを

配置するための内部セグメントから構成されることが多く、両

者のセキュリティレベルは大きく異なる。この他にも、企業間

接続やイントラネット接続等、接続形態や保護対象は多岐に

及ぶ。

　EINS/SPSでは、こうした各ネットワーク間の様々なセキュ

リティレベルの通信制御を全て、専用機であるファイアウォー

ル装置にてセキュリティポリシーを実装することによって実現

し、当社にて一元的に設定・管理を行っている。お客さまより

提出頂いた通信要件については、セキュリティ知識豊富なエン

ジニアにて確認を行った上で設定を行う形をとっているため、

より安心してご利用頂くことが出来る。

　これに加え、IDS/ IPSサービスや、サーバのメンテナンス用

としてSSL-VPN装置とクライアント証明書を利用したリモー

ト接続サービス等の提供も行っており、これらを組み合わせる

ことにより、お客さま独自の一貫したセキュリティポリシーに

準じた環境を構築することが出来る。

　現在、セキュリティサービスの更なる拡充を目指し、WAF

( Web Application Firewall )の導入を予定している。これに

より、金融機関のような高度なセキュリティが求められる要件

にも対応できると考えている。

5.  高信頼性を実現するシステム基盤
5.1  物理・仮想レイヤにおける冗長構成
　EINS/SPSでは、システム全体としての高信頼性、高可用性

を維持するため、仮想および物理の全てのレイヤにおいて冗長

構成を採用している。（表１）

　まず、仮想レイヤでは、ハイパーバイザーのHA機能を実装し

ている。物理サーバ障害時に対象物理サーバ上で稼働中の仮

想マシンを他サーバで自動起動させることにより、ダウンタイ

ムの最小化を図っている。

　次に、物理レイヤについては「物理的な設備には故障が発生

する」という前提のもと、ネットワーク機器も含めた機器を全

て冗長化・二重化構成とすることを最低ラインとした。

　P-Hosting (物理サーバホスティング)ユーザについては仮

想レイヤでのHA機能を利用できない点を補完する必要があ

る。これまでのホスティングサービス運用の経験上、サーバ障

害はCPUやメモリといった活性保守が不可能な部品の故障が

多くを占めていることから、この部分の障害に迅速に対応出来

ることが不可欠と考え、ブレード機能によりＮ+1構成での提供

を行っている。

5.2  DRサービスの実装
　DRメニューを備えていることもEINS/SPSの特徴の一つ

である。

　お客さまが、事業継続計画の一環として検討しながらも、実

際の導入を見送る原因にはコストパフォーマンスの点がまず

挙げられる。これ以外にも、実際にDR環境を構築した後の運

用が容易でない点を懸念する意見もある。

　DRをより身近なものとするため、EINS/SPSでは以下の通

りとしている。

(１)システム全体に対する現実的なDRサービスを提供

　EINS/SPSは仮想サーバ環境（V-Hositng）を主とした

サービスではあるが、システム全体の継続性を提供するため

には、物理サーバ環境(P-Hositng)のDRもサービスに含め

る必要がある。これを実現するため、ストレージ機能による

同期でのDR環境を提供している。

　ストレージ間同期にはジャーナル同期方式を採用し、比較

的狭帯域でも効率的にデータ伝送を行っている。このため、

費用面での負担が最も大きいDR用回線費用を抑えること

が出来、さらにサーバインフラ環境も含め複数のお客さまで

共用することで、費用対効果の面でメリットを感じて頂ける

ようにした。

さまシステム毎に論理分割されている。そのためネットワーク

視点から見たサーバはどの物理ネットワーク上であっても

VLAN上に”論理的に存在”すれば良い。仮想サーバ、物理

サーバの区別及び物理的な設置場所を問わないという仮想環

境ならではの特性を利用して、混在を可能としている。

　下図の例では、EINS/SPS環境上に独立した２社（A社、B社）

を、共に物理/仮想サーバ混在のシステムとして稼働させている。

　このときの各層でのネットワークは次の通りとなる。

(1)EINS/SPSサービス全体として物理的に見た場合

　 ● 物理サーバと仮想サーバは異なるスイッチに物理接続し

　　　ている

　 ● A社、B社共に同一のスイッチに物理接続している

(2)EINS/SPSサービス全体として論理的に見た場合

　 ● 物理サーバ、仮想サーバに関係なく、VLANによってサーバ

　　の論理的位置が規定される

　 ● お客さまシステム毎にネットワーク機器が仮想化される

(3)お客さま毎の論理ネットワークインフラとして見た場合

　 ● お客さまシステムからは自社用のネットワークインフラの

　　み認識出来る

　以上のように、EINS/SPSの仮想ネットワーク環境では物理

サーバ、仮想サーバの物理設置位置を分離しつつ、お客さまシス

テム毎に仮想専用設備上で集約される構成と実現している。
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　　サーバブレード    N+1による冗長構成

　　ストレージ　　　 内部冗長構成、筐体冗長

　　サイト　　　　　 メインサイト/バックアップサイトによるサイト冗長

対象                                  構成

表１  各レイヤにおける冗長構成

論理ネットワークインフラ例

物理ネットワークインフラ

お客さま
ネットワーク
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お客さまネットワークの延伸

Webサーバ
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ADサーバ

FTPサーバ

図1  仮想ネットワークインフラ概念図

ネットワーク仮想化

EINS/SPSサービス全体からみた物理構成

EINS/SPSサービス全体からみた論理構成

B社仮想専用設備論理構成

A社サーバ

B社サーバ

B社サーバ

A社サーバ

B社サーバ

A社サーバ

B社サーバ

B社サーバ

仮想サーバ

物理サーバ

物理サーバ

A社仮想専用設備論理構成

図２  物理／仮想サーバ構成解説図 図３  N＋1イメージ図

リソース化されたネットワーク機器
ルータ スキャナ ファイアーウォール ロードバランサー IPS

　従来型のマルチテナントサービスではOSI階層モデル的にレ

イヤ１～３の物理ネットワーク構成と論理ネットワーク構成が

ほぼ一致しており、シンプルではあるがテナント毎に自由な設

計は行えなかった。仮想ネットワークインフラでは物理的（レ

イヤ1）なネットワーク機器を共有しつつ、OSI階層モデル的に

レイヤ２～７までを各ネットワーク機器の仮想化機能を用いて

テナント毎に論理分割する事で自由度を獲得している。

　サーバ仮想化技術によってCPU、メモリ、ディスクがリソー

スプール化されたように、仮想ネットワークインフラではルー

タ、スイッチ、ファイアーウォール、ロードバランサー、侵入防止

システム（以下、IDS/IPS）等のネットワーク機器も一種のリ

ソースとしてシステム毎に割り当てる事が可能である。

　これにより、EINS/SPSではこれまでのマルチテナント型

サービスでは実現出来なかった高いネットワーク設計の自由

度によって、Webサイト、社内情報システム、お客さまネット

ワークの延伸など様々なエンタープライズシステムへの利用

を実現した。

　また、各サーバはSANBoot（1）構成とし、個々のサーバ上で

MACアドレスやWWN(World Wide Name)といった固有の情

報を持たず、ブレードシステム側で仮想MAC,仮想WWNとして

管理し、それらの設定を各ブレードに割り当てるという形となっ

ている。これにより、障害発生時にはそのサーバの設定を丸ごと

予備機へ切り替えることが出来、通常では４時間～半日程度の時

間を要するハードウェアの部品交換といった対応を待たず、迅速

に復旧を行うことが出来る。

　また、全てのデータが格納されるストレージについては、内部

部品が二重化設計であることのみでなく、サービス停止時間を

最小限に抑えるため、活性保守が可能であることを条件として

いる。

　ファシリティについては、他に類を見ない非常に堅牢な設備

を保有しているアット東京データセンターをメインサイトとし

て選定した。バックアップサイトについても自社データセン

ター内に構築し、お客さまが｢どのような場所にデータが保管

されているのかわからない」といった不安を持つことなく、安

心感を持って頂けるようにした。

（1）SANBoot：サーバ内蔵のディスクでなく、ファイバーチャネルで接続した外部SANストレージ装置のディスクからOSを起動する機能

(２)運用プロセスのアウトソーシング

　運用面としては、通常稼動時におけるバックアップサイト

への同期設定、バックアップサイト側要員の教育、災害発生

時の復旧手順の実行など、お客さまが不安や負担に感じる

運用プロセスについてのアウトソーシングを提供している。

災害発生時の切り替え、DRサイト側でのリソース割り当て、

システム起動までの一連のフローは当社運用担当者にて定

期的に訓練を行い、インフラレベルでの復旧はサービスの

一環として実施する。

Design Points in Cloud Computing Service Infrastructure for the Enterprise "EINS/SPS"

エンタープライズ向けクラウドサービス基盤
「EINS/SPS」における設計ポイント
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1.  はじめに

特集1

概要
　当社では、エンタープライズ向けクラウドサービス基盤「EINS/SPS（Shared Platform Service）」の提供

を2010年3月より開始した。

　EINS/SPSは、コンピューティングシステム及びそれに付随するストレージやネットワーク等のインフラストラク

チャを含めて提供する、いわゆるIaaSに分類されるサービスである。

　サービス構築にあたり、サーバOSレベルだけでなく、ネットワークインフラにも仮想化技術を全面的に採用した。

物理リソースを論理的に分離してサービスメニュー化し、お客さまのシステムに必要なものだけを自由に組み合わせ

ご利用頂くことが出来る柔軟性の高さを実現している。

　本論文では、EINS/SPSサービス紹介と併せ、仮想化をはじめとしたインフラ設計上のポイントについて論述する。
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　当社では長年にわたり、ネットワーク・セキュリティを含めた

トータルサービスとしてのアウトソーシグ事業を展開してい

る。インターネット接続サービスの「IIC」をはじめ、ECサイト

に必要な環境をパッケージ化した「EC-Farm」、「EINS/Mail」

「EINS/Web」といったインターネットアプリケーションのホ

スティングサービス等、多数の実績のあるサービスメニューを

取り揃えている。これらに、システムインテグレーション事業、

運用管理サービスに強みを持つデータセンター事業を組み合

わせることにより、お客さまのビジネスの信用、信頼を支える

エンタープライズシステム基盤としてワンストップで提供して

いる。

　EINS/SPSは、これらのアウトソーシングで培った設計・構

築技術や運用ノウハウを活かし、よりお客さまの期待に応えら

れるよう、高い自由度と信頼性を併せ持つIaaS型の共用サー

ビスとして構築した。

2.  EINS/SPSインフラ設計のポイント
　本サービスの目標は、当社の主たる事業領域である企業情

報システムをお預かりすることが出来るクラウドサービスとし

て実現することである。

　我々が考えるエンタープライズ向けシステムの条件として

は、第一に「 ITサービスが常に適切な状態で稼働出来ること」

が挙げられる。そのためには可用性を確保した強靭なIT基盤

を構築する必要がある。第二に、「お客さまの要件やシステム

規模に合わせたサイト設計、ネットワーク設計を実装するこ

と」がある。これらはお客さまによって異なるのが当然であ

り、提供側の都合で、ある一定のパターンに押し込めることは

適切ではないと考える。

　これらのことから、EINS/SPSでは、システム要件に合った

構成が選択できる自由度と、エンタープライズ向システムとし

て耐えうるセキュリティと信頼性を担保することを狙いとし

て、以下の３点を設計の重要なポイントとした。

6. おわりに
　EINS/SPSでは、上記で述べてきたように「自由度の高さ」

「セキュリティ」「信頼性」を重視した設計思想のもと構築を

行った。当社でこれまで提供してきた共用サービスの課題をク

リアするとともに、ハウジング、ホスティングサービスを通じて

お客さまからの頂いた要望を最大限吸収することを目指し、

具現化したサービスであるともいえる。

　本論文では、サービスインフラ構築における設計ポイントに

絞って記載してきたが、当社がシステムインテグレータとして

クラウドサービスを提供することの強みは他にもあると考えて

いる。サービス自体はIaaS提供型であるが、単なるインフラ

環境の提供にとどまらず、その上位層にあたるOS、ミドルウェ

アの構築やアプリケーション開発についても当社にて対応で

き、また、これまでマネージド・サービスとして行ってきた業務

運用やシステム運用を、EINS/SPS上のシステムについても

同様に適用することが出来る。このように、お客さまのシステ

ムを、設計から運用に至る全てのフェーズで総合的にサポート

することができる点が、最大の強みの一つである。

　今後もサービス提供型であることのメリットは継続させつ

つ、常にユーザ要望や技術動向に着目し、「自由度の高さ」「セ

キュリティ」「信頼性」のいずれの点においても高いレベルを

維持できるよう尽力していく。
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(１)多様なシステム要件に対応出来る柔軟な構成

　　お客さまのシステムに必要とされるリソースや機能を提供

　するため、サーバ、ネットワークともに仮想化技術を取り入れた。

　サーバ仮想化技術により、CPU、メモリ、ディスクといったリ

　ソースを割り当てる『V-Hosting』のみでなく、仮想化に適

　さないシステムのために物理サーバホスティングである  

　『P－Hosting』といったメニューも用意した。さらに、

　ネットワーク仮想化により共用インフラの制限を最大限取り

　払った「仮想ネットワークインフラ」を構築し、お客さま個別

　のシステム要件にあわせた柔軟なネットワーク構成を実現

　出来る環境とした。

(２)プライベートクラウドと同等のセキュリティ

　　共用環境において、お客さまが抱く最も顕著な不安が情

　報セキュリティに対するものであろうと想定される。この不

　安を解消するため、お客さまごとに論理的にネットワークを

　分割し、単にVLAN技術を採用するのみでなく、他レイヤに

　おいても仮想化を行うこととした。これにより、共用型ホス

　ティングサービスでありながら、プライベートクラウドと同等

　のセキュリティを保つことが出来る。

(３)高信頼性

　　ITの重要性が高まる中、システムのダウンは企業活動にお

　いて大きな損失につながる。

　　市場に多数ある安価なクラウドサービスは、一時的な

　リソース要求への対応や、テスト利用や開発機としての利用

　が主たる用途であるが、本サービスでは、「永続的に本番機

3.  仮想化により実現した自由度
3.1  仮想ネットワークインフラ
　EINS/SPSのネットワークインフラ最大の特徴は、マルチテ

ナント型でありながら相互干渉せずにシステム毎のネットワー

クポリシーを設計可能な自由度にある。

　従来のマルチテナントサービスでは、サービス提供者側が定め

た単一のネットワークポリシーに基づいてネットワーク構成、

ルーティング、セキュリティが定められており、これらを自由に

設計することは出来ない。一方でエンタープライズシステムは

システム毎に要件や規模が異なる特性を持つため、これまで

マルチテナント型サービス上に構築する事は困難であった。

　EINS/SPSではマルチテナント型サービスとエンタープライ

ズシステムの相反する特性に対して、ネットワーク全体を仮想

化した「仮想ネットワークインフラ」による新しいマルチテナン

ト型サービスを提供する事で解決している。

　仮想ネットワークインフラでは物理ネットワークインフラは

単一だが、論理ネットワークインフラはお客さまシステム毎に

構築される。

　として稼動させる」際に選択頂くことを前提とし、基幹業務

　システムに耐えうる信頼性・冗長長性を確保すると共に、

　ディザスタリカバリ（以下、DR）による事業継続も考慮した

　構成とした。

　以下、3点についてそれぞれ詳細に述べる。

3.2  仮想ネットワークインフラの構成例
　仮想ネットワークインフラによる自由度の実現を具体的な例

で示す。

　EINS/SPSのネットワークインフラはVLANによってお客

4.  セキュリティ確保
4.1  独立したセキュリティポリシーの実装
　物理的設備を共有する際のユーザ間ネットワークの論理的

分離によるセキュリティレベルの確保については３章で述べた

とおりだが、ユーザシステム内でも異なるセキュリティレベル

の実装が必要となるケースもある。例えばECサイトでは公開

WEBサーバを配置するためのDMZセグメント、DBサーバを

配置するための内部セグメントから構成されることが多く、両

者のセキュリティレベルは大きく異なる。この他にも、企業間

接続やイントラネット接続等、接続形態や保護対象は多岐に

及ぶ。

　EINS/SPSでは、こうした各ネットワーク間の様々なセキュ

リティレベルの通信制御を全て、専用機であるファイアウォー

ル装置にてセキュリティポリシーを実装することによって実現

し、当社にて一元的に設定・管理を行っている。お客さまより

提出頂いた通信要件については、セキュリティ知識豊富なエン

ジニアにて確認を行った上で設定を行う形をとっているため、

より安心してご利用頂くことが出来る。

　これに加え、IDS/ IPSサービスや、サーバのメンテナンス用

としてSSL-VPN装置とクライアント証明書を利用したリモー

ト接続サービス等の提供も行っており、これらを組み合わせる

ことにより、お客さま独自の一貫したセキュリティポリシーに

準じた環境を構築することが出来る。

　現在、セキュリティサービスの更なる拡充を目指し、WAF

( Web Application Firewall )の導入を予定している。これに

より、金融機関のような高度なセキュリティが求められる要件

にも対応できると考えている。

5.  高信頼性を実現するシステム基盤
5.1  物理・仮想レイヤにおける冗長構成
　EINS/SPSでは、システム全体としての高信頼性、高可用性

を維持するため、仮想および物理の全てのレイヤにおいて冗長

構成を採用している。（表１）

　まず、仮想レイヤでは、ハイパーバイザーのHA機能を実装し

ている。物理サーバ障害時に対象物理サーバ上で稼働中の仮

想マシンを他サーバで自動起動させることにより、ダウンタイ

ムの最小化を図っている。

　次に、物理レイヤについては「物理的な設備には故障が発生

する」という前提のもと、ネットワーク機器も含めた機器を全

て冗長化・二重化構成とすることを最低ラインとした。

　P-Hosting (物理サーバホスティング)ユーザについては仮

想レイヤでのHA機能を利用できない点を補完する必要があ

る。これまでのホスティングサービス運用の経験上、サーバ障

害はCPUやメモリといった活性保守が不可能な部品の故障が

多くを占めていることから、この部分の障害に迅速に対応出来

ることが不可欠と考え、ブレード機能によりＮ+1構成での提供

を行っている。

5.2  DRサービスの実装
　DRメニューを備えていることもEINS/SPSの特徴の一つ

である。

　お客さまが、事業継続計画の一環として検討しながらも、実

際の導入を見送る原因にはコストパフォーマンスの点がまず

挙げられる。これ以外にも、実際にDR環境を構築した後の運

用が容易でない点を懸念する意見もある。

　DRをより身近なものとするため、EINS/SPSでは以下の通

りとしている。

(１)システム全体に対する現実的なDRサービスを提供

　EINS/SPSは仮想サーバ環境（V-Hositng）を主とした

サービスではあるが、システム全体の継続性を提供するため

には、物理サーバ環境(P-Hositng)のDRもサービスに含め

る必要がある。これを実現するため、ストレージ機能による

同期でのDR環境を提供している。

　ストレージ間同期にはジャーナル同期方式を採用し、比較

的狭帯域でも効率的にデータ伝送を行っている。このため、

費用面での負担が最も大きいDR用回線費用を抑えること

が出来、さらにサーバインフラ環境も含め複数のお客さまで

共用することで、費用対効果の面でメリットを感じて頂ける

ようにした。

さまシステム毎に論理分割されている。そのためネットワーク

視点から見たサーバはどの物理ネットワーク上であっても

VLAN上に”論理的に存在”すれば良い。仮想サーバ、物理

サーバの区別及び物理的な設置場所を問わないという仮想環

境ならではの特性を利用して、混在を可能としている。

　下図の例では、EINS/SPS環境上に独立した２社（A社、B社）

を、共に物理/仮想サーバ混在のシステムとして稼働させている。

　このときの各層でのネットワークは次の通りとなる。

(1)EINS/SPSサービス全体として物理的に見た場合

　 ● 物理サーバと仮想サーバは異なるスイッチに物理接続し

　　　ている

　 ● A社、B社共に同一のスイッチに物理接続している

(2)EINS/SPSサービス全体として論理的に見た場合

　 ● 物理サーバ、仮想サーバに関係なく、VLANによってサーバ

　　の論理的位置が規定される

　 ● お客さまシステム毎にネットワーク機器が仮想化される

(3)お客さま毎の論理ネットワークインフラとして見た場合

　 ● お客さまシステムからは自社用のネットワークインフラの

　　み認識出来る

　以上のように、EINS/SPSの仮想ネットワーク環境では物理

サーバ、仮想サーバの物理設置位置を分離しつつ、お客さまシス

テム毎に仮想専用設備上で集約される構成と実現している。
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表１  各レイヤにおける冗長構成

論理ネットワークインフラ例
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図1  仮想ネットワークインフラ概念図
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図２  物理／仮想サーバ構成解説図 図３  N＋1イメージ図

リソース化されたネットワーク機器
ルータ スキャナ ファイアーウォール ロードバランサー IPS

　従来型のマルチテナントサービスではOSI階層モデル的にレ

イヤ１～３の物理ネットワーク構成と論理ネットワーク構成が

ほぼ一致しており、シンプルではあるがテナント毎に自由な設

計は行えなかった。仮想ネットワークインフラでは物理的（レ

イヤ1）なネットワーク機器を共有しつつ、OSI階層モデル的に

レイヤ２～７までを各ネットワーク機器の仮想化機能を用いて

テナント毎に論理分割する事で自由度を獲得している。

　サーバ仮想化技術によってCPU、メモリ、ディスクがリソー

スプール化されたように、仮想ネットワークインフラではルー

タ、スイッチ、ファイアーウォール、ロードバランサー、侵入防止

システム（以下、IDS/IPS）等のネットワーク機器も一種のリ

ソースとしてシステム毎に割り当てる事が可能である。

　これにより、EINS/SPSではこれまでのマルチテナント型

サービスでは実現出来なかった高いネットワーク設計の自由

度によって、Webサイト、社内情報システム、お客さまネット

ワークの延伸など様々なエンタープライズシステムへの利用

を実現した。

　また、各サーバはSANBoot（1）構成とし、個々のサーバ上で

MACアドレスやWWN(World Wide Name)といった固有の情

報を持たず、ブレードシステム側で仮想MAC,仮想WWNとして

管理し、それらの設定を各ブレードに割り当てるという形となっ

ている。これにより、障害発生時にはそのサーバの設定を丸ごと

予備機へ切り替えることが出来、通常では４時間～半日程度の時

間を要するハードウェアの部品交換といった対応を待たず、迅速

に復旧を行うことが出来る。

　また、全てのデータが格納されるストレージについては、内部

部品が二重化設計であることのみでなく、サービス停止時間を

最小限に抑えるため、活性保守が可能であることを条件として

いる。

　ファシリティについては、他に類を見ない非常に堅牢な設備

を保有しているアット東京データセンターをメインサイトとし

て選定した。バックアップサイトについても自社データセン

ター内に構築し、お客さまが｢どのような場所にデータが保管

されているのかわからない」といった不安を持つことなく、安

心感を持って頂けるようにした。

（1）SANBoot：サーバ内蔵のディスクでなく、ファイバーチャネルで接続した外部SANストレージ装置のディスクからOSを起動する機能

(２)運用プロセスのアウトソーシング

　運用面としては、通常稼動時におけるバックアップサイト

への同期設定、バックアップサイト側要員の教育、災害発生

時の復旧手順の実行など、お客さまが不安や負担に感じる

運用プロセスについてのアウトソーシングを提供している。

災害発生時の切り替え、DRサイト側でのリソース割り当て、

システム起動までの一連のフローは当社運用担当者にて定

期的に訓練を行い、インフラレベルでの復旧はサービスの

一環として実施する。
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1.  はじめに

特集1

概要
　当社では、エンタープライズ向けクラウドサービス基盤「EINS/SPS（Shared Platform Service）」の提供

を2010年3月より開始した。

　EINS/SPSは、コンピューティングシステム及びそれに付随するストレージやネットワーク等のインフラストラク

チャを含めて提供する、いわゆるIaaSに分類されるサービスである。

　サービス構築にあたり、サーバOSレベルだけでなく、ネットワークインフラにも仮想化技術を全面的に採用した。

物理リソースを論理的に分離してサービスメニュー化し、お客さまのシステムに必要なものだけを自由に組み合わせ

ご利用頂くことが出来る柔軟性の高さを実現している。

　本論文では、EINS/SPSサービス紹介と併せ、仮想化をはじめとしたインフラ設計上のポイントについて論述する。
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　当社では長年にわたり、ネットワーク・セキュリティを含めた

トータルサービスとしてのアウトソーシグ事業を展開してい

る。インターネット接続サービスの「IIC」をはじめ、ECサイト

に必要な環境をパッケージ化した「EC-Farm」、「EINS/Mail」

「EINS/Web」といったインターネットアプリケーションのホ

スティングサービス等、多数の実績のあるサービスメニューを

取り揃えている。これらに、システムインテグレーション事業、

運用管理サービスに強みを持つデータセンター事業を組み合

わせることにより、お客さまのビジネスの信用、信頼を支える

エンタープライズシステム基盤としてワンストップで提供して

いる。

　EINS/SPSは、これらのアウトソーシングで培った設計・構

築技術や運用ノウハウを活かし、よりお客さまの期待に応えら

れるよう、高い自由度と信頼性を併せ持つIaaS型の共用サー

ビスとして構築した。

2.  EINS/SPSインフラ設計のポイント
　本サービスの目標は、当社の主たる事業領域である企業情

報システムをお預かりすることが出来るクラウドサービスとし

て実現することである。

　我々が考えるエンタープライズ向けシステムの条件として

は、第一に「 ITサービスが常に適切な状態で稼働出来ること」

が挙げられる。そのためには可用性を確保した強靭なIT基盤

を構築する必要がある。第二に、「お客さまの要件やシステム

規模に合わせたサイト設計、ネットワーク設計を実装するこ

と」がある。これらはお客さまによって異なるのが当然であ

り、提供側の都合で、ある一定のパターンに押し込めることは

適切ではないと考える。

　これらのことから、EINS/SPSでは、システム要件に合った

構成が選択できる自由度と、エンタープライズ向システムとし

て耐えうるセキュリティと信頼性を担保することを狙いとし

て、以下の３点を設計の重要なポイントとした。

6. おわりに
　EINS/SPSでは、上記で述べてきたように「自由度の高さ」

「セキュリティ」「信頼性」を重視した設計思想のもと構築を

行った。当社でこれまで提供してきた共用サービスの課題をク

リアするとともに、ハウジング、ホスティングサービスを通じて

お客さまからの頂いた要望を最大限吸収することを目指し、

具現化したサービスであるともいえる。

　本論文では、サービスインフラ構築における設計ポイントに

絞って記載してきたが、当社がシステムインテグレータとして

クラウドサービスを提供することの強みは他にもあると考えて

いる。サービス自体はIaaS提供型であるが、単なるインフラ

環境の提供にとどまらず、その上位層にあたるOS、ミドルウェ

アの構築やアプリケーション開発についても当社にて対応で

き、また、これまでマネージド・サービスとして行ってきた業務

運用やシステム運用を、EINS/SPS上のシステムについても

同様に適用することが出来る。このように、お客さまのシステ

ムを、設計から運用に至る全てのフェーズで総合的にサポート

することができる点が、最大の強みの一つである。

　今後もサービス提供型であることのメリットは継続させつ

つ、常にユーザ要望や技術動向に着目し、「自由度の高さ」「セ

キュリティ」「信頼性」のいずれの点においても高いレベルを

維持できるよう尽力していく。
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(１)多様なシステム要件に対応出来る柔軟な構成

　　お客さまのシステムに必要とされるリソースや機能を提供

　するため、サーバ、ネットワークともに仮想化技術を取り入れた。

　サーバ仮想化技術により、CPU、メモリ、ディスクといったリ

　ソースを割り当てる『V-Hosting』のみでなく、仮想化に適

　さないシステムのために物理サーバホスティングである  

　『P－Hosting』といったメニューも用意した。さらに、

　ネットワーク仮想化により共用インフラの制限を最大限取り

　払った「仮想ネットワークインフラ」を構築し、お客さま個別

　のシステム要件にあわせた柔軟なネットワーク構成を実現

　出来る環境とした。

(２)プライベートクラウドと同等のセキュリティ

　　共用環境において、お客さまが抱く最も顕著な不安が情

　報セキュリティに対するものであろうと想定される。この不

　安を解消するため、お客さまごとに論理的にネットワークを

　分割し、単にVLAN技術を採用するのみでなく、他レイヤに

　おいても仮想化を行うこととした。これにより、共用型ホス

　ティングサービスでありながら、プライベートクラウドと同等

　のセキュリティを保つことが出来る。

(３)高信頼性

　　ITの重要性が高まる中、システムのダウンは企業活動にお

　いて大きな損失につながる。

　　市場に多数ある安価なクラウドサービスは、一時的な

　リソース要求への対応や、テスト利用や開発機としての利用

　が主たる用途であるが、本サービスでは、「永続的に本番機

3.  仮想化により実現した自由度
3.1  仮想ネットワークインフラ
　EINS/SPSのネットワークインフラ最大の特徴は、マルチテ

ナント型でありながら相互干渉せずにシステム毎のネットワー

クポリシーを設計可能な自由度にある。

　従来のマルチテナントサービスでは、サービス提供者側が定め

た単一のネットワークポリシーに基づいてネットワーク構成、

ルーティング、セキュリティが定められており、これらを自由に

設計することは出来ない。一方でエンタープライズシステムは

システム毎に要件や規模が異なる特性を持つため、これまで

マルチテナント型サービス上に構築する事は困難であった。

　EINS/SPSではマルチテナント型サービスとエンタープライ

ズシステムの相反する特性に対して、ネットワーク全体を仮想

化した「仮想ネットワークインフラ」による新しいマルチテナン

ト型サービスを提供する事で解決している。

　仮想ネットワークインフラでは物理ネットワークインフラは

単一だが、論理ネットワークインフラはお客さまシステム毎に

構築される。

　として稼動させる」際に選択頂くことを前提とし、基幹業務

　システムに耐えうる信頼性・冗長長性を確保すると共に、

　ディザスタリカバリ（以下、DR）による事業継続も考慮した

　構成とした。

　以下、3点についてそれぞれ詳細に述べる。

3.2  仮想ネットワークインフラの構成例
　仮想ネットワークインフラによる自由度の実現を具体的な例

で示す。

　EINS/SPSのネットワークインフラはVLANによってお客

4.  セキュリティ確保
4.1  独立したセキュリティポリシーの実装
　物理的設備を共有する際のユーザ間ネットワークの論理的

分離によるセキュリティレベルの確保については３章で述べた

とおりだが、ユーザシステム内でも異なるセキュリティレベル

の実装が必要となるケースもある。例えばECサイトでは公開

WEBサーバを配置するためのDMZセグメント、DBサーバを

配置するための内部セグメントから構成されることが多く、両

者のセキュリティレベルは大きく異なる。この他にも、企業間

接続やイントラネット接続等、接続形態や保護対象は多岐に

及ぶ。

　EINS/SPSでは、こうした各ネットワーク間の様々なセキュ

リティレベルの通信制御を全て、専用機であるファイアウォー

ル装置にてセキュリティポリシーを実装することによって実現

し、当社にて一元的に設定・管理を行っている。お客さまより

提出頂いた通信要件については、セキュリティ知識豊富なエン

ジニアにて確認を行った上で設定を行う形をとっているため、

より安心してご利用頂くことが出来る。

　これに加え、IDS/ IPSサービスや、サーバのメンテナンス用

としてSSL-VPN装置とクライアント証明書を利用したリモー

ト接続サービス等の提供も行っており、これらを組み合わせる

ことにより、お客さま独自の一貫したセキュリティポリシーに

準じた環境を構築することが出来る。

　現在、セキュリティサービスの更なる拡充を目指し、WAF

( Web Application Firewall )の導入を予定している。これに

より、金融機関のような高度なセキュリティが求められる要件

にも対応できると考えている。

5.  高信頼性を実現するシステム基盤
5.1  物理・仮想レイヤにおける冗長構成
　EINS/SPSでは、システム全体としての高信頼性、高可用性

を維持するため、仮想および物理の全てのレイヤにおいて冗長

構成を採用している。（表１）

　まず、仮想レイヤでは、ハイパーバイザーのHA機能を実装し

ている。物理サーバ障害時に対象物理サーバ上で稼働中の仮

想マシンを他サーバで自動起動させることにより、ダウンタイ

ムの最小化を図っている。

　次に、物理レイヤについては「物理的な設備には故障が発生

する」という前提のもと、ネットワーク機器も含めた機器を全

て冗長化・二重化構成とすることを最低ラインとした。

　P-Hosting (物理サーバホスティング)ユーザについては仮

想レイヤでのHA機能を利用できない点を補完する必要があ

る。これまでのホスティングサービス運用の経験上、サーバ障

害はCPUやメモリといった活性保守が不可能な部品の故障が

多くを占めていることから、この部分の障害に迅速に対応出来

ることが不可欠と考え、ブレード機能によりＮ+1構成での提供

を行っている。

5.2  DRサービスの実装
　DRメニューを備えていることもEINS/SPSの特徴の一つ

である。

　お客さまが、事業継続計画の一環として検討しながらも、実

際の導入を見送る原因にはコストパフォーマンスの点がまず

挙げられる。これ以外にも、実際にDR環境を構築した後の運

用が容易でない点を懸念する意見もある。

　DRをより身近なものとするため、EINS/SPSでは以下の通

りとしている。

(１)システム全体に対する現実的なDRサービスを提供

　EINS/SPSは仮想サーバ環境（V-Hositng）を主とした

サービスではあるが、システム全体の継続性を提供するため

には、物理サーバ環境(P-Hositng)のDRもサービスに含め

る必要がある。これを実現するため、ストレージ機能による

同期でのDR環境を提供している。

　ストレージ間同期にはジャーナル同期方式を採用し、比較

的狭帯域でも効率的にデータ伝送を行っている。このため、

費用面での負担が最も大きいDR用回線費用を抑えること

が出来、さらにサーバインフラ環境も含め複数のお客さまで

共用することで、費用対効果の面でメリットを感じて頂ける

ようにした。

さまシステム毎に論理分割されている。そのためネットワーク

視点から見たサーバはどの物理ネットワーク上であっても

VLAN上に”論理的に存在”すれば良い。仮想サーバ、物理

サーバの区別及び物理的な設置場所を問わないという仮想環

境ならではの特性を利用して、混在を可能としている。

　下図の例では、EINS/SPS環境上に独立した２社（A社、B社）

を、共に物理/仮想サーバ混在のシステムとして稼働させている。

　このときの各層でのネットワークは次の通りとなる。

(1)EINS/SPSサービス全体として物理的に見た場合

　 ● 物理サーバと仮想サーバは異なるスイッチに物理接続し

　　　ている

　 ● A社、B社共に同一のスイッチに物理接続している

(2)EINS/SPSサービス全体として論理的に見た場合

　 ● 物理サーバ、仮想サーバに関係なく、VLANによってサーバ

　　の論理的位置が規定される

　 ● お客さまシステム毎にネットワーク機器が仮想化される

(3)お客さま毎の論理ネットワークインフラとして見た場合

　 ● お客さまシステムからは自社用のネットワークインフラの

　　み認識出来る

　以上のように、EINS/SPSの仮想ネットワーク環境では物理

サーバ、仮想サーバの物理設置位置を分離しつつ、お客さまシス

テム毎に仮想専用設備上で集約される構成と実現している。
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　　サーバブレード    N+1による冗長構成

　　ストレージ　　　 内部冗長構成、筐体冗長

　　サイト　　　　　 メインサイト/バックアップサイトによるサイト冗長

対象                                  構成

表１  各レイヤにおける冗長構成

論理ネットワークインフラ例

物理ネットワークインフラ

お客さま
ネットワーク

お客さま
ネットワーク

Webサイト

社内情報システム

お客さまネットワークの延伸

Webサーバ

ファイルサーバ
メールサーバ
ADサーバ

FTPサーバ

図1  仮想ネットワークインフラ概念図

ネットワーク仮想化

EINS/SPSサービス全体からみた物理構成

EINS/SPSサービス全体からみた論理構成

B社仮想専用設備論理構成

A社サーバ

B社サーバ

B社サーバ

A社サーバ

B社サーバ

A社サーバ

B社サーバ

B社サーバ

仮想サーバ

物理サーバ

物理サーバ

A社仮想専用設備論理構成

図２  物理／仮想サーバ構成解説図 図３  N＋1イメージ図

リソース化されたネットワーク機器
ルータ スキャナ ファイアーウォール ロードバランサー IPS

　従来型のマルチテナントサービスではOSI階層モデル的にレ

イヤ１～３の物理ネットワーク構成と論理ネットワーク構成が

ほぼ一致しており、シンプルではあるがテナント毎に自由な設

計は行えなかった。仮想ネットワークインフラでは物理的（レ

イヤ1）なネットワーク機器を共有しつつ、OSI階層モデル的に

レイヤ２～７までを各ネットワーク機器の仮想化機能を用いて

テナント毎に論理分割する事で自由度を獲得している。

　サーバ仮想化技術によってCPU、メモリ、ディスクがリソー

スプール化されたように、仮想ネットワークインフラではルー

タ、スイッチ、ファイアーウォール、ロードバランサー、侵入防止

システム（以下、IDS/IPS）等のネットワーク機器も一種のリ

ソースとしてシステム毎に割り当てる事が可能である。

　これにより、EINS/SPSではこれまでのマルチテナント型

サービスでは実現出来なかった高いネットワーク設計の自由

度によって、Webサイト、社内情報システム、お客さまネット

ワークの延伸など様々なエンタープライズシステムへの利用

を実現した。

　また、各サーバはSANBoot（1）構成とし、個々のサーバ上で

MACアドレスやWWN(World Wide Name)といった固有の情

報を持たず、ブレードシステム側で仮想MAC,仮想WWNとして

管理し、それらの設定を各ブレードに割り当てるという形となっ

ている。これにより、障害発生時にはそのサーバの設定を丸ごと

予備機へ切り替えることが出来、通常では４時間～半日程度の時

間を要するハードウェアの部品交換といった対応を待たず、迅速

に復旧を行うことが出来る。

　また、全てのデータが格納されるストレージについては、内部

部品が二重化設計であることのみでなく、サービス停止時間を

最小限に抑えるため、活性保守が可能であることを条件として

いる。

　ファシリティについては、他に類を見ない非常に堅牢な設備

を保有しているアット東京データセンターをメインサイトとし

て選定した。バックアップサイトについても自社データセン

ター内に構築し、お客さまが｢どのような場所にデータが保管

されているのかわからない」といった不安を持つことなく、安

心感を持って頂けるようにした。

（1）SANBoot：サーバ内蔵のディスクでなく、ファイバーチャネルで接続した外部SANストレージ装置のディスクからOSを起動する機能

(２)運用プロセスのアウトソーシング

　運用面としては、通常稼動時におけるバックアップサイト

への同期設定、バックアップサイト側要員の教育、災害発生

時の復旧手順の実行など、お客さまが不安や負担に感じる

運用プロセスについてのアウトソーシングを提供している。

災害発生時の切り替え、DRサイト側でのリソース割り当て、

システム起動までの一連のフローは当社運用担当者にて定

期的に訓練を行い、インフラレベルでの復旧はサービスの

一環として実施する。
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エンタープライズ向けクラウドサービス基盤
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1.  はじめに

特集1

概要
　当社では、エンタープライズ向けクラウドサービス基盤「EINS/SPS（Shared Platform Service）」の提供

を2010年3月より開始した。

　EINS/SPSは、コンピューティングシステム及びそれに付随するストレージやネットワーク等のインフラストラク

チャを含めて提供する、いわゆるIaaSに分類されるサービスである。

　サービス構築にあたり、サーバOSレベルだけでなく、ネットワークインフラにも仮想化技術を全面的に採用した。

物理リソースを論理的に分離してサービスメニュー化し、お客さまのシステムに必要なものだけを自由に組み合わせ

ご利用頂くことが出来る柔軟性の高さを実現している。

　本論文では、EINS/SPSサービス紹介と併せ、仮想化をはじめとしたインフラ設計上のポイントについて論述する。
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　当社では長年にわたり、ネットワーク・セキュリティを含めた

トータルサービスとしてのアウトソーシグ事業を展開してい

る。インターネット接続サービスの「IIC」をはじめ、ECサイト

に必要な環境をパッケージ化した「EC-Farm」、「EINS/Mail」

「EINS/Web」といったインターネットアプリケーションのホ

スティングサービス等、多数の実績のあるサービスメニューを

取り揃えている。これらに、システムインテグレーション事業、

運用管理サービスに強みを持つデータセンター事業を組み合

わせることにより、お客さまのビジネスの信用、信頼を支える

エンタープライズシステム基盤としてワンストップで提供して

いる。

　EINS/SPSは、これらのアウトソーシングで培った設計・構

築技術や運用ノウハウを活かし、よりお客さまの期待に応えら

れるよう、高い自由度と信頼性を併せ持つIaaS型の共用サー

ビスとして構築した。

2.  EINS/SPSインフラ設計のポイント
　本サービスの目標は、当社の主たる事業領域である企業情

報システムをお預かりすることが出来るクラウドサービスとし

て実現することである。

　我々が考えるエンタープライズ向けシステムの条件として

は、第一に「 ITサービスが常に適切な状態で稼働出来ること」

が挙げられる。そのためには可用性を確保した強靭なIT基盤

を構築する必要がある。第二に、「お客さまの要件やシステム

規模に合わせたサイト設計、ネットワーク設計を実装するこ

と」がある。これらはお客さまによって異なるのが当然であ

り、提供側の都合で、ある一定のパターンに押し込めることは

適切ではないと考える。

　これらのことから、EINS/SPSでは、システム要件に合った

構成が選択できる自由度と、エンタープライズ向システムとし

て耐えうるセキュリティと信頼性を担保することを狙いとし

て、以下の３点を設計の重要なポイントとした。

6. おわりに
　EINS/SPSでは、上記で述べてきたように「自由度の高さ」

「セキュリティ」「信頼性」を重視した設計思想のもと構築を

行った。当社でこれまで提供してきた共用サービスの課題をク

リアするとともに、ハウジング、ホスティングサービスを通じて

お客さまからの頂いた要望を最大限吸収することを目指し、

具現化したサービスであるともいえる。

　本論文では、サービスインフラ構築における設計ポイントに

絞って記載してきたが、当社がシステムインテグレータとして

クラウドサービスを提供することの強みは他にもあると考えて

いる。サービス自体はIaaS提供型であるが、単なるインフラ

環境の提供にとどまらず、その上位層にあたるOS、ミドルウェ

アの構築やアプリケーション開発についても当社にて対応で

き、また、これまでマネージド・サービスとして行ってきた業務

運用やシステム運用を、EINS/SPS上のシステムについても

同様に適用することが出来る。このように、お客さまのシステ

ムを、設計から運用に至る全てのフェーズで総合的にサポート

することができる点が、最大の強みの一つである。

　今後もサービス提供型であることのメリットは継続させつ

つ、常にユーザ要望や技術動向に着目し、「自由度の高さ」「セ

キュリティ」「信頼性」のいずれの点においても高いレベルを

維持できるよう尽力していく。
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(１)多様なシステム要件に対応出来る柔軟な構成

　　お客さまのシステムに必要とされるリソースや機能を提供

　するため、サーバ、ネットワークともに仮想化技術を取り入れた。

　サーバ仮想化技術により、CPU、メモリ、ディスクといったリ

　ソースを割り当てる『V-Hosting』のみでなく、仮想化に適

　さないシステムのために物理サーバホスティングである  

　『P－Hosting』といったメニューも用意した。さらに、

　ネットワーク仮想化により共用インフラの制限を最大限取り

　払った「仮想ネットワークインフラ」を構築し、お客さま個別

　のシステム要件にあわせた柔軟なネットワーク構成を実現

　出来る環境とした。

(２)プライベートクラウドと同等のセキュリティ

　　共用環境において、お客さまが抱く最も顕著な不安が情

　報セキュリティに対するものであろうと想定される。この不

　安を解消するため、お客さまごとに論理的にネットワークを

　分割し、単にVLAN技術を採用するのみでなく、他レイヤに

　おいても仮想化を行うこととした。これにより、共用型ホス

　ティングサービスでありながら、プライベートクラウドと同等

　のセキュリティを保つことが出来る。

(３)高信頼性

　　ITの重要性が高まる中、システムのダウンは企業活動にお

　いて大きな損失につながる。

　　市場に多数ある安価なクラウドサービスは、一時的な

　リソース要求への対応や、テスト利用や開発機としての利用

　が主たる用途であるが、本サービスでは、「永続的に本番機

3.  仮想化により実現した自由度
3.1  仮想ネットワークインフラ
　EINS/SPSのネットワークインフラ最大の特徴は、マルチテ

ナント型でありながら相互干渉せずにシステム毎のネットワー

クポリシーを設計可能な自由度にある。

　従来のマルチテナントサービスでは、サービス提供者側が定め

た単一のネットワークポリシーに基づいてネットワーク構成、

ルーティング、セキュリティが定められており、これらを自由に

設計することは出来ない。一方でエンタープライズシステムは

システム毎に要件や規模が異なる特性を持つため、これまで

マルチテナント型サービス上に構築する事は困難であった。

　EINS/SPSではマルチテナント型サービスとエンタープライ

ズシステムの相反する特性に対して、ネットワーク全体を仮想

化した「仮想ネットワークインフラ」による新しいマルチテナン

ト型サービスを提供する事で解決している。

　仮想ネットワークインフラでは物理ネットワークインフラは

単一だが、論理ネットワークインフラはお客さまシステム毎に

構築される。

　として稼動させる」際に選択頂くことを前提とし、基幹業務

　システムに耐えうる信頼性・冗長長性を確保すると共に、

　ディザスタリカバリ（以下、DR）による事業継続も考慮した

　構成とした。

　以下、3点についてそれぞれ詳細に述べる。

3.2  仮想ネットワークインフラの構成例
　仮想ネットワークインフラによる自由度の実現を具体的な例

で示す。

　EINS/SPSのネットワークインフラはVLANによってお客

4.  セキュリティ確保
4.1  独立したセキュリティポリシーの実装
　物理的設備を共有する際のユーザ間ネットワークの論理的

分離によるセキュリティレベルの確保については３章で述べた

とおりだが、ユーザシステム内でも異なるセキュリティレベル

の実装が必要となるケースもある。例えばECサイトでは公開

WEBサーバを配置するためのDMZセグメント、DBサーバを

配置するための内部セグメントから構成されることが多く、両

者のセキュリティレベルは大きく異なる。この他にも、企業間

接続やイントラネット接続等、接続形態や保護対象は多岐に

及ぶ。

　EINS/SPSでは、こうした各ネットワーク間の様々なセキュ

リティレベルの通信制御を全て、専用機であるファイアウォー

ル装置にてセキュリティポリシーを実装することによって実現

し、当社にて一元的に設定・管理を行っている。お客さまより

提出頂いた通信要件については、セキュリティ知識豊富なエン

ジニアにて確認を行った上で設定を行う形をとっているため、

より安心してご利用頂くことが出来る。

　これに加え、IDS/ IPSサービスや、サーバのメンテナンス用

としてSSL-VPN装置とクライアント証明書を利用したリモー

ト接続サービス等の提供も行っており、これらを組み合わせる

ことにより、お客さま独自の一貫したセキュリティポリシーに

準じた環境を構築することが出来る。

　現在、セキュリティサービスの更なる拡充を目指し、WAF

( Web Application Firewall )の導入を予定している。これに

より、金融機関のような高度なセキュリティが求められる要件

にも対応できると考えている。

5.  高信頼性を実現するシステム基盤
5.1  物理・仮想レイヤにおける冗長構成
　EINS/SPSでは、システム全体としての高信頼性、高可用性

を維持するため、仮想および物理の全てのレイヤにおいて冗長

構成を採用している。（表１）

　まず、仮想レイヤでは、ハイパーバイザーのHA機能を実装し

ている。物理サーバ障害時に対象物理サーバ上で稼働中の仮

想マシンを他サーバで自動起動させることにより、ダウンタイ

ムの最小化を図っている。

　次に、物理レイヤについては「物理的な設備には故障が発生

する」という前提のもと、ネットワーク機器も含めた機器を全

て冗長化・二重化構成とすることを最低ラインとした。

　P-Hosting (物理サーバホスティング)ユーザについては仮

想レイヤでのHA機能を利用できない点を補完する必要があ

る。これまでのホスティングサービス運用の経験上、サーバ障

害はCPUやメモリといった活性保守が不可能な部品の故障が

多くを占めていることから、この部分の障害に迅速に対応出来

ることが不可欠と考え、ブレード機能によりＮ+1構成での提供

を行っている。

5.2  DRサービスの実装
　DRメニューを備えていることもEINS/SPSの特徴の一つ

である。

　お客さまが、事業継続計画の一環として検討しながらも、実

際の導入を見送る原因にはコストパフォーマンスの点がまず

挙げられる。これ以外にも、実際にDR環境を構築した後の運

用が容易でない点を懸念する意見もある。

　DRをより身近なものとするため、EINS/SPSでは以下の通

りとしている。

(１)システム全体に対する現実的なDRサービスを提供

　EINS/SPSは仮想サーバ環境（V-Hositng）を主とした

サービスではあるが、システム全体の継続性を提供するため

には、物理サーバ環境(P-Hositng)のDRもサービスに含め

る必要がある。これを実現するため、ストレージ機能による

同期でのDR環境を提供している。

　ストレージ間同期にはジャーナル同期方式を採用し、比較

的狭帯域でも効率的にデータ伝送を行っている。このため、

費用面での負担が最も大きいDR用回線費用を抑えること

が出来、さらにサーバインフラ環境も含め複数のお客さまで

共用することで、費用対効果の面でメリットを感じて頂ける

ようにした。

さまシステム毎に論理分割されている。そのためネットワーク

視点から見たサーバはどの物理ネットワーク上であっても

VLAN上に”論理的に存在”すれば良い。仮想サーバ、物理

サーバの区別及び物理的な設置場所を問わないという仮想環

境ならではの特性を利用して、混在を可能としている。

　下図の例では、EINS/SPS環境上に独立した２社（A社、B社）

を、共に物理/仮想サーバ混在のシステムとして稼働させている。

　このときの各層でのネットワークは次の通りとなる。

(1)EINS/SPSサービス全体として物理的に見た場合

　 ● 物理サーバと仮想サーバは異なるスイッチに物理接続し

　　　ている

　 ● A社、B社共に同一のスイッチに物理接続している

(2)EINS/SPSサービス全体として論理的に見た場合

　 ● 物理サーバ、仮想サーバに関係なく、VLANによってサーバ

　　の論理的位置が規定される

　 ● お客さまシステム毎にネットワーク機器が仮想化される

(3)お客さま毎の論理ネットワークインフラとして見た場合

　 ● お客さまシステムからは自社用のネットワークインフラの

　　み認識出来る

　以上のように、EINS/SPSの仮想ネットワーク環境では物理

サーバ、仮想サーバの物理設置位置を分離しつつ、お客さまシス

テム毎に仮想専用設備上で集約される構成と実現している。
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　　サイト　　　　　 メインサイト/バックアップサイトによるサイト冗長

対象                                  構成

表１  各レイヤにおける冗長構成

論理ネットワークインフラ例

物理ネットワークインフラ

お客さま
ネットワーク

お客さま
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社内情報システム

お客さまネットワークの延伸

Webサーバ
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ADサーバ

FTPサーバ

図1  仮想ネットワークインフラ概念図

ネットワーク仮想化

EINS/SPSサービス全体からみた物理構成

EINS/SPSサービス全体からみた論理構成

B社仮想専用設備論理構成

A社サーバ

B社サーバ

B社サーバ

A社サーバ

B社サーバ

A社サーバ

B社サーバ

B社サーバ

仮想サーバ

物理サーバ

物理サーバ

A社仮想専用設備論理構成

図２  物理／仮想サーバ構成解説図 図３  N＋1イメージ図

リソース化されたネットワーク機器
ルータ スキャナ ファイアーウォール ロードバランサー IPS

　従来型のマルチテナントサービスではOSI階層モデル的にレ

イヤ１～３の物理ネットワーク構成と論理ネットワーク構成が

ほぼ一致しており、シンプルではあるがテナント毎に自由な設

計は行えなかった。仮想ネットワークインフラでは物理的（レ

イヤ1）なネットワーク機器を共有しつつ、OSI階層モデル的に

レイヤ２～７までを各ネットワーク機器の仮想化機能を用いて

テナント毎に論理分割する事で自由度を獲得している。

　サーバ仮想化技術によってCPU、メモリ、ディスクがリソー

スプール化されたように、仮想ネットワークインフラではルー

タ、スイッチ、ファイアーウォール、ロードバランサー、侵入防止

システム（以下、IDS/IPS）等のネットワーク機器も一種のリ

ソースとしてシステム毎に割り当てる事が可能である。

　これにより、EINS/SPSではこれまでのマルチテナント型

サービスでは実現出来なかった高いネットワーク設計の自由

度によって、Webサイト、社内情報システム、お客さまネット

ワークの延伸など様々なエンタープライズシステムへの利用

を実現した。

　また、各サーバはSANBoot（1）構成とし、個々のサーバ上で

MACアドレスやWWN(World Wide Name)といった固有の情

報を持たず、ブレードシステム側で仮想MAC,仮想WWNとして

管理し、それらの設定を各ブレードに割り当てるという形となっ

ている。これにより、障害発生時にはそのサーバの設定を丸ごと

予備機へ切り替えることが出来、通常では４時間～半日程度の時

間を要するハードウェアの部品交換といった対応を待たず、迅速

に復旧を行うことが出来る。

　また、全てのデータが格納されるストレージについては、内部

部品が二重化設計であることのみでなく、サービス停止時間を

最小限に抑えるため、活性保守が可能であることを条件として

いる。

　ファシリティについては、他に類を見ない非常に堅牢な設備

を保有しているアット東京データセンターをメインサイトとし

て選定した。バックアップサイトについても自社データセン

ター内に構築し、お客さまが｢どのような場所にデータが保管

されているのかわからない」といった不安を持つことなく、安

心感を持って頂けるようにした。

（1）SANBoot：サーバ内蔵のディスクでなく、ファイバーチャネルで接続した外部SANストレージ装置のディスクからOSを起動する機能

(２)運用プロセスのアウトソーシング

　運用面としては、通常稼動時におけるバックアップサイト

への同期設定、バックアップサイト側要員の教育、災害発生

時の復旧手順の実行など、お客さまが不安や負担に感じる

運用プロセスについてのアウトソーシングを提供している。

災害発生時の切り替え、DRサイト側でのリソース割り当て、

システム起動までの一連のフローは当社運用担当者にて定

期的に訓練を行い、インフラレベルでの復旧はサービスの

一環として実施する。
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1.  はじめに

特集1

概要
　当社では、エンタープライズ向けクラウドサービス基盤「EINS/SPS（Shared Platform Service）」の提供

を2010年3月より開始した。

　EINS/SPSは、コンピューティングシステム及びそれに付随するストレージやネットワーク等のインフラストラク

チャを含めて提供する、いわゆるIaaSに分類されるサービスである。

　サービス構築にあたり、サーバOSレベルだけでなく、ネットワークインフラにも仮想化技術を全面的に採用した。

物理リソースを論理的に分離してサービスメニュー化し、お客さまのシステムに必要なものだけを自由に組み合わせ

ご利用頂くことが出来る柔軟性の高さを実現している。

　本論文では、EINS/SPSサービス紹介と併せ、仮想化をはじめとしたインフラ設計上のポイントについて論述する。
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　当社では長年にわたり、ネットワーク・セキュリティを含めた

トータルサービスとしてのアウトソーシグ事業を展開してい

る。インターネット接続サービスの「IIC」をはじめ、ECサイト

に必要な環境をパッケージ化した「EC-Farm」、「EINS/Mail」

「EINS/Web」といったインターネットアプリケーションのホ

スティングサービス等、多数の実績のあるサービスメニューを

取り揃えている。これらに、システムインテグレーション事業、

運用管理サービスに強みを持つデータセンター事業を組み合

わせることにより、お客さまのビジネスの信用、信頼を支える

エンタープライズシステム基盤としてワンストップで提供して

いる。

　EINS/SPSは、これらのアウトソーシングで培った設計・構

築技術や運用ノウハウを活かし、よりお客さまの期待に応えら

れるよう、高い自由度と信頼性を併せ持つIaaS型の共用サー

ビスとして構築した。

2.  EINS/SPSインフラ設計のポイント
　本サービスの目標は、当社の主たる事業領域である企業情

報システムをお預かりすることが出来るクラウドサービスとし

て実現することである。

　我々が考えるエンタープライズ向けシステムの条件として

は、第一に「 ITサービスが常に適切な状態で稼働出来ること」

が挙げられる。そのためには可用性を確保した強靭なIT基盤

を構築する必要がある。第二に、「お客さまの要件やシステム

規模に合わせたサイト設計、ネットワーク設計を実装するこ

と」がある。これらはお客さまによって異なるのが当然であ

り、提供側の都合で、ある一定のパターンに押し込めることは

適切ではないと考える。

　これらのことから、EINS/SPSでは、システム要件に合った

構成が選択できる自由度と、エンタープライズ向システムとし

て耐えうるセキュリティと信頼性を担保することを狙いとし

て、以下の３点を設計の重要なポイントとした。

6. おわりに
　EINS/SPSでは、上記で述べてきたように「自由度の高さ」

「セキュリティ」「信頼性」を重視した設計思想のもと構築を

行った。当社でこれまで提供してきた共用サービスの課題をク

リアするとともに、ハウジング、ホスティングサービスを通じて

お客さまからの頂いた要望を最大限吸収することを目指し、

具現化したサービスであるともいえる。

　本論文では、サービスインフラ構築における設計ポイントに

絞って記載してきたが、当社がシステムインテグレータとして

クラウドサービスを提供することの強みは他にもあると考えて

いる。サービス自体はIaaS提供型であるが、単なるインフラ

環境の提供にとどまらず、その上位層にあたるOS、ミドルウェ

アの構築やアプリケーション開発についても当社にて対応で

き、また、これまでマネージド・サービスとして行ってきた業務

運用やシステム運用を、EINS/SPS上のシステムについても

同様に適用することが出来る。このように、お客さまのシステ

ムを、設計から運用に至る全てのフェーズで総合的にサポート

することができる点が、最大の強みの一つである。

　今後もサービス提供型であることのメリットは継続させつ

つ、常にユーザ要望や技術動向に着目し、「自由度の高さ」「セ

キュリティ」「信頼性」のいずれの点においても高いレベルを

維持できるよう尽力していく。
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(１)多様なシステム要件に対応出来る柔軟な構成

　　お客さまのシステムに必要とされるリソースや機能を提供

　するため、サーバ、ネットワークともに仮想化技術を取り入れた。

　サーバ仮想化技術により、CPU、メモリ、ディスクといったリ

　ソースを割り当てる『V-Hosting』のみでなく、仮想化に適

　さないシステムのために物理サーバホスティングである  

　『P－Hosting』といったメニューも用意した。さらに、

　ネットワーク仮想化により共用インフラの制限を最大限取り

　払った「仮想ネットワークインフラ」を構築し、お客さま個別

　のシステム要件にあわせた柔軟なネットワーク構成を実現

　出来る環境とした。

(２)プライベートクラウドと同等のセキュリティ

　　共用環境において、お客さまが抱く最も顕著な不安が情

　報セキュリティに対するものであろうと想定される。この不

　安を解消するため、お客さまごとに論理的にネットワークを

　分割し、単にVLAN技術を採用するのみでなく、他レイヤに

　おいても仮想化を行うこととした。これにより、共用型ホス

　ティングサービスでありながら、プライベートクラウドと同等

　のセキュリティを保つことが出来る。

(３)高信頼性

　　ITの重要性が高まる中、システムのダウンは企業活動にお

　いて大きな損失につながる。

　　市場に多数ある安価なクラウドサービスは、一時的な

　リソース要求への対応や、テスト利用や開発機としての利用

　が主たる用途であるが、本サービスでは、「永続的に本番機

3.  仮想化により実現した自由度
3.1  仮想ネットワークインフラ
　EINS/SPSのネットワークインフラ最大の特徴は、マルチテ

ナント型でありながら相互干渉せずにシステム毎のネットワー

クポリシーを設計可能な自由度にある。

　従来のマルチテナントサービスでは、サービス提供者側が定め

た単一のネットワークポリシーに基づいてネットワーク構成、

ルーティング、セキュリティが定められており、これらを自由に

設計することは出来ない。一方でエンタープライズシステムは

システム毎に要件や規模が異なる特性を持つため、これまで

マルチテナント型サービス上に構築する事は困難であった。

　EINS/SPSではマルチテナント型サービスとエンタープライ

ズシステムの相反する特性に対して、ネットワーク全体を仮想

化した「仮想ネットワークインフラ」による新しいマルチテナン

ト型サービスを提供する事で解決している。

　仮想ネットワークインフラでは物理ネットワークインフラは

単一だが、論理ネットワークインフラはお客さまシステム毎に

構築される。

　として稼動させる」際に選択頂くことを前提とし、基幹業務

　システムに耐えうる信頼性・冗長長性を確保すると共に、

　ディザスタリカバリ（以下、DR）による事業継続も考慮した

　構成とした。

　以下、3点についてそれぞれ詳細に述べる。

3.2  仮想ネットワークインフラの構成例
　仮想ネットワークインフラによる自由度の実現を具体的な例

で示す。

　EINS/SPSのネットワークインフラはVLANによってお客

4.  セキュリティ確保
4.1  独立したセキュリティポリシーの実装
　物理的設備を共有する際のユーザ間ネットワークの論理的

分離によるセキュリティレベルの確保については３章で述べた

とおりだが、ユーザシステム内でも異なるセキュリティレベル

の実装が必要となるケースもある。例えばECサイトでは公開

WEBサーバを配置するためのDMZセグメント、DBサーバを

配置するための内部セグメントから構成されることが多く、両

者のセキュリティレベルは大きく異なる。この他にも、企業間

接続やイントラネット接続等、接続形態や保護対象は多岐に

及ぶ。

　EINS/SPSでは、こうした各ネットワーク間の様々なセキュ

リティレベルの通信制御を全て、専用機であるファイアウォー

ル装置にてセキュリティポリシーを実装することによって実現

し、当社にて一元的に設定・管理を行っている。お客さまより

提出頂いた通信要件については、セキュリティ知識豊富なエン

ジニアにて確認を行った上で設定を行う形をとっているため、

より安心してご利用頂くことが出来る。

　これに加え、IDS/ IPSサービスや、サーバのメンテナンス用

としてSSL-VPN装置とクライアント証明書を利用したリモー

ト接続サービス等の提供も行っており、これらを組み合わせる

ことにより、お客さま独自の一貫したセキュリティポリシーに

準じた環境を構築することが出来る。

　現在、セキュリティサービスの更なる拡充を目指し、WAF

( Web Application Firewall )の導入を予定している。これに

より、金融機関のような高度なセキュリティが求められる要件

にも対応できると考えている。

5.  高信頼性を実現するシステム基盤
5.1  物理・仮想レイヤにおける冗長構成
　EINS/SPSでは、システム全体としての高信頼性、高可用性

を維持するため、仮想および物理の全てのレイヤにおいて冗長

構成を採用している。（表１）

　まず、仮想レイヤでは、ハイパーバイザーのHA機能を実装し

ている。物理サーバ障害時に対象物理サーバ上で稼働中の仮

想マシンを他サーバで自動起動させることにより、ダウンタイ

ムの最小化を図っている。

　次に、物理レイヤについては「物理的な設備には故障が発生

する」という前提のもと、ネットワーク機器も含めた機器を全

て冗長化・二重化構成とすることを最低ラインとした。

　P-Hosting (物理サーバホスティング)ユーザについては仮

想レイヤでのHA機能を利用できない点を補完する必要があ

る。これまでのホスティングサービス運用の経験上、サーバ障

害はCPUやメモリといった活性保守が不可能な部品の故障が

多くを占めていることから、この部分の障害に迅速に対応出来

ることが不可欠と考え、ブレード機能によりＮ+1構成での提供

を行っている。

5.2  DRサービスの実装
　DRメニューを備えていることもEINS/SPSの特徴の一つ

である。

　お客さまが、事業継続計画の一環として検討しながらも、実

際の導入を見送る原因にはコストパフォーマンスの点がまず

挙げられる。これ以外にも、実際にDR環境を構築した後の運

用が容易でない点を懸念する意見もある。

　DRをより身近なものとするため、EINS/SPSでは以下の通

りとしている。

(１)システム全体に対する現実的なDRサービスを提供

　EINS/SPSは仮想サーバ環境（V-Hositng）を主とした

サービスではあるが、システム全体の継続性を提供するため

には、物理サーバ環境(P-Hositng)のDRもサービスに含め

る必要がある。これを実現するため、ストレージ機能による

同期でのDR環境を提供している。

　ストレージ間同期にはジャーナル同期方式を採用し、比較

的狭帯域でも効率的にデータ伝送を行っている。このため、

費用面での負担が最も大きいDR用回線費用を抑えること

が出来、さらにサーバインフラ環境も含め複数のお客さまで

共用することで、費用対効果の面でメリットを感じて頂ける

ようにした。

さまシステム毎に論理分割されている。そのためネットワーク

視点から見たサーバはどの物理ネットワーク上であっても

VLAN上に”論理的に存在”すれば良い。仮想サーバ、物理

サーバの区別及び物理的な設置場所を問わないという仮想環

境ならではの特性を利用して、混在を可能としている。

　下図の例では、EINS/SPS環境上に独立した２社（A社、B社）

を、共に物理/仮想サーバ混在のシステムとして稼働させている。

　このときの各層でのネットワークは次の通りとなる。

(1)EINS/SPSサービス全体として物理的に見た場合

　 ● 物理サーバと仮想サーバは異なるスイッチに物理接続し

　　　ている

　 ● A社、B社共に同一のスイッチに物理接続している

(2)EINS/SPSサービス全体として論理的に見た場合

　 ● 物理サーバ、仮想サーバに関係なく、VLANによってサーバ

　　の論理的位置が規定される

　 ● お客さまシステム毎にネットワーク機器が仮想化される

(3)お客さま毎の論理ネットワークインフラとして見た場合

　 ● お客さまシステムからは自社用のネットワークインフラの

　　み認識出来る

　以上のように、EINS/SPSの仮想ネットワーク環境では物理

サーバ、仮想サーバの物理設置位置を分離しつつ、お客さまシス

テム毎に仮想専用設備上で集約される構成と実現している。
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表１  各レイヤにおける冗長構成
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図1  仮想ネットワークインフラ概念図
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リソース化されたネットワーク機器
ルータ スキャナ ファイアーウォール ロードバランサー IPS

　従来型のマルチテナントサービスではOSI階層モデル的にレ

イヤ１～３の物理ネットワーク構成と論理ネットワーク構成が

ほぼ一致しており、シンプルではあるがテナント毎に自由な設

計は行えなかった。仮想ネットワークインフラでは物理的（レ

イヤ1）なネットワーク機器を共有しつつ、OSI階層モデル的に

レイヤ２～７までを各ネットワーク機器の仮想化機能を用いて

テナント毎に論理分割する事で自由度を獲得している。

　サーバ仮想化技術によってCPU、メモリ、ディスクがリソー

スプール化されたように、仮想ネットワークインフラではルー

タ、スイッチ、ファイアーウォール、ロードバランサー、侵入防止

システム（以下、IDS/IPS）等のネットワーク機器も一種のリ

ソースとしてシステム毎に割り当てる事が可能である。

　これにより、EINS/SPSではこれまでのマルチテナント型

サービスでは実現出来なかった高いネットワーク設計の自由

度によって、Webサイト、社内情報システム、お客さまネット

ワークの延伸など様々なエンタープライズシステムへの利用

を実現した。

　また、各サーバはSANBoot（1）構成とし、個々のサーバ上で

MACアドレスやWWN(World Wide Name)といった固有の情

報を持たず、ブレードシステム側で仮想MAC,仮想WWNとして

管理し、それらの設定を各ブレードに割り当てるという形となっ

ている。これにより、障害発生時にはそのサーバの設定を丸ごと

予備機へ切り替えることが出来、通常では４時間～半日程度の時

間を要するハードウェアの部品交換といった対応を待たず、迅速

に復旧を行うことが出来る。

　また、全てのデータが格納されるストレージについては、内部

部品が二重化設計であることのみでなく、サービス停止時間を

最小限に抑えるため、活性保守が可能であることを条件として

いる。

　ファシリティについては、他に類を見ない非常に堅牢な設備

を保有しているアット東京データセンターをメインサイトとし

て選定した。バックアップサイトについても自社データセン

ター内に構築し、お客さまが｢どのような場所にデータが保管

されているのかわからない」といった不安を持つことなく、安

心感を持って頂けるようにした。

（1）SANBoot：サーバ内蔵のディスクでなく、ファイバーチャネルで接続した外部SANストレージ装置のディスクからOSを起動する機能

(２)運用プロセスのアウトソーシング

　運用面としては、通常稼動時におけるバックアップサイト

への同期設定、バックアップサイト側要員の教育、災害発生

時の復旧手順の実行など、お客さまが不安や負担に感じる

運用プロセスについてのアウトソーシングを提供している。

災害発生時の切り替え、DRサイト側でのリソース割り当て、

システム起動までの一連のフローは当社運用担当者にて定

期的に訓練を行い、インフラレベルでの復旧はサービスの

一環として実施する。
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