
個別
支払

個別
支払

個別
支払

第11号

第11号

第11号

28 29

32 33

30 31

   プライベートクラウドモデルと企業IT基盤に関する考察
　～統合IT基盤におけるITサービスマネジメントの役割と価値～

A Study on Enterprise IT Infrastructure Referred to the Private Cloud Model
-The Value of Implementing ITSM for the Integrated IT Infrastructures-

1.  はじめに

特集1

概要
　ITプラットフォームサービス事業部では、先進的な仮想化技術によるサーバ統合のエンジニアリングサービス

をお客様に提供してきた。昨今のクラウドブームでは、企業情報システムの仮想化によるサーバ統合とプライベート

クラウドを同じ文脈で語る傾向がある。

　本稿では、仮想化技術とクラウドコンピューティングの特性から、クラウド時代における企業の統合IT基盤と

サービスマネジメントの在り方について考察する。

　仮想化技術によって標準化された仮想ハードウェアは、サイロ型情報システムでは困難であったITマネジメント

の共通化を推進することが可能である。その統合IT基盤で要求されるITマネジメントについて、ITILに準じて検討

した。

　その結果をクラウドの特性と比較することで、現時点でのプライベートクラウドの一形態を提示する。
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1.1  クラウドは共用リソースによって利便性を提供する
　ITプラットフォームサービス事業部では、企業のIT基盤が統

合化・集約化に向う中、これまでも多くの企業のお客さま向け

に統合IT基盤を構築するエンジニアリングサービスを提供し

てきた。中でも仮想化技術は、その主要な実現手段の一つとし

3.3  サービストランジションの管理と
       リソース活用の柔軟性の獲得
　先に述べたように企業における柔軟なリソース利用は計画と

管理に基づくものである。厳密性が求められる反面、ビジネスへ

の対応として硬直的であってはならず、変更のためのマネジメン

トシステムが必要である。

　ITILでは、番移行・導入といった変更への対応をサービストラン

ジションで規定している。図７にそのフローに加筆し示す。 [３]

　統合 IT基盤を介してサービスが相互に関連することになるた

め、正確な構成情報の更新と集約、それに基づく「変更のアセス

て位置付けている。

　一方で「クラウドコンピューティング（以下、クラウドと言

う）」という社会全体を巻き込む潮流が起きており、その象徴

的クラウドサービスであるAmazon EC２（1）は仮想化によるホ

スティングサービスであるためか、仮想化とクラウドが同じ文

脈で語られることが増えている。しかし企業の仮想化による統

合IT基盤とは成り立ちが異なる。

メントと評価」のプロセスが重要になる。

　アセスメントのプロセスでは、個別アプリケーションの管理者

に対し統合IT基盤の情報が正しく提示され、かつ統合 IT基盤の

管理者が個別アプリケーションの変更要求を正しく評価しなく

てはならない。複数のサービス管理者が一つのトランジションに

対して向き合うという形はサイロ型情報システムではなかったこ

とである。

　ITILでは、こういったアセスメントにおいて変更要求（RFC）

を正しく評価するための「変更管理の７つのR」（表３：７つのR）

と呼ばれる問いを示している。[３]

　サービストランジションの評価プロセスを持つことで、厳密な

計画と管理を遂行しつつ、統合 IT基盤が持つ柔軟性を発揮する

ことができる。

5.  まとめ
　仮想化技術によって仮想ハードウェアを標準化したことで、

サイロ型情報システムでは困難であった標準化したサービスマ

ネジメントの導入を容易とする効果が期待でき、更に仮想化に

よる統合IT基盤、サービスマネジメントの実践および自動化を

支援するツールの活用によって、クラウドの本質的特性に類す

る効果が得られることを述べた。

　プライベートクラウドを軸に、仮想化による統合 IT基盤と IT

サービスマネジメントについて論じてきたが、クラウド、仮想

化、サービスマネジメントのいずれも進化中の技術である。現

在、仮想化技術による統合 IT基盤は、クラウドというブームに

よって、サービスマネジメントをはじめ新しい技術や製品が
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3.1　ITILについて
　統合 IT基盤に求められるITマネジメントを検討するにあたり、

IT管理の国際標準フレームワークである ITIL（Information 

Technology Infrastructure Library） [２]を参照する。

　ITILとは情報システムを安定的にかつ安全に運用するため

の IT基盤運用のフレームワークである。ITを「サービス」と捉

え、要件を満たし品質を維持するための５つのライフサイクル

を通して「ITサービスマネジメント」を実現することを目標とし

ている。ITILバージョン３でのライフサイクルの構造を図４に

示す。[２]

　 統合 IT基盤のライフサイクルは、個別の業務アプリケー

ションを顧客としたサービスであると同時に個別の業務アプ

リケーションのサービスの一部としてリソースを提供するため、

二つのサービスのライフサイクルに係ることになる。

3.2　企業内における「所有から利用」への変化
　従来の情報システムの開発では、対象とする業務アプリケー

ションのライフサイクル全体に掛かるコストを算出する。そこ

では設備追加の費用を削減するために、初期に全ライフサイク

3.  統合IT基盤が促進するサービスマネジメント
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1.2　クラウドの本質的特性の企業情報
        システムでの捉え方
　次にNISTの「クラウドの定義」で示されている、５つのクラ

ウドの本質的特性（表２）と企業の統合IT基盤とを比較する。

このうち、「②広帯域ネットワークアクセス」については、ブ

ロードバンド・携帯電話先進国である日本国内の企業ネット

ワークの多くは、すでに広帯域化されており、かつモバイルPC

や携帯電話など様々なクライアントからアクセスが可能な状

態にある。

　企業が仮想化技術による統合IT基盤の構築を行えば、その

結果生まれた余剰リソースは要求に応じた利用が可能になる

ため「③プール化されたリソース」を獲得すると言えるだろう。

同時に、統合IT基盤の共用は企業情報システムのコスト案分が

発生するため「⑤計測可能なサービス」である必要がある。

(詳細は３．２章にて後述）

　しかし「①オンデマンドベースのセルフサービス」は、クラウ

ド事業の効率性のために開発した機能であって、企業内におい

てリソースは情報システム部門によって管理されており、利用

者が直接的にプロビジョニング（2）を行う必要はない。企業に

必要なのは、安全なプロビジョニングを実行することであろう。

　「④迅速な弾力性」もクラウド事業者のように潤沢なリソー

スプールを有することによって、はじめて迅速性を持つことが

可能となるが、企業において過度な余剰は無駄である。企業に

は、個々の適用業務システムからのリソースの利用要求に対し

て計画と管理のもと、柔軟性を持った対応を実現することが求

められる。

　これまで述べた通り、NISTによる本質的特性には、大規模な

設備を所有するクラウド事業を前提とし、現在の企業情報システ

ムには必ずしも適さない内容がある。企業情報システムにおい

ては、仮想化による統合 IT基盤に加え、合理的な ITマネジメン

トによる計画、管理および安全な業務の遂行によってクラウド

の定義に類する企業に適した特性を得ることができるだろう。

 （1）Amazon EC2：米Amazon.comの子会社であるAmazonWebServiceLLC(AWS)が提供するクラウドサービス。

表１  クラウドコンピューティングの定義と展開モデル（抜粋）

2.  仮想化による統合IT基盤が
　  求めるITマネジメント

2.1　統合IT基盤による仮想ハードウェア
　　　環境の標準化の意味
　仮想化技術は、企業の基幹システムを含めた IT基盤の一形

態として活用されており、この技術の詳細については、ITJ 第８

号の「IT基盤の最新動向と今後の方向性」に述べた。以下に仮

想化によるサーバ統合の効果を再掲する。詳細は本文を参照

頂きたい。

　　●システム統合

　　●標準化された仮想ハードウェア環境

　　●可搬性の確保

　ここでは、標準化された仮想ハードウェア環境に着目する。

前掲の論文では、互換性の検証や、設計の単純化が可能とな

ることが述べられている。ITマネジメントの観点でみると、仮

想ハードウェアの標準化は、設備の拡張、利用の拡大に比例し

がちな運用管理の複雑化を回避する効果が期待できるのでは

ないだろうか。

2.2　サイロ型情報システムにおける
         ITマネジメントの課題
　従来の情報システムの構造は、サイロ型であると言われるこ

とがある。サイロは家畜飼料などの貯蔵庫であり窓がなく外部

が見えないことから、アプリケーションやデータが孤立したシ

ステムである状況を指している。

　サイロ型情報システムは構築した時期も一定でなく、その

時々の技術を取り入れたハードウェア、アプリケーションから

構成されるシステムが林立した状態である。管理対象のバリエー

ションが多いために標準業務プロセスの開発が難しく、ITマネ

ジメントも個別になりやすい。その結果、運用は非効率であり

ITマネジメントの品質向上が難しい。

　一方、統合 IT基盤は仮想ハードウェア環境が標準化されて

いることにより、リソースの ITマネジメントの共通化が容易と

なり、さらに各適用業務システムでは、アプリケーションと業務

プロセスのマネジメントに集中できる。

　統合IT基盤は、ITマネジメントを改善する素地を作ると言え

よう。

2.3　個別のITマネジメントから共用の
　　　ITマネジメントへ
　サイロ型情報システムの ITマネジメントは、個別システムの

性能や信頼性を維持するのが目的であるため、仮にそのリソー

スに必要以上の余裕があったとしても安定稼働を妨げるリス

クが予想される設備変更は好まれない。

　この結果、リソースの転用や共用は発生しにくくなり、図２の

ように初期投資に対応する減価償却期間というライフサイクル

を持つサイロ型情報システムの林立を招く。

　仮想化による統合 IT基盤においても変更に対するリスクが

ゼロになったわけではなく、様々なライフサイクルを持つ業務

アプリケーションからのリソースの割り当て、開放などの変更

要求に安全に対応できなくては、図３のように効率的なリソース

の配備は実現できない。

　統合 IT基盤には、従来のサイロ型情報システムでは遂行して

いなかった重要な機能として、個別業務システムに共用される

品質の高い ITマネジメントが求められている。

図３  統合IT基盤と情報システムのライフサイクル

ルをカバーできる規模を見積もり、専用設備として投資を行う

ことが多い。結果として、アプリケーションの開発コストと設

備投資コストの合算によって個別の業務アプリケーションの

投資対効果を測ることができた。

　仮想化によって構築した統合 IT基盤の場合は、情報システ

ム部門に情報資産を集約することで資産管理が一元化される。

しかし企業会計および ITILにおけるサービスストラテジ（戦略）

の観点では、個別業務アプリケーションのサービスポートフォ

リオを管理するために、業務を支える ITのコスト把握が求めら

れる。よって統合 IT基盤の利用に応じた案分や未使用領域の

負担の調整などを含めた配分などを明確にする必要がある。

　これは例えば図６のようにオフィスビルという事業基盤の賃

貸契約を部門単位でなく、企業が一括して契約・支払いし部門

図４  ITILライフサイクル

図６  オフィスビルコストの案分との類似

3.4  標準化されたリソースが可能とする
       プロビジョニングの自動化
　信頼性という点では、多くの問題は稼働時ではなく、変更時

に発生する。サイロ型情報システムでは、都度、計画を立案し、

テストを繰り返し、安全性を確保した上で遂行するのが通常で

ある。そのサイロ型情報システムに比べ統合IT基盤では、頻繁

に変更が発生する上、影響範囲が広大でありプロビジョニング

のリスクは増大する。

　しかしサイロ型情報システムと異なり、統合IT基盤は仮想ハー

ドウェア環境が標準化されているため、そのプロセスも標準化

が容易であり、むしろ安全性を向上させることが可能である。

　昨今では、仮想化されたサーバ、ストレージ、ネットワークのリ

ソースの稼働状況を可視化するモニタリングツールや、これらの

整合性を取り、複雑なプロビジョニングやサーバ移行などのサー

ビストランジションを安全に実現するツールが存在する。

　これらのツールの活用によるプロビジョニングの自動化に

よって作業の確実性を向上させることができる。

4.  サービスマネジメントによる
　  プライベートクラウドの効果
　これまで述べた仮想化とサービスマネジメントを遂行するこ

とで得られる効果を、クラウドの本質的特性に照らして表５に

まとめる。仮想化の効果とサービスマネジメントの効果という

観点では、網羅性に欠け、偏った表現ではあるが、現時点での

プライベートクラウドの取り得る姿なのではないだろうか。

　むしろ重要なのは仮想化とサービスマネジメントという二つ

の異なる技術を同時に適用することで、新たな価値を生むこと

である。NISTの定義には「クラウドは依然として進化中のパラ

ダイムである」との注記がある。この二つの技術もクラウドと

同様に進化の過程にあって今後も進化するものであり、新たな

価値が生まれ、ここに記載した効果も変わるだろう。

表４  プライベートクラウドの効果

に案分するのと同じである。

　個別業務アプリケーションのオーナが、コスト配分が明らかに

された統合 IT基盤上にシステムを構築することは、クラウドの

本質的特性における「計測可能なサービス」を利用することに

なる。

　なお仮想化製品の多くは、リソースの利用状況を計測し、レ

ポートするツールがオプションとして備わっている。これらの活

用により、単なる案分でなくパブリッククラウド事業者の請求明

細のような従量課金を企業内でも実施することが可能となる。

　NISTの「クラウドの定義」には記述されていないが、クラウド

は「所有から利用」への変化であると言われることが多い。設

備を所有する企業の中であっても利用に応じた精算に変わるこ

とが、「所有から利用」への変化であるといえよう。

　本論に入る前に、多くの標準化団体などで参照されるNIST

（米国国立標準技術研究所）が発行した「NISTによるクラウ

ドの定義」 [1] （表１）を参照し、プライベートクラウドと企業

情報システムについて検討する。

　NISTの「クラウドの定義」の展開モデルによると「①プライ

ベートクラウド」は、適用される技術の相違で分類しているの

ではなく、主に所有者とIT基盤の管理主体のバリエーションに

よる展開モデルの一つとして提示されている。つまり「単一組

織」である企業の観点で「クラウドコンピューティングの定

義」を読み替えると「共用のためにプール化した（蓄えた）コ

ンピューティングリソースを要求に応じて活用することによっ

て利便性を享受する」ことがプライベートクラウドとのアウト

ラインとなるだろう。

図１　サイロ型情報システムと統合IT基盤による情報システム

適用業務A 適用業務B 適用業務C
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統合IT基盤による情報システム従来のサイロ型情報システム

適用業務A 適用業務B 適用業務C

図２  林立するサイロ型情報システムのライフサイクル
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サービスストラテジ

サービスデザイン

サービスストランジション

サービスオペレーション

継続的なサービス改善

ITサービスおよびITサービスマネジメントに対する全体的な戦略
を確立する。

事業要素を取り入れ、事業が求める品質、信頼性、および柔軟性
に応えるサービスとそれを支えるプラクティスおよび管理ツールを
作り出す。

サービスおよびサービス変更を運用に利用できる状態へと移行さ
せる。新規または変更されたサービスデザイン・パッケージをサー
ビスデザイン段階から受取り、事業のニーズを満たすかどうかテス
トし、本番環境に展開する。

戦略的達成目標を最終的に実現する。顧客とサービス・プロバイ
ダにとっての価値を確保できるよう、ITサービスを効果的かつ効
率的に提供しサポートする。

ITサービスマネジメント・プロセスとITサービスに対する改善の
管理を責務とする。効率性、有効性、および費用対効果を向上す
るために、サービス・プロバイダのパフォーマンスは継続的に測
定され、プロセス、ITサービス、ITインフラストラクチャに改善が
加えられる。

クラウドコンピューティングは、利便性やシェアードプールされたコンピューティング・リソースをネットワークを介したオンデマンドでの提供を実現するモデルである。
そのリソースは、管理やサービスプロバイダとのやり取りが最大限排除され、迅速なプロビジョニングとリリースが可能となっている。

クラウドコンピューティングの定義

展開モデル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　説明

①プライベートクラウド

②コミュニティクラウド

③パブリッククラウド

④ハイブリッドクラウド

このクラウドの基盤は、専ら単一の組織のために運営されている。基盤の管理は、その組織が担う場合もサードパーティが担う
場合もある。また所有型の場合も非所有型の場合もある。

このクラウドの基盤は、いくつかの組織によって共有されており、コミュニティをサポートする。基盤の管理は、その組織が担う場
合もサードパーティが担う場合もある。また所有型の場合も非所有型の場合もある。

このクラウドの基盤は、一般公衆もしくは、巨大な企業グループが利用可能であり、クラウドサービスを販売する組織が所有している。

このクラウドの基盤は、二つ以上のクラウドによって構成されているが、データやアプリケーションのポータビリティを可能とした
技術によってまとめられている。

説明

コンピュータリソースは、広帯域ネットワークを介
し、異機種混合の様々なクライアントで利用可能
である。

自動化されたインターフェイスを介して、サーバー、
ネットワークストレージなどのコンピュータリソー
スを利用者が必要に応じて直接プロビジョニング
が可能である。

コンピューティングリソースがマルチテナントモデ
ルを用いて複数の利用者に提供するためにプール
されている。利用者の要求に応じ動的にアサイン、
再アサインされる。

迅速な弾力性のあるプロビジョニングが可能であ
る。ある場合では、自動的に、即座にスケールアウ
トし、即座にスケールインするための迅速なリリー
スがなされる。

クラウドシステムは、測定機能を用いてリソース
の利用を自動的にコントロールし最適化する。リ
ソースの利用量はモニター、コントロールが可能
でありレポートされる。

表２  NISTによるクラウドの本質的特性

プロビジョニングのプロセスを標準化し、利用要求
を安全に遂行する。
自動化ツールによって確実性を向上することも可能
である。

⑤計測可能な
　サービス

クラウドの本質的特性　    仮想化とサービスマネジメントによる効果

日本の企業内ネットワークは広帯域している。
さらにモバイルや携帯電話による多様なアクセス
が可能となっている。

仮想化による統合IT基盤によって余剰リソースは
プール化される。
このリソースは管理され、要求に応じて使用可能で
ある。

サービストランジションの評価プロセスを持つこと
によって管理を遂行し、統合IT基盤が持つ柔軟性
を発揮する。

統合IT基盤の利用に応じたコストの案分を行う。
利用状況を計測するツールを導入し、従量課金を
実施することも可能である。

表３  ７つのR

●変更を提起(RAISED)したのは誰か

●変更の理由(REASON)は何か

●変更に求められる見返り

　(RETURN)は何か

●変更に伴うリスク(RISK)は何か

●変更を行うために必要なリソース

　(RESOURCE)は何か

●変更の構築、テスト、および実施の責任者

　(RESPONSIBLE)は誰か

●この変更と他の変更との関係

　(RELATIONSHIP)は何か

 （2）プロビジョニング：仮想化されたリソースを割り当て、利用可能にすること。元は通信事業者が設備を事前準備することを示していた。

図７  サービストランジションのプロセス・フロー（加筆）

RFCの作成

変更の提案
（任意）

評価レポート

業務アプリケーションのオーナ

統合IT基盤のオーナ

発行元

変更管理

変更許可委員

変更管理

変更管理

RFCの記録

RFCのレビュー

変更のアセスメントと
評価

変更の許可

更新の計画

変更の実施の調整

変更レコードの
レビューとクローズ

許可済み

スケジューリング済み

評価の準備完了評価の準備完了

意思決定の準備完了意思決定の準備完了
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作業指示書

作業指示書
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変更の提案の許可

次々と開発されており、新たな局面を迎えようとしている。

　インテックが常に進化する高度なITプラットフォームに関す

るエンジニアリングサービスを提供し続けるために、我々はお

客様の役に立つソリューションを技術者の視点で考え、作り上

げていきたい。

①オンデマンドベース
　のセルフサービス

②広帯域ネット
　ワークアクセス

③プール化された
　リソース

④迅速な弾力性
（Rapid Elasticity）

クラウドの
本質的特性

①オンデマンドベース
　のセルフサービス

②広帯域ネット
　ワークアクセス

③プール化された
　リソース

④迅速な弾力性
 （Rapid Elasticity）

⑤計測可能な
　サービス
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   プライベートクラウドモデルと企業IT基盤に関する考察
　～統合IT基盤におけるITサービスマネジメントの役割と価値～

A Study on Enterprise IT Infrastructure Referred to the Private Cloud Model
-The Value of Implementing ITSM for the Integrated IT Infrastructures-

1.  はじめに

特集1

概要
　ITプラットフォームサービス事業部では、先進的な仮想化技術によるサーバ統合のエンジニアリングサービス

をお客様に提供してきた。昨今のクラウドブームでは、企業情報システムの仮想化によるサーバ統合とプライベート

クラウドを同じ文脈で語る傾向がある。

　本稿では、仮想化技術とクラウドコンピューティングの特性から、クラウド時代における企業の統合IT基盤と

サービスマネジメントの在り方について考察する。

　仮想化技術によって標準化された仮想ハードウェアは、サイロ型情報システムでは困難であったITマネジメント

の共通化を推進することが可能である。その統合IT基盤で要求されるITマネジメントについて、ITILに準じて検討

した。

　その結果をクラウドの特性と比較することで、現時点でのプライベートクラウドの一形態を提示する。

特
集
1

特
集
1

特
集
1

1.1  クラウドは共用リソースによって利便性を提供する
　ITプラットフォームサービス事業部では、企業のIT基盤が統

合化・集約化に向う中、これまでも多くの企業のお客さま向け

に統合IT基盤を構築するエンジニアリングサービスを提供し

てきた。中でも仮想化技術は、その主要な実現手段の一つとし

3.3  サービストランジションの管理と
       リソース活用の柔軟性の獲得
　先に述べたように企業における柔軟なリソース利用は計画と

管理に基づくものである。厳密性が求められる反面、ビジネスへ

の対応として硬直的であってはならず、変更のためのマネジメン

トシステムが必要である。

　ITILでは、番移行・導入といった変更への対応をサービストラン

ジションで規定している。図７にそのフローに加筆し示す。 [３]

　統合 IT基盤を介してサービスが相互に関連することになるた

め、正確な構成情報の更新と集約、それに基づく「変更のアセス

て位置付けている。

　一方で「クラウドコンピューティング（以下、クラウドと言

う）」という社会全体を巻き込む潮流が起きており、その象徴

的クラウドサービスであるAmazon EC２（1）は仮想化によるホ

スティングサービスであるためか、仮想化とクラウドが同じ文

脈で語られることが増えている。しかし企業の仮想化による統

合IT基盤とは成り立ちが異なる。

メントと評価」のプロセスが重要になる。

　アセスメントのプロセスでは、個別アプリケーションの管理者

に対し統合IT基盤の情報が正しく提示され、かつ統合 IT基盤の

管理者が個別アプリケーションの変更要求を正しく評価しなく

てはならない。複数のサービス管理者が一つのトランジションに

対して向き合うという形はサイロ型情報システムではなかったこ

とである。

　ITILでは、こういったアセスメントにおいて変更要求（RFC）

を正しく評価するための「変更管理の７つのR」（表３：７つのR）

と呼ばれる問いを示している。[３]

　サービストランジションの評価プロセスを持つことで、厳密な

計画と管理を遂行しつつ、統合 IT基盤が持つ柔軟性を発揮する

ことができる。

5.  まとめ
　仮想化技術によって仮想ハードウェアを標準化したことで、

サイロ型情報システムでは困難であった標準化したサービスマ

ネジメントの導入を容易とする効果が期待でき、更に仮想化に

よる統合IT基盤、サービスマネジメントの実践および自動化を

支援するツールの活用によって、クラウドの本質的特性に類す

る効果が得られることを述べた。

　プライベートクラウドを軸に、仮想化による統合 IT基盤と IT

サービスマネジメントについて論じてきたが、クラウド、仮想

化、サービスマネジメントのいずれも進化中の技術である。現

在、仮想化技術による統合 IT基盤は、クラウドというブームに

よって、サービスマネジメントをはじめ新しい技術や製品が

君塚　修
KIMIZUKA Osamu

大村　幸敬
OHMURA Yukitaka

神保　岳大
JINBO Takehiro

竹田　浩徳
TAKEDA Hironori

3.1　ITILについて
　統合 IT基盤に求められるITマネジメントを検討するにあたり、

IT管理の国際標準フレームワークである ITIL（Information 

Technology Infrastructure Library） [２]を参照する。

　ITILとは情報システムを安定的にかつ安全に運用するため

の IT基盤運用のフレームワークである。ITを「サービス」と捉

え、要件を満たし品質を維持するための５つのライフサイクル

を通して「ITサービスマネジメント」を実現することを目標とし

ている。ITILバージョン３でのライフサイクルの構造を図４に

示す。[２]

　 統合 IT基盤のライフサイクルは、個別の業務アプリケー

ションを顧客としたサービスであると同時に個別の業務アプ

リケーションのサービスの一部としてリソースを提供するため、

二つのサービスのライフサイクルに係ることになる。

3.2　企業内における「所有から利用」への変化
　従来の情報システムの開発では、対象とする業務アプリケー

ションのライフサイクル全体に掛かるコストを算出する。そこ

では設備追加の費用を削減するために、初期に全ライフサイク

3.  統合IT基盤が促進するサービスマネジメント

TAKEDA Hironori

竹田　浩徳

● クラウドビジネス推進室
● インテックにおけるクラウド事業の推進活動に従事

JINBO Takehiro

神保　岳大

● ITプラットフォームサービス事業部　システム第二課
● プロモーション、アライアンス推進及び基盤構築業務に従事
● VMware Technical Sales Professional、Novell Sales 
　Professional

OHMURA Yukitaka

大村　幸敬

● ITプラットフォームサービス事業部  システム第二課主任
● 金融機関向けCRMシステム「エフキューブ」の基盤構築
　業務に従事

KIMIZUKA Osamu

君塚　修

● ITプラットフォームサービス事業部　システム第二課課長
● 基盤構築業務ならびにプロモーション、アライアンス推進
　のマネジメント業務に従事

1.2　クラウドの本質的特性の企業情報
        システムでの捉え方
　次にNISTの「クラウドの定義」で示されている、５つのクラ

ウドの本質的特性（表２）と企業の統合IT基盤とを比較する。

このうち、「②広帯域ネットワークアクセス」については、ブ

ロードバンド・携帯電話先進国である日本国内の企業ネット

ワークの多くは、すでに広帯域化されており、かつモバイルPC

や携帯電話など様々なクライアントからアクセスが可能な状

態にある。

　企業が仮想化技術による統合IT基盤の構築を行えば、その

結果生まれた余剰リソースは要求に応じた利用が可能になる

ため「③プール化されたリソース」を獲得すると言えるだろう。

同時に、統合IT基盤の共用は企業情報システムのコスト案分が

発生するため「⑤計測可能なサービス」である必要がある。

(詳細は３．２章にて後述）

　しかし「①オンデマンドベースのセルフサービス」は、クラウ

ド事業の効率性のために開発した機能であって、企業内におい

てリソースは情報システム部門によって管理されており、利用

者が直接的にプロビジョニング（2）を行う必要はない。企業に

必要なのは、安全なプロビジョニングを実行することであろう。

　「④迅速な弾力性」もクラウド事業者のように潤沢なリソー

スプールを有することによって、はじめて迅速性を持つことが

可能となるが、企業において過度な余剰は無駄である。企業に

は、個々の適用業務システムからのリソースの利用要求に対し

て計画と管理のもと、柔軟性を持った対応を実現することが求

められる。

　これまで述べた通り、NISTによる本質的特性には、大規模な

設備を所有するクラウド事業を前提とし、現在の企業情報システ

ムには必ずしも適さない内容がある。企業情報システムにおい

ては、仮想化による統合 IT基盤に加え、合理的な ITマネジメン

トによる計画、管理および安全な業務の遂行によってクラウド

の定義に類する企業に適した特性を得ることができるだろう。

 （1）Amazon EC2：米Amazon.comの子会社であるAmazonWebServiceLLC(AWS)が提供するクラウドサービス。

表１  クラウドコンピューティングの定義と展開モデル（抜粋）

2.  仮想化による統合IT基盤が
　  求めるITマネジメント

2.1　統合IT基盤による仮想ハードウェア
　　　環境の標準化の意味
　仮想化技術は、企業の基幹システムを含めた IT基盤の一形

態として活用されており、この技術の詳細については、ITJ 第８

号の「IT基盤の最新動向と今後の方向性」に述べた。以下に仮

想化によるサーバ統合の効果を再掲する。詳細は本文を参照

頂きたい。

　　●システム統合

　　●標準化された仮想ハードウェア環境

　　●可搬性の確保

　ここでは、標準化された仮想ハードウェア環境に着目する。

前掲の論文では、互換性の検証や、設計の単純化が可能とな

ることが述べられている。ITマネジメントの観点でみると、仮

想ハードウェアの標準化は、設備の拡張、利用の拡大に比例し

がちな運用管理の複雑化を回避する効果が期待できるのでは

ないだろうか。

2.2　サイロ型情報システムにおける
         ITマネジメントの課題
　従来の情報システムの構造は、サイロ型であると言われるこ

とがある。サイロは家畜飼料などの貯蔵庫であり窓がなく外部

が見えないことから、アプリケーションやデータが孤立したシ

ステムである状況を指している。

　サイロ型情報システムは構築した時期も一定でなく、その

時々の技術を取り入れたハードウェア、アプリケーションから

構成されるシステムが林立した状態である。管理対象のバリエー

ションが多いために標準業務プロセスの開発が難しく、ITマネ

ジメントも個別になりやすい。その結果、運用は非効率であり

ITマネジメントの品質向上が難しい。

　一方、統合 IT基盤は仮想ハードウェア環境が標準化されて

いることにより、リソースの ITマネジメントの共通化が容易と

なり、さらに各適用業務システムでは、アプリケーションと業務

プロセスのマネジメントに集中できる。

　統合IT基盤は、ITマネジメントを改善する素地を作ると言え

よう。

2.3　個別のITマネジメントから共用の
　　　ITマネジメントへ
　サイロ型情報システムの ITマネジメントは、個別システムの

性能や信頼性を維持するのが目的であるため、仮にそのリソー

スに必要以上の余裕があったとしても安定稼働を妨げるリス

クが予想される設備変更は好まれない。

　この結果、リソースの転用や共用は発生しにくくなり、図２の

ように初期投資に対応する減価償却期間というライフサイクル

を持つサイロ型情報システムの林立を招く。

　仮想化による統合 IT基盤においても変更に対するリスクが

ゼロになったわけではなく、様々なライフサイクルを持つ業務

アプリケーションからのリソースの割り当て、開放などの変更

要求に安全に対応できなくては、図３のように効率的なリソース

の配備は実現できない。

　統合 IT基盤には、従来のサイロ型情報システムでは遂行して

いなかった重要な機能として、個別業務システムに共用される

品質の高い ITマネジメントが求められている。

図３  統合IT基盤と情報システムのライフサイクル

ルをカバーできる規模を見積もり、専用設備として投資を行う

ことが多い。結果として、アプリケーションの開発コストと設

備投資コストの合算によって個別の業務アプリケーションの

投資対効果を測ることができた。

　仮想化によって構築した統合 IT基盤の場合は、情報システ

ム部門に情報資産を集約することで資産管理が一元化される。

しかし企業会計および ITILにおけるサービスストラテジ（戦略）

の観点では、個別業務アプリケーションのサービスポートフォ

リオを管理するために、業務を支える ITのコスト把握が求めら

れる。よって統合 IT基盤の利用に応じた案分や未使用領域の

負担の調整などを含めた配分などを明確にする必要がある。

　これは例えば図６のようにオフィスビルという事業基盤の賃

貸契約を部門単位でなく、企業が一括して契約・支払いし部門

図４  ITILライフサイクル

図６  オフィスビルコストの案分との類似

3.4  標準化されたリソースが可能とする
       プロビジョニングの自動化
　信頼性という点では、多くの問題は稼働時ではなく、変更時

に発生する。サイロ型情報システムでは、都度、計画を立案し、

テストを繰り返し、安全性を確保した上で遂行するのが通常で

ある。そのサイロ型情報システムに比べ統合IT基盤では、頻繁

に変更が発生する上、影響範囲が広大でありプロビジョニング

のリスクは増大する。

　しかしサイロ型情報システムと異なり、統合IT基盤は仮想ハー

ドウェア環境が標準化されているため、そのプロセスも標準化

が容易であり、むしろ安全性を向上させることが可能である。

　昨今では、仮想化されたサーバ、ストレージ、ネットワークのリ

ソースの稼働状況を可視化するモニタリングツールや、これらの

整合性を取り、複雑なプロビジョニングやサーバ移行などのサー

ビストランジションを安全に実現するツールが存在する。

　これらのツールの活用によるプロビジョニングの自動化に

よって作業の確実性を向上させることができる。

4.  サービスマネジメントによる
　  プライベートクラウドの効果
　これまで述べた仮想化とサービスマネジメントを遂行するこ

とで得られる効果を、クラウドの本質的特性に照らして表５に

まとめる。仮想化の効果とサービスマネジメントの効果という

観点では、網羅性に欠け、偏った表現ではあるが、現時点での

プライベートクラウドの取り得る姿なのではないだろうか。

　むしろ重要なのは仮想化とサービスマネジメントという二つ

の異なる技術を同時に適用することで、新たな価値を生むこと

である。NISTの定義には「クラウドは依然として進化中のパラ

ダイムである」との注記がある。この二つの技術もクラウドと

同様に進化の過程にあって今後も進化するものであり、新たな

価値が生まれ、ここに記載した効果も変わるだろう。

表４  プライベートクラウドの効果

に案分するのと同じである。

　個別業務アプリケーションのオーナが、コスト配分が明らかに

された統合 IT基盤上にシステムを構築することは、クラウドの

本質的特性における「計測可能なサービス」を利用することに

なる。

　なお仮想化製品の多くは、リソースの利用状況を計測し、レ

ポートするツールがオプションとして備わっている。これらの活

用により、単なる案分でなくパブリッククラウド事業者の請求明

細のような従量課金を企業内でも実施することが可能となる。

　NISTの「クラウドの定義」には記述されていないが、クラウド

は「所有から利用」への変化であると言われることが多い。設

備を所有する企業の中であっても利用に応じた精算に変わるこ

とが、「所有から利用」への変化であるといえよう。

　本論に入る前に、多くの標準化団体などで参照されるNIST

（米国国立標準技術研究所）が発行した「NISTによるクラウ

ドの定義」 [1] （表１）を参照し、プライベートクラウドと企業

情報システムについて検討する。

　NISTの「クラウドの定義」の展開モデルによると「①プライ

ベートクラウド」は、適用される技術の相違で分類しているの

ではなく、主に所有者とIT基盤の管理主体のバリエーションに

よる展開モデルの一つとして提示されている。つまり「単一組

織」である企業の観点で「クラウドコンピューティングの定

義」を読み替えると「共用のためにプール化した（蓄えた）コ

ンピューティングリソースを要求に応じて活用することによっ

て利便性を享受する」ことがプライベートクラウドとのアウト

ラインとなるだろう。

図１　サイロ型情報システムと統合IT基盤による情報システム

適用業務A 適用業務B 適用業務C
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統合IT基盤による情報システム従来のサイロ型情報システム
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図２  林立するサイロ型情報システムのライフサイクル
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ライフサイクル　　　　　　　　　　　　　　　概要

サービスストラテジ

サービスデザイン

サービスストランジション

サービスオペレーション

継続的なサービス改善

ITサービスおよびITサービスマネジメントに対する全体的な戦略
を確立する。

事業要素を取り入れ、事業が求める品質、信頼性、および柔軟性
に応えるサービスとそれを支えるプラクティスおよび管理ツールを
作り出す。

サービスおよびサービス変更を運用に利用できる状態へと移行さ
せる。新規または変更されたサービスデザイン・パッケージをサー
ビスデザイン段階から受取り、事業のニーズを満たすかどうかテス
トし、本番環境に展開する。

戦略的達成目標を最終的に実現する。顧客とサービス・プロバイ
ダにとっての価値を確保できるよう、ITサービスを効果的かつ効
率的に提供しサポートする。

ITサービスマネジメント・プロセスとITサービスに対する改善の
管理を責務とする。効率性、有効性、および費用対効果を向上す
るために、サービス・プロバイダのパフォーマンスは継続的に測
定され、プロセス、ITサービス、ITインフラストラクチャに改善が
加えられる。

クラウドコンピューティングは、利便性やシェアードプールされたコンピューティング・リソースをネットワークを介したオンデマンドでの提供を実現するモデルである。
そのリソースは、管理やサービスプロバイダとのやり取りが最大限排除され、迅速なプロビジョニングとリリースが可能となっている。

クラウドコンピューティングの定義

展開モデル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　説明

①プライベートクラウド

②コミュニティクラウド

③パブリッククラウド

④ハイブリッドクラウド

このクラウドの基盤は、専ら単一の組織のために運営されている。基盤の管理は、その組織が担う場合もサードパーティが担う
場合もある。また所有型の場合も非所有型の場合もある。

このクラウドの基盤は、いくつかの組織によって共有されており、コミュニティをサポートする。基盤の管理は、その組織が担う場
合もサードパーティが担う場合もある。また所有型の場合も非所有型の場合もある。

このクラウドの基盤は、一般公衆もしくは、巨大な企業グループが利用可能であり、クラウドサービスを販売する組織が所有している。

このクラウドの基盤は、二つ以上のクラウドによって構成されているが、データやアプリケーションのポータビリティを可能とした
技術によってまとめられている。

説明

コンピュータリソースは、広帯域ネットワークを介
し、異機種混合の様々なクライアントで利用可能
である。

自動化されたインターフェイスを介して、サーバー、
ネットワークストレージなどのコンピュータリソー
スを利用者が必要に応じて直接プロビジョニング
が可能である。

コンピューティングリソースがマルチテナントモデ
ルを用いて複数の利用者に提供するためにプール
されている。利用者の要求に応じ動的にアサイン、
再アサインされる。

迅速な弾力性のあるプロビジョニングが可能であ
る。ある場合では、自動的に、即座にスケールアウ
トし、即座にスケールインするための迅速なリリー
スがなされる。

クラウドシステムは、測定機能を用いてリソース
の利用を自動的にコントロールし最適化する。リ
ソースの利用量はモニター、コントロールが可能
でありレポートされる。

表２  NISTによるクラウドの本質的特性

プロビジョニングのプロセスを標準化し、利用要求
を安全に遂行する。
自動化ツールによって確実性を向上することも可能
である。

⑤計測可能な
　サービス

クラウドの本質的特性　    仮想化とサービスマネジメントによる効果

日本の企業内ネットワークは広帯域している。
さらにモバイルや携帯電話による多様なアクセス
が可能となっている。

仮想化による統合IT基盤によって余剰リソースは
プール化される。
このリソースは管理され、要求に応じて使用可能で
ある。

サービストランジションの評価プロセスを持つこと
によって管理を遂行し、統合IT基盤が持つ柔軟性
を発揮する。

統合IT基盤の利用に応じたコストの案分を行う。
利用状況を計測するツールを導入し、従量課金を
実施することも可能である。

表３  ７つのR

●変更を提起(RAISED)したのは誰か

●変更の理由(REASON)は何か

●変更に求められる見返り

　(RETURN)は何か

●変更に伴うリスク(RISK)は何か

●変更を行うために必要なリソース

　(RESOURCE)は何か

●変更の構築、テスト、および実施の責任者

　(RESPONSIBLE)は誰か

●この変更と他の変更との関係

　(RELATIONSHIP)は何か

 （2）プロビジョニング：仮想化されたリソースを割り当て、利用可能にすること。元は通信事業者が設備を事前準備することを示していた。

図７  サービストランジションのプロセス・フロー（加筆）
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次々と開発されており、新たな局面を迎えようとしている。

　インテックが常に進化する高度なITプラットフォームに関す

るエンジニアリングサービスを提供し続けるために、我々はお

客様の役に立つソリューションを技術者の視点で考え、作り上

げていきたい。

①オンデマンドベース
　のセルフサービス

②広帯域ネット
　ワークアクセス

③プール化された
　リソース

④迅速な弾力性
（Rapid Elasticity）

クラウドの
本質的特性

①オンデマンドベース
　のセルフサービス

②広帯域ネット
　ワークアクセス

③プール化された
　リソース

④迅速な弾力性
 （Rapid Elasticity）

⑤計測可能な
　サービス
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   プライベートクラウドモデルと企業IT基盤に関する考察
　～統合IT基盤におけるITサービスマネジメントの役割と価値～

A Study on Enterprise IT Infrastructure Referred to the Private Cloud Model
-The Value of Implementing ITSM for the Integrated IT Infrastructures-

1.  はじめに

特集1

概要
　ITプラットフォームサービス事業部では、先進的な仮想化技術によるサーバ統合のエンジニアリングサービス

をお客様に提供してきた。昨今のクラウドブームでは、企業情報システムの仮想化によるサーバ統合とプライベート

クラウドを同じ文脈で語る傾向がある。

　本稿では、仮想化技術とクラウドコンピューティングの特性から、クラウド時代における企業の統合IT基盤と

サービスマネジメントの在り方について考察する。

　仮想化技術によって標準化された仮想ハードウェアは、サイロ型情報システムでは困難であったITマネジメント

の共通化を推進することが可能である。その統合IT基盤で要求されるITマネジメントについて、ITILに準じて検討

した。

　その結果をクラウドの特性と比較することで、現時点でのプライベートクラウドの一形態を提示する。

特
集
1

特
集
1

特
集
1

1.1  クラウドは共用リソースによって利便性を提供する
　ITプラットフォームサービス事業部では、企業のIT基盤が統

合化・集約化に向う中、これまでも多くの企業のお客さま向け

に統合IT基盤を構築するエンジニアリングサービスを提供し

てきた。中でも仮想化技術は、その主要な実現手段の一つとし

3.3  サービストランジションの管理と
       リソース活用の柔軟性の獲得
　先に述べたように企業における柔軟なリソース利用は計画と

管理に基づくものである。厳密性が求められる反面、ビジネスへ

の対応として硬直的であってはならず、変更のためのマネジメン

トシステムが必要である。

　ITILでは、番移行・導入といった変更への対応をサービストラン

ジションで規定している。図７にそのフローに加筆し示す。 [３]

　統合 IT基盤を介してサービスが相互に関連することになるた

め、正確な構成情報の更新と集約、それに基づく「変更のアセス

て位置付けている。

　一方で「クラウドコンピューティング（以下、クラウドと言

う）」という社会全体を巻き込む潮流が起きており、その象徴

的クラウドサービスであるAmazon EC２（1）は仮想化によるホ

スティングサービスであるためか、仮想化とクラウドが同じ文

脈で語られることが増えている。しかし企業の仮想化による統

合IT基盤とは成り立ちが異なる。

メントと評価」のプロセスが重要になる。

　アセスメントのプロセスでは、個別アプリケーションの管理者

に対し統合IT基盤の情報が正しく提示され、かつ統合 IT基盤の

管理者が個別アプリケーションの変更要求を正しく評価しなく

てはならない。複数のサービス管理者が一つのトランジションに

対して向き合うという形はサイロ型情報システムではなかったこ

とである。

　ITILでは、こういったアセスメントにおいて変更要求（RFC）

を正しく評価するための「変更管理の７つのR」（表３：７つのR）

と呼ばれる問いを示している。[３]

　サービストランジションの評価プロセスを持つことで、厳密な

計画と管理を遂行しつつ、統合 IT基盤が持つ柔軟性を発揮する

ことができる。

5.  まとめ
　仮想化技術によって仮想ハードウェアを標準化したことで、

サイロ型情報システムでは困難であった標準化したサービスマ

ネジメントの導入を容易とする効果が期待でき、更に仮想化に

よる統合IT基盤、サービスマネジメントの実践および自動化を

支援するツールの活用によって、クラウドの本質的特性に類す

る効果が得られることを述べた。

　プライベートクラウドを軸に、仮想化による統合 IT基盤と IT

サービスマネジメントについて論じてきたが、クラウド、仮想

化、サービスマネジメントのいずれも進化中の技術である。現

在、仮想化技術による統合 IT基盤は、クラウドというブームに

よって、サービスマネジメントをはじめ新しい技術や製品が
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3.1　ITILについて
　統合 IT基盤に求められるITマネジメントを検討するにあたり、

IT管理の国際標準フレームワークである ITIL（Information 

Technology Infrastructure Library） [２]を参照する。

　ITILとは情報システムを安定的にかつ安全に運用するため

の IT基盤運用のフレームワークである。ITを「サービス」と捉

え、要件を満たし品質を維持するための５つのライフサイクル

を通して「ITサービスマネジメント」を実現することを目標とし

ている。ITILバージョン３でのライフサイクルの構造を図４に

示す。[２]

　 統合 IT基盤のライフサイクルは、個別の業務アプリケー

ションを顧客としたサービスであると同時に個別の業務アプ

リケーションのサービスの一部としてリソースを提供するため、

二つのサービスのライフサイクルに係ることになる。

3.2　企業内における「所有から利用」への変化
　従来の情報システムの開発では、対象とする業務アプリケー

ションのライフサイクル全体に掛かるコストを算出する。そこ

では設備追加の費用を削減するために、初期に全ライフサイク

3.  統合IT基盤が促進するサービスマネジメント

TAKEDA Hironori

竹田　浩徳

● クラウドビジネス推進室
● インテックにおけるクラウド事業の推進活動に従事

JINBO Takehiro

神保　岳大

● ITプラットフォームサービス事業部　システム第二課
● プロモーション、アライアンス推進及び基盤構築業務に従事
● VMware Technical Sales Professional、Novell Sales 
　Professional

OHMURA Yukitaka

大村　幸敬

● ITプラットフォームサービス事業部  システム第二課主任
● 金融機関向けCRMシステム「エフキューブ」の基盤構築
　業務に従事

KIMIZUKA Osamu

君塚　修

● ITプラットフォームサービス事業部　システム第二課課長
● 基盤構築業務ならびにプロモーション、アライアンス推進
　のマネジメント業務に従事

1.2　クラウドの本質的特性の企業情報
        システムでの捉え方
　次にNISTの「クラウドの定義」で示されている、５つのクラ

ウドの本質的特性（表２）と企業の統合IT基盤とを比較する。

このうち、「②広帯域ネットワークアクセス」については、ブ

ロードバンド・携帯電話先進国である日本国内の企業ネット

ワークの多くは、すでに広帯域化されており、かつモバイルPC

や携帯電話など様々なクライアントからアクセスが可能な状

態にある。

　企業が仮想化技術による統合IT基盤の構築を行えば、その

結果生まれた余剰リソースは要求に応じた利用が可能になる

ため「③プール化されたリソース」を獲得すると言えるだろう。

同時に、統合IT基盤の共用は企業情報システムのコスト案分が

発生するため「⑤計測可能なサービス」である必要がある。

(詳細は３．２章にて後述）

　しかし「①オンデマンドベースのセルフサービス」は、クラウ

ド事業の効率性のために開発した機能であって、企業内におい

てリソースは情報システム部門によって管理されており、利用

者が直接的にプロビジョニング（2）を行う必要はない。企業に

必要なのは、安全なプロビジョニングを実行することであろう。

　「④迅速な弾力性」もクラウド事業者のように潤沢なリソー

スプールを有することによって、はじめて迅速性を持つことが

可能となるが、企業において過度な余剰は無駄である。企業に

は、個々の適用業務システムからのリソースの利用要求に対し

て計画と管理のもと、柔軟性を持った対応を実現することが求

められる。

　これまで述べた通り、NISTによる本質的特性には、大規模な

設備を所有するクラウド事業を前提とし、現在の企業情報システ

ムには必ずしも適さない内容がある。企業情報システムにおい

ては、仮想化による統合 IT基盤に加え、合理的な ITマネジメン

トによる計画、管理および安全な業務の遂行によってクラウド

の定義に類する企業に適した特性を得ることができるだろう。

 （1）Amazon EC2：米Amazon.comの子会社であるAmazonWebServiceLLC(AWS)が提供するクラウドサービス。

表１  クラウドコンピューティングの定義と展開モデル（抜粋）

2.  仮想化による統合IT基盤が
　  求めるITマネジメント

2.1　統合IT基盤による仮想ハードウェア
　　　環境の標準化の意味
　仮想化技術は、企業の基幹システムを含めた IT基盤の一形

態として活用されており、この技術の詳細については、ITJ 第８

号の「IT基盤の最新動向と今後の方向性」に述べた。以下に仮

想化によるサーバ統合の効果を再掲する。詳細は本文を参照

頂きたい。

　　●システム統合

　　●標準化された仮想ハードウェア環境

　　●可搬性の確保

　ここでは、標準化された仮想ハードウェア環境に着目する。

前掲の論文では、互換性の検証や、設計の単純化が可能とな

ることが述べられている。ITマネジメントの観点でみると、仮

想ハードウェアの標準化は、設備の拡張、利用の拡大に比例し

がちな運用管理の複雑化を回避する効果が期待できるのでは

ないだろうか。

2.2　サイロ型情報システムにおける
         ITマネジメントの課題
　従来の情報システムの構造は、サイロ型であると言われるこ

とがある。サイロは家畜飼料などの貯蔵庫であり窓がなく外部

が見えないことから、アプリケーションやデータが孤立したシ

ステムである状況を指している。

　サイロ型情報システムは構築した時期も一定でなく、その

時々の技術を取り入れたハードウェア、アプリケーションから

構成されるシステムが林立した状態である。管理対象のバリエー

ションが多いために標準業務プロセスの開発が難しく、ITマネ

ジメントも個別になりやすい。その結果、運用は非効率であり

ITマネジメントの品質向上が難しい。

　一方、統合 IT基盤は仮想ハードウェア環境が標準化されて

いることにより、リソースの ITマネジメントの共通化が容易と

なり、さらに各適用業務システムでは、アプリケーションと業務

プロセスのマネジメントに集中できる。

　統合IT基盤は、ITマネジメントを改善する素地を作ると言え

よう。

2.3　個別のITマネジメントから共用の
　　　ITマネジメントへ
　サイロ型情報システムの ITマネジメントは、個別システムの

性能や信頼性を維持するのが目的であるため、仮にそのリソー

スに必要以上の余裕があったとしても安定稼働を妨げるリス

クが予想される設備変更は好まれない。

　この結果、リソースの転用や共用は発生しにくくなり、図２の

ように初期投資に対応する減価償却期間というライフサイクル

を持つサイロ型情報システムの林立を招く。

　仮想化による統合 IT基盤においても変更に対するリスクが

ゼロになったわけではなく、様々なライフサイクルを持つ業務

アプリケーションからのリソースの割り当て、開放などの変更

要求に安全に対応できなくては、図３のように効率的なリソース

の配備は実現できない。

　統合 IT基盤には、従来のサイロ型情報システムでは遂行して

いなかった重要な機能として、個別業務システムに共用される

品質の高い ITマネジメントが求められている。

図３  統合IT基盤と情報システムのライフサイクル

ルをカバーできる規模を見積もり、専用設備として投資を行う

ことが多い。結果として、アプリケーションの開発コストと設

備投資コストの合算によって個別の業務アプリケーションの

投資対効果を測ることができた。

　仮想化によって構築した統合 IT基盤の場合は、情報システ

ム部門に情報資産を集約することで資産管理が一元化される。

しかし企業会計および ITILにおけるサービスストラテジ（戦略）

の観点では、個別業務アプリケーションのサービスポートフォ

リオを管理するために、業務を支える ITのコスト把握が求めら

れる。よって統合 IT基盤の利用に応じた案分や未使用領域の

負担の調整などを含めた配分などを明確にする必要がある。

　これは例えば図６のようにオフィスビルという事業基盤の賃

貸契約を部門単位でなく、企業が一括して契約・支払いし部門

図４  ITILライフサイクル

図６  オフィスビルコストの案分との類似

3.4  標準化されたリソースが可能とする
       プロビジョニングの自動化
　信頼性という点では、多くの問題は稼働時ではなく、変更時

に発生する。サイロ型情報システムでは、都度、計画を立案し、

テストを繰り返し、安全性を確保した上で遂行するのが通常で

ある。そのサイロ型情報システムに比べ統合IT基盤では、頻繁

に変更が発生する上、影響範囲が広大でありプロビジョニング

のリスクは増大する。

　しかしサイロ型情報システムと異なり、統合IT基盤は仮想ハー

ドウェア環境が標準化されているため、そのプロセスも標準化

が容易であり、むしろ安全性を向上させることが可能である。

　昨今では、仮想化されたサーバ、ストレージ、ネットワークのリ

ソースの稼働状況を可視化するモニタリングツールや、これらの

整合性を取り、複雑なプロビジョニングやサーバ移行などのサー

ビストランジションを安全に実現するツールが存在する。

　これらのツールの活用によるプロビジョニングの自動化に

よって作業の確実性を向上させることができる。

4.  サービスマネジメントによる
　  プライベートクラウドの効果
　これまで述べた仮想化とサービスマネジメントを遂行するこ

とで得られる効果を、クラウドの本質的特性に照らして表５に

まとめる。仮想化の効果とサービスマネジメントの効果という

観点では、網羅性に欠け、偏った表現ではあるが、現時点での

プライベートクラウドの取り得る姿なのではないだろうか。

　むしろ重要なのは仮想化とサービスマネジメントという二つ

の異なる技術を同時に適用することで、新たな価値を生むこと

である。NISTの定義には「クラウドは依然として進化中のパラ

ダイムである」との注記がある。この二つの技術もクラウドと

同様に進化の過程にあって今後も進化するものであり、新たな

価値が生まれ、ここに記載した効果も変わるだろう。

表４  プライベートクラウドの効果

に案分するのと同じである。

　個別業務アプリケーションのオーナが、コスト配分が明らかに

された統合 IT基盤上にシステムを構築することは、クラウドの

本質的特性における「計測可能なサービス」を利用することに

なる。

　なお仮想化製品の多くは、リソースの利用状況を計測し、レ

ポートするツールがオプションとして備わっている。これらの活

用により、単なる案分でなくパブリッククラウド事業者の請求明

細のような従量課金を企業内でも実施することが可能となる。

　NISTの「クラウドの定義」には記述されていないが、クラウド

は「所有から利用」への変化であると言われることが多い。設

備を所有する企業の中であっても利用に応じた精算に変わるこ

とが、「所有から利用」への変化であるといえよう。

　本論に入る前に、多くの標準化団体などで参照されるNIST

（米国国立標準技術研究所）が発行した「NISTによるクラウ

ドの定義」 [1] （表１）を参照し、プライベートクラウドと企業

情報システムについて検討する。

　NISTの「クラウドの定義」の展開モデルによると「①プライ

ベートクラウド」は、適用される技術の相違で分類しているの

ではなく、主に所有者とIT基盤の管理主体のバリエーションに

よる展開モデルの一つとして提示されている。つまり「単一組

織」である企業の観点で「クラウドコンピューティングの定

義」を読み替えると「共用のためにプール化した（蓄えた）コ

ンピューティングリソースを要求に応じて活用することによっ

て利便性を享受する」ことがプライベートクラウドとのアウト

ラインとなるだろう。

図１　サイロ型情報システムと統合IT基盤による情報システム

適用業務A 適用業務B 適用業務C

マネジメント
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統合IT基盤による情報システム従来のサイロ型情報システム

適用業務A 適用業務B 適用業務C

図２  林立するサイロ型情報システムのライフサイクル
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ライフサイクル　　　　　　　　　　　　　　　概要

サービスストラテジ

サービスデザイン

サービスストランジション

サービスオペレーション

継続的なサービス改善

ITサービスおよびITサービスマネジメントに対する全体的な戦略
を確立する。

事業要素を取り入れ、事業が求める品質、信頼性、および柔軟性
に応えるサービスとそれを支えるプラクティスおよび管理ツールを
作り出す。

サービスおよびサービス変更を運用に利用できる状態へと移行さ
せる。新規または変更されたサービスデザイン・パッケージをサー
ビスデザイン段階から受取り、事業のニーズを満たすかどうかテス
トし、本番環境に展開する。

戦略的達成目標を最終的に実現する。顧客とサービス・プロバイ
ダにとっての価値を確保できるよう、ITサービスを効果的かつ効
率的に提供しサポートする。

ITサービスマネジメント・プロセスとITサービスに対する改善の
管理を責務とする。効率性、有効性、および費用対効果を向上す
るために、サービス・プロバイダのパフォーマンスは継続的に測
定され、プロセス、ITサービス、ITインフラストラクチャに改善が
加えられる。

クラウドコンピューティングは、利便性やシェアードプールされたコンピューティング・リソースをネットワークを介したオンデマンドでの提供を実現するモデルである。
そのリソースは、管理やサービスプロバイダとのやり取りが最大限排除され、迅速なプロビジョニングとリリースが可能となっている。

クラウドコンピューティングの定義

展開モデル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　説明

①プライベートクラウド

②コミュニティクラウド

③パブリッククラウド

④ハイブリッドクラウド

このクラウドの基盤は、専ら単一の組織のために運営されている。基盤の管理は、その組織が担う場合もサードパーティが担う
場合もある。また所有型の場合も非所有型の場合もある。

このクラウドの基盤は、いくつかの組織によって共有されており、コミュニティをサポートする。基盤の管理は、その組織が担う場
合もサードパーティが担う場合もある。また所有型の場合も非所有型の場合もある。

このクラウドの基盤は、一般公衆もしくは、巨大な企業グループが利用可能であり、クラウドサービスを販売する組織が所有している。

このクラウドの基盤は、二つ以上のクラウドによって構成されているが、データやアプリケーションのポータビリティを可能とした
技術によってまとめられている。

説明

コンピュータリソースは、広帯域ネットワークを介
し、異機種混合の様々なクライアントで利用可能
である。

自動化されたインターフェイスを介して、サーバー、
ネットワークストレージなどのコンピュータリソー
スを利用者が必要に応じて直接プロビジョニング
が可能である。

コンピューティングリソースがマルチテナントモデ
ルを用いて複数の利用者に提供するためにプール
されている。利用者の要求に応じ動的にアサイン、
再アサインされる。

迅速な弾力性のあるプロビジョニングが可能であ
る。ある場合では、自動的に、即座にスケールアウ
トし、即座にスケールインするための迅速なリリー
スがなされる。

クラウドシステムは、測定機能を用いてリソース
の利用を自動的にコントロールし最適化する。リ
ソースの利用量はモニター、コントロールが可能
でありレポートされる。

表２  NISTによるクラウドの本質的特性

プロビジョニングのプロセスを標準化し、利用要求
を安全に遂行する。
自動化ツールによって確実性を向上することも可能
である。

⑤計測可能な
　サービス

クラウドの本質的特性　    仮想化とサービスマネジメントによる効果

日本の企業内ネットワークは広帯域している。
さらにモバイルや携帯電話による多様なアクセス
が可能となっている。

仮想化による統合IT基盤によって余剰リソースは
プール化される。
このリソースは管理され、要求に応じて使用可能で
ある。

サービストランジションの評価プロセスを持つこと
によって管理を遂行し、統合IT基盤が持つ柔軟性
を発揮する。

統合IT基盤の利用に応じたコストの案分を行う。
利用状況を計測するツールを導入し、従量課金を
実施することも可能である。

表３  ７つのR

●変更を提起(RAISED)したのは誰か

●変更の理由(REASON)は何か

●変更に求められる見返り

　(RETURN)は何か

●変更に伴うリスク(RISK)は何か

●変更を行うために必要なリソース

　(RESOURCE)は何か

●変更の構築、テスト、および実施の責任者

　(RESPONSIBLE)は誰か

●この変更と他の変更との関係

　(RELATIONSHIP)は何か

 （2）プロビジョニング：仮想化されたリソースを割り当て、利用可能にすること。元は通信事業者が設備を事前準備することを示していた。

図７  サービストランジションのプロセス・フロー（加筆）
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次々と開発されており、新たな局面を迎えようとしている。

　インテックが常に進化する高度なITプラットフォームに関す

るエンジニアリングサービスを提供し続けるために、我々はお

客様の役に立つソリューションを技術者の視点で考え、作り上

げていきたい。

①オンデマンドベース
　のセルフサービス

②広帯域ネット
　ワークアクセス

③プール化された
　リソース

④迅速な弾力性
（Rapid Elasticity）

クラウドの
本質的特性

①オンデマンドベース
　のセルフサービス

②広帯域ネット
　ワークアクセス

③プール化された
　リソース

④迅速な弾力性
 （Rapid Elasticity）

⑤計測可能な
　サービス
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   プライベートクラウドモデルと企業IT基盤に関する考察
　～統合IT基盤におけるITサービスマネジメントの役割と価値～

A Study on Enterprise IT Infrastructure Referred to the Private Cloud Model
-The Value of Implementing ITSM for the Integrated IT Infrastructures-

1.  はじめに

特集1

概要
　ITプラットフォームサービス事業部では、先進的な仮想化技術によるサーバ統合のエンジニアリングサービス

をお客様に提供してきた。昨今のクラウドブームでは、企業情報システムの仮想化によるサーバ統合とプライベート

クラウドを同じ文脈で語る傾向がある。

　本稿では、仮想化技術とクラウドコンピューティングの特性から、クラウド時代における企業の統合IT基盤と

サービスマネジメントの在り方について考察する。

　仮想化技術によって標準化された仮想ハードウェアは、サイロ型情報システムでは困難であったITマネジメント

の共通化を推進することが可能である。その統合IT基盤で要求されるITマネジメントについて、ITILに準じて検討

した。

　その結果をクラウドの特性と比較することで、現時点でのプライベートクラウドの一形態を提示する。

特
集
1

特
集
1

特
集
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1.1  クラウドは共用リソースによって利便性を提供する
　ITプラットフォームサービス事業部では、企業のIT基盤が統

合化・集約化に向う中、これまでも多くの企業のお客さま向け

に統合IT基盤を構築するエンジニアリングサービスを提供し

てきた。中でも仮想化技術は、その主要な実現手段の一つとし

3.3  サービストランジションの管理と
       リソース活用の柔軟性の獲得
　先に述べたように企業における柔軟なリソース利用は計画と

管理に基づくものである。厳密性が求められる反面、ビジネスへ

の対応として硬直的であってはならず、変更のためのマネジメン

トシステムが必要である。

　ITILでは、番移行・導入といった変更への対応をサービストラン

ジションで規定している。図７にそのフローに加筆し示す。 [３]

　統合 IT基盤を介してサービスが相互に関連することになるた

め、正確な構成情報の更新と集約、それに基づく「変更のアセス

て位置付けている。

　一方で「クラウドコンピューティング（以下、クラウドと言

う）」という社会全体を巻き込む潮流が起きており、その象徴

的クラウドサービスであるAmazon EC２（1）は仮想化によるホ

スティングサービスであるためか、仮想化とクラウドが同じ文

脈で語られることが増えている。しかし企業の仮想化による統

合IT基盤とは成り立ちが異なる。

メントと評価」のプロセスが重要になる。

　アセスメントのプロセスでは、個別アプリケーションの管理者

に対し統合IT基盤の情報が正しく提示され、かつ統合 IT基盤の

管理者が個別アプリケーションの変更要求を正しく評価しなく

てはならない。複数のサービス管理者が一つのトランジションに

対して向き合うという形はサイロ型情報システムではなかったこ

とである。

　ITILでは、こういったアセスメントにおいて変更要求（RFC）

を正しく評価するための「変更管理の７つのR」（表３：７つのR）

と呼ばれる問いを示している。[３]

　サービストランジションの評価プロセスを持つことで、厳密な

計画と管理を遂行しつつ、統合 IT基盤が持つ柔軟性を発揮する

ことができる。

5.  まとめ
　仮想化技術によって仮想ハードウェアを標準化したことで、

サイロ型情報システムでは困難であった標準化したサービスマ

ネジメントの導入を容易とする効果が期待でき、更に仮想化に

よる統合IT基盤、サービスマネジメントの実践および自動化を

支援するツールの活用によって、クラウドの本質的特性に類す

る効果が得られることを述べた。

　プライベートクラウドを軸に、仮想化による統合 IT基盤と IT

サービスマネジメントについて論じてきたが、クラウド、仮想

化、サービスマネジメントのいずれも進化中の技術である。現

在、仮想化技術による統合 IT基盤は、クラウドというブームに

よって、サービスマネジメントをはじめ新しい技術や製品が

君塚　修
KIMIZUKA Osamu

大村　幸敬
OHMURA Yukitaka

神保　岳大
JINBO Takehiro

竹田　浩徳
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3.1　ITILについて
　統合 IT基盤に求められるITマネジメントを検討するにあたり、

IT管理の国際標準フレームワークである ITIL（Information 

Technology Infrastructure Library） [２]を参照する。

　ITILとは情報システムを安定的にかつ安全に運用するため

の IT基盤運用のフレームワークである。ITを「サービス」と捉

え、要件を満たし品質を維持するための５つのライフサイクル

を通して「ITサービスマネジメント」を実現することを目標とし

ている。ITILバージョン３でのライフサイクルの構造を図４に

示す。[２]

　 統合 IT基盤のライフサイクルは、個別の業務アプリケー

ションを顧客としたサービスであると同時に個別の業務アプ

リケーションのサービスの一部としてリソースを提供するため、

二つのサービスのライフサイクルに係ることになる。

3.2　企業内における「所有から利用」への変化
　従来の情報システムの開発では、対象とする業務アプリケー

ションのライフサイクル全体に掛かるコストを算出する。そこ

では設備追加の費用を削減するために、初期に全ライフサイク

3.  統合IT基盤が促進するサービスマネジメント

TAKEDA Hironori
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● クラウドビジネス推進室
● インテックにおけるクラウド事業の推進活動に従事
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● ITプラットフォームサービス事業部　システム第二課
● プロモーション、アライアンス推進及び基盤構築業務に従事
● VMware Technical Sales Professional、Novell Sales 
　Professional
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● ITプラットフォームサービス事業部  システム第二課主任
● 金融機関向けCRMシステム「エフキューブ」の基盤構築
　業務に従事
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● ITプラットフォームサービス事業部　システム第二課課長
● 基盤構築業務ならびにプロモーション、アライアンス推進
　のマネジメント業務に従事

1.2　クラウドの本質的特性の企業情報
        システムでの捉え方
　次にNISTの「クラウドの定義」で示されている、５つのクラ

ウドの本質的特性（表２）と企業の統合IT基盤とを比較する。

このうち、「②広帯域ネットワークアクセス」については、ブ

ロードバンド・携帯電話先進国である日本国内の企業ネット

ワークの多くは、すでに広帯域化されており、かつモバイルPC

や携帯電話など様々なクライアントからアクセスが可能な状

態にある。

　企業が仮想化技術による統合IT基盤の構築を行えば、その

結果生まれた余剰リソースは要求に応じた利用が可能になる

ため「③プール化されたリソース」を獲得すると言えるだろう。

同時に、統合IT基盤の共用は企業情報システムのコスト案分が

発生するため「⑤計測可能なサービス」である必要がある。

(詳細は３．２章にて後述）

　しかし「①オンデマンドベースのセルフサービス」は、クラウ

ド事業の効率性のために開発した機能であって、企業内におい

てリソースは情報システム部門によって管理されており、利用

者が直接的にプロビジョニング（2）を行う必要はない。企業に

必要なのは、安全なプロビジョニングを実行することであろう。

　「④迅速な弾力性」もクラウド事業者のように潤沢なリソー

スプールを有することによって、はじめて迅速性を持つことが

可能となるが、企業において過度な余剰は無駄である。企業に

は、個々の適用業務システムからのリソースの利用要求に対し

て計画と管理のもと、柔軟性を持った対応を実現することが求

められる。

　これまで述べた通り、NISTによる本質的特性には、大規模な

設備を所有するクラウド事業を前提とし、現在の企業情報システ

ムには必ずしも適さない内容がある。企業情報システムにおい

ては、仮想化による統合 IT基盤に加え、合理的な ITマネジメン

トによる計画、管理および安全な業務の遂行によってクラウド

の定義に類する企業に適した特性を得ることができるだろう。

 （1）Amazon EC2：米Amazon.comの子会社であるAmazonWebServiceLLC(AWS)が提供するクラウドサービス。

表１  クラウドコンピューティングの定義と展開モデル（抜粋）

2.  仮想化による統合IT基盤が
　  求めるITマネジメント

2.1　統合IT基盤による仮想ハードウェア
　　　環境の標準化の意味
　仮想化技術は、企業の基幹システムを含めた IT基盤の一形

態として活用されており、この技術の詳細については、ITJ 第８

号の「IT基盤の最新動向と今後の方向性」に述べた。以下に仮

想化によるサーバ統合の効果を再掲する。詳細は本文を参照

頂きたい。

　　●システム統合

　　●標準化された仮想ハードウェア環境

　　●可搬性の確保

　ここでは、標準化された仮想ハードウェア環境に着目する。

前掲の論文では、互換性の検証や、設計の単純化が可能とな

ることが述べられている。ITマネジメントの観点でみると、仮

想ハードウェアの標準化は、設備の拡張、利用の拡大に比例し

がちな運用管理の複雑化を回避する効果が期待できるのでは

ないだろうか。

2.2　サイロ型情報システムにおける
         ITマネジメントの課題
　従来の情報システムの構造は、サイロ型であると言われるこ

とがある。サイロは家畜飼料などの貯蔵庫であり窓がなく外部

が見えないことから、アプリケーションやデータが孤立したシ

ステムである状況を指している。

　サイロ型情報システムは構築した時期も一定でなく、その

時々の技術を取り入れたハードウェア、アプリケーションから

構成されるシステムが林立した状態である。管理対象のバリエー

ションが多いために標準業務プロセスの開発が難しく、ITマネ

ジメントも個別になりやすい。その結果、運用は非効率であり

ITマネジメントの品質向上が難しい。

　一方、統合 IT基盤は仮想ハードウェア環境が標準化されて

いることにより、リソースの ITマネジメントの共通化が容易と

なり、さらに各適用業務システムでは、アプリケーションと業務

プロセスのマネジメントに集中できる。

　統合IT基盤は、ITマネジメントを改善する素地を作ると言え

よう。

2.3　個別のITマネジメントから共用の
　　　ITマネジメントへ
　サイロ型情報システムの ITマネジメントは、個別システムの

性能や信頼性を維持するのが目的であるため、仮にそのリソー

スに必要以上の余裕があったとしても安定稼働を妨げるリス

クが予想される設備変更は好まれない。

　この結果、リソースの転用や共用は発生しにくくなり、図２の

ように初期投資に対応する減価償却期間というライフサイクル

を持つサイロ型情報システムの林立を招く。

　仮想化による統合 IT基盤においても変更に対するリスクが

ゼロになったわけではなく、様々なライフサイクルを持つ業務

アプリケーションからのリソースの割り当て、開放などの変更

要求に安全に対応できなくては、図３のように効率的なリソース

の配備は実現できない。

　統合 IT基盤には、従来のサイロ型情報システムでは遂行して

いなかった重要な機能として、個別業務システムに共用される

品質の高い ITマネジメントが求められている。

図３  統合IT基盤と情報システムのライフサイクル

ルをカバーできる規模を見積もり、専用設備として投資を行う

ことが多い。結果として、アプリケーションの開発コストと設

備投資コストの合算によって個別の業務アプリケーションの

投資対効果を測ることができた。

　仮想化によって構築した統合 IT基盤の場合は、情報システ

ム部門に情報資産を集約することで資産管理が一元化される。

しかし企業会計および ITILにおけるサービスストラテジ（戦略）

の観点では、個別業務アプリケーションのサービスポートフォ

リオを管理するために、業務を支える ITのコスト把握が求めら

れる。よって統合 IT基盤の利用に応じた案分や未使用領域の

負担の調整などを含めた配分などを明確にする必要がある。

　これは例えば図６のようにオフィスビルという事業基盤の賃

貸契約を部門単位でなく、企業が一括して契約・支払いし部門

図４  ITILライフサイクル

図６  オフィスビルコストの案分との類似

3.4  標準化されたリソースが可能とする
       プロビジョニングの自動化
　信頼性という点では、多くの問題は稼働時ではなく、変更時

に発生する。サイロ型情報システムでは、都度、計画を立案し、

テストを繰り返し、安全性を確保した上で遂行するのが通常で

ある。そのサイロ型情報システムに比べ統合IT基盤では、頻繁

に変更が発生する上、影響範囲が広大でありプロビジョニング

のリスクは増大する。

　しかしサイロ型情報システムと異なり、統合IT基盤は仮想ハー

ドウェア環境が標準化されているため、そのプロセスも標準化

が容易であり、むしろ安全性を向上させることが可能である。

　昨今では、仮想化されたサーバ、ストレージ、ネットワークのリ

ソースの稼働状況を可視化するモニタリングツールや、これらの

整合性を取り、複雑なプロビジョニングやサーバ移行などのサー

ビストランジションを安全に実現するツールが存在する。

　これらのツールの活用によるプロビジョニングの自動化に

よって作業の確実性を向上させることができる。

4.  サービスマネジメントによる
　  プライベートクラウドの効果
　これまで述べた仮想化とサービスマネジメントを遂行するこ

とで得られる効果を、クラウドの本質的特性に照らして表５に

まとめる。仮想化の効果とサービスマネジメントの効果という

観点では、網羅性に欠け、偏った表現ではあるが、現時点での

プライベートクラウドの取り得る姿なのではないだろうか。

　むしろ重要なのは仮想化とサービスマネジメントという二つ

の異なる技術を同時に適用することで、新たな価値を生むこと

である。NISTの定義には「クラウドは依然として進化中のパラ

ダイムである」との注記がある。この二つの技術もクラウドと

同様に進化の過程にあって今後も進化するものであり、新たな

価値が生まれ、ここに記載した効果も変わるだろう。

表４  プライベートクラウドの効果

に案分するのと同じである。

　個別業務アプリケーションのオーナが、コスト配分が明らかに

された統合 IT基盤上にシステムを構築することは、クラウドの

本質的特性における「計測可能なサービス」を利用することに

なる。

　なお仮想化製品の多くは、リソースの利用状況を計測し、レ

ポートするツールがオプションとして備わっている。これらの活

用により、単なる案分でなくパブリッククラウド事業者の請求明

細のような従量課金を企業内でも実施することが可能となる。

　NISTの「クラウドの定義」には記述されていないが、クラウド

は「所有から利用」への変化であると言われることが多い。設

備を所有する企業の中であっても利用に応じた精算に変わるこ

とが、「所有から利用」への変化であるといえよう。

　本論に入る前に、多くの標準化団体などで参照されるNIST

（米国国立標準技術研究所）が発行した「NISTによるクラウ

ドの定義」 [1] （表１）を参照し、プライベートクラウドと企業

情報システムについて検討する。

　NISTの「クラウドの定義」の展開モデルによると「①プライ

ベートクラウド」は、適用される技術の相違で分類しているの

ではなく、主に所有者とIT基盤の管理主体のバリエーションに

よる展開モデルの一つとして提示されている。つまり「単一組

織」である企業の観点で「クラウドコンピューティングの定

義」を読み替えると「共用のためにプール化した（蓄えた）コ

ンピューティングリソースを要求に応じて活用することによっ

て利便性を享受する」ことがプライベートクラウドとのアウト

ラインとなるだろう。

図１　サイロ型情報システムと統合IT基盤による情報システム

適用業務A 適用業務B 適用業務C
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図２  林立するサイロ型情報システムのライフサイクル
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ライフサイクル　　　　　　　　　　　　　　　概要

サービスストラテジ

サービスデザイン

サービスストランジション

サービスオペレーション

継続的なサービス改善

ITサービスおよびITサービスマネジメントに対する全体的な戦略
を確立する。

事業要素を取り入れ、事業が求める品質、信頼性、および柔軟性
に応えるサービスとそれを支えるプラクティスおよび管理ツールを
作り出す。

サービスおよびサービス変更を運用に利用できる状態へと移行さ
せる。新規または変更されたサービスデザイン・パッケージをサー
ビスデザイン段階から受取り、事業のニーズを満たすかどうかテス
トし、本番環境に展開する。

戦略的達成目標を最終的に実現する。顧客とサービス・プロバイ
ダにとっての価値を確保できるよう、ITサービスを効果的かつ効
率的に提供しサポートする。

ITサービスマネジメント・プロセスとITサービスに対する改善の
管理を責務とする。効率性、有効性、および費用対効果を向上す
るために、サービス・プロバイダのパフォーマンスは継続的に測
定され、プロセス、ITサービス、ITインフラストラクチャに改善が
加えられる。

クラウドコンピューティングは、利便性やシェアードプールされたコンピューティング・リソースをネットワークを介したオンデマンドでの提供を実現するモデルである。
そのリソースは、管理やサービスプロバイダとのやり取りが最大限排除され、迅速なプロビジョニングとリリースが可能となっている。

クラウドコンピューティングの定義

展開モデル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　説明

①プライベートクラウド

②コミュニティクラウド

③パブリッククラウド

④ハイブリッドクラウド

このクラウドの基盤は、専ら単一の組織のために運営されている。基盤の管理は、その組織が担う場合もサードパーティが担う
場合もある。また所有型の場合も非所有型の場合もある。

このクラウドの基盤は、いくつかの組織によって共有されており、コミュニティをサポートする。基盤の管理は、その組織が担う場
合もサードパーティが担う場合もある。また所有型の場合も非所有型の場合もある。

このクラウドの基盤は、一般公衆もしくは、巨大な企業グループが利用可能であり、クラウドサービスを販売する組織が所有している。

このクラウドの基盤は、二つ以上のクラウドによって構成されているが、データやアプリケーションのポータビリティを可能とした
技術によってまとめられている。

説明

コンピュータリソースは、広帯域ネットワークを介
し、異機種混合の様々なクライアントで利用可能
である。

自動化されたインターフェイスを介して、サーバー、
ネットワークストレージなどのコンピュータリソー
スを利用者が必要に応じて直接プロビジョニング
が可能である。

コンピューティングリソースがマルチテナントモデ
ルを用いて複数の利用者に提供するためにプール
されている。利用者の要求に応じ動的にアサイン、
再アサインされる。

迅速な弾力性のあるプロビジョニングが可能であ
る。ある場合では、自動的に、即座にスケールアウ
トし、即座にスケールインするための迅速なリリー
スがなされる。

クラウドシステムは、測定機能を用いてリソース
の利用を自動的にコントロールし最適化する。リ
ソースの利用量はモニター、コントロールが可能
でありレポートされる。

表２  NISTによるクラウドの本質的特性

プロビジョニングのプロセスを標準化し、利用要求
を安全に遂行する。
自動化ツールによって確実性を向上することも可能
である。

⑤計測可能な
　サービス

クラウドの本質的特性　    仮想化とサービスマネジメントによる効果

日本の企業内ネットワークは広帯域している。
さらにモバイルや携帯電話による多様なアクセス
が可能となっている。

仮想化による統合IT基盤によって余剰リソースは
プール化される。
このリソースは管理され、要求に応じて使用可能で
ある。

サービストランジションの評価プロセスを持つこと
によって管理を遂行し、統合IT基盤が持つ柔軟性
を発揮する。

統合IT基盤の利用に応じたコストの案分を行う。
利用状況を計測するツールを導入し、従量課金を
実施することも可能である。

表３  ７つのR

●変更を提起(RAISED)したのは誰か

●変更の理由(REASON)は何か

●変更に求められる見返り

　(RETURN)は何か

●変更に伴うリスク(RISK)は何か

●変更を行うために必要なリソース

　(RESOURCE)は何か

●変更の構築、テスト、および実施の責任者

　(RESPONSIBLE)は誰か

●この変更と他の変更との関係

　(RELATIONSHIP)は何か

 （2）プロビジョニング：仮想化されたリソースを割り当て、利用可能にすること。元は通信事業者が設備を事前準備することを示していた。

図７  サービストランジションのプロセス・フロー（加筆）

RFCの作成

変更の提案
（任意）

評価レポート

業務アプリケーションのオーナ

統合IT基盤のオーナ

発行元

変更管理

変更許可委員

変更管理

変更管理

RFCの記録

RFCのレビュー

変更のアセスメントと
評価

変更の許可

更新の計画

変更の実施の調整

変更レコードの
レビューとクローズ

許可済み

スケジューリング済み

評価の準備完了評価の準備完了

意思決定の準備完了意思決定の準備完了

実施済み

クローズ済み

要求済み

作業指示書

作業指示書

C
M
S
内
の
変
更
と
構
成
に
関
す
る
情
報
の
更
新

変更の提案の許可

次々と開発されており、新たな局面を迎えようとしている。

　インテックが常に進化する高度なITプラットフォームに関す

るエンジニアリングサービスを提供し続けるために、我々はお

客様の役に立つソリューションを技術者の視点で考え、作り上

げていきたい。

①オンデマンドベース
　のセルフサービス

②広帯域ネット
　ワークアクセス

③プール化された
　リソース

④迅速な弾力性
（Rapid Elasticity）

クラウドの
本質的特性

①オンデマンドベース
　のセルフサービス

②広帯域ネット
　ワークアクセス

③プール化された
　リソース

④迅速な弾力性
 （Rapid Elasticity）

⑤計測可能な
　サービス
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   プライベートクラウドモデルと企業IT基盤に関する考察
　～統合IT基盤におけるITサービスマネジメントの役割と価値～

A Study on Enterprise IT Infrastructure Referred to the Private Cloud Model
-The Value of Implementing ITSM for the Integrated IT Infrastructures-

1.  はじめに

特集1

概要
　ITプラットフォームサービス事業部では、先進的な仮想化技術によるサーバ統合のエンジニアリングサービス

をお客様に提供してきた。昨今のクラウドブームでは、企業情報システムの仮想化によるサーバ統合とプライベート

クラウドを同じ文脈で語る傾向がある。

　本稿では、仮想化技術とクラウドコンピューティングの特性から、クラウド時代における企業の統合IT基盤と

サービスマネジメントの在り方について考察する。

　仮想化技術によって標準化された仮想ハードウェアは、サイロ型情報システムでは困難であったITマネジメント

の共通化を推進することが可能である。その統合IT基盤で要求されるITマネジメントについて、ITILに準じて検討

した。

　その結果をクラウドの特性と比較することで、現時点でのプライベートクラウドの一形態を提示する。

特
集
1

特
集
1

特
集
1

1.1  クラウドは共用リソースによって利便性を提供する
　ITプラットフォームサービス事業部では、企業のIT基盤が統

合化・集約化に向う中、これまでも多くの企業のお客さま向け

に統合IT基盤を構築するエンジニアリングサービスを提供し

てきた。中でも仮想化技術は、その主要な実現手段の一つとし

3.3  サービストランジションの管理と
       リソース活用の柔軟性の獲得
　先に述べたように企業における柔軟なリソース利用は計画と

管理に基づくものである。厳密性が求められる反面、ビジネスへ

の対応として硬直的であってはならず、変更のためのマネジメン

トシステムが必要である。

　ITILでは、番移行・導入といった変更への対応をサービストラン

ジションで規定している。図７にそのフローに加筆し示す。 [３]

　統合 IT基盤を介してサービスが相互に関連することになるた

め、正確な構成情報の更新と集約、それに基づく「変更のアセス

て位置付けている。

　一方で「クラウドコンピューティング（以下、クラウドと言

う）」という社会全体を巻き込む潮流が起きており、その象徴

的クラウドサービスであるAmazon EC２（1）は仮想化によるホ

スティングサービスであるためか、仮想化とクラウドが同じ文

脈で語られることが増えている。しかし企業の仮想化による統

合IT基盤とは成り立ちが異なる。

メントと評価」のプロセスが重要になる。

　アセスメントのプロセスでは、個別アプリケーションの管理者

に対し統合IT基盤の情報が正しく提示され、かつ統合 IT基盤の

管理者が個別アプリケーションの変更要求を正しく評価しなく

てはならない。複数のサービス管理者が一つのトランジションに

対して向き合うという形はサイロ型情報システムではなかったこ

とである。

　ITILでは、こういったアセスメントにおいて変更要求（RFC）

を正しく評価するための「変更管理の７つのR」（表３：７つのR）

と呼ばれる問いを示している。[３]

　サービストランジションの評価プロセスを持つことで、厳密な

計画と管理を遂行しつつ、統合 IT基盤が持つ柔軟性を発揮する

ことができる。

5.  まとめ
　仮想化技術によって仮想ハードウェアを標準化したことで、

サイロ型情報システムでは困難であった標準化したサービスマ

ネジメントの導入を容易とする効果が期待でき、更に仮想化に

よる統合IT基盤、サービスマネジメントの実践および自動化を

支援するツールの活用によって、クラウドの本質的特性に類す

る効果が得られることを述べた。

　プライベートクラウドを軸に、仮想化による統合 IT基盤と IT

サービスマネジメントについて論じてきたが、クラウド、仮想

化、サービスマネジメントのいずれも進化中の技術である。現

在、仮想化技術による統合 IT基盤は、クラウドというブームに

よって、サービスマネジメントをはじめ新しい技術や製品が

君塚　修
KIMIZUKA Osamu

大村　幸敬
OHMURA Yukitaka

神保　岳大
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竹田　浩徳
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3.1　ITILについて
　統合 IT基盤に求められるITマネジメントを検討するにあたり、

IT管理の国際標準フレームワークである ITIL（Information 

Technology Infrastructure Library） [２]を参照する。

　ITILとは情報システムを安定的にかつ安全に運用するため

の IT基盤運用のフレームワークである。ITを「サービス」と捉

え、要件を満たし品質を維持するための５つのライフサイクル

を通して「ITサービスマネジメント」を実現することを目標とし

ている。ITILバージョン３でのライフサイクルの構造を図４に

示す。[２]

　 統合 IT基盤のライフサイクルは、個別の業務アプリケー

ションを顧客としたサービスであると同時に個別の業務アプ

リケーションのサービスの一部としてリソースを提供するため、

二つのサービスのライフサイクルに係ることになる。

3.2　企業内における「所有から利用」への変化
　従来の情報システムの開発では、対象とする業務アプリケー

ションのライフサイクル全体に掛かるコストを算出する。そこ

では設備追加の費用を削減するために、初期に全ライフサイク

3.  統合IT基盤が促進するサービスマネジメント

TAKEDA Hironori

竹田　浩徳

● クラウドビジネス推進室
● インテックにおけるクラウド事業の推進活動に従事

JINBO Takehiro

神保　岳大

● ITプラットフォームサービス事業部　システム第二課
● プロモーション、アライアンス推進及び基盤構築業務に従事
● VMware Technical Sales Professional、Novell Sales 
　Professional

OHMURA Yukitaka

大村　幸敬

● ITプラットフォームサービス事業部  システム第二課主任
● 金融機関向けCRMシステム「エフキューブ」の基盤構築
　業務に従事

KIMIZUKA Osamu

君塚　修

● ITプラットフォームサービス事業部　システム第二課課長
● 基盤構築業務ならびにプロモーション、アライアンス推進
　のマネジメント業務に従事

1.2　クラウドの本質的特性の企業情報
        システムでの捉え方
　次にNISTの「クラウドの定義」で示されている、５つのクラ

ウドの本質的特性（表２）と企業の統合IT基盤とを比較する。

このうち、「②広帯域ネットワークアクセス」については、ブ

ロードバンド・携帯電話先進国である日本国内の企業ネット

ワークの多くは、すでに広帯域化されており、かつモバイルPC

や携帯電話など様々なクライアントからアクセスが可能な状

態にある。

　企業が仮想化技術による統合IT基盤の構築を行えば、その

結果生まれた余剰リソースは要求に応じた利用が可能になる

ため「③プール化されたリソース」を獲得すると言えるだろう。

同時に、統合IT基盤の共用は企業情報システムのコスト案分が

発生するため「⑤計測可能なサービス」である必要がある。

(詳細は３．２章にて後述）

　しかし「①オンデマンドベースのセルフサービス」は、クラウ

ド事業の効率性のために開発した機能であって、企業内におい

てリソースは情報システム部門によって管理されており、利用

者が直接的にプロビジョニング（2）を行う必要はない。企業に

必要なのは、安全なプロビジョニングを実行することであろう。

　「④迅速な弾力性」もクラウド事業者のように潤沢なリソー

スプールを有することによって、はじめて迅速性を持つことが

可能となるが、企業において過度な余剰は無駄である。企業に

は、個々の適用業務システムからのリソースの利用要求に対し

て計画と管理のもと、柔軟性を持った対応を実現することが求

められる。

　これまで述べた通り、NISTによる本質的特性には、大規模な

設備を所有するクラウド事業を前提とし、現在の企業情報システ

ムには必ずしも適さない内容がある。企業情報システムにおい

ては、仮想化による統合 IT基盤に加え、合理的な ITマネジメン

トによる計画、管理および安全な業務の遂行によってクラウド

の定義に類する企業に適した特性を得ることができるだろう。

 （1）Amazon EC2：米Amazon.comの子会社であるAmazonWebServiceLLC(AWS)が提供するクラウドサービス。

表１  クラウドコンピューティングの定義と展開モデル（抜粋）

2.  仮想化による統合IT基盤が
　  求めるITマネジメント

2.1　統合IT基盤による仮想ハードウェア
　　　環境の標準化の意味
　仮想化技術は、企業の基幹システムを含めた IT基盤の一形

態として活用されており、この技術の詳細については、ITJ 第８

号の「IT基盤の最新動向と今後の方向性」に述べた。以下に仮

想化によるサーバ統合の効果を再掲する。詳細は本文を参照

頂きたい。

　　●システム統合

　　●標準化された仮想ハードウェア環境

　　●可搬性の確保

　ここでは、標準化された仮想ハードウェア環境に着目する。

前掲の論文では、互換性の検証や、設計の単純化が可能とな

ることが述べられている。ITマネジメントの観点でみると、仮

想ハードウェアの標準化は、設備の拡張、利用の拡大に比例し

がちな運用管理の複雑化を回避する効果が期待できるのでは

ないだろうか。

2.2　サイロ型情報システムにおける
         ITマネジメントの課題
　従来の情報システムの構造は、サイロ型であると言われるこ

とがある。サイロは家畜飼料などの貯蔵庫であり窓がなく外部

が見えないことから、アプリケーションやデータが孤立したシ

ステムである状況を指している。

　サイロ型情報システムは構築した時期も一定でなく、その

時々の技術を取り入れたハードウェア、アプリケーションから

構成されるシステムが林立した状態である。管理対象のバリエー

ションが多いために標準業務プロセスの開発が難しく、ITマネ

ジメントも個別になりやすい。その結果、運用は非効率であり

ITマネジメントの品質向上が難しい。

　一方、統合 IT基盤は仮想ハードウェア環境が標準化されて

いることにより、リソースの ITマネジメントの共通化が容易と

なり、さらに各適用業務システムでは、アプリケーションと業務

プロセスのマネジメントに集中できる。

　統合IT基盤は、ITマネジメントを改善する素地を作ると言え

よう。

2.3　個別のITマネジメントから共用の
　　　ITマネジメントへ
　サイロ型情報システムの ITマネジメントは、個別システムの

性能や信頼性を維持するのが目的であるため、仮にそのリソー

スに必要以上の余裕があったとしても安定稼働を妨げるリス

クが予想される設備変更は好まれない。

　この結果、リソースの転用や共用は発生しにくくなり、図２の

ように初期投資に対応する減価償却期間というライフサイクル

を持つサイロ型情報システムの林立を招く。

　仮想化による統合 IT基盤においても変更に対するリスクが

ゼロになったわけではなく、様々なライフサイクルを持つ業務

アプリケーションからのリソースの割り当て、開放などの変更

要求に安全に対応できなくては、図３のように効率的なリソース

の配備は実現できない。

　統合 IT基盤には、従来のサイロ型情報システムでは遂行して

いなかった重要な機能として、個別業務システムに共用される

品質の高い ITマネジメントが求められている。

図３  統合IT基盤と情報システムのライフサイクル

ルをカバーできる規模を見積もり、専用設備として投資を行う

ことが多い。結果として、アプリケーションの開発コストと設

備投資コストの合算によって個別の業務アプリケーションの

投資対効果を測ることができた。

　仮想化によって構築した統合 IT基盤の場合は、情報システ

ム部門に情報資産を集約することで資産管理が一元化される。

しかし企業会計および ITILにおけるサービスストラテジ（戦略）

の観点では、個別業務アプリケーションのサービスポートフォ

リオを管理するために、業務を支える ITのコスト把握が求めら

れる。よって統合 IT基盤の利用に応じた案分や未使用領域の

負担の調整などを含めた配分などを明確にする必要がある。

　これは例えば図６のようにオフィスビルという事業基盤の賃

貸契約を部門単位でなく、企業が一括して契約・支払いし部門

図４  ITILライフサイクル

図６  オフィスビルコストの案分との類似

3.4  標準化されたリソースが可能とする
       プロビジョニングの自動化
　信頼性という点では、多くの問題は稼働時ではなく、変更時

に発生する。サイロ型情報システムでは、都度、計画を立案し、

テストを繰り返し、安全性を確保した上で遂行するのが通常で

ある。そのサイロ型情報システムに比べ統合IT基盤では、頻繁

に変更が発生する上、影響範囲が広大でありプロビジョニング

のリスクは増大する。

　しかしサイロ型情報システムと異なり、統合IT基盤は仮想ハー

ドウェア環境が標準化されているため、そのプロセスも標準化

が容易であり、むしろ安全性を向上させることが可能である。

　昨今では、仮想化されたサーバ、ストレージ、ネットワークのリ

ソースの稼働状況を可視化するモニタリングツールや、これらの

整合性を取り、複雑なプロビジョニングやサーバ移行などのサー

ビストランジションを安全に実現するツールが存在する。

　これらのツールの活用によるプロビジョニングの自動化に

よって作業の確実性を向上させることができる。

4.  サービスマネジメントによる
　  プライベートクラウドの効果
　これまで述べた仮想化とサービスマネジメントを遂行するこ

とで得られる効果を、クラウドの本質的特性に照らして表５に

まとめる。仮想化の効果とサービスマネジメントの効果という

観点では、網羅性に欠け、偏った表現ではあるが、現時点での

プライベートクラウドの取り得る姿なのではないだろうか。

　むしろ重要なのは仮想化とサービスマネジメントという二つ

の異なる技術を同時に適用することで、新たな価値を生むこと

である。NISTの定義には「クラウドは依然として進化中のパラ

ダイムである」との注記がある。この二つの技術もクラウドと

同様に進化の過程にあって今後も進化するものであり、新たな

価値が生まれ、ここに記載した効果も変わるだろう。

表４  プライベートクラウドの効果

に案分するのと同じである。

　個別業務アプリケーションのオーナが、コスト配分が明らかに

された統合 IT基盤上にシステムを構築することは、クラウドの

本質的特性における「計測可能なサービス」を利用することに

なる。

　なお仮想化製品の多くは、リソースの利用状況を計測し、レ

ポートするツールがオプションとして備わっている。これらの活

用により、単なる案分でなくパブリッククラウド事業者の請求明

細のような従量課金を企業内でも実施することが可能となる。

　NISTの「クラウドの定義」には記述されていないが、クラウド

は「所有から利用」への変化であると言われることが多い。設

備を所有する企業の中であっても利用に応じた精算に変わるこ

とが、「所有から利用」への変化であるといえよう。

　本論に入る前に、多くの標準化団体などで参照されるNIST

（米国国立標準技術研究所）が発行した「NISTによるクラウ

ドの定義」 [1] （表１）を参照し、プライベートクラウドと企業

情報システムについて検討する。

　NISTの「クラウドの定義」の展開モデルによると「①プライ

ベートクラウド」は、適用される技術の相違で分類しているの

ではなく、主に所有者とIT基盤の管理主体のバリエーションに

よる展開モデルの一つとして提示されている。つまり「単一組

織」である企業の観点で「クラウドコンピューティングの定

義」を読み替えると「共用のためにプール化した（蓄えた）コ

ンピューティングリソースを要求に応じて活用することによっ

て利便性を享受する」ことがプライベートクラウドとのアウト

ラインとなるだろう。

図１　サイロ型情報システムと統合IT基盤による情報システム

適用業務A 適用業務B 適用業務C
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統合IT基盤による情報システム従来のサイロ型情報システム

適用業務A 適用業務B 適用業務C

図２  林立するサイロ型情報システムのライフサイクル
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ライフサイクル　　　　　　　　　　　　　　　概要

サービスストラテジ

サービスデザイン

サービスストランジション

サービスオペレーション

継続的なサービス改善

ITサービスおよびITサービスマネジメントに対する全体的な戦略
を確立する。

事業要素を取り入れ、事業が求める品質、信頼性、および柔軟性
に応えるサービスとそれを支えるプラクティスおよび管理ツールを
作り出す。

サービスおよびサービス変更を運用に利用できる状態へと移行さ
せる。新規または変更されたサービスデザイン・パッケージをサー
ビスデザイン段階から受取り、事業のニーズを満たすかどうかテス
トし、本番環境に展開する。

戦略的達成目標を最終的に実現する。顧客とサービス・プロバイ
ダにとっての価値を確保できるよう、ITサービスを効果的かつ効
率的に提供しサポートする。

ITサービスマネジメント・プロセスとITサービスに対する改善の
管理を責務とする。効率性、有効性、および費用対効果を向上す
るために、サービス・プロバイダのパフォーマンスは継続的に測
定され、プロセス、ITサービス、ITインフラストラクチャに改善が
加えられる。

クラウドコンピューティングは、利便性やシェアードプールされたコンピューティング・リソースをネットワークを介したオンデマンドでの提供を実現するモデルである。
そのリソースは、管理やサービスプロバイダとのやり取りが最大限排除され、迅速なプロビジョニングとリリースが可能となっている。

クラウドコンピューティングの定義

展開モデル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　説明

①プライベートクラウド

②コミュニティクラウド

③パブリッククラウド

④ハイブリッドクラウド

このクラウドの基盤は、専ら単一の組織のために運営されている。基盤の管理は、その組織が担う場合もサードパーティが担う
場合もある。また所有型の場合も非所有型の場合もある。

このクラウドの基盤は、いくつかの組織によって共有されており、コミュニティをサポートする。基盤の管理は、その組織が担う場
合もサードパーティが担う場合もある。また所有型の場合も非所有型の場合もある。

このクラウドの基盤は、一般公衆もしくは、巨大な企業グループが利用可能であり、クラウドサービスを販売する組織が所有している。

このクラウドの基盤は、二つ以上のクラウドによって構成されているが、データやアプリケーションのポータビリティを可能とした
技術によってまとめられている。

説明

コンピュータリソースは、広帯域ネットワークを介
し、異機種混合の様々なクライアントで利用可能
である。

自動化されたインターフェイスを介して、サーバー、
ネットワークストレージなどのコンピュータリソー
スを利用者が必要に応じて直接プロビジョニング
が可能である。

コンピューティングリソースがマルチテナントモデ
ルを用いて複数の利用者に提供するためにプール
されている。利用者の要求に応じ動的にアサイン、
再アサインされる。

迅速な弾力性のあるプロビジョニングが可能であ
る。ある場合では、自動的に、即座にスケールアウ
トし、即座にスケールインするための迅速なリリー
スがなされる。

クラウドシステムは、測定機能を用いてリソース
の利用を自動的にコントロールし最適化する。リ
ソースの利用量はモニター、コントロールが可能
でありレポートされる。

表２  NISTによるクラウドの本質的特性

プロビジョニングのプロセスを標準化し、利用要求
を安全に遂行する。
自動化ツールによって確実性を向上することも可能
である。

⑤計測可能な
　サービス

クラウドの本質的特性　    仮想化とサービスマネジメントによる効果

日本の企業内ネットワークは広帯域している。
さらにモバイルや携帯電話による多様なアクセス
が可能となっている。

仮想化による統合IT基盤によって余剰リソースは
プール化される。
このリソースは管理され、要求に応じて使用可能で
ある。

サービストランジションの評価プロセスを持つこと
によって管理を遂行し、統合IT基盤が持つ柔軟性
を発揮する。

統合IT基盤の利用に応じたコストの案分を行う。
利用状況を計測するツールを導入し、従量課金を
実施することも可能である。

表３  ７つのR

●変更を提起(RAISED)したのは誰か

●変更の理由(REASON)は何か

●変更に求められる見返り

　(RETURN)は何か

●変更に伴うリスク(RISK)は何か

●変更を行うために必要なリソース

　(RESOURCE)は何か

●変更の構築、テスト、および実施の責任者

　(RESPONSIBLE)は誰か

●この変更と他の変更との関係

　(RELATIONSHIP)は何か

 （2）プロビジョニング：仮想化されたリソースを割り当て、利用可能にすること。元は通信事業者が設備を事前準備することを示していた。

図７  サービストランジションのプロセス・フロー（加筆）
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次々と開発されており、新たな局面を迎えようとしている。

　インテックが常に進化する高度なITプラットフォームに関す

るエンジニアリングサービスを提供し続けるために、我々はお

客様の役に立つソリューションを技術者の視点で考え、作り上

げていきたい。

①オンデマンドベース
　のセルフサービス

②広帯域ネット
　ワークアクセス

③プール化された
　リソース

④迅速な弾力性
（Rapid Elasticity）

クラウドの
本質的特性

①オンデマンドベース
　のセルフサービス

②広帯域ネット
　ワークアクセス

③プール化された
　リソース

④迅速な弾力性
 （Rapid Elasticity）

⑤計測可能な
　サービス
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   プライベートクラウドモデルと企業IT基盤に関する考察
　～統合IT基盤におけるITサービスマネジメントの役割と価値～

A Study on Enterprise IT Infrastructure Referred to the Private Cloud Model
-The Value of Implementing ITSM for the Integrated IT Infrastructures-

1.  はじめに

特集1

概要
　ITプラットフォームサービス事業部では、先進的な仮想化技術によるサーバ統合のエンジニアリングサービス

をお客様に提供してきた。昨今のクラウドブームでは、企業情報システムの仮想化によるサーバ統合とプライベート

クラウドを同じ文脈で語る傾向がある。

　本稿では、仮想化技術とクラウドコンピューティングの特性から、クラウド時代における企業の統合IT基盤と

サービスマネジメントの在り方について考察する。

　仮想化技術によって標準化された仮想ハードウェアは、サイロ型情報システムでは困難であったITマネジメント

の共通化を推進することが可能である。その統合IT基盤で要求されるITマネジメントについて、ITILに準じて検討

した。

　その結果をクラウドの特性と比較することで、現時点でのプライベートクラウドの一形態を提示する。

特
集
1

特
集
1

特
集
1

1.1  クラウドは共用リソースによって利便性を提供する
　ITプラットフォームサービス事業部では、企業のIT基盤が統

合化・集約化に向う中、これまでも多くの企業のお客さま向け

に統合IT基盤を構築するエンジニアリングサービスを提供し

てきた。中でも仮想化技術は、その主要な実現手段の一つとし

3.3  サービストランジションの管理と
       リソース活用の柔軟性の獲得
　先に述べたように企業における柔軟なリソース利用は計画と

管理に基づくものである。厳密性が求められる反面、ビジネスへ

の対応として硬直的であってはならず、変更のためのマネジメン

トシステムが必要である。

　ITILでは、番移行・導入といった変更への対応をサービストラン

ジションで規定している。図７にそのフローに加筆し示す。 [３]

　統合 IT基盤を介してサービスが相互に関連することになるた

め、正確な構成情報の更新と集約、それに基づく「変更のアセス

て位置付けている。

　一方で「クラウドコンピューティング（以下、クラウドと言

う）」という社会全体を巻き込む潮流が起きており、その象徴

的クラウドサービスであるAmazon EC２（1）は仮想化によるホ

スティングサービスであるためか、仮想化とクラウドが同じ文

脈で語られることが増えている。しかし企業の仮想化による統

合IT基盤とは成り立ちが異なる。

メントと評価」のプロセスが重要になる。

　アセスメントのプロセスでは、個別アプリケーションの管理者

に対し統合IT基盤の情報が正しく提示され、かつ統合 IT基盤の

管理者が個別アプリケーションの変更要求を正しく評価しなく

てはならない。複数のサービス管理者が一つのトランジションに

対して向き合うという形はサイロ型情報システムではなかったこ

とである。

　ITILでは、こういったアセスメントにおいて変更要求（RFC）

を正しく評価するための「変更管理の７つのR」（表３：７つのR）

と呼ばれる問いを示している。[３]

　サービストランジションの評価プロセスを持つことで、厳密な

計画と管理を遂行しつつ、統合 IT基盤が持つ柔軟性を発揮する

ことができる。

5.  まとめ
　仮想化技術によって仮想ハードウェアを標準化したことで、

サイロ型情報システムでは困難であった標準化したサービスマ

ネジメントの導入を容易とする効果が期待でき、更に仮想化に

よる統合IT基盤、サービスマネジメントの実践および自動化を

支援するツールの活用によって、クラウドの本質的特性に類す

る効果が得られることを述べた。

　プライベートクラウドを軸に、仮想化による統合 IT基盤と IT

サービスマネジメントについて論じてきたが、クラウド、仮想

化、サービスマネジメントのいずれも進化中の技術である。現

在、仮想化技術による統合 IT基盤は、クラウドというブームに

よって、サービスマネジメントをはじめ新しい技術や製品が

君塚　修
KIMIZUKA Osamu

大村　幸敬
OHMURA Yukitaka

神保　岳大
JINBO Takehiro

竹田　浩徳
TAKEDA Hironori

3.1　ITILについて
　統合 IT基盤に求められるITマネジメントを検討するにあたり、

IT管理の国際標準フレームワークである ITIL（Information 

Technology Infrastructure Library） [２]を参照する。

　ITILとは情報システムを安定的にかつ安全に運用するため

の IT基盤運用のフレームワークである。ITを「サービス」と捉

え、要件を満たし品質を維持するための５つのライフサイクル

を通して「ITサービスマネジメント」を実現することを目標とし

ている。ITILバージョン３でのライフサイクルの構造を図４に

示す。[２]

　 統合 IT基盤のライフサイクルは、個別の業務アプリケー

ションを顧客としたサービスであると同時に個別の業務アプ

リケーションのサービスの一部としてリソースを提供するため、

二つのサービスのライフサイクルに係ることになる。

3.2　企業内における「所有から利用」への変化
　従来の情報システムの開発では、対象とする業務アプリケー

ションのライフサイクル全体に掛かるコストを算出する。そこ

では設備追加の費用を削減するために、初期に全ライフサイク

3.  統合IT基盤が促進するサービスマネジメント

TAKEDA Hironori

竹田　浩徳

● クラウドビジネス推進室
● インテックにおけるクラウド事業の推進活動に従事

JINBO Takehiro

神保　岳大

● ITプラットフォームサービス事業部　システム第二課
● プロモーション、アライアンス推進及び基盤構築業務に従事
● VMware Technical Sales Professional、Novell Sales 
　Professional

OHMURA Yukitaka

大村　幸敬

● ITプラットフォームサービス事業部  システム第二課主任
● 金融機関向けCRMシステム「エフキューブ」の基盤構築
　業務に従事

KIMIZUKA Osamu

君塚　修

● ITプラットフォームサービス事業部　システム第二課課長
● 基盤構築業務ならびにプロモーション、アライアンス推進
　のマネジメント業務に従事

1.2　クラウドの本質的特性の企業情報
        システムでの捉え方
　次にNISTの「クラウドの定義」で示されている、５つのクラ

ウドの本質的特性（表２）と企業の統合IT基盤とを比較する。

このうち、「②広帯域ネットワークアクセス」については、ブ

ロードバンド・携帯電話先進国である日本国内の企業ネット

ワークの多くは、すでに広帯域化されており、かつモバイルPC

や携帯電話など様々なクライアントからアクセスが可能な状

態にある。

　企業が仮想化技術による統合IT基盤の構築を行えば、その

結果生まれた余剰リソースは要求に応じた利用が可能になる

ため「③プール化されたリソース」を獲得すると言えるだろう。

同時に、統合IT基盤の共用は企業情報システムのコスト案分が

発生するため「⑤計測可能なサービス」である必要がある。

(詳細は３．２章にて後述）

　しかし「①オンデマンドベースのセルフサービス」は、クラウ

ド事業の効率性のために開発した機能であって、企業内におい

てリソースは情報システム部門によって管理されており、利用

者が直接的にプロビジョニング（2）を行う必要はない。企業に

必要なのは、安全なプロビジョニングを実行することであろう。

　「④迅速な弾力性」もクラウド事業者のように潤沢なリソー

スプールを有することによって、はじめて迅速性を持つことが

可能となるが、企業において過度な余剰は無駄である。企業に

は、個々の適用業務システムからのリソースの利用要求に対し

て計画と管理のもと、柔軟性を持った対応を実現することが求

められる。

　これまで述べた通り、NISTによる本質的特性には、大規模な

設備を所有するクラウド事業を前提とし、現在の企業情報システ

ムには必ずしも適さない内容がある。企業情報システムにおい

ては、仮想化による統合 IT基盤に加え、合理的な ITマネジメン

トによる計画、管理および安全な業務の遂行によってクラウド

の定義に類する企業に適した特性を得ることができるだろう。

 （1）Amazon EC2：米Amazon.comの子会社であるAmazonWebServiceLLC(AWS)が提供するクラウドサービス。

表１  クラウドコンピューティングの定義と展開モデル（抜粋）

2.  仮想化による統合IT基盤が
　  求めるITマネジメント

2.1　統合IT基盤による仮想ハードウェア
　　　環境の標準化の意味
　仮想化技術は、企業の基幹システムを含めた IT基盤の一形

態として活用されており、この技術の詳細については、ITJ 第８

号の「IT基盤の最新動向と今後の方向性」に述べた。以下に仮

想化によるサーバ統合の効果を再掲する。詳細は本文を参照

頂きたい。

　　●システム統合

　　●標準化された仮想ハードウェア環境

　　●可搬性の確保

　ここでは、標準化された仮想ハードウェア環境に着目する。

前掲の論文では、互換性の検証や、設計の単純化が可能とな

ることが述べられている。ITマネジメントの観点でみると、仮

想ハードウェアの標準化は、設備の拡張、利用の拡大に比例し

がちな運用管理の複雑化を回避する効果が期待できるのでは

ないだろうか。

2.2　サイロ型情報システムにおける
         ITマネジメントの課題
　従来の情報システムの構造は、サイロ型であると言われるこ

とがある。サイロは家畜飼料などの貯蔵庫であり窓がなく外部

が見えないことから、アプリケーションやデータが孤立したシ

ステムである状況を指している。

　サイロ型情報システムは構築した時期も一定でなく、その

時々の技術を取り入れたハードウェア、アプリケーションから

構成されるシステムが林立した状態である。管理対象のバリエー

ションが多いために標準業務プロセスの開発が難しく、ITマネ

ジメントも個別になりやすい。その結果、運用は非効率であり

ITマネジメントの品質向上が難しい。

　一方、統合 IT基盤は仮想ハードウェア環境が標準化されて

いることにより、リソースの ITマネジメントの共通化が容易と

なり、さらに各適用業務システムでは、アプリケーションと業務

プロセスのマネジメントに集中できる。

　統合IT基盤は、ITマネジメントを改善する素地を作ると言え

よう。

2.3　個別のITマネジメントから共用の
　　　ITマネジメントへ
　サイロ型情報システムの ITマネジメントは、個別システムの

性能や信頼性を維持するのが目的であるため、仮にそのリソー

スに必要以上の余裕があったとしても安定稼働を妨げるリス

クが予想される設備変更は好まれない。

　この結果、リソースの転用や共用は発生しにくくなり、図２の

ように初期投資に対応する減価償却期間というライフサイクル

を持つサイロ型情報システムの林立を招く。

　仮想化による統合 IT基盤においても変更に対するリスクが

ゼロになったわけではなく、様々なライフサイクルを持つ業務

アプリケーションからのリソースの割り当て、開放などの変更

要求に安全に対応できなくては、図３のように効率的なリソース

の配備は実現できない。

　統合 IT基盤には、従来のサイロ型情報システムでは遂行して

いなかった重要な機能として、個別業務システムに共用される

品質の高い ITマネジメントが求められている。

図３  統合IT基盤と情報システムのライフサイクル

ルをカバーできる規模を見積もり、専用設備として投資を行う

ことが多い。結果として、アプリケーションの開発コストと設

備投資コストの合算によって個別の業務アプリケーションの

投資対効果を測ることができた。

　仮想化によって構築した統合 IT基盤の場合は、情報システ

ム部門に情報資産を集約することで資産管理が一元化される。

しかし企業会計および ITILにおけるサービスストラテジ（戦略）

の観点では、個別業務アプリケーションのサービスポートフォ

リオを管理するために、業務を支える ITのコスト把握が求めら

れる。よって統合 IT基盤の利用に応じた案分や未使用領域の

負担の調整などを含めた配分などを明確にする必要がある。

　これは例えば図６のようにオフィスビルという事業基盤の賃

貸契約を部門単位でなく、企業が一括して契約・支払いし部門

図４  ITILライフサイクル

図６  オフィスビルコストの案分との類似

3.4  標準化されたリソースが可能とする
       プロビジョニングの自動化
　信頼性という点では、多くの問題は稼働時ではなく、変更時

に発生する。サイロ型情報システムでは、都度、計画を立案し、

テストを繰り返し、安全性を確保した上で遂行するのが通常で

ある。そのサイロ型情報システムに比べ統合IT基盤では、頻繁

に変更が発生する上、影響範囲が広大でありプロビジョニング

のリスクは増大する。

　しかしサイロ型情報システムと異なり、統合IT基盤は仮想ハー

ドウェア環境が標準化されているため、そのプロセスも標準化

が容易であり、むしろ安全性を向上させることが可能である。

　昨今では、仮想化されたサーバ、ストレージ、ネットワークのリ

ソースの稼働状況を可視化するモニタリングツールや、これらの

整合性を取り、複雑なプロビジョニングやサーバ移行などのサー

ビストランジションを安全に実現するツールが存在する。

　これらのツールの活用によるプロビジョニングの自動化に

よって作業の確実性を向上させることができる。

4.  サービスマネジメントによる
　  プライベートクラウドの効果
　これまで述べた仮想化とサービスマネジメントを遂行するこ

とで得られる効果を、クラウドの本質的特性に照らして表５に

まとめる。仮想化の効果とサービスマネジメントの効果という

観点では、網羅性に欠け、偏った表現ではあるが、現時点での

プライベートクラウドの取り得る姿なのではないだろうか。

　むしろ重要なのは仮想化とサービスマネジメントという二つ

の異なる技術を同時に適用することで、新たな価値を生むこと

である。NISTの定義には「クラウドは依然として進化中のパラ

ダイムである」との注記がある。この二つの技術もクラウドと

同様に進化の過程にあって今後も進化するものであり、新たな

価値が生まれ、ここに記載した効果も変わるだろう。

表４  プライベートクラウドの効果

に案分するのと同じである。

　個別業務アプリケーションのオーナが、コスト配分が明らかに

された統合 IT基盤上にシステムを構築することは、クラウドの

本質的特性における「計測可能なサービス」を利用することに

なる。

　なお仮想化製品の多くは、リソースの利用状況を計測し、レ

ポートするツールがオプションとして備わっている。これらの活

用により、単なる案分でなくパブリッククラウド事業者の請求明

細のような従量課金を企業内でも実施することが可能となる。

　NISTの「クラウドの定義」には記述されていないが、クラウド

は「所有から利用」への変化であると言われることが多い。設

備を所有する企業の中であっても利用に応じた精算に変わるこ

とが、「所有から利用」への変化であるといえよう。

　本論に入る前に、多くの標準化団体などで参照されるNIST

（米国国立標準技術研究所）が発行した「NISTによるクラウ

ドの定義」 [1] （表１）を参照し、プライベートクラウドと企業

情報システムについて検討する。

　NISTの「クラウドの定義」の展開モデルによると「①プライ

ベートクラウド」は、適用される技術の相違で分類しているの

ではなく、主に所有者とIT基盤の管理主体のバリエーションに

よる展開モデルの一つとして提示されている。つまり「単一組

織」である企業の観点で「クラウドコンピューティングの定

義」を読み替えると「共用のためにプール化した（蓄えた）コ

ンピューティングリソースを要求に応じて活用することによっ

て利便性を享受する」ことがプライベートクラウドとのアウト

ラインとなるだろう。

図１　サイロ型情報システムと統合IT基盤による情報システム
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図２  林立するサイロ型情報システムのライフサイクル
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ライフサイクル　　　　　　　　　　　　　　　概要

サービスストラテジ

サービスデザイン

サービスストランジション

サービスオペレーション

継続的なサービス改善

ITサービスおよびITサービスマネジメントに対する全体的な戦略
を確立する。

事業要素を取り入れ、事業が求める品質、信頼性、および柔軟性
に応えるサービスとそれを支えるプラクティスおよび管理ツールを
作り出す。

サービスおよびサービス変更を運用に利用できる状態へと移行さ
せる。新規または変更されたサービスデザイン・パッケージをサー
ビスデザイン段階から受取り、事業のニーズを満たすかどうかテス
トし、本番環境に展開する。

戦略的達成目標を最終的に実現する。顧客とサービス・プロバイ
ダにとっての価値を確保できるよう、ITサービスを効果的かつ効
率的に提供しサポートする。

ITサービスマネジメント・プロセスとITサービスに対する改善の
管理を責務とする。効率性、有効性、および費用対効果を向上す
るために、サービス・プロバイダのパフォーマンスは継続的に測
定され、プロセス、ITサービス、ITインフラストラクチャに改善が
加えられる。

クラウドコンピューティングは、利便性やシェアードプールされたコンピューティング・リソースをネットワークを介したオンデマンドでの提供を実現するモデルである。
そのリソースは、管理やサービスプロバイダとのやり取りが最大限排除され、迅速なプロビジョニングとリリースが可能となっている。

クラウドコンピューティングの定義

展開モデル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　説明

①プライベートクラウド

②コミュニティクラウド

③パブリッククラウド

④ハイブリッドクラウド

このクラウドの基盤は、専ら単一の組織のために運営されている。基盤の管理は、その組織が担う場合もサードパーティが担う
場合もある。また所有型の場合も非所有型の場合もある。

このクラウドの基盤は、いくつかの組織によって共有されており、コミュニティをサポートする。基盤の管理は、その組織が担う場
合もサードパーティが担う場合もある。また所有型の場合も非所有型の場合もある。

このクラウドの基盤は、一般公衆もしくは、巨大な企業グループが利用可能であり、クラウドサービスを販売する組織が所有している。

このクラウドの基盤は、二つ以上のクラウドによって構成されているが、データやアプリケーションのポータビリティを可能とした
技術によってまとめられている。

説明

コンピュータリソースは、広帯域ネットワークを介
し、異機種混合の様々なクライアントで利用可能
である。

自動化されたインターフェイスを介して、サーバー、
ネットワークストレージなどのコンピュータリソー
スを利用者が必要に応じて直接プロビジョニング
が可能である。

コンピューティングリソースがマルチテナントモデ
ルを用いて複数の利用者に提供するためにプール
されている。利用者の要求に応じ動的にアサイン、
再アサインされる。

迅速な弾力性のあるプロビジョニングが可能であ
る。ある場合では、自動的に、即座にスケールアウ
トし、即座にスケールインするための迅速なリリー
スがなされる。

クラウドシステムは、測定機能を用いてリソース
の利用を自動的にコントロールし最適化する。リ
ソースの利用量はモニター、コントロールが可能
でありレポートされる。

表２  NISTによるクラウドの本質的特性

プロビジョニングのプロセスを標準化し、利用要求
を安全に遂行する。
自動化ツールによって確実性を向上することも可能
である。

⑤計測可能な
　サービス

クラウドの本質的特性　    仮想化とサービスマネジメントによる効果

日本の企業内ネットワークは広帯域している。
さらにモバイルや携帯電話による多様なアクセス
が可能となっている。

仮想化による統合IT基盤によって余剰リソースは
プール化される。
このリソースは管理され、要求に応じて使用可能で
ある。

サービストランジションの評価プロセスを持つこと
によって管理を遂行し、統合IT基盤が持つ柔軟性
を発揮する。

統合IT基盤の利用に応じたコストの案分を行う。
利用状況を計測するツールを導入し、従量課金を
実施することも可能である。

表３  ７つのR

●変更を提起(RAISED)したのは誰か

●変更の理由(REASON)は何か

●変更に求められる見返り

　(RETURN)は何か

●変更に伴うリスク(RISK)は何か

●変更を行うために必要なリソース

　(RESOURCE)は何か

●変更の構築、テスト、および実施の責任者

　(RESPONSIBLE)は誰か

●この変更と他の変更との関係

　(RELATIONSHIP)は何か

 （2）プロビジョニング：仮想化されたリソースを割り当て、利用可能にすること。元は通信事業者が設備を事前準備することを示していた。

図７  サービストランジションのプロセス・フロー（加筆）

RFCの作成

変更の提案
（任意）

評価レポート

業務アプリケーションのオーナ

統合IT基盤のオーナ

発行元

変更管理

変更許可委員

変更管理

変更管理

RFCの記録

RFCのレビュー

変更のアセスメントと
評価

変更の許可

更新の計画

変更の実施の調整

変更レコードの
レビューとクローズ

許可済み

スケジューリング済み

評価の準備完了評価の準備完了

意思決定の準備完了意思決定の準備完了

実施済み

クローズ済み

要求済み

作業指示書

作業指示書

C
M
S
内
の
変
更
と
構
成
に
関
す
る
情
報
の
更
新

変更の提案の許可

次々と開発されており、新たな局面を迎えようとしている。

　インテックが常に進化する高度なITプラットフォームに関す

るエンジニアリングサービスを提供し続けるために、我々はお

客様の役に立つソリューションを技術者の視点で考え、作り上

げていきたい。

①オンデマンドベース
　のセルフサービス

②広帯域ネット
　ワークアクセス

③プール化された
　リソース

④迅速な弾力性
（Rapid Elasticity）

クラウドの
本質的特性

①オンデマンドベース
　のセルフサービス

②広帯域ネット
　ワークアクセス

③プール化された
　リソース

④迅速な弾力性
 （Rapid Elasticity）

⑤計測可能な
　サービス
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