
仮想マシン

仮想化サーバ

ストレージ

基本情報

リソース情報

使用量情報

・ 識別 ID
・ 電源ステータス
・ 構成ファイル情報

・ 仮想マシン名
・ ゲストOS情報

・ CPUコア数
・ 仮想ディスク情報
・ 起動先仮想化サーバ情報

・ メモリサイズ
・ 接続ネットワーク情報
・ 配置先ストレージ情報

・ CPU 使用率
・ メモリ使用率
・ ストレージ割り当て量

・ メモリスワップイン速度
・ メモリスワップアウト速度
・ ストレージ実使用量

・ 識別 ID
・ 稼働ステータス

・ 仮想化サーバ名

・ CPUコア数
・ CPUクロック数

・ CPUスレッド数
・ メモリサイズ

・ CPU 使用率
・ メモリ使用率

・ メモリスワップイン速度
・ メモリスワップアウト速度

・ 識別 ID
・ 稼働ステータス ・ ストレージ名

・ ストレージサイズ

・ ストレージ割り当て量 ・ ストレージ実使用量

基本情報

リソース情報

使用量情報

基本情報

リソース情報

使用量情報

2.4  適用シーン
　本システムの特徴的機能を活用した適用シーンをいくつか

紹介する。

(１)地域分散型のIaaSサービスの提供

　本システムで地域分散された複数のデータセンタを管理

することにより、地域分散型のIaaSサービスを提供するこ

とができる。利用者は、自身のユーザシステムの配備先地

域を選択することができる。

　また、同一のユーザシステムを複数の異なる地域に配備

し、動的に発生するデータを同期する仕組みを別途用意し

ておくことは、大規模災害等によって一部地域のデータセン

タに深刻な障害が発生した場合も、別地域に配備したユー

ザシステムによってシステムの早期復旧につなげることが可

能となり、ディザスタリカバリの観点からも有用である。

(２)ASPの迅速なサービス提供と運用コスト削減

　ASPでは、顧客ごとにサービス実行環境を用意してサービス

提供を行う。本システムを用いたサービス提供環境では、各顧

客に提供するサービス実行環境を前述の「ユーザシステムのテ
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IaaS構築用クラウドOSの開発と活用

1. はじめに

3.  導入事例

概要
　クラウドコンピューティングサービスの一形態であるIaaS（Infrastructure as a Service）は、インターネット経由で

利用するパブリッククラウドだけでなく、企業が自社内に構築するプライベートクラウドへもニーズが広がっている。

　こうした背景をふまえ、当社ではIaaS構築用クラウドOS（IaaS基盤の構築・運用ソフトウェア）の開発を行って

いる。本システムにより、セルフサービス機能を提供するIaaS基盤を簡単に構築・運用することができる。利用者は、

セルフサービス機能を用いて、オンデマンドにITインフラを利用することができる。また、そのほかの特徴として複数

データセンタの一括管理機能、ASP（Application Service Provider）等向けの複数サーバで構成するシステムの

テンプレート化機能、および企業のプライベートクラウド導入支援機能等を提供する。

　本稿では、本システムについて導入事例を含めて説明する。

　クラウドコンピューティングサービスの一分野であるIaaS

は、Amazon EC２をはじめとして普及が始まり、近年では国内

外を問わず多くの事業者からサービス提供され始めている。

　IaaSの利用者にとって、サーバやネットワークなどのITイン

フラは、従来の「所持」するものから「利用」するものへと変

わり、これによって以下のメリットを得ることができる。

●利用した分だけ課金される

● ITインフラをハードウェア資産として持たなくてよい

●必要リソースの増加に伴ってスケールアップ、スケールアウ

　トができる

●購入、構築のリードタイムなしですぐに使い始められる

　また、IaaSでよく提供される特徴的な機能の一つとしてセ

ルフサービス機能がある。セルフサービス機能では、例えば利

用者が利用者向けサービスのWebポータルサイトから必要な

サーバのOS、CPU数、メモリサイズ、ディスクサイズ等のス

ペックを入力するだけで数分後にサーバが仮想マシンとして作

成・起動され、ネットワーク経由で利用を開始できる。そのた

め、利用者はそのオンデマンド性を活用してより柔軟なITイン

フラの利用が可能となる。

　こうした特徴を持つIaaSは、インターネット経由で提供され

るパブリッククラウドだけでなく、昨今では企業が自社内に社

内向けサービス環境を構築するプライベートクラウドへの注目

も高まっており、今後の市場拡大が予測されている（図1）。プ

ライベートクラウドでは、企業が自社内にハードウェア資産を

持つ必要があるものの、パブリッククラウドでは不安視される

ことの多いセキュリティを自身でコントロールしながら、その

ほかのメリットを享受することができる。

2. IaaS構築用クラウドOS
2.1  概要
　本システムは、セルフサービス機能を提供するIaaS環境を構

築・運用するためのものである。本稿では、こうしたシステム

をIaaS構築用クラウドOSと呼ぶ。IaaS構築用クラウドOS

は、以下の機能を提供する。

●利用者への各種サービス利用に関する手続きを行うため

　のインタフェースの提供（仮想マシンの利用申請など）

●利用者へのサービス提供のための自動コンフィグレーション

（仮想マシンの作成、仮想マシンのネットワーク設定、ファ

　イアウォールの設定、ロードバランサの設定、など）

●上記機能を提供するための各種リソースおよび提供サービ

　スに関する構成情報の管理

　本システムは、利用者にセルフサービス機能を提供し、利用

者からのリクエストに応じてオンデマンドで仮想マシンやロー

ドバランサなどのネットワーク経由で利用可能なITインフラ

を提供する。この実現のため、本システムはIaaS基盤を構築す

金山　健一　　　　飯田　正樹　　　　中村　秀一

図１  国内プライベートクラウド市場 配備モデル別 支出額予測
2010年～2015年 [1]

　以上により、パブリック、プライベートを含めてそれぞれの利

用環境や要件に応じたIaaSへのニーズの高まりが予想され

る。こうした背景をふまえ、当社ではセルフサービス機能を備

えたIaaS基盤を簡単に構築・運用するためのIaaS構築用クラ

ウドOSの開発を行っている。次章より、本システムの特徴つい

て導入事例も含めて説明する。

図２  本システムの概要イメージ

　セルフサービス機能では、利用者は本システムにおいて発行

されたIDを用いてWebポータルサイトへログインし、サービス

メニューからたとえば仮想マシンなど、利用したい ITインフラ

を選択して必要事項を入力、リクエスト送信することで、ITイ

ンフラの利用を開始できる。本システムのサービスメニューを

表１に示す。

2.2  システム構成と動作イメージ
(１)システム構成

　本システムは、複数のデータセンタと、それらを管理する

管理サイトで構成される。

　各データセンタには、仮想化サーバ、ストレージ、L2ス

イッチ（ネットワーク）といった ITリソースを配置し、仮想化

環境を構築する。これらのITリソースはハードウェアとして

市販製品を利用する。仮想化サーバは、市販のサーバに仮想

化ソフトウェアを導入したものを利用する。この仮想化環境

にIaaS構築用クラウドOSを導入するために、各データセン

タに「Clusterサーバ」を配置し、ITリソースの管理・制御を

行わせる（ここでは、複数の仮想化サーバ、ストレージなどを

統合的に管理するサーバという意味で「Clusterサーバ」と呼

んでいる）。現在、Clusterサーバは制御可能な仮想化サーバ

上の仮想化ソフトウェアとして、VMware ESX（VMware 

vCenter経由で制御）とKVMをサポートしている。

　また、管理サイトには、複数のClusterサーバを一元的に

管理する「Managerサーバ」を配置する(図３、表２)。

(２)システムの動作イメージ

　本システムの動作イメージについて、仮想マシンを作成す

る処理を例にして示す。

①システム利用者は、Managerサーバが提供するポータル

　サイトの機能を介し、CPUコア数、メモリサイズ、ディス

　クサイズ等の構成情報を入力、仮想マシンの作成をリクエ

　ストする。

②利用者からリクエストを受けたManagerサーバは、利用

　者が選択したデータセンタに配置されているCluster

　サーバにリクエストを中継する。この処理に伴い

　Managerサーバで管理しているサービス利用状況など

　の情報を更新する。

③ClusterサーバはManagerサーバから中継されたリクエス

　トに基づき、各種設定・機器制御を自動で実行し、仮想

　マシンを構築する。実施する内容については図４を参照

　のこと。この処理に伴いClusterサーバ側で管理してい

　る各種構成情報の更新を行う。

図４  仮想マシン作成時の本システム動作イメージ

2.3  特徴
　本システムでは、IaaSの構築と運用管理の効率化、利便性の向

上を目的として、以下の四つの特徴的な機能や仕組みを備える。

(1)ユーザシステムのテンプレート化機能

　本システムでは、複数の仮想マシンやネットワーク、仮想

ファイアウォール／ロードバランサなどから構成される一連

のシステムを“ユーザシステム”と呼んでいる。ユーザシステム

の作成は、各構成要素の作成と協調動作のための設定追加に

より行われる。

　ユーザシステムのテンプレート化機能とは、このユーザシ

ステムというまとまった一つの単位でシステムの構成情報

を保管しておくことができる機能である。ユーザシステムの

テンプレートから新たなユーザシステムを構成情報に基づ

いて展開できるため、同じ構成のユーザシステムを複数作成

する場合の作業コストを削減することができる。例えば、

ASP事業において顧客ごとに同様の提供システムを展開す

る場合や、企業内の開発プロジェクトにおいて開発環境やテ

スト環境を複数用意する場合などに有用である（図５）。

(２)仮想マシンのOS自動設定機能

　仮想マシンのOS自動設定機能とは、本システムによって

図５  ユーザシステムとユーザシステムのテンプレート

　OS自動設定を行うための設定ファイルや実行コマンド

等の自動設定情報は、仮想マシンの作成時に併せて作成さ

れ、仮想マシンごとに管理される。自動設定情報には、仮想

マシンに割り当てられるIPアドレスやホスト名を必要に応

じて動的に埋め込むことができるため、仮想マシンごとに

きめ細やかな設定を行うことが可能である。本機能は、仮

想マシンを作成する基となる仮想マシンイメージに対して、

本機能が提供するOS自動設定ツールを予めインストール

しておくことで利用可能となる（図６）。

図６  仮想マシンのOS自動設定機能動作イメージ

(３)複数拠点のデータセンタへの対応

　本システムは、前節にて説明したとおり、複数拠点のデー

タセンタを一元的に管理することができる。

　複数のデータセンタを管理サイトから一元的に管理する

ことで、各データセンタの運用品質の均一化やデータセン

タごとに配置されていた運用者の集約を図ることができ

る。これにより、ランニングコストの削減が期待できる。

　また、利用者は本システム上で作成した仮想マシンの

データイメージを「仮想マシンイメージ」として、複数の

データセンタ上に作成することができる。予め各データセ

ンタに必要な仮想マシンイメージ構成を作成しておけば、

前述したユーザシステムのテンプレートや仮想マシンのOS

自動設定機能を利用して、複数のデータセンタに対して同

じ内容のユーザシステムを容易に展開することができる。

(４)仮想化環境との情報同期機能

　本システムのようなIaaS構築用クラウドOSによるIaaS

の構築は、新規に仮想化環境を用意して行うのが一般的で

ある。既存の仮想化環境へ途中でクラウドOSを導入する

と、稼働中の仮想マシン情報など、クラウドOS側が持つ管

理情報と仮想化環境上の実体にずれが生じて運用に支障

をきたすなどの問題が発生する。また、こうしたクラウドOS

の管理情報と実環境における実体とのずれは、クラウドOS

導入後に何らかの理由で仮想化環境を直接操作して変更を

加えた場合にも発生する。

　本システムでは、こうした問題を解決するための手段とし

て仮想化環境の各種構成情報を取得して本システムに同期

図７  仮想化環境との情報同期機能動作イメージ

表４  仮想化環境構成情報の同期情報一覧

ンプレート化機能」によってテンプレート化することができる。

　テンプレート化されたサービス実行環境は、Web上の簡

単操作で短時間にクローンを展開することが可能となる。

そのため、新規顧客に対する迅速なサービス提供開始を実

現するとともに顧客ごとに発生していた初期構築コストを

削減することができる。

(３)企業のプライベートクラウドの構築

　本システムで企業内にプライベートクラウド環境を構築

することにより、社内の利用者にオンデマンドでサーバを

提供することができる。また、既存の仮想化環境がある場

合でも、前述の情報同期機能により、既存環境を活かした

導入が可能である。利用者からの利用申請はWeb経由で

行われ、その後の各種サーバ構築作業は自動化されるた

め、提供側の運用コストを大きく削減することができる。

4. おわりに
　本稿では、当社で開発を行っているIaaS構築用クラウドOS

について社内の導入事例も含めて紹介した。

　本システムが実現するセルフサービス機能を備えたIaaS

は、オンデマンドでのITリソースの利用という利用者側のメ

リットだけでなく、運用自動化によるコスト削減、属人化され

た運用業務の削減、およびそれに伴う運用品質の均一化と

いったサービス提供側のメリットも提供するものである。

　また、本システムを市場の同様のものと比較した際の特徴と

して、仮想マシンのOS自動設定機能やユーザシステムのテン

プレート化機能といった利用者のシステム構築の作業負荷を

軽減する機能を提供する。また、仮想化環境との同期機能は、

既存環境に本システムを導入する際に特に有用である。

　今後は、本システムの特徴的な機能をより深化させるととも

に、複数拠点のデータセンタ対応にディザスタリカバリ機能を

追加するなど、ITインフラを提供するための基盤としての特徴

をより打ち出していく予定である。また、社内での導入事例の

ノウハウを活かし、お客様企業へのプライベートクラウドの導

入支援に展開していきたいと考えている。
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　本項では、本システムを当社社内システムである共通開発基

盤ezPlatform(以下、ezPlatform)へ導入した事例を紹介す

る。本導入は、ezPlatformの運用自動化を推進し、運用者の

運用負荷を削減することを目的として実施した。

　ezPlatformとは、SI業務の生産性向上を目的として、仮想

化技術を利用した「早く」「お手軽に」「柔軟な」開発環境を提

供する施策である。現在は新規プロジェクトを中心に利用が

進み、機器調達コストの削減や調達期間の短縮などに効果を

あげている。詳細については、本誌特集論文の「ezPlatform

によるソフトウェア生産環境の革新」を参照されたい。

　本システムを導入する際、既にezPlatform上では約１２０台

の仮想マシンが稼働していた。導入作業は、これらの仮想マシン

やezPlatform自体を停止させることなく、また環境の大幅な

構成変更を行うことなく実施することが求められた。このよう

な要求に対しては、本システムの仮想化環境との情報同期機

能を利用して運用中のezPlatformの構成情報を取得し、自動

的に本システムの構成情報を設定させることで容易に対応す

ることができた。

　本システム導入前のezPlatformでは、運用者が利用者から

申請された仮想マシン構成ファイルの内容を確認し、リソース

の空き状況等を管理しているDBシステムの情報を参照しなが

ら、仮想マシンの作成を手動にて行っていた。本システム導入

後は、この仮想マシンの作成処理に関して、本システムによる

各種処理の自動化を行い、利用者から申請された仮想マシン

構成ファイルをそのまま読み込んで仮想マシンの作成を自動

で行えるようになった（図８）。

図８  本システムの ezPlatform への導入前と導入後

　本システムの定量的な導入効果としては、利用者から仮想マ

シンの作成依頼を受けてから提供が完了するまでの作業コス

トを、導入前後の作業時間を実際に計測して比較したところ、

導入当初の段階で約２３%の削減が確認できた。特に、仮想マ

シンの作成、各種設定作業、および最終確認とリリースに係る

作業コストの削減効果が顕著に表れた。（図９）また、定性的

な導入効果として、ezPlatform運用者より「本システムを用い

ることで、担当に依存した作業からの脱却を実現できた」との

意見が得られた。これは、本システムによる各種処理の自動化

およびGUIの簡易な操作体系から、ezPlatformを運用する上で

の属人的な要素を排除することができたためと考えられる。

　本システムの導入後、自動化対応していない ezPlatform 運

用作業に関しては従来通り手動で実施し、その後の機能追加

によって徐々に本システムによる自動実施に切り替えていく

方針とした。導入後の機能追加および ezPlatform のサービス

変更に伴う機能改修に関しては、アジャイル開発を取り入れ、

一週間単位のアップデートリリースを行うことで迅速に対応

することができた。現在では数回のアップデートを経ており、

作業コスト削減効果は導入当初の２３%から３８%に増加した

（図９）。

　本導入の特徴と効果を以下にまとめる。

　● 情報同期機能による運用中の仮想化環境へのスムーズな

　  導入

　● 運用手順の自動化による作業コストの削減と属人化され

　  た作業の排除

　● 定期的な機能アップデートによる継続的な作業コスト削減

　  率の向上

表1  サービスメニュー

るデータセンタ上の仮想化サーバ、ストレージ、ネットワークと

いった各種リソースの構成情報を常に管理している。利用者か

らのリクエスト受信時には、その内容と前述の構成情報に基づ

いて利用者に提供するための最適なリソース選択、および選択

したリソース上での仮想マシンの作成といった自動制御を行う

（図２）。
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IT 資産は事業者が所有し、コミュニティに属する
複数の企業や企業グループに対してサービスを提供
する。業界特化型クラウドや共同センター型クラウ
ドとして提供することが多い

IT資産は事業者が所有し、個別企業や企業グルー
プ内で占有使用する 

IT 資産はユーザー企業が所有し、占有利用する

出典： IDC Japanプレスリリース「国内プライベートクラウド市場予測を発表」
（ 2012年 9月27日） 
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サービスメニュー 概要

仮想マシン

仮想マシンイメージ

ロードバランサ

ユーザシステム

ユーザシステムの
テンプレート管理

・指定スペック（OS、CPUコア数、メモリサイズ、ディス   
　クサイズ等）の仮想マシンを提供する。
・IPアドレスの自動設定、仮想ファイアウォールによる通
　信制御機能も併せて提供する。

・作成した仮想マシンのデータを本システム上で複製利
　用可能なデータイメージとして保存する。

・作成した仮想マシンへのロードバランシング機能を提
　供する。
・転送プロトコルとして、HTTP/TCPに対応する。

・仮想マシン、ロードバランサ等を組み合わせて構築し
　たユーザシステムを一塊で管理する機能を提供する。
・各ユーザシステムには、プライベートネットワーク、ユー
　ザシステム単位の仮想マシンの起動、停止機能等が　
　提供される。

・一度作成したユーザシステムをテンプレート化する機
　能を提供する。（詳細は、2.3節に記載する）

本システムの
Webポータルサイト画面
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WebWeb

サイト　     機器　                          概要                              補足

管理
サイト

データ
センタ

仮想化サーバ

ストレージ

L2スイッチ

各データセンタの情報を統括的に管理する
サーバ。Cluster サーバに要求を中継する。

各データセンタ専用の管理サーバ。データセンタ
についての詳細な構成情報を管理する。Manager
サーバからの要求に基づいて処理を実施。
仮想マシンの起動先。仮想化ソフトウェアとし
ては、VMware ESX（VMware vCenter 経由
で管理）、KVMに対応。

仮想マシンイメージ、仮想マシンデータなど
を格納する、NFS、iSCSIでの接続に対応。

仮想マシンの通信を中継する。１ポートあたり
1Gbps 以上のスペックを推奨。また、Tagged 
Vlan 機能が必要。

本システムの
提供部分

ハードウェア
は、要件を満
たす市販製
品で構成

Manager
サーバ

Cluster
サーバ

表２  本システムを構成する各機器について

図３  システム構成
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サポート対象のOS　               自動設定可能な内容

表３  OS別の自動設定可能な内容一覧

・ Microsoft Windows Server 2003 [32/64bit]
・ Microsoft Windows Server 2003 R2 [32/64bit]
・ Microsoft Windows Server 2008 [32/64bit]
・ Microsoft Windows Server 2008 R2 [64bit]

・ コンピュータ名の設定
・ 管理ユーザパスワードの設定
・ OSライセンスのアクティベーション
・ 任意のコマンド実行

・ Red Hat Enterprise Linux 5 [32/64bit]
・ Red Hat Enterprise Linux 6 [32/64bit]

・ CentOS 5 [32/64bit]
・ CentOS 6 [32/64bit]

・ 管理ユーザパスワードの設定
・ サブスクリプションの有効化
・ 任意のコマンド実行

・ 管理ユーザパスワードの設定
・ 任意のコマンド実行

作成された仮想マシンに対して、仮想マシンの初回起動時に

OSの各種設定を自動で行うことができる機能である（表３）。

ユーザシステム
・ HTTP （TCP/80）
・ ロードバランシング

・ リモートデスクトップ （TCP/3389）
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図９  本システムの導入による作業コストの削減効果

・仮想マシンのバックアップ設定
・操作権限の設定など

・IPアドレス・コンピュータ名の設定
・OSライセンスのアクティベーションなど

・起動先仮想化サーバ・ストレージの選択
・各種リソースのプロビジョニングなど

・作成する仮想マシンについてのコンサル
　ティング
・利用料金の算出・見積もりの提示など

■仮想マシンの作成

■仮想マシンの各種設定作業

■サードパーティソフトウェアの
　セットアップ

■各種運用作業

■仮想マシンの最終確認とリリース

■仮想マシン構成ファイルの作成100％

90％

80％

70％

60％

50％

40％

30％

20％

10％

0％

10％

7％

24％

19％

5％

35％

10％
1％

18％

19％

5％

25％

10％
1％

19％

4％

25％

4％

導入前　 導入当初　 現在

させる機能を持つ。各種構成情報の同期により、仮想化環

境の各種リソースの状況監視や、仮想マシンの設定・操作と

いった管理を本システムから実施することが可能となる。

このため、既に運用中の仮想化環境への導入も容易に行う

ことができる(図７、表４)。また、導入後に何らかの理由で本

システムを経由せず直接的に仮想化環境へ変更が加えら

れた場合でも、本システムの構成管理情報を実体と同期さ

せることができる。
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2.4  適用シーン
　本システムの特徴的機能を活用した適用シーンをいくつか

紹介する。

(１)地域分散型のIaaSサービスの提供

　本システムで地域分散された複数のデータセンタを管理

することにより、地域分散型のIaaSサービスを提供するこ

とができる。利用者は、自身のユーザシステムの配備先地

域を選択することができる。

　また、同一のユーザシステムを複数の異なる地域に配備

し、動的に発生するデータを同期する仕組みを別途用意し

ておくことは、大規模災害等によって一部地域のデータセン

タに深刻な障害が発生した場合も、別地域に配備したユー

ザシステムによってシステムの早期復旧につなげることが可

能となり、ディザスタリカバリの観点からも有用である。

(２)ASPの迅速なサービス提供と運用コスト削減

　ASPでは、顧客ごとにサービス実行環境を用意してサービス

提供を行う。本システムを用いたサービス提供環境では、各顧

客に提供するサービス実行環境を前述の「ユーザシステムのテ
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IaaS構築用クラウドOSの開発と活用

1. はじめに

3.  導入事例

概要
　クラウドコンピューティングサービスの一形態であるIaaS（Infrastructure as a Service）は、インターネット経由で

利用するパブリッククラウドだけでなく、企業が自社内に構築するプライベートクラウドへもニーズが広がっている。

　こうした背景をふまえ、当社ではIaaS構築用クラウドOS（IaaS基盤の構築・運用ソフトウェア）の開発を行って

いる。本システムにより、セルフサービス機能を提供するIaaS基盤を簡単に構築・運用することができる。利用者は、

セルフサービス機能を用いて、オンデマンドにITインフラを利用することができる。また、そのほかの特徴として複数

データセンタの一括管理機能、ASP（Application Service Provider）等向けの複数サーバで構成するシステムの

テンプレート化機能、および企業のプライベートクラウド導入支援機能等を提供する。

　本稿では、本システムについて導入事例を含めて説明する。

　クラウドコンピューティングサービスの一分野であるIaaS

は、Amazon EC２をはじめとして普及が始まり、近年では国内

外を問わず多くの事業者からサービス提供され始めている。

　IaaSの利用者にとって、サーバやネットワークなどのITイン

フラは、従来の「所持」するものから「利用」するものへと変

わり、これによって以下のメリットを得ることができる。

●利用した分だけ課金される

● ITインフラをハードウェア資産として持たなくてよい

●必要リソースの増加に伴ってスケールアップ、スケールアウ

　トができる

●購入、構築のリードタイムなしですぐに使い始められる

　また、IaaSでよく提供される特徴的な機能の一つとしてセ

ルフサービス機能がある。セルフサービス機能では、例えば利

用者が利用者向けサービスのWebポータルサイトから必要な

サーバのOS、CPU数、メモリサイズ、ディスクサイズ等のス

ペックを入力するだけで数分後にサーバが仮想マシンとして作

成・起動され、ネットワーク経由で利用を開始できる。そのた

め、利用者はそのオンデマンド性を活用してより柔軟なITイン

フラの利用が可能となる。

　こうした特徴を持つIaaSは、インターネット経由で提供され

るパブリッククラウドだけでなく、昨今では企業が自社内に社

内向けサービス環境を構築するプライベートクラウドへの注目

も高まっており、今後の市場拡大が予測されている（図1）。プ

ライベートクラウドでは、企業が自社内にハードウェア資産を

持つ必要があるものの、パブリッククラウドでは不安視される

ことの多いセキュリティを自身でコントロールしながら、その

ほかのメリットを享受することができる。

2. IaaS構築用クラウドOS
2.1  概要
　本システムは、セルフサービス機能を提供するIaaS環境を構

築・運用するためのものである。本稿では、こうしたシステム

をIaaS構築用クラウドOSと呼ぶ。IaaS構築用クラウドOS

は、以下の機能を提供する。

●利用者への各種サービス利用に関する手続きを行うため

　のインタフェースの提供（仮想マシンの利用申請など）

●利用者へのサービス提供のための自動コンフィグレーション

（仮想マシンの作成、仮想マシンのネットワーク設定、ファ

　イアウォールの設定、ロードバランサの設定、など）

●上記機能を提供するための各種リソースおよび提供サービ

　スに関する構成情報の管理

　本システムは、利用者にセルフサービス機能を提供し、利用

者からのリクエストに応じてオンデマンドで仮想マシンやロー

ドバランサなどのネットワーク経由で利用可能なITインフラ

を提供する。この実現のため、本システムはIaaS基盤を構築す

金山　健一　　　　飯田　正樹　　　　中村　秀一

図１  国内プライベートクラウド市場 配備モデル別 支出額予測
2010年～2015年 [1]

　以上により、パブリック、プライベートを含めてそれぞれの利

用環境や要件に応じたIaaSへのニーズの高まりが予想され

る。こうした背景をふまえ、当社ではセルフサービス機能を備

えたIaaS基盤を簡単に構築・運用するためのIaaS構築用クラ

ウドOSの開発を行っている。次章より、本システムの特徴つい

て導入事例も含めて説明する。

図２  本システムの概要イメージ

　セルフサービス機能では、利用者は本システムにおいて発行

されたIDを用いてWebポータルサイトへログインし、サービス

メニューからたとえば仮想マシンなど、利用したい ITインフラ

を選択して必要事項を入力、リクエスト送信することで、ITイ

ンフラの利用を開始できる。本システムのサービスメニューを

表１に示す。

2.2  システム構成と動作イメージ
(１)システム構成

　本システムは、複数のデータセンタと、それらを管理する

管理サイトで構成される。

　各データセンタには、仮想化サーバ、ストレージ、L2ス

イッチ（ネットワーク）といった ITリソースを配置し、仮想化

環境を構築する。これらのITリソースはハードウェアとして

市販製品を利用する。仮想化サーバは、市販のサーバに仮想

化ソフトウェアを導入したものを利用する。この仮想化環境

にIaaS構築用クラウドOSを導入するために、各データセン

タに「Clusterサーバ」を配置し、ITリソースの管理・制御を

行わせる（ここでは、複数の仮想化サーバ、ストレージなどを

統合的に管理するサーバという意味で「Clusterサーバ」と呼

んでいる）。現在、Clusterサーバは制御可能な仮想化サーバ

上の仮想化ソフトウェアとして、VMware ESX（VMware 

vCenter経由で制御）とKVMをサポートしている。

　また、管理サイトには、複数のClusterサーバを一元的に

管理する「Managerサーバ」を配置する(図３、表２)。

(２)システムの動作イメージ

　本システムの動作イメージについて、仮想マシンを作成す

る処理を例にして示す。

①システム利用者は、Managerサーバが提供するポータル

　サイトの機能を介し、CPUコア数、メモリサイズ、ディス

　クサイズ等の構成情報を入力、仮想マシンの作成をリクエ

　ストする。

②利用者からリクエストを受けたManagerサーバは、利用

　者が選択したデータセンタに配置されているCluster

　サーバにリクエストを中継する。この処理に伴い

　Managerサーバで管理しているサービス利用状況など

　の情報を更新する。

③ClusterサーバはManagerサーバから中継されたリクエス

　トに基づき、各種設定・機器制御を自動で実行し、仮想

　マシンを構築する。実施する内容については図４を参照

　のこと。この処理に伴いClusterサーバ側で管理してい

　る各種構成情報の更新を行う。

図４  仮想マシン作成時の本システム動作イメージ

2.3  特徴
　本システムでは、IaaSの構築と運用管理の効率化、利便性の向

上を目的として、以下の四つの特徴的な機能や仕組みを備える。

(1)ユーザシステムのテンプレート化機能

　本システムでは、複数の仮想マシンやネットワーク、仮想

ファイアウォール／ロードバランサなどから構成される一連

のシステムを“ユーザシステム”と呼んでいる。ユーザシステム

の作成は、各構成要素の作成と協調動作のための設定追加に

より行われる。

　ユーザシステムのテンプレート化機能とは、このユーザシ

ステムというまとまった一つの単位でシステムの構成情報

を保管しておくことができる機能である。ユーザシステムの

テンプレートから新たなユーザシステムを構成情報に基づ

いて展開できるため、同じ構成のユーザシステムを複数作成

する場合の作業コストを削減することができる。例えば、

ASP事業において顧客ごとに同様の提供システムを展開す

る場合や、企業内の開発プロジェクトにおいて開発環境やテ

スト環境を複数用意する場合などに有用である（図５）。

(２)仮想マシンのOS自動設定機能

　仮想マシンのOS自動設定機能とは、本システムによって

図５  ユーザシステムとユーザシステムのテンプレート

　OS自動設定を行うための設定ファイルや実行コマンド

等の自動設定情報は、仮想マシンの作成時に併せて作成さ

れ、仮想マシンごとに管理される。自動設定情報には、仮想

マシンに割り当てられるIPアドレスやホスト名を必要に応

じて動的に埋め込むことができるため、仮想マシンごとに

きめ細やかな設定を行うことが可能である。本機能は、仮

想マシンを作成する基となる仮想マシンイメージに対して、

本機能が提供するOS自動設定ツールを予めインストール

しておくことで利用可能となる（図６）。

図６  仮想マシンのOS自動設定機能動作イメージ

(３)複数拠点のデータセンタへの対応

　本システムは、前節にて説明したとおり、複数拠点のデー

タセンタを一元的に管理することができる。

　複数のデータセンタを管理サイトから一元的に管理する

ことで、各データセンタの運用品質の均一化やデータセン

タごとに配置されていた運用者の集約を図ることができ

る。これにより、ランニングコストの削減が期待できる。

　また、利用者は本システム上で作成した仮想マシンの

データイメージを「仮想マシンイメージ」として、複数の

データセンタ上に作成することができる。予め各データセ

ンタに必要な仮想マシンイメージ構成を作成しておけば、

前述したユーザシステムのテンプレートや仮想マシンのOS

自動設定機能を利用して、複数のデータセンタに対して同

じ内容のユーザシステムを容易に展開することができる。

(４)仮想化環境との情報同期機能

　本システムのようなIaaS構築用クラウドOSによるIaaS

の構築は、新規に仮想化環境を用意して行うのが一般的で

ある。既存の仮想化環境へ途中でクラウドOSを導入する

と、稼働中の仮想マシン情報など、クラウドOS側が持つ管

理情報と仮想化環境上の実体にずれが生じて運用に支障

をきたすなどの問題が発生する。また、こうしたクラウドOS

の管理情報と実環境における実体とのずれは、クラウドOS

導入後に何らかの理由で仮想化環境を直接操作して変更を

加えた場合にも発生する。

　本システムでは、こうした問題を解決するための手段とし

て仮想化環境の各種構成情報を取得して本システムに同期

図７  仮想化環境との情報同期機能動作イメージ

表４  仮想化環境構成情報の同期情報一覧

ンプレート化機能」によってテンプレート化することができる。

　テンプレート化されたサービス実行環境は、Web上の簡

単操作で短時間にクローンを展開することが可能となる。

そのため、新規顧客に対する迅速なサービス提供開始を実

現するとともに顧客ごとに発生していた初期構築コストを

削減することができる。

(３)企業のプライベートクラウドの構築

　本システムで企業内にプライベートクラウド環境を構築

することにより、社内の利用者にオンデマンドでサーバを

提供することができる。また、既存の仮想化環境がある場

合でも、前述の情報同期機能により、既存環境を活かした

導入が可能である。利用者からの利用申請はWeb経由で

行われ、その後の各種サーバ構築作業は自動化されるた

め、提供側の運用コストを大きく削減することができる。

4. おわりに
　本稿では、当社で開発を行っているIaaS構築用クラウドOS

について社内の導入事例も含めて紹介した。

　本システムが実現するセルフサービス機能を備えたIaaS

は、オンデマンドでのITリソースの利用という利用者側のメ

リットだけでなく、運用自動化によるコスト削減、属人化され

た運用業務の削減、およびそれに伴う運用品質の均一化と

いったサービス提供側のメリットも提供するものである。

　また、本システムを市場の同様のものと比較した際の特徴と

して、仮想マシンのOS自動設定機能やユーザシステムのテン

プレート化機能といった利用者のシステム構築の作業負荷を

軽減する機能を提供する。また、仮想化環境との同期機能は、

既存環境に本システムを導入する際に特に有用である。

　今後は、本システムの特徴的な機能をより深化させるととも

に、複数拠点のデータセンタ対応にディザスタリカバリ機能を

追加するなど、ITインフラを提供するための基盤としての特徴

をより打ち出していく予定である。また、社内での導入事例の

ノウハウを活かし、お客様企業へのプライベートクラウドの導

入支援に展開していきたいと考えている。
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　本項では、本システムを当社社内システムである共通開発基

盤ezPlatform(以下、ezPlatform)へ導入した事例を紹介す

る。本導入は、ezPlatformの運用自動化を推進し、運用者の

運用負荷を削減することを目的として実施した。

　ezPlatformとは、SI業務の生産性向上を目的として、仮想

化技術を利用した「早く」「お手軽に」「柔軟な」開発環境を提

供する施策である。現在は新規プロジェクトを中心に利用が

進み、機器調達コストの削減や調達期間の短縮などに効果を

あげている。詳細については、本誌特集論文の「ezPlatform

によるソフトウェア生産環境の革新」を参照されたい。

　本システムを導入する際、既にezPlatform上では約１２０台

の仮想マシンが稼働していた。導入作業は、これらの仮想マシン

やezPlatform自体を停止させることなく、また環境の大幅な

構成変更を行うことなく実施することが求められた。このよう

な要求に対しては、本システムの仮想化環境との情報同期機

能を利用して運用中のezPlatformの構成情報を取得し、自動

的に本システムの構成情報を設定させることで容易に対応す

ることができた。

　本システム導入前のezPlatformでは、運用者が利用者から

申請された仮想マシン構成ファイルの内容を確認し、リソース

の空き状況等を管理しているDBシステムの情報を参照しなが

ら、仮想マシンの作成を手動にて行っていた。本システム導入

後は、この仮想マシンの作成処理に関して、本システムによる

各種処理の自動化を行い、利用者から申請された仮想マシン

構成ファイルをそのまま読み込んで仮想マシンの作成を自動

で行えるようになった（図８）。

図８  本システムの ezPlatform への導入前と導入後

　本システムの定量的な導入効果としては、利用者から仮想マ

シンの作成依頼を受けてから提供が完了するまでの作業コス

トを、導入前後の作業時間を実際に計測して比較したところ、

導入当初の段階で約２３%の削減が確認できた。特に、仮想マ

シンの作成、各種設定作業、および最終確認とリリースに係る

作業コストの削減効果が顕著に表れた。（図９）また、定性的

な導入効果として、ezPlatform運用者より「本システムを用い

ることで、担当に依存した作業からの脱却を実現できた」との

意見が得られた。これは、本システムによる各種処理の自動化

およびGUIの簡易な操作体系から、ezPlatformを運用する上で

の属人的な要素を排除することができたためと考えられる。

　本システムの導入後、自動化対応していない ezPlatform 運

用作業に関しては従来通り手動で実施し、その後の機能追加

によって徐々に本システムによる自動実施に切り替えていく

方針とした。導入後の機能追加および ezPlatform のサービス

変更に伴う機能改修に関しては、アジャイル開発を取り入れ、

一週間単位のアップデートリリースを行うことで迅速に対応

することができた。現在では数回のアップデートを経ており、

作業コスト削減効果は導入当初の２３%から３８%に増加した

（図９）。

　本導入の特徴と効果を以下にまとめる。

　● 情報同期機能による運用中の仮想化環境へのスムーズな

　  導入

　● 運用手順の自動化による作業コストの削減と属人化され

　  た作業の排除

　● 定期的な機能アップデートによる継続的な作業コスト削減

　  率の向上

表1  サービスメニュー

るデータセンタ上の仮想化サーバ、ストレージ、ネットワークと

いった各種リソースの構成情報を常に管理している。利用者か

らのリクエスト受信時には、その内容と前述の構成情報に基づ

いて利用者に提供するための最適なリソース選択、および選択

したリソース上での仮想マシンの作成といった自動制御を行う

（図２）。
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IT 資産は事業者が所有し、コミュニティに属する
複数の企業や企業グループに対してサービスを提供
する。業界特化型クラウドや共同センター型クラウ
ドとして提供することが多い

IT資産は事業者が所有し、個別企業や企業グルー
プ内で占有使用する 

IT 資産はユーザー企業が所有し、占有利用する

出典： IDC Japanプレスリリース「国内プライベートクラウド市場予測を発表」
（ 2012年 9月27日） 

コミュニティ
クラウドサービス

ホステッド
プライベートクラウドサービス

オンプレミス
プライベートクラウド

サービスメニュー 概要

仮想マシン

仮想マシンイメージ

ロードバランサ

ユーザシステム

ユーザシステムの
テンプレート管理

・指定スペック（OS、CPUコア数、メモリサイズ、ディス   
　クサイズ等）の仮想マシンを提供する。
・IPアドレスの自動設定、仮想ファイアウォールによる通
　信制御機能も併せて提供する。

・作成した仮想マシンのデータを本システム上で複製利
　用可能なデータイメージとして保存する。

・作成した仮想マシンへのロードバランシング機能を提
　供する。
・転送プロトコルとして、HTTP/TCPに対応する。

・仮想マシン、ロードバランサ等を組み合わせて構築し
　たユーザシステムを一塊で管理する機能を提供する。
・各ユーザシステムには、プライベートネットワーク、ユー
　ザシステム単位の仮想マシンの起動、停止機能等が　
　提供される。

・一度作成したユーザシステムをテンプレート化する機
　能を提供する。（詳細は、2.3節に記載する）

本システムの
Webポータルサイト画面

利用者

リクエスト

本システム

管理
情報

＜各種リソース＞
●仮想化サーバ
●ストレージ
●ネットワーク

サービス提供側

自動制御

各種リソースの
構成情報

データセンタ

仮想化サーバ

ストレージ

ネットワーク

ネットワークスイッチ

WebWeb

サイト　     機器　                          概要                              補足

管理
サイト

データ
センタ

仮想化サーバ

ストレージ

L2スイッチ

各データセンタの情報を統括的に管理する
サーバ。Cluster サーバに要求を中継する。

各データセンタ専用の管理サーバ。データセンタ
についての詳細な構成情報を管理する。Manager
サーバからの要求に基づいて処理を実施。
仮想マシンの起動先。仮想化ソフトウェアとし
ては、VMware ESX（VMware vCenter 経由
で管理）、KVMに対応。

仮想マシンイメージ、仮想マシンデータなど
を格納する、NFS、iSCSIでの接続に対応。

仮想マシンの通信を中継する。１ポートあたり
1Gbps 以上のスペックを推奨。また、Tagged 
Vlan 機能が必要。

本システムの
提供部分

ハードウェア
は、要件を満
たす市販製
品で構成

Manager
サーバ

Cluster
サーバ

表２  本システムを構成する各機器について

図３  システム構成
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仮想 FWの設定  ⇒ DHCPサーバの設定  ⇒ 
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仮想マシンの機能  ⇒ パスワード設定  ⇒
ＯＳライセンス設定の実施
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外部ネットワーク①リクエスト

サポート対象のOS　               自動設定可能な内容

表３  OS別の自動設定可能な内容一覧

・ Microsoft Windows Server 2003 [32/64bit]
・ Microsoft Windows Server 2003 R2 [32/64bit]
・ Microsoft Windows Server 2008 [32/64bit]
・ Microsoft Windows Server 2008 R2 [64bit]

・ コンピュータ名の設定
・ 管理ユーザパスワードの設定
・ OSライセンスのアクティベーション
・ 任意のコマンド実行

・ Red Hat Enterprise Linux 5 [32/64bit]
・ Red Hat Enterprise Linux 6 [32/64bit]

・ CentOS 5 [32/64bit]
・ CentOS 6 [32/64bit]

・ 管理ユーザパスワードの設定
・ サブスクリプションの有効化
・ 任意のコマンド実行

・ 管理ユーザパスワードの設定
・ 任意のコマンド実行

作成された仮想マシンに対して、仮想マシンの初回起動時に

OSの各種設定を自動で行うことができる機能である（表３）。

ユーザシステム
・ HTTP （TCP/80）
・ ロードバランシング

・ リモートデスクトップ （TCP/3389）
・ スタティックNAT

仮想ファイアウォール／ロードバランサ
プライベートVLAN

プライベートVLAN

Webサーバ x3 Appサーバ x1
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図９  本システムの導入による作業コストの削減効果

・仮想マシンのバックアップ設定
・操作権限の設定など

・IPアドレス・コンピュータ名の設定
・OSライセンスのアクティベーションなど

・起動先仮想化サーバ・ストレージの選択
・各種リソースのプロビジョニングなど

・作成する仮想マシンについてのコンサル
　ティング
・利用料金の算出・見積もりの提示など

■仮想マシンの作成

■仮想マシンの各種設定作業

■サードパーティソフトウェアの
　セットアップ

■各種運用作業

■仮想マシンの最終確認とリリース

■仮想マシン構成ファイルの作成100％
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させる機能を持つ。各種構成情報の同期により、仮想化環

境の各種リソースの状況監視や、仮想マシンの設定・操作と

いった管理を本システムから実施することが可能となる。

このため、既に運用中の仮想化環境への導入も容易に行う

ことができる(図７、表４)。また、導入後に何らかの理由で本

システムを経由せず直接的に仮想化環境へ変更が加えら

れた場合でも、本システムの構成管理情報を実体と同期さ

せることができる。



仮想マシン

仮想化サーバ

ストレージ

基本情報

リソース情報

使用量情報

・ 識別 ID
・ 電源ステータス
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・ 仮想マシン名
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・ CPUコア数
・ 仮想ディスク情報
・ 起動先仮想化サーバ情報

・ メモリサイズ
・ 接続ネットワーク情報
・ 配置先ストレージ情報

・ CPU 使用率
・ メモリ使用率
・ ストレージ割り当て量

・ メモリスワップイン速度
・ メモリスワップアウト速度
・ ストレージ実使用量

・ 識別 ID
・ 稼働ステータス

・ 仮想化サーバ名

・ CPUコア数
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・ CPUスレッド数
・ メモリサイズ

・ CPU 使用率
・ メモリ使用率

・ メモリスワップイン速度
・ メモリスワップアウト速度

・ 識別 ID
・ 稼働ステータス ・ ストレージ名

・ ストレージサイズ

・ ストレージ割り当て量 ・ ストレージ実使用量

基本情報

リソース情報

使用量情報

基本情報

リソース情報

使用量情報

2.4  適用シーン
　本システムの特徴的機能を活用した適用シーンをいくつか

紹介する。

(１)地域分散型のIaaSサービスの提供

　本システムで地域分散された複数のデータセンタを管理

することにより、地域分散型のIaaSサービスを提供するこ

とができる。利用者は、自身のユーザシステムの配備先地

域を選択することができる。

　また、同一のユーザシステムを複数の異なる地域に配備

し、動的に発生するデータを同期する仕組みを別途用意し

ておくことは、大規模災害等によって一部地域のデータセン

タに深刻な障害が発生した場合も、別地域に配備したユー

ザシステムによってシステムの早期復旧につなげることが可

能となり、ディザスタリカバリの観点からも有用である。

(２)ASPの迅速なサービス提供と運用コスト削減

　ASPでは、顧客ごとにサービス実行環境を用意してサービス

提供を行う。本システムを用いたサービス提供環境では、各顧

客に提供するサービス実行環境を前述の「ユーザシステムのテ
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IaaS構築用クラウドOSの開発と活用

1. はじめに

3.  導入事例

概要
　クラウドコンピューティングサービスの一形態であるIaaS（Infrastructure as a Service）は、インターネット経由で

利用するパブリッククラウドだけでなく、企業が自社内に構築するプライベートクラウドへもニーズが広がっている。

　こうした背景をふまえ、当社ではIaaS構築用クラウドOS（IaaS基盤の構築・運用ソフトウェア）の開発を行って

いる。本システムにより、セルフサービス機能を提供するIaaS基盤を簡単に構築・運用することができる。利用者は、

セルフサービス機能を用いて、オンデマンドにITインフラを利用することができる。また、そのほかの特徴として複数

データセンタの一括管理機能、ASP（Application Service Provider）等向けの複数サーバで構成するシステムの

テンプレート化機能、および企業のプライベートクラウド導入支援機能等を提供する。

　本稿では、本システムについて導入事例を含めて説明する。

　クラウドコンピューティングサービスの一分野であるIaaS

は、Amazon EC２をはじめとして普及が始まり、近年では国内

外を問わず多くの事業者からサービス提供され始めている。

　IaaSの利用者にとって、サーバやネットワークなどのITイン

フラは、従来の「所持」するものから「利用」するものへと変

わり、これによって以下のメリットを得ることができる。

●利用した分だけ課金される

● ITインフラをハードウェア資産として持たなくてよい

●必要リソースの増加に伴ってスケールアップ、スケールアウ

　トができる

●購入、構築のリードタイムなしですぐに使い始められる

　また、IaaSでよく提供される特徴的な機能の一つとしてセ

ルフサービス機能がある。セルフサービス機能では、例えば利

用者が利用者向けサービスのWebポータルサイトから必要な

サーバのOS、CPU数、メモリサイズ、ディスクサイズ等のス

ペックを入力するだけで数分後にサーバが仮想マシンとして作

成・起動され、ネットワーク経由で利用を開始できる。そのた

め、利用者はそのオンデマンド性を活用してより柔軟なITイン

フラの利用が可能となる。

　こうした特徴を持つIaaSは、インターネット経由で提供され

るパブリッククラウドだけでなく、昨今では企業が自社内に社

内向けサービス環境を構築するプライベートクラウドへの注目

も高まっており、今後の市場拡大が予測されている（図1）。プ

ライベートクラウドでは、企業が自社内にハードウェア資産を

持つ必要があるものの、パブリッククラウドでは不安視される

ことの多いセキュリティを自身でコントロールしながら、その

ほかのメリットを享受することができる。

2. IaaS構築用クラウドOS
2.1  概要
　本システムは、セルフサービス機能を提供するIaaS環境を構

築・運用するためのものである。本稿では、こうしたシステム

をIaaS構築用クラウドOSと呼ぶ。IaaS構築用クラウドOS

は、以下の機能を提供する。

●利用者への各種サービス利用に関する手続きを行うため

　のインタフェースの提供（仮想マシンの利用申請など）

●利用者へのサービス提供のための自動コンフィグレーション

（仮想マシンの作成、仮想マシンのネットワーク設定、ファ

　イアウォールの設定、ロードバランサの設定、など）

●上記機能を提供するための各種リソースおよび提供サービ

　スに関する構成情報の管理

　本システムは、利用者にセルフサービス機能を提供し、利用

者からのリクエストに応じてオンデマンドで仮想マシンやロー

ドバランサなどのネットワーク経由で利用可能なITインフラ

を提供する。この実現のため、本システムはIaaS基盤を構築す

金山　健一　　　　飯田　正樹　　　　中村　秀一

図１  国内プライベートクラウド市場 配備モデル別 支出額予測
2010年～2015年 [1]

　以上により、パブリック、プライベートを含めてそれぞれの利

用環境や要件に応じたIaaSへのニーズの高まりが予想され

る。こうした背景をふまえ、当社ではセルフサービス機能を備

えたIaaS基盤を簡単に構築・運用するためのIaaS構築用クラ

ウドOSの開発を行っている。次章より、本システムの特徴つい

て導入事例も含めて説明する。

図２  本システムの概要イメージ

　セルフサービス機能では、利用者は本システムにおいて発行

されたIDを用いてWebポータルサイトへログインし、サービス

メニューからたとえば仮想マシンなど、利用したい ITインフラ

を選択して必要事項を入力、リクエスト送信することで、ITイ

ンフラの利用を開始できる。本システムのサービスメニューを

表１に示す。

2.2  システム構成と動作イメージ
(１)システム構成

　本システムは、複数のデータセンタと、それらを管理する

管理サイトで構成される。

　各データセンタには、仮想化サーバ、ストレージ、L2ス

イッチ（ネットワーク）といった ITリソースを配置し、仮想化

環境を構築する。これらのITリソースはハードウェアとして

市販製品を利用する。仮想化サーバは、市販のサーバに仮想

化ソフトウェアを導入したものを利用する。この仮想化環境

にIaaS構築用クラウドOSを導入するために、各データセン

タに「Clusterサーバ」を配置し、ITリソースの管理・制御を

行わせる（ここでは、複数の仮想化サーバ、ストレージなどを

統合的に管理するサーバという意味で「Clusterサーバ」と呼

んでいる）。現在、Clusterサーバは制御可能な仮想化サーバ

上の仮想化ソフトウェアとして、VMware ESX（VMware 

vCenter経由で制御）とKVMをサポートしている。

　また、管理サイトには、複数のClusterサーバを一元的に

管理する「Managerサーバ」を配置する(図３、表２)。

(２)システムの動作イメージ

　本システムの動作イメージについて、仮想マシンを作成す

る処理を例にして示す。

①システム利用者は、Managerサーバが提供するポータル

　サイトの機能を介し、CPUコア数、メモリサイズ、ディス

　クサイズ等の構成情報を入力、仮想マシンの作成をリクエ

　ストする。

②利用者からリクエストを受けたManagerサーバは、利用

　者が選択したデータセンタに配置されているCluster

　サーバにリクエストを中継する。この処理に伴い

　Managerサーバで管理しているサービス利用状況など

　の情報を更新する。

③ClusterサーバはManagerサーバから中継されたリクエス

　トに基づき、各種設定・機器制御を自動で実行し、仮想

　マシンを構築する。実施する内容については図４を参照

　のこと。この処理に伴いClusterサーバ側で管理してい

　る各種構成情報の更新を行う。

図４  仮想マシン作成時の本システム動作イメージ

2.3  特徴
　本システムでは、IaaSの構築と運用管理の効率化、利便性の向

上を目的として、以下の四つの特徴的な機能や仕組みを備える。

(1)ユーザシステムのテンプレート化機能

　本システムでは、複数の仮想マシンやネットワーク、仮想

ファイアウォール／ロードバランサなどから構成される一連

のシステムを“ユーザシステム”と呼んでいる。ユーザシステム

の作成は、各構成要素の作成と協調動作のための設定追加に

より行われる。

　ユーザシステムのテンプレート化機能とは、このユーザシ

ステムというまとまった一つの単位でシステムの構成情報

を保管しておくことができる機能である。ユーザシステムの

テンプレートから新たなユーザシステムを構成情報に基づ

いて展開できるため、同じ構成のユーザシステムを複数作成

する場合の作業コストを削減することができる。例えば、

ASP事業において顧客ごとに同様の提供システムを展開す

る場合や、企業内の開発プロジェクトにおいて開発環境やテ

スト環境を複数用意する場合などに有用である（図５）。

(２)仮想マシンのOS自動設定機能

　仮想マシンのOS自動設定機能とは、本システムによって

図５  ユーザシステムとユーザシステムのテンプレート

　OS自動設定を行うための設定ファイルや実行コマンド

等の自動設定情報は、仮想マシンの作成時に併せて作成さ

れ、仮想マシンごとに管理される。自動設定情報には、仮想

マシンに割り当てられるIPアドレスやホスト名を必要に応

じて動的に埋め込むことができるため、仮想マシンごとに

きめ細やかな設定を行うことが可能である。本機能は、仮

想マシンを作成する基となる仮想マシンイメージに対して、

本機能が提供するOS自動設定ツールを予めインストール

しておくことで利用可能となる（図６）。

図６  仮想マシンのOS自動設定機能動作イメージ

(３)複数拠点のデータセンタへの対応

　本システムは、前節にて説明したとおり、複数拠点のデー

タセンタを一元的に管理することができる。

　複数のデータセンタを管理サイトから一元的に管理する

ことで、各データセンタの運用品質の均一化やデータセン

タごとに配置されていた運用者の集約を図ることができ

る。これにより、ランニングコストの削減が期待できる。

　また、利用者は本システム上で作成した仮想マシンの

データイメージを「仮想マシンイメージ」として、複数の

データセンタ上に作成することができる。予め各データセ

ンタに必要な仮想マシンイメージ構成を作成しておけば、

前述したユーザシステムのテンプレートや仮想マシンのOS

自動設定機能を利用して、複数のデータセンタに対して同

じ内容のユーザシステムを容易に展開することができる。

(４)仮想化環境との情報同期機能

　本システムのようなIaaS構築用クラウドOSによるIaaS

の構築は、新規に仮想化環境を用意して行うのが一般的で

ある。既存の仮想化環境へ途中でクラウドOSを導入する

と、稼働中の仮想マシン情報など、クラウドOS側が持つ管

理情報と仮想化環境上の実体にずれが生じて運用に支障

をきたすなどの問題が発生する。また、こうしたクラウドOS

の管理情報と実環境における実体とのずれは、クラウドOS

導入後に何らかの理由で仮想化環境を直接操作して変更を

加えた場合にも発生する。

　本システムでは、こうした問題を解決するための手段とし

て仮想化環境の各種構成情報を取得して本システムに同期

図７  仮想化環境との情報同期機能動作イメージ

表４  仮想化環境構成情報の同期情報一覧

ンプレート化機能」によってテンプレート化することができる。

　テンプレート化されたサービス実行環境は、Web上の簡

単操作で短時間にクローンを展開することが可能となる。

そのため、新規顧客に対する迅速なサービス提供開始を実

現するとともに顧客ごとに発生していた初期構築コストを

削減することができる。

(３)企業のプライベートクラウドの構築

　本システムで企業内にプライベートクラウド環境を構築

することにより、社内の利用者にオンデマンドでサーバを

提供することができる。また、既存の仮想化環境がある場

合でも、前述の情報同期機能により、既存環境を活かした

導入が可能である。利用者からの利用申請はWeb経由で

行われ、その後の各種サーバ構築作業は自動化されるた

め、提供側の運用コストを大きく削減することができる。

4. おわりに
　本稿では、当社で開発を行っているIaaS構築用クラウドOS

について社内の導入事例も含めて紹介した。

　本システムが実現するセルフサービス機能を備えたIaaS

は、オンデマンドでのITリソースの利用という利用者側のメ

リットだけでなく、運用自動化によるコスト削減、属人化され

た運用業務の削減、およびそれに伴う運用品質の均一化と

いったサービス提供側のメリットも提供するものである。

　また、本システムを市場の同様のものと比較した際の特徴と

して、仮想マシンのOS自動設定機能やユーザシステムのテン

プレート化機能といった利用者のシステム構築の作業負荷を

軽減する機能を提供する。また、仮想化環境との同期機能は、

既存環境に本システムを導入する際に特に有用である。

　今後は、本システムの特徴的な機能をより深化させるととも

に、複数拠点のデータセンタ対応にディザスタリカバリ機能を

追加するなど、ITインフラを提供するための基盤としての特徴

をより打ち出していく予定である。また、社内での導入事例の

ノウハウを活かし、お客様企業へのプライベートクラウドの導

入支援に展開していきたいと考えている。
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　本項では、本システムを当社社内システムである共通開発基

盤ezPlatform(以下、ezPlatform)へ導入した事例を紹介す

る。本導入は、ezPlatformの運用自動化を推進し、運用者の

運用負荷を削減することを目的として実施した。

　ezPlatformとは、SI業務の生産性向上を目的として、仮想

化技術を利用した「早く」「お手軽に」「柔軟な」開発環境を提

供する施策である。現在は新規プロジェクトを中心に利用が

進み、機器調達コストの削減や調達期間の短縮などに効果を

あげている。詳細については、本誌特集論文の「ezPlatform

によるソフトウェア生産環境の革新」を参照されたい。

　本システムを導入する際、既にezPlatform上では約１２０台

の仮想マシンが稼働していた。導入作業は、これらの仮想マシン

やezPlatform自体を停止させることなく、また環境の大幅な

構成変更を行うことなく実施することが求められた。このよう

な要求に対しては、本システムの仮想化環境との情報同期機

能を利用して運用中のezPlatformの構成情報を取得し、自動

的に本システムの構成情報を設定させることで容易に対応す

ることができた。

　本システム導入前のezPlatformでは、運用者が利用者から

申請された仮想マシン構成ファイルの内容を確認し、リソース

の空き状況等を管理しているDBシステムの情報を参照しなが

ら、仮想マシンの作成を手動にて行っていた。本システム導入

後は、この仮想マシンの作成処理に関して、本システムによる

各種処理の自動化を行い、利用者から申請された仮想マシン

構成ファイルをそのまま読み込んで仮想マシンの作成を自動

で行えるようになった（図８）。

図８  本システムの ezPlatform への導入前と導入後

　本システムの定量的な導入効果としては、利用者から仮想マ

シンの作成依頼を受けてから提供が完了するまでの作業コス

トを、導入前後の作業時間を実際に計測して比較したところ、

導入当初の段階で約２３%の削減が確認できた。特に、仮想マ

シンの作成、各種設定作業、および最終確認とリリースに係る

作業コストの削減効果が顕著に表れた。（図９）また、定性的

な導入効果として、ezPlatform運用者より「本システムを用い

ることで、担当に依存した作業からの脱却を実現できた」との

意見が得られた。これは、本システムによる各種処理の自動化

およびGUIの簡易な操作体系から、ezPlatformを運用する上で

の属人的な要素を排除することができたためと考えられる。

　本システムの導入後、自動化対応していない ezPlatform 運

用作業に関しては従来通り手動で実施し、その後の機能追加

によって徐々に本システムによる自動実施に切り替えていく

方針とした。導入後の機能追加および ezPlatform のサービス

変更に伴う機能改修に関しては、アジャイル開発を取り入れ、

一週間単位のアップデートリリースを行うことで迅速に対応

することができた。現在では数回のアップデートを経ており、

作業コスト削減効果は導入当初の２３%から３８%に増加した

（図９）。

　本導入の特徴と効果を以下にまとめる。

　● 情報同期機能による運用中の仮想化環境へのスムーズな

　  導入

　● 運用手順の自動化による作業コストの削減と属人化され

　  た作業の排除

　● 定期的な機能アップデートによる継続的な作業コスト削減

　  率の向上

表1  サービスメニュー

るデータセンタ上の仮想化サーバ、ストレージ、ネットワークと

いった各種リソースの構成情報を常に管理している。利用者か

らのリクエスト受信時には、その内容と前述の構成情報に基づ

いて利用者に提供するための最適なリソース選択、および選択

したリソース上での仮想マシンの作成といった自動制御を行う

（図２）。
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IT 資産は事業者が所有し、コミュニティに属する
複数の企業や企業グループに対してサービスを提供
する。業界特化型クラウドや共同センター型クラウ
ドとして提供することが多い

IT資産は事業者が所有し、個別企業や企業グルー
プ内で占有使用する 

IT 資産はユーザー企業が所有し、占有利用する

出典： IDC Japanプレスリリース「国内プライベートクラウド市場予測を発表」
（ 2012年 9月27日） 
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サービスメニュー 概要

仮想マシン

仮想マシンイメージ

ロードバランサ

ユーザシステム

ユーザシステムの
テンプレート管理

・指定スペック（OS、CPUコア数、メモリサイズ、ディス   
　クサイズ等）の仮想マシンを提供する。
・IPアドレスの自動設定、仮想ファイアウォールによる通
　信制御機能も併せて提供する。

・作成した仮想マシンのデータを本システム上で複製利
　用可能なデータイメージとして保存する。

・作成した仮想マシンへのロードバランシング機能を提
　供する。
・転送プロトコルとして、HTTP/TCPに対応する。

・仮想マシン、ロードバランサ等を組み合わせて構築し
　たユーザシステムを一塊で管理する機能を提供する。
・各ユーザシステムには、プライベートネットワーク、ユー
　ザシステム単位の仮想マシンの起動、停止機能等が　
　提供される。

・一度作成したユーザシステムをテンプレート化する機
　能を提供する。（詳細は、2.3節に記載する）
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サイト　     機器　                          概要                              補足
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仮想化サーバ

ストレージ
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各データセンタの情報を統括的に管理する
サーバ。Cluster サーバに要求を中継する。

各データセンタ専用の管理サーバ。データセンタ
についての詳細な構成情報を管理する。Manager
サーバからの要求に基づいて処理を実施。
仮想マシンの起動先。仮想化ソフトウェアとし
ては、VMware ESX（VMware vCenter 経由
で管理）、KVMに対応。

仮想マシンイメージ、仮想マシンデータなど
を格納する、NFS、iSCSIでの接続に対応。

仮想マシンの通信を中継する。１ポートあたり
1Gbps 以上のスペックを推奨。また、Tagged 
Vlan 機能が必要。

本システムの
提供部分

ハードウェア
は、要件を満
たす市販製
品で構成

Manager
サーバ

Cluster
サーバ

表２  本システムを構成する各機器について

図３  システム構成
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サポート対象のOS　               自動設定可能な内容

表３  OS別の自動設定可能な内容一覧

・ Microsoft Windows Server 2003 [32/64bit]
・ Microsoft Windows Server 2003 R2 [32/64bit]
・ Microsoft Windows Server 2008 [32/64bit]
・ Microsoft Windows Server 2008 R2 [64bit]

・ コンピュータ名の設定
・ 管理ユーザパスワードの設定
・ OSライセンスのアクティベーション
・ 任意のコマンド実行

・ Red Hat Enterprise Linux 5 [32/64bit]
・ Red Hat Enterprise Linux 6 [32/64bit]

・ CentOS 5 [32/64bit]
・ CentOS 6 [32/64bit]

・ 管理ユーザパスワードの設定
・ サブスクリプションの有効化
・ 任意のコマンド実行

・ 管理ユーザパスワードの設定
・ 任意のコマンド実行

作成された仮想マシンに対して、仮想マシンの初回起動時に

OSの各種設定を自動で行うことができる機能である（表３）。
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・ HTTP （TCP/80）
・ ロードバランシング
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図９  本システムの導入による作業コストの削減効果

・仮想マシンのバックアップ設定
・操作権限の設定など

・IPアドレス・コンピュータ名の設定
・OSライセンスのアクティベーションなど

・起動先仮想化サーバ・ストレージの選択
・各種リソースのプロビジョニングなど

・作成する仮想マシンについてのコンサル
　ティング
・利用料金の算出・見積もりの提示など

■仮想マシンの作成

■仮想マシンの各種設定作業

■サードパーティソフトウェアの
　セットアップ

■各種運用作業

■仮想マシンの最終確認とリリース

■仮想マシン構成ファイルの作成100％
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させる機能を持つ。各種構成情報の同期により、仮想化環

境の各種リソースの状況監視や、仮想マシンの設定・操作と

いった管理を本システムから実施することが可能となる。

このため、既に運用中の仮想化環境への導入も容易に行う

ことができる(図７、表４)。また、導入後に何らかの理由で本

システムを経由せず直接的に仮想化環境へ変更が加えら

れた場合でも、本システムの構成管理情報を実体と同期さ

せることができる。
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2.4  適用シーン
　本システムの特徴的機能を活用した適用シーンをいくつか

紹介する。

(１)地域分散型のIaaSサービスの提供

　本システムで地域分散された複数のデータセンタを管理

することにより、地域分散型のIaaSサービスを提供するこ

とができる。利用者は、自身のユーザシステムの配備先地

域を選択することができる。

　また、同一のユーザシステムを複数の異なる地域に配備

し、動的に発生するデータを同期する仕組みを別途用意し

ておくことは、大規模災害等によって一部地域のデータセン

タに深刻な障害が発生した場合も、別地域に配備したユー

ザシステムによってシステムの早期復旧につなげることが可

能となり、ディザスタリカバリの観点からも有用である。

(２)ASPの迅速なサービス提供と運用コスト削減

　ASPでは、顧客ごとにサービス実行環境を用意してサービス

提供を行う。本システムを用いたサービス提供環境では、各顧

客に提供するサービス実行環境を前述の「ユーザシステムのテ
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IaaS構築用クラウドOSの開発と活用

1. はじめに

3.  導入事例

概要
　クラウドコンピューティングサービスの一形態であるIaaS（Infrastructure as a Service）は、インターネット経由で

利用するパブリッククラウドだけでなく、企業が自社内に構築するプライベートクラウドへもニーズが広がっている。

　こうした背景をふまえ、当社ではIaaS構築用クラウドOS（IaaS基盤の構築・運用ソフトウェア）の開発を行って

いる。本システムにより、セルフサービス機能を提供するIaaS基盤を簡単に構築・運用することができる。利用者は、

セルフサービス機能を用いて、オンデマンドにITインフラを利用することができる。また、そのほかの特徴として複数

データセンタの一括管理機能、ASP（Application Service Provider）等向けの複数サーバで構成するシステムの

テンプレート化機能、および企業のプライベートクラウド導入支援機能等を提供する。

　本稿では、本システムについて導入事例を含めて説明する。

　クラウドコンピューティングサービスの一分野であるIaaS

は、Amazon EC２をはじめとして普及が始まり、近年では国内

外を問わず多くの事業者からサービス提供され始めている。

　IaaSの利用者にとって、サーバやネットワークなどのITイン

フラは、従来の「所持」するものから「利用」するものへと変

わり、これによって以下のメリットを得ることができる。

●利用した分だけ課金される

● ITインフラをハードウェア資産として持たなくてよい

●必要リソースの増加に伴ってスケールアップ、スケールアウ

　トができる

●購入、構築のリードタイムなしですぐに使い始められる

　また、IaaSでよく提供される特徴的な機能の一つとしてセ

ルフサービス機能がある。セルフサービス機能では、例えば利

用者が利用者向けサービスのWebポータルサイトから必要な

サーバのOS、CPU数、メモリサイズ、ディスクサイズ等のス

ペックを入力するだけで数分後にサーバが仮想マシンとして作

成・起動され、ネットワーク経由で利用を開始できる。そのた

め、利用者はそのオンデマンド性を活用してより柔軟なITイン

フラの利用が可能となる。

　こうした特徴を持つIaaSは、インターネット経由で提供され

るパブリッククラウドだけでなく、昨今では企業が自社内に社

内向けサービス環境を構築するプライベートクラウドへの注目

も高まっており、今後の市場拡大が予測されている（図1）。プ

ライベートクラウドでは、企業が自社内にハードウェア資産を

持つ必要があるものの、パブリッククラウドでは不安視される

ことの多いセキュリティを自身でコントロールしながら、その

ほかのメリットを享受することができる。

2. IaaS構築用クラウドOS
2.1  概要
　本システムは、セルフサービス機能を提供するIaaS環境を構

築・運用するためのものである。本稿では、こうしたシステム

をIaaS構築用クラウドOSと呼ぶ。IaaS構築用クラウドOS

は、以下の機能を提供する。

●利用者への各種サービス利用に関する手続きを行うため

　のインタフェースの提供（仮想マシンの利用申請など）

●利用者へのサービス提供のための自動コンフィグレーション

（仮想マシンの作成、仮想マシンのネットワーク設定、ファ

　イアウォールの設定、ロードバランサの設定、など）

●上記機能を提供するための各種リソースおよび提供サービ

　スに関する構成情報の管理

　本システムは、利用者にセルフサービス機能を提供し、利用

者からのリクエストに応じてオンデマンドで仮想マシンやロー

ドバランサなどのネットワーク経由で利用可能なITインフラ

を提供する。この実現のため、本システムはIaaS基盤を構築す

金山　健一　　　　飯田　正樹　　　　中村　秀一

図１  国内プライベートクラウド市場 配備モデル別 支出額予測
2010年～2015年 [1]

　以上により、パブリック、プライベートを含めてそれぞれの利

用環境や要件に応じたIaaSへのニーズの高まりが予想され

る。こうした背景をふまえ、当社ではセルフサービス機能を備

えたIaaS基盤を簡単に構築・運用するためのIaaS構築用クラ

ウドOSの開発を行っている。次章より、本システムの特徴つい

て導入事例も含めて説明する。

図２  本システムの概要イメージ

　セルフサービス機能では、利用者は本システムにおいて発行

されたIDを用いてWebポータルサイトへログインし、サービス

メニューからたとえば仮想マシンなど、利用したい ITインフラ

を選択して必要事項を入力、リクエスト送信することで、ITイ

ンフラの利用を開始できる。本システムのサービスメニューを

表１に示す。

2.2  システム構成と動作イメージ
(１)システム構成

　本システムは、複数のデータセンタと、それらを管理する

管理サイトで構成される。

　各データセンタには、仮想化サーバ、ストレージ、L2ス

イッチ（ネットワーク）といった ITリソースを配置し、仮想化

環境を構築する。これらのITリソースはハードウェアとして

市販製品を利用する。仮想化サーバは、市販のサーバに仮想

化ソフトウェアを導入したものを利用する。この仮想化環境

にIaaS構築用クラウドOSを導入するために、各データセン

タに「Clusterサーバ」を配置し、ITリソースの管理・制御を

行わせる（ここでは、複数の仮想化サーバ、ストレージなどを

統合的に管理するサーバという意味で「Clusterサーバ」と呼

んでいる）。現在、Clusterサーバは制御可能な仮想化サーバ

上の仮想化ソフトウェアとして、VMware ESX（VMware 

vCenter経由で制御）とKVMをサポートしている。

　また、管理サイトには、複数のClusterサーバを一元的に

管理する「Managerサーバ」を配置する(図３、表２)。

(２)システムの動作イメージ

　本システムの動作イメージについて、仮想マシンを作成す

る処理を例にして示す。

①システム利用者は、Managerサーバが提供するポータル

　サイトの機能を介し、CPUコア数、メモリサイズ、ディス

　クサイズ等の構成情報を入力、仮想マシンの作成をリクエ

　ストする。

②利用者からリクエストを受けたManagerサーバは、利用

　者が選択したデータセンタに配置されているCluster

　サーバにリクエストを中継する。この処理に伴い

　Managerサーバで管理しているサービス利用状況など

　の情報を更新する。

③ClusterサーバはManagerサーバから中継されたリクエス

　トに基づき、各種設定・機器制御を自動で実行し、仮想

　マシンを構築する。実施する内容については図４を参照

　のこと。この処理に伴いClusterサーバ側で管理してい

　る各種構成情報の更新を行う。

図４  仮想マシン作成時の本システム動作イメージ

2.3  特徴
　本システムでは、IaaSの構築と運用管理の効率化、利便性の向

上を目的として、以下の四つの特徴的な機能や仕組みを備える。

(1)ユーザシステムのテンプレート化機能

　本システムでは、複数の仮想マシンやネットワーク、仮想

ファイアウォール／ロードバランサなどから構成される一連

のシステムを“ユーザシステム”と呼んでいる。ユーザシステム

の作成は、各構成要素の作成と協調動作のための設定追加に

より行われる。

　ユーザシステムのテンプレート化機能とは、このユーザシ

ステムというまとまった一つの単位でシステムの構成情報

を保管しておくことができる機能である。ユーザシステムの

テンプレートから新たなユーザシステムを構成情報に基づ

いて展開できるため、同じ構成のユーザシステムを複数作成

する場合の作業コストを削減することができる。例えば、

ASP事業において顧客ごとに同様の提供システムを展開す

る場合や、企業内の開発プロジェクトにおいて開発環境やテ

スト環境を複数用意する場合などに有用である（図５）。

(２)仮想マシンのOS自動設定機能

　仮想マシンのOS自動設定機能とは、本システムによって

図５  ユーザシステムとユーザシステムのテンプレート

　OS自動設定を行うための設定ファイルや実行コマンド

等の自動設定情報は、仮想マシンの作成時に併せて作成さ

れ、仮想マシンごとに管理される。自動設定情報には、仮想

マシンに割り当てられるIPアドレスやホスト名を必要に応

じて動的に埋め込むことができるため、仮想マシンごとに

きめ細やかな設定を行うことが可能である。本機能は、仮

想マシンを作成する基となる仮想マシンイメージに対して、

本機能が提供するOS自動設定ツールを予めインストール

しておくことで利用可能となる（図６）。

図６  仮想マシンのOS自動設定機能動作イメージ

(３)複数拠点のデータセンタへの対応

　本システムは、前節にて説明したとおり、複数拠点のデー

タセンタを一元的に管理することができる。

　複数のデータセンタを管理サイトから一元的に管理する

ことで、各データセンタの運用品質の均一化やデータセン

タごとに配置されていた運用者の集約を図ることができ

る。これにより、ランニングコストの削減が期待できる。

　また、利用者は本システム上で作成した仮想マシンの

データイメージを「仮想マシンイメージ」として、複数の

データセンタ上に作成することができる。予め各データセ

ンタに必要な仮想マシンイメージ構成を作成しておけば、

前述したユーザシステムのテンプレートや仮想マシンのOS

自動設定機能を利用して、複数のデータセンタに対して同

じ内容のユーザシステムを容易に展開することができる。

(４)仮想化環境との情報同期機能

　本システムのようなIaaS構築用クラウドOSによるIaaS

の構築は、新規に仮想化環境を用意して行うのが一般的で

ある。既存の仮想化環境へ途中でクラウドOSを導入する

と、稼働中の仮想マシン情報など、クラウドOS側が持つ管

理情報と仮想化環境上の実体にずれが生じて運用に支障

をきたすなどの問題が発生する。また、こうしたクラウドOS

の管理情報と実環境における実体とのずれは、クラウドOS

導入後に何らかの理由で仮想化環境を直接操作して変更を

加えた場合にも発生する。

　本システムでは、こうした問題を解決するための手段とし

て仮想化環境の各種構成情報を取得して本システムに同期

図７  仮想化環境との情報同期機能動作イメージ

表４  仮想化環境構成情報の同期情報一覧

ンプレート化機能」によってテンプレート化することができる。

　テンプレート化されたサービス実行環境は、Web上の簡

単操作で短時間にクローンを展開することが可能となる。

そのため、新規顧客に対する迅速なサービス提供開始を実

現するとともに顧客ごとに発生していた初期構築コストを

削減することができる。

(３)企業のプライベートクラウドの構築

　本システムで企業内にプライベートクラウド環境を構築

することにより、社内の利用者にオンデマンドでサーバを

提供することができる。また、既存の仮想化環境がある場

合でも、前述の情報同期機能により、既存環境を活かした

導入が可能である。利用者からの利用申請はWeb経由で

行われ、その後の各種サーバ構築作業は自動化されるた

め、提供側の運用コストを大きく削減することができる。

4. おわりに
　本稿では、当社で開発を行っているIaaS構築用クラウドOS

について社内の導入事例も含めて紹介した。

　本システムが実現するセルフサービス機能を備えたIaaS

は、オンデマンドでのITリソースの利用という利用者側のメ

リットだけでなく、運用自動化によるコスト削減、属人化され

た運用業務の削減、およびそれに伴う運用品質の均一化と

いったサービス提供側のメリットも提供するものである。

　また、本システムを市場の同様のものと比較した際の特徴と

して、仮想マシンのOS自動設定機能やユーザシステムのテン

プレート化機能といった利用者のシステム構築の作業負荷を

軽減する機能を提供する。また、仮想化環境との同期機能は、

既存環境に本システムを導入する際に特に有用である。

　今後は、本システムの特徴的な機能をより深化させるととも

に、複数拠点のデータセンタ対応にディザスタリカバリ機能を

追加するなど、ITインフラを提供するための基盤としての特徴

をより打ち出していく予定である。また、社内での導入事例の

ノウハウを活かし、お客様企業へのプライベートクラウドの導

入支援に展開していきたいと考えている。
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　本項では、本システムを当社社内システムである共通開発基

盤ezPlatform(以下、ezPlatform)へ導入した事例を紹介す

る。本導入は、ezPlatformの運用自動化を推進し、運用者の

運用負荷を削減することを目的として実施した。

　ezPlatformとは、SI業務の生産性向上を目的として、仮想

化技術を利用した「早く」「お手軽に」「柔軟な」開発環境を提

供する施策である。現在は新規プロジェクトを中心に利用が

進み、機器調達コストの削減や調達期間の短縮などに効果を

あげている。詳細については、本誌特集論文の「ezPlatform

によるソフトウェア生産環境の革新」を参照されたい。

　本システムを導入する際、既にezPlatform上では約１２０台

の仮想マシンが稼働していた。導入作業は、これらの仮想マシン

やezPlatform自体を停止させることなく、また環境の大幅な

構成変更を行うことなく実施することが求められた。このよう

な要求に対しては、本システムの仮想化環境との情報同期機

能を利用して運用中のezPlatformの構成情報を取得し、自動

的に本システムの構成情報を設定させることで容易に対応す

ることができた。

　本システム導入前のezPlatformでは、運用者が利用者から

申請された仮想マシン構成ファイルの内容を確認し、リソース

の空き状況等を管理しているDBシステムの情報を参照しなが

ら、仮想マシンの作成を手動にて行っていた。本システム導入

後は、この仮想マシンの作成処理に関して、本システムによる

各種処理の自動化を行い、利用者から申請された仮想マシン

構成ファイルをそのまま読み込んで仮想マシンの作成を自動

で行えるようになった（図８）。

図８  本システムの ezPlatform への導入前と導入後

　本システムの定量的な導入効果としては、利用者から仮想マ

シンの作成依頼を受けてから提供が完了するまでの作業コス

トを、導入前後の作業時間を実際に計測して比較したところ、

導入当初の段階で約２３%の削減が確認できた。特に、仮想マ

シンの作成、各種設定作業、および最終確認とリリースに係る

作業コストの削減効果が顕著に表れた。（図９）また、定性的

な導入効果として、ezPlatform運用者より「本システムを用い

ることで、担当に依存した作業からの脱却を実現できた」との

意見が得られた。これは、本システムによる各種処理の自動化

およびGUIの簡易な操作体系から、ezPlatformを運用する上で

の属人的な要素を排除することができたためと考えられる。

　本システムの導入後、自動化対応していない ezPlatform 運

用作業に関しては従来通り手動で実施し、その後の機能追加

によって徐々に本システムによる自動実施に切り替えていく

方針とした。導入後の機能追加および ezPlatform のサービス

変更に伴う機能改修に関しては、アジャイル開発を取り入れ、

一週間単位のアップデートリリースを行うことで迅速に対応

することができた。現在では数回のアップデートを経ており、

作業コスト削減効果は導入当初の２３%から３８%に増加した

（図９）。

　本導入の特徴と効果を以下にまとめる。

　● 情報同期機能による運用中の仮想化環境へのスムーズな

　  導入

　● 運用手順の自動化による作業コストの削減と属人化され

　  た作業の排除

　● 定期的な機能アップデートによる継続的な作業コスト削減

　  率の向上

表1  サービスメニュー

るデータセンタ上の仮想化サーバ、ストレージ、ネットワークと

いった各種リソースの構成情報を常に管理している。利用者か

らのリクエスト受信時には、その内容と前述の構成情報に基づ

いて利用者に提供するための最適なリソース選択、および選択

したリソース上での仮想マシンの作成といった自動制御を行う

（図２）。
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IT 資産は事業者が所有し、コミュニティに属する
複数の企業や企業グループに対してサービスを提供
する。業界特化型クラウドや共同センター型クラウ
ドとして提供することが多い

IT資産は事業者が所有し、個別企業や企業グルー
プ内で占有使用する 

IT 資産はユーザー企業が所有し、占有利用する

出典： IDC Japanプレスリリース「国内プライベートクラウド市場予測を発表」
（ 2012年 9月27日） 
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クラウドサービス

ホステッド
プライベートクラウドサービス

オンプレミス
プライベートクラウド

サービスメニュー 概要

仮想マシン

仮想マシンイメージ

ロードバランサ

ユーザシステム

ユーザシステムの
テンプレート管理

・指定スペック（OS、CPUコア数、メモリサイズ、ディス   
　クサイズ等）の仮想マシンを提供する。
・IPアドレスの自動設定、仮想ファイアウォールによる通
　信制御機能も併せて提供する。

・作成した仮想マシンのデータを本システム上で複製利
　用可能なデータイメージとして保存する。

・作成した仮想マシンへのロードバランシング機能を提
　供する。
・転送プロトコルとして、HTTP/TCPに対応する。

・仮想マシン、ロードバランサ等を組み合わせて構築し
　たユーザシステムを一塊で管理する機能を提供する。
・各ユーザシステムには、プライベートネットワーク、ユー
　ザシステム単位の仮想マシンの起動、停止機能等が　
　提供される。

・一度作成したユーザシステムをテンプレート化する機
　能を提供する。（詳細は、2.3節に記載する）

本システムの
Webポータルサイト画面

利用者

リクエスト

本システム

管理
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＜各種リソース＞
●仮想化サーバ
●ストレージ
●ネットワーク

サービス提供側

自動制御

各種リソースの
構成情報

データセンタ

仮想化サーバ

ストレージ

ネットワーク

ネットワークスイッチ

WebWeb

サイト　     機器　                          概要                              補足

管理
サイト

データ
センタ

仮想化サーバ

ストレージ

L2スイッチ

各データセンタの情報を統括的に管理する
サーバ。Cluster サーバに要求を中継する。

各データセンタ専用の管理サーバ。データセンタ
についての詳細な構成情報を管理する。Manager
サーバからの要求に基づいて処理を実施。
仮想マシンの起動先。仮想化ソフトウェアとし
ては、VMware ESX（VMware vCenter 経由
で管理）、KVMに対応。

仮想マシンイメージ、仮想マシンデータなど
を格納する、NFS、iSCSIでの接続に対応。

仮想マシンの通信を中継する。１ポートあたり
1Gbps 以上のスペックを推奨。また、Tagged 
Vlan 機能が必要。

本システムの
提供部分

ハードウェア
は、要件を満
たす市販製
品で構成

Manager
サーバ

Cluster
サーバ

表２  本システムを構成する各機器について

図３  システム構成
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サポート対象のOS　               自動設定可能な内容

表３  OS別の自動設定可能な内容一覧

・ Microsoft Windows Server 2003 [32/64bit]
・ Microsoft Windows Server 2003 R2 [32/64bit]
・ Microsoft Windows Server 2008 [32/64bit]
・ Microsoft Windows Server 2008 R2 [64bit]

・ コンピュータ名の設定
・ 管理ユーザパスワードの設定
・ OSライセンスのアクティベーション
・ 任意のコマンド実行

・ Red Hat Enterprise Linux 5 [32/64bit]
・ Red Hat Enterprise Linux 6 [32/64bit]

・ CentOS 5 [32/64bit]
・ CentOS 6 [32/64bit]

・ 管理ユーザパスワードの設定
・ サブスクリプションの有効化
・ 任意のコマンド実行

・ 管理ユーザパスワードの設定
・ 任意のコマンド実行

作成された仮想マシンに対して、仮想マシンの初回起動時に

OSの各種設定を自動で行うことができる機能である（表３）。

ユーザシステム
・ HTTP （TCP/80）
・ ロードバランシング

・ リモートデスクトップ （TCP/3389）
・ スタティックNAT

仮想ファイアウォール／ロードバランサ
プライベートVLAN

プライベートVLAN

Webサーバ x3 Appサーバ x1

システムの
構成情報

展開された
ユーザシステム

展開された
ユーザシステム

ユーザシステムのテンプレート

展
開

本システム ・・・
${HOST_NAME}
・・・
・

・・・
GUEST-A
・・・

・・・
GUEST-B
・・・

仮想マシンイメージ
OS自動設定ツール

設定ファイル／実行コマンド 仮想マシンイメージ構成

③ 設定ファイルおよび
　 実行コマンドの作成 ④ 設定ファイルおよび

　 実行コマンドの取得

仮想マシン [A] 用の設定ファイル／実行コマンド

仮想マシン [B] 用の設定ファイル／実行コマンド

① 仮想マシンの作成

② 起動

⑤取得した設定ファイルおよび
　実行コマンドの適用 

仮想マシン [B]
OS自動設定ツール

仮想マシン [A]
OS自動設定ツール

本システム

運用中の仮想化環境

① 仮想化環境構成情報の
　 取得と同期

② 仮想化環境の管理

ネットワークリソース

仮想化サーバリソース ストレージリソース

対象システム　                            同期情報

本システムの導入前

・・・
CPU = 2
MEM = 512MB
・・・

・・・
CPU = 2
MEM = 512MB
・・・

本システムの導入後

仮想マシン構成ファイル

仮想マシン構成ファイル

利用者
申請

利用者

申請

リソース情報管理DB
リソース使用状況確認

運用者

内容確認

仮想マシンの
手動作成

読み込み

仮想マシンの
自動作成

リソース使用状況を
参照して情報更新

ezPlatform

ezPlatform

リソース情報

本システム

図９  本システムの導入による作業コストの削減効果

・仮想マシンのバックアップ設定
・操作権限の設定など

・IPアドレス・コンピュータ名の設定
・OSライセンスのアクティベーションなど

・起動先仮想化サーバ・ストレージの選択
・各種リソースのプロビジョニングなど

・作成する仮想マシンについてのコンサル
　ティング
・利用料金の算出・見積もりの提示など

■仮想マシンの作成

■仮想マシンの各種設定作業

■サードパーティソフトウェアの
　セットアップ

■各種運用作業

■仮想マシンの最終確認とリリース

■仮想マシン構成ファイルの作成100％
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させる機能を持つ。各種構成情報の同期により、仮想化環

境の各種リソースの状況監視や、仮想マシンの設定・操作と

いった管理を本システムから実施することが可能となる。

このため、既に運用中の仮想化環境への導入も容易に行う

ことができる(図７、表４)。また、導入後に何らかの理由で本

システムを経由せず直接的に仮想化環境へ変更が加えら

れた場合でも、本システムの構成管理情報を実体と同期さ

せることができる。



仮想マシン

仮想化サーバ

ストレージ

基本情報

リソース情報

使用量情報

・ 識別 ID
・ 電源ステータス
・ 構成ファイル情報

・ 仮想マシン名
・ ゲストOS情報

・ CPUコア数
・ 仮想ディスク情報
・ 起動先仮想化サーバ情報

・ メモリサイズ
・ 接続ネットワーク情報
・ 配置先ストレージ情報

・ CPU 使用率
・ メモリ使用率
・ ストレージ割り当て量

・ メモリスワップイン速度
・ メモリスワップアウト速度
・ ストレージ実使用量

・ 識別 ID
・ 稼働ステータス

・ 仮想化サーバ名

・ CPUコア数
・ CPUクロック数

・ CPUスレッド数
・ メモリサイズ

・ CPU 使用率
・ メモリ使用率

・ メモリスワップイン速度
・ メモリスワップアウト速度

・ 識別 ID
・ 稼働ステータス ・ ストレージ名

・ ストレージサイズ

・ ストレージ割り当て量 ・ ストレージ実使用量

基本情報

リソース情報

使用量情報

基本情報

リソース情報

使用量情報

2.4  適用シーン
　本システムの特徴的機能を活用した適用シーンをいくつか

紹介する。

(１)地域分散型のIaaSサービスの提供

　本システムで地域分散された複数のデータセンタを管理

することにより、地域分散型のIaaSサービスを提供するこ

とができる。利用者は、自身のユーザシステムの配備先地

域を選択することができる。

　また、同一のユーザシステムを複数の異なる地域に配備

し、動的に発生するデータを同期する仕組みを別途用意し

ておくことは、大規模災害等によって一部地域のデータセン

タに深刻な障害が発生した場合も、別地域に配備したユー

ザシステムによってシステムの早期復旧につなげることが可

能となり、ディザスタリカバリの観点からも有用である。

(２)ASPの迅速なサービス提供と運用コスト削減

　ASPでは、顧客ごとにサービス実行環境を用意してサービス

提供を行う。本システムを用いたサービス提供環境では、各顧

客に提供するサービス実行環境を前述の「ユーザシステムのテ
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IaaS構築用クラウドOSの開発と活用

1. はじめに

3.  導入事例

概要
　クラウドコンピューティングサービスの一形態であるIaaS（Infrastructure as a Service）は、インターネット経由で

利用するパブリッククラウドだけでなく、企業が自社内に構築するプライベートクラウドへもニーズが広がっている。

　こうした背景をふまえ、当社ではIaaS構築用クラウドOS（IaaS基盤の構築・運用ソフトウェア）の開発を行って

いる。本システムにより、セルフサービス機能を提供するIaaS基盤を簡単に構築・運用することができる。利用者は、

セルフサービス機能を用いて、オンデマンドにITインフラを利用することができる。また、そのほかの特徴として複数

データセンタの一括管理機能、ASP（Application Service Provider）等向けの複数サーバで構成するシステムの

テンプレート化機能、および企業のプライベートクラウド導入支援機能等を提供する。

　本稿では、本システムについて導入事例を含めて説明する。

　クラウドコンピューティングサービスの一分野であるIaaS

は、Amazon EC２をはじめとして普及が始まり、近年では国内

外を問わず多くの事業者からサービス提供され始めている。

　IaaSの利用者にとって、サーバやネットワークなどのITイン

フラは、従来の「所持」するものから「利用」するものへと変

わり、これによって以下のメリットを得ることができる。

●利用した分だけ課金される

● ITインフラをハードウェア資産として持たなくてよい

●必要リソースの増加に伴ってスケールアップ、スケールアウ

　トができる

●購入、構築のリードタイムなしですぐに使い始められる

　また、IaaSでよく提供される特徴的な機能の一つとしてセ

ルフサービス機能がある。セルフサービス機能では、例えば利

用者が利用者向けサービスのWebポータルサイトから必要な

サーバのOS、CPU数、メモリサイズ、ディスクサイズ等のス

ペックを入力するだけで数分後にサーバが仮想マシンとして作

成・起動され、ネットワーク経由で利用を開始できる。そのた

め、利用者はそのオンデマンド性を活用してより柔軟なITイン

フラの利用が可能となる。

　こうした特徴を持つIaaSは、インターネット経由で提供され

るパブリッククラウドだけでなく、昨今では企業が自社内に社

内向けサービス環境を構築するプライベートクラウドへの注目

も高まっており、今後の市場拡大が予測されている（図1）。プ

ライベートクラウドでは、企業が自社内にハードウェア資産を

持つ必要があるものの、パブリッククラウドでは不安視される

ことの多いセキュリティを自身でコントロールしながら、その

ほかのメリットを享受することができる。

2. IaaS構築用クラウドOS
2.1  概要
　本システムは、セルフサービス機能を提供するIaaS環境を構

築・運用するためのものである。本稿では、こうしたシステム

をIaaS構築用クラウドOSと呼ぶ。IaaS構築用クラウドOS

は、以下の機能を提供する。

●利用者への各種サービス利用に関する手続きを行うため

　のインタフェースの提供（仮想マシンの利用申請など）

●利用者へのサービス提供のための自動コンフィグレーション

（仮想マシンの作成、仮想マシンのネットワーク設定、ファ

　イアウォールの設定、ロードバランサの設定、など）

●上記機能を提供するための各種リソースおよび提供サービ

　スに関する構成情報の管理

　本システムは、利用者にセルフサービス機能を提供し、利用

者からのリクエストに応じてオンデマンドで仮想マシンやロー

ドバランサなどのネットワーク経由で利用可能なITインフラ

を提供する。この実現のため、本システムはIaaS基盤を構築す

金山　健一　　　　飯田　正樹　　　　中村　秀一

図１  国内プライベートクラウド市場 配備モデル別 支出額予測
2010年～2015年 [1]

　以上により、パブリック、プライベートを含めてそれぞれの利

用環境や要件に応じたIaaSへのニーズの高まりが予想され

る。こうした背景をふまえ、当社ではセルフサービス機能を備

えたIaaS基盤を簡単に構築・運用するためのIaaS構築用クラ

ウドOSの開発を行っている。次章より、本システムの特徴つい

て導入事例も含めて説明する。

図２  本システムの概要イメージ

　セルフサービス機能では、利用者は本システムにおいて発行

されたIDを用いてWebポータルサイトへログインし、サービス

メニューからたとえば仮想マシンなど、利用したい ITインフラ

を選択して必要事項を入力、リクエスト送信することで、ITイ

ンフラの利用を開始できる。本システムのサービスメニューを

表１に示す。

2.2  システム構成と動作イメージ
(１)システム構成

　本システムは、複数のデータセンタと、それらを管理する

管理サイトで構成される。

　各データセンタには、仮想化サーバ、ストレージ、L2ス

イッチ（ネットワーク）といった ITリソースを配置し、仮想化

環境を構築する。これらのITリソースはハードウェアとして

市販製品を利用する。仮想化サーバは、市販のサーバに仮想

化ソフトウェアを導入したものを利用する。この仮想化環境

にIaaS構築用クラウドOSを導入するために、各データセン

タに「Clusterサーバ」を配置し、ITリソースの管理・制御を

行わせる（ここでは、複数の仮想化サーバ、ストレージなどを

統合的に管理するサーバという意味で「Clusterサーバ」と呼

んでいる）。現在、Clusterサーバは制御可能な仮想化サーバ

上の仮想化ソフトウェアとして、VMware ESX（VMware 

vCenter経由で制御）とKVMをサポートしている。

　また、管理サイトには、複数のClusterサーバを一元的に

管理する「Managerサーバ」を配置する(図３、表２)。

(２)システムの動作イメージ

　本システムの動作イメージについて、仮想マシンを作成す

る処理を例にして示す。

①システム利用者は、Managerサーバが提供するポータル

　サイトの機能を介し、CPUコア数、メモリサイズ、ディス

　クサイズ等の構成情報を入力、仮想マシンの作成をリクエ

　ストする。

②利用者からリクエストを受けたManagerサーバは、利用

　者が選択したデータセンタに配置されているCluster

　サーバにリクエストを中継する。この処理に伴い

　Managerサーバで管理しているサービス利用状況など

　の情報を更新する。

③ClusterサーバはManagerサーバから中継されたリクエス

　トに基づき、各種設定・機器制御を自動で実行し、仮想

　マシンを構築する。実施する内容については図４を参照

　のこと。この処理に伴いClusterサーバ側で管理してい

　る各種構成情報の更新を行う。

図４  仮想マシン作成時の本システム動作イメージ

2.3  特徴
　本システムでは、IaaSの構築と運用管理の効率化、利便性の向

上を目的として、以下の四つの特徴的な機能や仕組みを備える。

(1)ユーザシステムのテンプレート化機能

　本システムでは、複数の仮想マシンやネットワーク、仮想

ファイアウォール／ロードバランサなどから構成される一連

のシステムを“ユーザシステム”と呼んでいる。ユーザシステム

の作成は、各構成要素の作成と協調動作のための設定追加に

より行われる。

　ユーザシステムのテンプレート化機能とは、このユーザシ

ステムというまとまった一つの単位でシステムの構成情報

を保管しておくことができる機能である。ユーザシステムの

テンプレートから新たなユーザシステムを構成情報に基づ

いて展開できるため、同じ構成のユーザシステムを複数作成

する場合の作業コストを削減することができる。例えば、

ASP事業において顧客ごとに同様の提供システムを展開す

る場合や、企業内の開発プロジェクトにおいて開発環境やテ

スト環境を複数用意する場合などに有用である（図５）。

(２)仮想マシンのOS自動設定機能

　仮想マシンのOS自動設定機能とは、本システムによって

図５  ユーザシステムとユーザシステムのテンプレート

　OS自動設定を行うための設定ファイルや実行コマンド

等の自動設定情報は、仮想マシンの作成時に併せて作成さ

れ、仮想マシンごとに管理される。自動設定情報には、仮想

マシンに割り当てられるIPアドレスやホスト名を必要に応

じて動的に埋め込むことができるため、仮想マシンごとに

きめ細やかな設定を行うことが可能である。本機能は、仮

想マシンを作成する基となる仮想マシンイメージに対して、

本機能が提供するOS自動設定ツールを予めインストール

しておくことで利用可能となる（図６）。

図６  仮想マシンのOS自動設定機能動作イメージ

(３)複数拠点のデータセンタへの対応

　本システムは、前節にて説明したとおり、複数拠点のデー

タセンタを一元的に管理することができる。

　複数のデータセンタを管理サイトから一元的に管理する

ことで、各データセンタの運用品質の均一化やデータセン

タごとに配置されていた運用者の集約を図ることができ

る。これにより、ランニングコストの削減が期待できる。

　また、利用者は本システム上で作成した仮想マシンの

データイメージを「仮想マシンイメージ」として、複数の

データセンタ上に作成することができる。予め各データセ

ンタに必要な仮想マシンイメージ構成を作成しておけば、

前述したユーザシステムのテンプレートや仮想マシンのOS

自動設定機能を利用して、複数のデータセンタに対して同

じ内容のユーザシステムを容易に展開することができる。

(４)仮想化環境との情報同期機能

　本システムのようなIaaS構築用クラウドOSによるIaaS

の構築は、新規に仮想化環境を用意して行うのが一般的で

ある。既存の仮想化環境へ途中でクラウドOSを導入する

と、稼働中の仮想マシン情報など、クラウドOS側が持つ管

理情報と仮想化環境上の実体にずれが生じて運用に支障

をきたすなどの問題が発生する。また、こうしたクラウドOS

の管理情報と実環境における実体とのずれは、クラウドOS

導入後に何らかの理由で仮想化環境を直接操作して変更を

加えた場合にも発生する。

　本システムでは、こうした問題を解決するための手段とし

て仮想化環境の各種構成情報を取得して本システムに同期

図７  仮想化環境との情報同期機能動作イメージ

表４  仮想化環境構成情報の同期情報一覧

ンプレート化機能」によってテンプレート化することができる。

　テンプレート化されたサービス実行環境は、Web上の簡

単操作で短時間にクローンを展開することが可能となる。

そのため、新規顧客に対する迅速なサービス提供開始を実

現するとともに顧客ごとに発生していた初期構築コストを

削減することができる。

(３)企業のプライベートクラウドの構築

　本システムで企業内にプライベートクラウド環境を構築

することにより、社内の利用者にオンデマンドでサーバを

提供することができる。また、既存の仮想化環境がある場

合でも、前述の情報同期機能により、既存環境を活かした

導入が可能である。利用者からの利用申請はWeb経由で

行われ、その後の各種サーバ構築作業は自動化されるた

め、提供側の運用コストを大きく削減することができる。

4. おわりに
　本稿では、当社で開発を行っているIaaS構築用クラウドOS

について社内の導入事例も含めて紹介した。

　本システムが実現するセルフサービス機能を備えたIaaS

は、オンデマンドでのITリソースの利用という利用者側のメ

リットだけでなく、運用自動化によるコスト削減、属人化され

た運用業務の削減、およびそれに伴う運用品質の均一化と

いったサービス提供側のメリットも提供するものである。

　また、本システムを市場の同様のものと比較した際の特徴と

して、仮想マシンのOS自動設定機能やユーザシステムのテン

プレート化機能といった利用者のシステム構築の作業負荷を

軽減する機能を提供する。また、仮想化環境との同期機能は、

既存環境に本システムを導入する際に特に有用である。

　今後は、本システムの特徴的な機能をより深化させるととも

に、複数拠点のデータセンタ対応にディザスタリカバリ機能を

追加するなど、ITインフラを提供するための基盤としての特徴

をより打ち出していく予定である。また、社内での導入事例の

ノウハウを活かし、お客様企業へのプライベートクラウドの導

入支援に展開していきたいと考えている。
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　本項では、本システムを当社社内システムである共通開発基

盤ezPlatform(以下、ezPlatform)へ導入した事例を紹介す

る。本導入は、ezPlatformの運用自動化を推進し、運用者の

運用負荷を削減することを目的として実施した。

　ezPlatformとは、SI業務の生産性向上を目的として、仮想

化技術を利用した「早く」「お手軽に」「柔軟な」開発環境を提

供する施策である。現在は新規プロジェクトを中心に利用が

進み、機器調達コストの削減や調達期間の短縮などに効果を

あげている。詳細については、本誌特集論文の「ezPlatform

によるソフトウェア生産環境の革新」を参照されたい。

　本システムを導入する際、既にezPlatform上では約１２０台

の仮想マシンが稼働していた。導入作業は、これらの仮想マシン

やezPlatform自体を停止させることなく、また環境の大幅な

構成変更を行うことなく実施することが求められた。このよう

な要求に対しては、本システムの仮想化環境との情報同期機

能を利用して運用中のezPlatformの構成情報を取得し、自動

的に本システムの構成情報を設定させることで容易に対応す

ることができた。

　本システム導入前のezPlatformでは、運用者が利用者から

申請された仮想マシン構成ファイルの内容を確認し、リソース

の空き状況等を管理しているDBシステムの情報を参照しなが

ら、仮想マシンの作成を手動にて行っていた。本システム導入

後は、この仮想マシンの作成処理に関して、本システムによる

各種処理の自動化を行い、利用者から申請された仮想マシン

構成ファイルをそのまま読み込んで仮想マシンの作成を自動

で行えるようになった（図８）。

図８  本システムの ezPlatform への導入前と導入後

　本システムの定量的な導入効果としては、利用者から仮想マ

シンの作成依頼を受けてから提供が完了するまでの作業コス

トを、導入前後の作業時間を実際に計測して比較したところ、

導入当初の段階で約２３%の削減が確認できた。特に、仮想マ

シンの作成、各種設定作業、および最終確認とリリースに係る

作業コストの削減効果が顕著に表れた。（図９）また、定性的

な導入効果として、ezPlatform運用者より「本システムを用い

ることで、担当に依存した作業からの脱却を実現できた」との

意見が得られた。これは、本システムによる各種処理の自動化

およびGUIの簡易な操作体系から、ezPlatformを運用する上で

の属人的な要素を排除することができたためと考えられる。

　本システムの導入後、自動化対応していない ezPlatform 運

用作業に関しては従来通り手動で実施し、その後の機能追加

によって徐々に本システムによる自動実施に切り替えていく

方針とした。導入後の機能追加および ezPlatform のサービス

変更に伴う機能改修に関しては、アジャイル開発を取り入れ、

一週間単位のアップデートリリースを行うことで迅速に対応

することができた。現在では数回のアップデートを経ており、

作業コスト削減効果は導入当初の２３%から３８%に増加した

（図９）。

　本導入の特徴と効果を以下にまとめる。

　● 情報同期機能による運用中の仮想化環境へのスムーズな

　  導入

　● 運用手順の自動化による作業コストの削減と属人化され

　  た作業の排除

　● 定期的な機能アップデートによる継続的な作業コスト削減

　  率の向上

表1  サービスメニュー

るデータセンタ上の仮想化サーバ、ストレージ、ネットワークと

いった各種リソースの構成情報を常に管理している。利用者か

らのリクエスト受信時には、その内容と前述の構成情報に基づ

いて利用者に提供するための最適なリソース選択、および選択

したリソース上での仮想マシンの作成といった自動制御を行う

（図２）。
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IT 資産は事業者が所有し、コミュニティに属する
複数の企業や企業グループに対してサービスを提供
する。業界特化型クラウドや共同センター型クラウ
ドとして提供することが多い

IT資産は事業者が所有し、個別企業や企業グルー
プ内で占有使用する 

IT 資産はユーザー企業が所有し、占有利用する

出典： IDC Japanプレスリリース「国内プライベートクラウド市場予測を発表」
（ 2012年 9月27日） 
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サービスメニュー 概要

仮想マシン

仮想マシンイメージ

ロードバランサ

ユーザシステム

ユーザシステムの
テンプレート管理

・指定スペック（OS、CPUコア数、メモリサイズ、ディス   
　クサイズ等）の仮想マシンを提供する。
・IPアドレスの自動設定、仮想ファイアウォールによる通
　信制御機能も併せて提供する。

・作成した仮想マシンのデータを本システム上で複製利
　用可能なデータイメージとして保存する。

・作成した仮想マシンへのロードバランシング機能を提
　供する。
・転送プロトコルとして、HTTP/TCPに対応する。

・仮想マシン、ロードバランサ等を組み合わせて構築し
　たユーザシステムを一塊で管理する機能を提供する。
・各ユーザシステムには、プライベートネットワーク、ユー
　ザシステム単位の仮想マシンの起動、停止機能等が　
　提供される。

・一度作成したユーザシステムをテンプレート化する機
　能を提供する。（詳細は、2.3節に記載する）

本システムの
Webポータルサイト画面

利用者

リクエスト

本システム

管理
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＜各種リソース＞
●仮想化サーバ
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自動制御

各種リソースの
構成情報
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WebWeb

サイト　     機器　                          概要                              補足

管理
サイト

データ
センタ

仮想化サーバ

ストレージ

L2スイッチ

各データセンタの情報を統括的に管理する
サーバ。Cluster サーバに要求を中継する。

各データセンタ専用の管理サーバ。データセンタ
についての詳細な構成情報を管理する。Manager
サーバからの要求に基づいて処理を実施。
仮想マシンの起動先。仮想化ソフトウェアとし
ては、VMware ESX（VMware vCenter 経由
で管理）、KVMに対応。

仮想マシンイメージ、仮想マシンデータなど
を格納する、NFS、iSCSIでの接続に対応。

仮想マシンの通信を中継する。１ポートあたり
1Gbps 以上のスペックを推奨。また、Tagged 
Vlan 機能が必要。

本システムの
提供部分

ハードウェア
は、要件を満
たす市販製
品で構成

Manager
サーバ

Cluster
サーバ

表２  本システムを構成する各機器について

図３  システム構成
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サポート対象のOS　               自動設定可能な内容

表３  OS別の自動設定可能な内容一覧

・ Microsoft Windows Server 2003 [32/64bit]
・ Microsoft Windows Server 2003 R2 [32/64bit]
・ Microsoft Windows Server 2008 [32/64bit]
・ Microsoft Windows Server 2008 R2 [64bit]

・ コンピュータ名の設定
・ 管理ユーザパスワードの設定
・ OSライセンスのアクティベーション
・ 任意のコマンド実行

・ Red Hat Enterprise Linux 5 [32/64bit]
・ Red Hat Enterprise Linux 6 [32/64bit]

・ CentOS 5 [32/64bit]
・ CentOS 6 [32/64bit]

・ 管理ユーザパスワードの設定
・ サブスクリプションの有効化
・ 任意のコマンド実行

・ 管理ユーザパスワードの設定
・ 任意のコマンド実行

作成された仮想マシンに対して、仮想マシンの初回起動時に

OSの各種設定を自動で行うことができる機能である（表３）。

ユーザシステム
・ HTTP （TCP/80）
・ ロードバランシング

・ リモートデスクトップ （TCP/3389）
・ スタティックNAT

仮想ファイアウォール／ロードバランサ
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図９  本システムの導入による作業コストの削減効果

・仮想マシンのバックアップ設定
・操作権限の設定など

・IPアドレス・コンピュータ名の設定
・OSライセンスのアクティベーションなど

・起動先仮想化サーバ・ストレージの選択
・各種リソースのプロビジョニングなど

・作成する仮想マシンについてのコンサル
　ティング
・利用料金の算出・見積もりの提示など

■仮想マシンの作成

■仮想マシンの各種設定作業

■サードパーティソフトウェアの
　セットアップ

■各種運用作業

■仮想マシンの最終確認とリリース

■仮想マシン構成ファイルの作成100％

90％

80％

70％

60％

50％

40％

30％

20％

10％

0％

10％

7％

24％

19％

5％

35％

10％
1％

18％

19％

5％

25％

10％
1％

19％

4％

25％

4％

導入前　 導入当初　 現在

させる機能を持つ。各種構成情報の同期により、仮想化環

境の各種リソースの状況監視や、仮想マシンの設定・操作と

いった管理を本システムから実施することが可能となる。

このため、既に運用中の仮想化環境への導入も容易に行う

ことができる(図７、表４)。また、導入後に何らかの理由で本

システムを経由せず直接的に仮想化環境へ変更が加えら

れた場合でも、本システムの構成管理情報を実体と同期さ

せることができる。



仮想マシン

仮想化サーバ

ストレージ

基本情報

リソース情報

使用量情報

・ 識別 ID
・ 電源ステータス
・ 構成ファイル情報

・ 仮想マシン名
・ ゲストOS情報

・ CPUコア数
・ 仮想ディスク情報
・ 起動先仮想化サーバ情報

・ メモリサイズ
・ 接続ネットワーク情報
・ 配置先ストレージ情報

・ CPU 使用率
・ メモリ使用率
・ ストレージ割り当て量

・ メモリスワップイン速度
・ メモリスワップアウト速度
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・ CPU 使用率
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・ メモリスワップイン速度
・ メモリスワップアウト速度
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・ ストレージ割り当て量 ・ ストレージ実使用量
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使用量情報

基本情報
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使用量情報

2.4  適用シーン
　本システムの特徴的機能を活用した適用シーンをいくつか

紹介する。

(１)地域分散型のIaaSサービスの提供

　本システムで地域分散された複数のデータセンタを管理

することにより、地域分散型のIaaSサービスを提供するこ

とができる。利用者は、自身のユーザシステムの配備先地

域を選択することができる。

　また、同一のユーザシステムを複数の異なる地域に配備

し、動的に発生するデータを同期する仕組みを別途用意し

ておくことは、大規模災害等によって一部地域のデータセン

タに深刻な障害が発生した場合も、別地域に配備したユー

ザシステムによってシステムの早期復旧につなげることが可

能となり、ディザスタリカバリの観点からも有用である。

(２)ASPの迅速なサービス提供と運用コスト削減

　ASPでは、顧客ごとにサービス実行環境を用意してサービス

提供を行う。本システムを用いたサービス提供環境では、各顧

客に提供するサービス実行環境を前述の「ユーザシステムのテ
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IaaS構築用クラウドOSの開発と活用

1. はじめに

3.  導入事例

概要
　クラウドコンピューティングサービスの一形態であるIaaS（Infrastructure as a Service）は、インターネット経由で

利用するパブリッククラウドだけでなく、企業が自社内に構築するプライベートクラウドへもニーズが広がっている。

　こうした背景をふまえ、当社ではIaaS構築用クラウドOS（IaaS基盤の構築・運用ソフトウェア）の開発を行って

いる。本システムにより、セルフサービス機能を提供するIaaS基盤を簡単に構築・運用することができる。利用者は、

セルフサービス機能を用いて、オンデマンドにITインフラを利用することができる。また、そのほかの特徴として複数

データセンタの一括管理機能、ASP（Application Service Provider）等向けの複数サーバで構成するシステムの

テンプレート化機能、および企業のプライベートクラウド導入支援機能等を提供する。

　本稿では、本システムについて導入事例を含めて説明する。

　クラウドコンピューティングサービスの一分野であるIaaS

は、Amazon EC２をはじめとして普及が始まり、近年では国内

外を問わず多くの事業者からサービス提供され始めている。

　IaaSの利用者にとって、サーバやネットワークなどのITイン

フラは、従来の「所持」するものから「利用」するものへと変

わり、これによって以下のメリットを得ることができる。

●利用した分だけ課金される

● ITインフラをハードウェア資産として持たなくてよい

●必要リソースの増加に伴ってスケールアップ、スケールアウ

　トができる

●購入、構築のリードタイムなしですぐに使い始められる

　また、IaaSでよく提供される特徴的な機能の一つとしてセ

ルフサービス機能がある。セルフサービス機能では、例えば利

用者が利用者向けサービスのWebポータルサイトから必要な

サーバのOS、CPU数、メモリサイズ、ディスクサイズ等のス

ペックを入力するだけで数分後にサーバが仮想マシンとして作

成・起動され、ネットワーク経由で利用を開始できる。そのた

め、利用者はそのオンデマンド性を活用してより柔軟なITイン

フラの利用が可能となる。

　こうした特徴を持つIaaSは、インターネット経由で提供され

るパブリッククラウドだけでなく、昨今では企業が自社内に社

内向けサービス環境を構築するプライベートクラウドへの注目

も高まっており、今後の市場拡大が予測されている（図1）。プ

ライベートクラウドでは、企業が自社内にハードウェア資産を

持つ必要があるものの、パブリッククラウドでは不安視される

ことの多いセキュリティを自身でコントロールしながら、その

ほかのメリットを享受することができる。

2. IaaS構築用クラウドOS
2.1  概要
　本システムは、セルフサービス機能を提供するIaaS環境を構

築・運用するためのものである。本稿では、こうしたシステム

をIaaS構築用クラウドOSと呼ぶ。IaaS構築用クラウドOS

は、以下の機能を提供する。

●利用者への各種サービス利用に関する手続きを行うため

　のインタフェースの提供（仮想マシンの利用申請など）

●利用者へのサービス提供のための自動コンフィグレーション

（仮想マシンの作成、仮想マシンのネットワーク設定、ファ

　イアウォールの設定、ロードバランサの設定、など）

●上記機能を提供するための各種リソースおよび提供サービ

　スに関する構成情報の管理

　本システムは、利用者にセルフサービス機能を提供し、利用

者からのリクエストに応じてオンデマンドで仮想マシンやロー

ドバランサなどのネットワーク経由で利用可能なITインフラ

を提供する。この実現のため、本システムはIaaS基盤を構築す

金山　健一　　　　飯田　正樹　　　　中村　秀一

図１  国内プライベートクラウド市場 配備モデル別 支出額予測
2010年～2015年 [1]

　以上により、パブリック、プライベートを含めてそれぞれの利

用環境や要件に応じたIaaSへのニーズの高まりが予想され

る。こうした背景をふまえ、当社ではセルフサービス機能を備

えたIaaS基盤を簡単に構築・運用するためのIaaS構築用クラ

ウドOSの開発を行っている。次章より、本システムの特徴つい

て導入事例も含めて説明する。

図２  本システムの概要イメージ

　セルフサービス機能では、利用者は本システムにおいて発行

されたIDを用いてWebポータルサイトへログインし、サービス

メニューからたとえば仮想マシンなど、利用したい ITインフラ

を選択して必要事項を入力、リクエスト送信することで、ITイ

ンフラの利用を開始できる。本システムのサービスメニューを

表１に示す。

2.2  システム構成と動作イメージ
(１)システム構成

　本システムは、複数のデータセンタと、それらを管理する

管理サイトで構成される。

　各データセンタには、仮想化サーバ、ストレージ、L2ス

イッチ（ネットワーク）といった ITリソースを配置し、仮想化

環境を構築する。これらのITリソースはハードウェアとして

市販製品を利用する。仮想化サーバは、市販のサーバに仮想

化ソフトウェアを導入したものを利用する。この仮想化環境

にIaaS構築用クラウドOSを導入するために、各データセン

タに「Clusterサーバ」を配置し、ITリソースの管理・制御を

行わせる（ここでは、複数の仮想化サーバ、ストレージなどを

統合的に管理するサーバという意味で「Clusterサーバ」と呼

んでいる）。現在、Clusterサーバは制御可能な仮想化サーバ

上の仮想化ソフトウェアとして、VMware ESX（VMware 

vCenter経由で制御）とKVMをサポートしている。

　また、管理サイトには、複数のClusterサーバを一元的に

管理する「Managerサーバ」を配置する(図３、表２)。

(２)システムの動作イメージ

　本システムの動作イメージについて、仮想マシンを作成す

る処理を例にして示す。

①システム利用者は、Managerサーバが提供するポータル

　サイトの機能を介し、CPUコア数、メモリサイズ、ディス

　クサイズ等の構成情報を入力、仮想マシンの作成をリクエ

　ストする。

②利用者からリクエストを受けたManagerサーバは、利用

　者が選択したデータセンタに配置されているCluster

　サーバにリクエストを中継する。この処理に伴い

　Managerサーバで管理しているサービス利用状況など

　の情報を更新する。

③ClusterサーバはManagerサーバから中継されたリクエス

　トに基づき、各種設定・機器制御を自動で実行し、仮想

　マシンを構築する。実施する内容については図４を参照

　のこと。この処理に伴いClusterサーバ側で管理してい

　る各種構成情報の更新を行う。

図４  仮想マシン作成時の本システム動作イメージ

2.3  特徴
　本システムでは、IaaSの構築と運用管理の効率化、利便性の向

上を目的として、以下の四つの特徴的な機能や仕組みを備える。

(1)ユーザシステムのテンプレート化機能

　本システムでは、複数の仮想マシンやネットワーク、仮想

ファイアウォール／ロードバランサなどから構成される一連

のシステムを“ユーザシステム”と呼んでいる。ユーザシステム

の作成は、各構成要素の作成と協調動作のための設定追加に

より行われる。

　ユーザシステムのテンプレート化機能とは、このユーザシ

ステムというまとまった一つの単位でシステムの構成情報

を保管しておくことができる機能である。ユーザシステムの

テンプレートから新たなユーザシステムを構成情報に基づ

いて展開できるため、同じ構成のユーザシステムを複数作成

する場合の作業コストを削減することができる。例えば、

ASP事業において顧客ごとに同様の提供システムを展開す

る場合や、企業内の開発プロジェクトにおいて開発環境やテ

スト環境を複数用意する場合などに有用である（図５）。

(２)仮想マシンのOS自動設定機能

　仮想マシンのOS自動設定機能とは、本システムによって

図５  ユーザシステムとユーザシステムのテンプレート

　OS自動設定を行うための設定ファイルや実行コマンド

等の自動設定情報は、仮想マシンの作成時に併せて作成さ

れ、仮想マシンごとに管理される。自動設定情報には、仮想

マシンに割り当てられるIPアドレスやホスト名を必要に応

じて動的に埋め込むことができるため、仮想マシンごとに

きめ細やかな設定を行うことが可能である。本機能は、仮

想マシンを作成する基となる仮想マシンイメージに対して、

本機能が提供するOS自動設定ツールを予めインストール

しておくことで利用可能となる（図６）。

図６  仮想マシンのOS自動設定機能動作イメージ

(３)複数拠点のデータセンタへの対応

　本システムは、前節にて説明したとおり、複数拠点のデー

タセンタを一元的に管理することができる。

　複数のデータセンタを管理サイトから一元的に管理する

ことで、各データセンタの運用品質の均一化やデータセン

タごとに配置されていた運用者の集約を図ることができ

る。これにより、ランニングコストの削減が期待できる。

　また、利用者は本システム上で作成した仮想マシンの

データイメージを「仮想マシンイメージ」として、複数の

データセンタ上に作成することができる。予め各データセ

ンタに必要な仮想マシンイメージ構成を作成しておけば、

前述したユーザシステムのテンプレートや仮想マシンのOS

自動設定機能を利用して、複数のデータセンタに対して同

じ内容のユーザシステムを容易に展開することができる。

(４)仮想化環境との情報同期機能

　本システムのようなIaaS構築用クラウドOSによるIaaS

の構築は、新規に仮想化環境を用意して行うのが一般的で

ある。既存の仮想化環境へ途中でクラウドOSを導入する

と、稼働中の仮想マシン情報など、クラウドOS側が持つ管

理情報と仮想化環境上の実体にずれが生じて運用に支障

をきたすなどの問題が発生する。また、こうしたクラウドOS

の管理情報と実環境における実体とのずれは、クラウドOS

導入後に何らかの理由で仮想化環境を直接操作して変更を

加えた場合にも発生する。

　本システムでは、こうした問題を解決するための手段とし

て仮想化環境の各種構成情報を取得して本システムに同期

図７  仮想化環境との情報同期機能動作イメージ

表４  仮想化環境構成情報の同期情報一覧

ンプレート化機能」によってテンプレート化することができる。

　テンプレート化されたサービス実行環境は、Web上の簡

単操作で短時間にクローンを展開することが可能となる。

そのため、新規顧客に対する迅速なサービス提供開始を実

現するとともに顧客ごとに発生していた初期構築コストを

削減することができる。

(３)企業のプライベートクラウドの構築

　本システムで企業内にプライベートクラウド環境を構築

することにより、社内の利用者にオンデマンドでサーバを

提供することができる。また、既存の仮想化環境がある場

合でも、前述の情報同期機能により、既存環境を活かした

導入が可能である。利用者からの利用申請はWeb経由で

行われ、その後の各種サーバ構築作業は自動化されるた

め、提供側の運用コストを大きく削減することができる。

4. おわりに
　本稿では、当社で開発を行っているIaaS構築用クラウドOS

について社内の導入事例も含めて紹介した。

　本システムが実現するセルフサービス機能を備えたIaaS

は、オンデマンドでのITリソースの利用という利用者側のメ

リットだけでなく、運用自動化によるコスト削減、属人化され

た運用業務の削減、およびそれに伴う運用品質の均一化と

いったサービス提供側のメリットも提供するものである。

　また、本システムを市場の同様のものと比較した際の特徴と

して、仮想マシンのOS自動設定機能やユーザシステムのテン

プレート化機能といった利用者のシステム構築の作業負荷を

軽減する機能を提供する。また、仮想化環境との同期機能は、

既存環境に本システムを導入する際に特に有用である。

　今後は、本システムの特徴的な機能をより深化させるととも

に、複数拠点のデータセンタ対応にディザスタリカバリ機能を

追加するなど、ITインフラを提供するための基盤としての特徴

をより打ち出していく予定である。また、社内での導入事例の

ノウハウを活かし、お客様企業へのプライベートクラウドの導

入支援に展開していきたいと考えている。
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　本項では、本システムを当社社内システムである共通開発基

盤ezPlatform(以下、ezPlatform)へ導入した事例を紹介す

る。本導入は、ezPlatformの運用自動化を推進し、運用者の

運用負荷を削減することを目的として実施した。

　ezPlatformとは、SI業務の生産性向上を目的として、仮想

化技術を利用した「早く」「お手軽に」「柔軟な」開発環境を提

供する施策である。現在は新規プロジェクトを中心に利用が

進み、機器調達コストの削減や調達期間の短縮などに効果を

あげている。詳細については、本誌特集論文の「ezPlatform

によるソフトウェア生産環境の革新」を参照されたい。

　本システムを導入する際、既にezPlatform上では約１２０台

の仮想マシンが稼働していた。導入作業は、これらの仮想マシン

やezPlatform自体を停止させることなく、また環境の大幅な

構成変更を行うことなく実施することが求められた。このよう

な要求に対しては、本システムの仮想化環境との情報同期機

能を利用して運用中のezPlatformの構成情報を取得し、自動

的に本システムの構成情報を設定させることで容易に対応す

ることができた。

　本システム導入前のezPlatformでは、運用者が利用者から

申請された仮想マシン構成ファイルの内容を確認し、リソース

の空き状況等を管理しているDBシステムの情報を参照しなが

ら、仮想マシンの作成を手動にて行っていた。本システム導入

後は、この仮想マシンの作成処理に関して、本システムによる

各種処理の自動化を行い、利用者から申請された仮想マシン

構成ファイルをそのまま読み込んで仮想マシンの作成を自動

で行えるようになった（図８）。

図８  本システムの ezPlatform への導入前と導入後

　本システムの定量的な導入効果としては、利用者から仮想マ

シンの作成依頼を受けてから提供が完了するまでの作業コス

トを、導入前後の作業時間を実際に計測して比較したところ、

導入当初の段階で約２３%の削減が確認できた。特に、仮想マ

シンの作成、各種設定作業、および最終確認とリリースに係る

作業コストの削減効果が顕著に表れた。（図９）また、定性的

な導入効果として、ezPlatform運用者より「本システムを用い

ることで、担当に依存した作業からの脱却を実現できた」との

意見が得られた。これは、本システムによる各種処理の自動化

およびGUIの簡易な操作体系から、ezPlatformを運用する上で

の属人的な要素を排除することができたためと考えられる。

　本システムの導入後、自動化対応していない ezPlatform 運

用作業に関しては従来通り手動で実施し、その後の機能追加

によって徐々に本システムによる自動実施に切り替えていく

方針とした。導入後の機能追加および ezPlatform のサービス

変更に伴う機能改修に関しては、アジャイル開発を取り入れ、

一週間単位のアップデートリリースを行うことで迅速に対応

することができた。現在では数回のアップデートを経ており、

作業コスト削減効果は導入当初の２３%から３８%に増加した

（図９）。

　本導入の特徴と効果を以下にまとめる。

　● 情報同期機能による運用中の仮想化環境へのスムーズな

　  導入

　● 運用手順の自動化による作業コストの削減と属人化され

　  た作業の排除

　● 定期的な機能アップデートによる継続的な作業コスト削減

　  率の向上

表1  サービスメニュー

るデータセンタ上の仮想化サーバ、ストレージ、ネットワークと

いった各種リソースの構成情報を常に管理している。利用者か

らのリクエスト受信時には、その内容と前述の構成情報に基づ

いて利用者に提供するための最適なリソース選択、および選択

したリソース上での仮想マシンの作成といった自動制御を行う

（図２）。
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IT 資産は事業者が所有し、コミュニティに属する
複数の企業や企業グループに対してサービスを提供
する。業界特化型クラウドや共同センター型クラウ
ドとして提供することが多い

IT資産は事業者が所有し、個別企業や企業グルー
プ内で占有使用する 

IT 資産はユーザー企業が所有し、占有利用する

出典： IDC Japanプレスリリース「国内プライベートクラウド市場予測を発表」
（ 2012年 9月27日） 

コミュニティ
クラウドサービス

ホステッド
プライベートクラウドサービス

オンプレミス
プライベートクラウド

サービスメニュー 概要

仮想マシン

仮想マシンイメージ

ロードバランサ

ユーザシステム

ユーザシステムの
テンプレート管理

・指定スペック（OS、CPUコア数、メモリサイズ、ディス   
　クサイズ等）の仮想マシンを提供する。
・IPアドレスの自動設定、仮想ファイアウォールによる通
　信制御機能も併せて提供する。

・作成した仮想マシンのデータを本システム上で複製利
　用可能なデータイメージとして保存する。

・作成した仮想マシンへのロードバランシング機能を提
　供する。
・転送プロトコルとして、HTTP/TCPに対応する。

・仮想マシン、ロードバランサ等を組み合わせて構築し
　たユーザシステムを一塊で管理する機能を提供する。
・各ユーザシステムには、プライベートネットワーク、ユー
　ザシステム単位の仮想マシンの起動、停止機能等が　
　提供される。

・一度作成したユーザシステムをテンプレート化する機
　能を提供する。（詳細は、2.3節に記載する）

本システムの
Webポータルサイト画面

利用者

リクエスト

本システム

管理
情報

＜各種リソース＞
●仮想化サーバ
●ストレージ
●ネットワーク

サービス提供側

自動制御

各種リソースの
構成情報

データセンタ

仮想化サーバ

ストレージ

ネットワーク

ネットワークスイッチ

WebWeb

サイト　     機器　                          概要                              補足

管理
サイト

データ
センタ

仮想化サーバ

ストレージ

L2スイッチ

各データセンタの情報を統括的に管理する
サーバ。Cluster サーバに要求を中継する。

各データセンタ専用の管理サーバ。データセンタ
についての詳細な構成情報を管理する。Manager
サーバからの要求に基づいて処理を実施。
仮想マシンの起動先。仮想化ソフトウェアとし
ては、VMware ESX（VMware vCenter 経由
で管理）、KVMに対応。

仮想マシンイメージ、仮想マシンデータなど
を格納する、NFS、iSCSIでの接続に対応。

仮想マシンの通信を中継する。１ポートあたり
1Gbps 以上のスペックを推奨。また、Tagged 
Vlan 機能が必要。

本システムの
提供部分

ハードウェア
は、要件を満
たす市販製
品で構成

Manager
サーバ

Cluster
サーバ

表２  本システムを構成する各機器について

図３  システム構成
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サポート対象のOS　               自動設定可能な内容

表３  OS別の自動設定可能な内容一覧

・ Microsoft Windows Server 2003 [32/64bit]
・ Microsoft Windows Server 2003 R2 [32/64bit]
・ Microsoft Windows Server 2008 [32/64bit]
・ Microsoft Windows Server 2008 R2 [64bit]

・ コンピュータ名の設定
・ 管理ユーザパスワードの設定
・ OSライセンスのアクティベーション
・ 任意のコマンド実行

・ Red Hat Enterprise Linux 5 [32/64bit]
・ Red Hat Enterprise Linux 6 [32/64bit]

・ CentOS 5 [32/64bit]
・ CentOS 6 [32/64bit]

・ 管理ユーザパスワードの設定
・ サブスクリプションの有効化
・ 任意のコマンド実行

・ 管理ユーザパスワードの設定
・ 任意のコマンド実行

作成された仮想マシンに対して、仮想マシンの初回起動時に

OSの各種設定を自動で行うことができる機能である（表３）。

ユーザシステム
・ HTTP （TCP/80）
・ ロードバランシング

・ リモートデスクトップ （TCP/3389）
・ スタティックNAT

仮想ファイアウォール／ロードバランサ
プライベートVLAN

プライベートVLAN

Webサーバ x3 Appサーバ x1

システムの
構成情報

展開された
ユーザシステム

展開された
ユーザシステム

ユーザシステムのテンプレート

展
開

本システム ・・・
${HOST_NAME}
・・・
・

・・・
GUEST-A
・・・

・・・
GUEST-B
・・・

仮想マシンイメージ
OS自動設定ツール

設定ファイル／実行コマンド 仮想マシンイメージ構成

③ 設定ファイルおよび
　 実行コマンドの作成 ④ 設定ファイルおよび

　 実行コマンドの取得

仮想マシン [A] 用の設定ファイル／実行コマンド

仮想マシン [B] 用の設定ファイル／実行コマンド

① 仮想マシンの作成

② 起動

⑤取得した設定ファイルおよび
　実行コマンドの適用 

仮想マシン [B]
OS自動設定ツール

仮想マシン [A]
OS自動設定ツール

本システム

運用中の仮想化環境

① 仮想化環境構成情報の
　 取得と同期

② 仮想化環境の管理

ネットワークリソース

仮想化サーバリソース ストレージリソース

対象システム　                            同期情報

本システムの導入前

・・・
CPU = 2
MEM = 512MB
・・・

・・・
CPU = 2
MEM = 512MB
・・・

本システムの導入後

仮想マシン構成ファイル

仮想マシン構成ファイル

利用者
申請
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リソース情報管理DB
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参照して情報更新
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リソース情報

本システム

図９  本システムの導入による作業コストの削減効果

・仮想マシンのバックアップ設定
・操作権限の設定など

・IPアドレス・コンピュータ名の設定
・OSライセンスのアクティベーションなど

・起動先仮想化サーバ・ストレージの選択
・各種リソースのプロビジョニングなど

・作成する仮想マシンについてのコンサル
　ティング
・利用料金の算出・見積もりの提示など

■仮想マシンの作成

■仮想マシンの各種設定作業

■サードパーティソフトウェアの
　セットアップ

■各種運用作業

■仮想マシンの最終確認とリリース

■仮想マシン構成ファイルの作成100％
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させる機能を持つ。各種構成情報の同期により、仮想化環

境の各種リソースの状況監視や、仮想マシンの設定・操作と

いった管理を本システムから実施することが可能となる。

このため、既に運用中の仮想化環境への導入も容易に行う

ことができる(図７、表４)。また、導入後に何らかの理由で本

システムを経由せず直接的に仮想化環境へ変更が加えら

れた場合でも、本システムの構成管理情報を実体と同期さ

せることができる。



仮想マシン

仮想化サーバ

ストレージ

基本情報

リソース情報

使用量情報

・ 識別 ID
・ 電源ステータス
・ 構成ファイル情報

・ 仮想マシン名
・ ゲストOS情報

・ CPUコア数
・ 仮想ディスク情報
・ 起動先仮想化サーバ情報

・ メモリサイズ
・ 接続ネットワーク情報
・ 配置先ストレージ情報

・ CPU 使用率
・ メモリ使用率
・ ストレージ割り当て量

・ メモリスワップイン速度
・ メモリスワップアウト速度
・ ストレージ実使用量

・ 識別 ID
・ 稼働ステータス

・ 仮想化サーバ名

・ CPUコア数
・ CPUクロック数

・ CPUスレッド数
・ メモリサイズ

・ CPU 使用率
・ メモリ使用率

・ メモリスワップイン速度
・ メモリスワップアウト速度

・ 識別 ID
・ 稼働ステータス ・ ストレージ名

・ ストレージサイズ

・ ストレージ割り当て量 ・ ストレージ実使用量

基本情報

リソース情報

使用量情報

基本情報

リソース情報

使用量情報

2.4  適用シーン
　本システムの特徴的機能を活用した適用シーンをいくつか

紹介する。

(１)地域分散型のIaaSサービスの提供

　本システムで地域分散された複数のデータセンタを管理

することにより、地域分散型のIaaSサービスを提供するこ

とができる。利用者は、自身のユーザシステムの配備先地

域を選択することができる。

　また、同一のユーザシステムを複数の異なる地域に配備

し、動的に発生するデータを同期する仕組みを別途用意し

ておくことは、大規模災害等によって一部地域のデータセン

タに深刻な障害が発生した場合も、別地域に配備したユー

ザシステムによってシステムの早期復旧につなげることが可

能となり、ディザスタリカバリの観点からも有用である。

(２)ASPの迅速なサービス提供と運用コスト削減

　ASPでは、顧客ごとにサービス実行環境を用意してサービス

提供を行う。本システムを用いたサービス提供環境では、各顧

客に提供するサービス実行環境を前述の「ユーザシステムのテ
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IaaS構築用クラウドOSの開発と活用

1. はじめに

3.  導入事例

概要
　クラウドコンピューティングサービスの一形態であるIaaS（Infrastructure as a Service）は、インターネット経由で

利用するパブリッククラウドだけでなく、企業が自社内に構築するプライベートクラウドへもニーズが広がっている。

　こうした背景をふまえ、当社ではIaaS構築用クラウドOS（IaaS基盤の構築・運用ソフトウェア）の開発を行って

いる。本システムにより、セルフサービス機能を提供するIaaS基盤を簡単に構築・運用することができる。利用者は、

セルフサービス機能を用いて、オンデマンドにITインフラを利用することができる。また、そのほかの特徴として複数

データセンタの一括管理機能、ASP（Application Service Provider）等向けの複数サーバで構成するシステムの

テンプレート化機能、および企業のプライベートクラウド導入支援機能等を提供する。

　本稿では、本システムについて導入事例を含めて説明する。

　クラウドコンピューティングサービスの一分野であるIaaS

は、Amazon EC２をはじめとして普及が始まり、近年では国内

外を問わず多くの事業者からサービス提供され始めている。

　IaaSの利用者にとって、サーバやネットワークなどのITイン

フラは、従来の「所持」するものから「利用」するものへと変

わり、これによって以下のメリットを得ることができる。

●利用した分だけ課金される

● ITインフラをハードウェア資産として持たなくてよい

●必要リソースの増加に伴ってスケールアップ、スケールアウ

　トができる

●購入、構築のリードタイムなしですぐに使い始められる

　また、IaaSでよく提供される特徴的な機能の一つとしてセ

ルフサービス機能がある。セルフサービス機能では、例えば利

用者が利用者向けサービスのWebポータルサイトから必要な

サーバのOS、CPU数、メモリサイズ、ディスクサイズ等のス

ペックを入力するだけで数分後にサーバが仮想マシンとして作

成・起動され、ネットワーク経由で利用を開始できる。そのた

め、利用者はそのオンデマンド性を活用してより柔軟なITイン

フラの利用が可能となる。

　こうした特徴を持つIaaSは、インターネット経由で提供され

るパブリッククラウドだけでなく、昨今では企業が自社内に社

内向けサービス環境を構築するプライベートクラウドへの注目

も高まっており、今後の市場拡大が予測されている（図1）。プ

ライベートクラウドでは、企業が自社内にハードウェア資産を

持つ必要があるものの、パブリッククラウドでは不安視される

ことの多いセキュリティを自身でコントロールしながら、その

ほかのメリットを享受することができる。

2. IaaS構築用クラウドOS
2.1  概要
　本システムは、セルフサービス機能を提供するIaaS環境を構

築・運用するためのものである。本稿では、こうしたシステム

をIaaS構築用クラウドOSと呼ぶ。IaaS構築用クラウドOS

は、以下の機能を提供する。

●利用者への各種サービス利用に関する手続きを行うため

　のインタフェースの提供（仮想マシンの利用申請など）

●利用者へのサービス提供のための自動コンフィグレーション

（仮想マシンの作成、仮想マシンのネットワーク設定、ファ

　イアウォールの設定、ロードバランサの設定、など）

●上記機能を提供するための各種リソースおよび提供サービ

　スに関する構成情報の管理

　本システムは、利用者にセルフサービス機能を提供し、利用

者からのリクエストに応じてオンデマンドで仮想マシンやロー

ドバランサなどのネットワーク経由で利用可能なITインフラ

を提供する。この実現のため、本システムはIaaS基盤を構築す

金山　健一　　　　飯田　正樹　　　　中村　秀一

図１  国内プライベートクラウド市場 配備モデル別 支出額予測
2010年～2015年 [1]

　以上により、パブリック、プライベートを含めてそれぞれの利

用環境や要件に応じたIaaSへのニーズの高まりが予想され

る。こうした背景をふまえ、当社ではセルフサービス機能を備

えたIaaS基盤を簡単に構築・運用するためのIaaS構築用クラ

ウドOSの開発を行っている。次章より、本システムの特徴つい

て導入事例も含めて説明する。

図２  本システムの概要イメージ

　セルフサービス機能では、利用者は本システムにおいて発行

されたIDを用いてWebポータルサイトへログインし、サービス

メニューからたとえば仮想マシンなど、利用したい ITインフラ

を選択して必要事項を入力、リクエスト送信することで、ITイ

ンフラの利用を開始できる。本システムのサービスメニューを

表１に示す。

2.2  システム構成と動作イメージ
(１)システム構成

　本システムは、複数のデータセンタと、それらを管理する

管理サイトで構成される。

　各データセンタには、仮想化サーバ、ストレージ、L2ス

イッチ（ネットワーク）といった ITリソースを配置し、仮想化

環境を構築する。これらのITリソースはハードウェアとして

市販製品を利用する。仮想化サーバは、市販のサーバに仮想

化ソフトウェアを導入したものを利用する。この仮想化環境

にIaaS構築用クラウドOSを導入するために、各データセン

タに「Clusterサーバ」を配置し、ITリソースの管理・制御を

行わせる（ここでは、複数の仮想化サーバ、ストレージなどを

統合的に管理するサーバという意味で「Clusterサーバ」と呼

んでいる）。現在、Clusterサーバは制御可能な仮想化サーバ

上の仮想化ソフトウェアとして、VMware ESX（VMware 

vCenter経由で制御）とKVMをサポートしている。

　また、管理サイトには、複数のClusterサーバを一元的に

管理する「Managerサーバ」を配置する(図３、表２)。

(２)システムの動作イメージ

　本システムの動作イメージについて、仮想マシンを作成す

る処理を例にして示す。

①システム利用者は、Managerサーバが提供するポータル

　サイトの機能を介し、CPUコア数、メモリサイズ、ディス

　クサイズ等の構成情報を入力、仮想マシンの作成をリクエ

　ストする。

②利用者からリクエストを受けたManagerサーバは、利用

　者が選択したデータセンタに配置されているCluster

　サーバにリクエストを中継する。この処理に伴い

　Managerサーバで管理しているサービス利用状況など

　の情報を更新する。

③ClusterサーバはManagerサーバから中継されたリクエス

　トに基づき、各種設定・機器制御を自動で実行し、仮想

　マシンを構築する。実施する内容については図４を参照

　のこと。この処理に伴いClusterサーバ側で管理してい

　る各種構成情報の更新を行う。

図４  仮想マシン作成時の本システム動作イメージ

2.3  特徴
　本システムでは、IaaSの構築と運用管理の効率化、利便性の向

上を目的として、以下の四つの特徴的な機能や仕組みを備える。

(1)ユーザシステムのテンプレート化機能

　本システムでは、複数の仮想マシンやネットワーク、仮想

ファイアウォール／ロードバランサなどから構成される一連

のシステムを“ユーザシステム”と呼んでいる。ユーザシステム

の作成は、各構成要素の作成と協調動作のための設定追加に

より行われる。

　ユーザシステムのテンプレート化機能とは、このユーザシ

ステムというまとまった一つの単位でシステムの構成情報

を保管しておくことができる機能である。ユーザシステムの

テンプレートから新たなユーザシステムを構成情報に基づ

いて展開できるため、同じ構成のユーザシステムを複数作成

する場合の作業コストを削減することができる。例えば、

ASP事業において顧客ごとに同様の提供システムを展開す

る場合や、企業内の開発プロジェクトにおいて開発環境やテ

スト環境を複数用意する場合などに有用である（図５）。

(２)仮想マシンのOS自動設定機能

　仮想マシンのOS自動設定機能とは、本システムによって

図５  ユーザシステムとユーザシステムのテンプレート

　OS自動設定を行うための設定ファイルや実行コマンド

等の自動設定情報は、仮想マシンの作成時に併せて作成さ

れ、仮想マシンごとに管理される。自動設定情報には、仮想

マシンに割り当てられるIPアドレスやホスト名を必要に応

じて動的に埋め込むことができるため、仮想マシンごとに

きめ細やかな設定を行うことが可能である。本機能は、仮

想マシンを作成する基となる仮想マシンイメージに対して、

本機能が提供するOS自動設定ツールを予めインストール

しておくことで利用可能となる（図６）。

図６  仮想マシンのOS自動設定機能動作イメージ

(３)複数拠点のデータセンタへの対応

　本システムは、前節にて説明したとおり、複数拠点のデー

タセンタを一元的に管理することができる。

　複数のデータセンタを管理サイトから一元的に管理する

ことで、各データセンタの運用品質の均一化やデータセン

タごとに配置されていた運用者の集約を図ることができ

る。これにより、ランニングコストの削減が期待できる。

　また、利用者は本システム上で作成した仮想マシンの

データイメージを「仮想マシンイメージ」として、複数の

データセンタ上に作成することができる。予め各データセ

ンタに必要な仮想マシンイメージ構成を作成しておけば、

前述したユーザシステムのテンプレートや仮想マシンのOS

自動設定機能を利用して、複数のデータセンタに対して同

じ内容のユーザシステムを容易に展開することができる。

(４)仮想化環境との情報同期機能

　本システムのようなIaaS構築用クラウドOSによるIaaS

の構築は、新規に仮想化環境を用意して行うのが一般的で

ある。既存の仮想化環境へ途中でクラウドOSを導入する

と、稼働中の仮想マシン情報など、クラウドOS側が持つ管

理情報と仮想化環境上の実体にずれが生じて運用に支障

をきたすなどの問題が発生する。また、こうしたクラウドOS

の管理情報と実環境における実体とのずれは、クラウドOS

導入後に何らかの理由で仮想化環境を直接操作して変更を

加えた場合にも発生する。

　本システムでは、こうした問題を解決するための手段とし

て仮想化環境の各種構成情報を取得して本システムに同期

図７  仮想化環境との情報同期機能動作イメージ

表４  仮想化環境構成情報の同期情報一覧

ンプレート化機能」によってテンプレート化することができる。

　テンプレート化されたサービス実行環境は、Web上の簡

単操作で短時間にクローンを展開することが可能となる。

そのため、新規顧客に対する迅速なサービス提供開始を実

現するとともに顧客ごとに発生していた初期構築コストを

削減することができる。

(３)企業のプライベートクラウドの構築

　本システムで企業内にプライベートクラウド環境を構築

することにより、社内の利用者にオンデマンドでサーバを

提供することができる。また、既存の仮想化環境がある場

合でも、前述の情報同期機能により、既存環境を活かした

導入が可能である。利用者からの利用申請はWeb経由で

行われ、その後の各種サーバ構築作業は自動化されるた

め、提供側の運用コストを大きく削減することができる。

4. おわりに
　本稿では、当社で開発を行っているIaaS構築用クラウドOS

について社内の導入事例も含めて紹介した。

　本システムが実現するセルフサービス機能を備えたIaaS

は、オンデマンドでのITリソースの利用という利用者側のメ

リットだけでなく、運用自動化によるコスト削減、属人化され

た運用業務の削減、およびそれに伴う運用品質の均一化と

いったサービス提供側のメリットも提供するものである。

　また、本システムを市場の同様のものと比較した際の特徴と

して、仮想マシンのOS自動設定機能やユーザシステムのテン

プレート化機能といった利用者のシステム構築の作業負荷を

軽減する機能を提供する。また、仮想化環境との同期機能は、

既存環境に本システムを導入する際に特に有用である。

　今後は、本システムの特徴的な機能をより深化させるととも

に、複数拠点のデータセンタ対応にディザスタリカバリ機能を

追加するなど、ITインフラを提供するための基盤としての特徴

をより打ち出していく予定である。また、社内での導入事例の

ノウハウを活かし、お客様企業へのプライベートクラウドの導

入支援に展開していきたいと考えている。
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　本項では、本システムを当社社内システムである共通開発基

盤ezPlatform(以下、ezPlatform)へ導入した事例を紹介す

る。本導入は、ezPlatformの運用自動化を推進し、運用者の

運用負荷を削減することを目的として実施した。

　ezPlatformとは、SI業務の生産性向上を目的として、仮想

化技術を利用した「早く」「お手軽に」「柔軟な」開発環境を提

供する施策である。現在は新規プロジェクトを中心に利用が

進み、機器調達コストの削減や調達期間の短縮などに効果を

あげている。詳細については、本誌特集論文の「ezPlatform

によるソフトウェア生産環境の革新」を参照されたい。

　本システムを導入する際、既にezPlatform上では約１２０台

の仮想マシンが稼働していた。導入作業は、これらの仮想マシン

やezPlatform自体を停止させることなく、また環境の大幅な

構成変更を行うことなく実施することが求められた。このよう

な要求に対しては、本システムの仮想化環境との情報同期機

能を利用して運用中のezPlatformの構成情報を取得し、自動

的に本システムの構成情報を設定させることで容易に対応す

ることができた。

　本システム導入前のezPlatformでは、運用者が利用者から

申請された仮想マシン構成ファイルの内容を確認し、リソース

の空き状況等を管理しているDBシステムの情報を参照しなが

ら、仮想マシンの作成を手動にて行っていた。本システム導入

後は、この仮想マシンの作成処理に関して、本システムによる

各種処理の自動化を行い、利用者から申請された仮想マシン

構成ファイルをそのまま読み込んで仮想マシンの作成を自動

で行えるようになった（図８）。

図８  本システムの ezPlatform への導入前と導入後

　本システムの定量的な導入効果としては、利用者から仮想マ

シンの作成依頼を受けてから提供が完了するまでの作業コス

トを、導入前後の作業時間を実際に計測して比較したところ、

導入当初の段階で約２３%の削減が確認できた。特に、仮想マ

シンの作成、各種設定作業、および最終確認とリリースに係る

作業コストの削減効果が顕著に表れた。（図９）また、定性的

な導入効果として、ezPlatform運用者より「本システムを用い

ることで、担当に依存した作業からの脱却を実現できた」との

意見が得られた。これは、本システムによる各種処理の自動化

およびGUIの簡易な操作体系から、ezPlatformを運用する上で

の属人的な要素を排除することができたためと考えられる。

　本システムの導入後、自動化対応していない ezPlatform 運

用作業に関しては従来通り手動で実施し、その後の機能追加

によって徐々に本システムによる自動実施に切り替えていく

方針とした。導入後の機能追加および ezPlatform のサービス

変更に伴う機能改修に関しては、アジャイル開発を取り入れ、

一週間単位のアップデートリリースを行うことで迅速に対応

することができた。現在では数回のアップデートを経ており、

作業コスト削減効果は導入当初の２３%から３８%に増加した

（図９）。

　本導入の特徴と効果を以下にまとめる。

　● 情報同期機能による運用中の仮想化環境へのスムーズな

　  導入

　● 運用手順の自動化による作業コストの削減と属人化され

　  た作業の排除

　● 定期的な機能アップデートによる継続的な作業コスト削減

　  率の向上

表1  サービスメニュー

るデータセンタ上の仮想化サーバ、ストレージ、ネットワークと

いった各種リソースの構成情報を常に管理している。利用者か

らのリクエスト受信時には、その内容と前述の構成情報に基づ

いて利用者に提供するための最適なリソース選択、および選択

したリソース上での仮想マシンの作成といった自動制御を行う

（図２）。
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IT 資産は事業者が所有し、コミュニティに属する
複数の企業や企業グループに対してサービスを提供
する。業界特化型クラウドや共同センター型クラウ
ドとして提供することが多い

IT資産は事業者が所有し、個別企業や企業グルー
プ内で占有使用する 

IT 資産はユーザー企業が所有し、占有利用する

出典： IDC Japanプレスリリース「国内プライベートクラウド市場予測を発表」
（ 2012年 9月27日） 
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プライベートクラウド

サービスメニュー 概要

仮想マシン

仮想マシンイメージ

ロードバランサ

ユーザシステム

ユーザシステムの
テンプレート管理

・指定スペック（OS、CPUコア数、メモリサイズ、ディス   
　クサイズ等）の仮想マシンを提供する。
・IPアドレスの自動設定、仮想ファイアウォールによる通
　信制御機能も併せて提供する。

・作成した仮想マシンのデータを本システム上で複製利
　用可能なデータイメージとして保存する。

・作成した仮想マシンへのロードバランシング機能を提
　供する。
・転送プロトコルとして、HTTP/TCPに対応する。

・仮想マシン、ロードバランサ等を組み合わせて構築し
　たユーザシステムを一塊で管理する機能を提供する。
・各ユーザシステムには、プライベートネットワーク、ユー
　ザシステム単位の仮想マシンの起動、停止機能等が　
　提供される。

・一度作成したユーザシステムをテンプレート化する機
　能を提供する。（詳細は、2.3節に記載する）

本システムの
Webポータルサイト画面
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本システム

管理
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WebWeb

サイト　     機器　                          概要                              補足

管理
サイト

データ
センタ

仮想化サーバ

ストレージ

L2スイッチ

各データセンタの情報を統括的に管理する
サーバ。Cluster サーバに要求を中継する。

各データセンタ専用の管理サーバ。データセンタ
についての詳細な構成情報を管理する。Manager
サーバからの要求に基づいて処理を実施。
仮想マシンの起動先。仮想化ソフトウェアとし
ては、VMware ESX（VMware vCenter 経由
で管理）、KVMに対応。

仮想マシンイメージ、仮想マシンデータなど
を格納する、NFS、iSCSIでの接続に対応。

仮想マシンの通信を中継する。１ポートあたり
1Gbps 以上のスペックを推奨。また、Tagged 
Vlan 機能が必要。

本システムの
提供部分

ハードウェア
は、要件を満
たす市販製
品で構成

Manager
サーバ

Cluster
サーバ

表２  本システムを構成する各機器について

図３  システム構成
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サポート対象のOS　               自動設定可能な内容

表３  OS別の自動設定可能な内容一覧

・ Microsoft Windows Server 2003 [32/64bit]
・ Microsoft Windows Server 2003 R2 [32/64bit]
・ Microsoft Windows Server 2008 [32/64bit]
・ Microsoft Windows Server 2008 R2 [64bit]

・ コンピュータ名の設定
・ 管理ユーザパスワードの設定
・ OSライセンスのアクティベーション
・ 任意のコマンド実行

・ Red Hat Enterprise Linux 5 [32/64bit]
・ Red Hat Enterprise Linux 6 [32/64bit]

・ CentOS 5 [32/64bit]
・ CentOS 6 [32/64bit]

・ 管理ユーザパスワードの設定
・ サブスクリプションの有効化
・ 任意のコマンド実行

・ 管理ユーザパスワードの設定
・ 任意のコマンド実行

作成された仮想マシンに対して、仮想マシンの初回起動時に

OSの各種設定を自動で行うことができる機能である（表３）。

ユーザシステム
・ HTTP （TCP/80）
・ ロードバランシング
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図９  本システムの導入による作業コストの削減効果

・仮想マシンのバックアップ設定
・操作権限の設定など

・IPアドレス・コンピュータ名の設定
・OSライセンスのアクティベーションなど

・起動先仮想化サーバ・ストレージの選択
・各種リソースのプロビジョニングなど

・作成する仮想マシンについてのコンサル
　ティング
・利用料金の算出・見積もりの提示など

■仮想マシンの作成

■仮想マシンの各種設定作業

■サードパーティソフトウェアの
　セットアップ

■各種運用作業

■仮想マシンの最終確認とリリース

■仮想マシン構成ファイルの作成100％
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させる機能を持つ。各種構成情報の同期により、仮想化環

境の各種リソースの状況監視や、仮想マシンの設定・操作と

いった管理を本システムから実施することが可能となる。

このため、既に運用中の仮想化環境への導入も容易に行う

ことができる(図７、表４)。また、導入後に何らかの理由で本

システムを経由せず直接的に仮想化環境へ変更が加えら

れた場合でも、本システムの構成管理情報を実体と同期さ

せることができる。



仮想マシン

仮想化サーバ

ストレージ

基本情報

リソース情報

使用量情報

・ 識別 ID
・ 電源ステータス
・ 構成ファイル情報

・ 仮想マシン名
・ ゲストOS情報

・ CPUコア数
・ 仮想ディスク情報
・ 起動先仮想化サーバ情報

・ メモリサイズ
・ 接続ネットワーク情報
・ 配置先ストレージ情報
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リソース情報

使用量情報

2.4  適用シーン
　本システムの特徴的機能を活用した適用シーンをいくつか

紹介する。

(１)地域分散型のIaaSサービスの提供

　本システムで地域分散された複数のデータセンタを管理

することにより、地域分散型のIaaSサービスを提供するこ

とができる。利用者は、自身のユーザシステムの配備先地

域を選択することができる。

　また、同一のユーザシステムを複数の異なる地域に配備

し、動的に発生するデータを同期する仕組みを別途用意し

ておくことは、大規模災害等によって一部地域のデータセン

タに深刻な障害が発生した場合も、別地域に配備したユー

ザシステムによってシステムの早期復旧につなげることが可

能となり、ディザスタリカバリの観点からも有用である。

(２)ASPの迅速なサービス提供と運用コスト削減

　ASPでは、顧客ごとにサービス実行環境を用意してサービス

提供を行う。本システムを用いたサービス提供環境では、各顧

客に提供するサービス実行環境を前述の「ユーザシステムのテ
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IaaS構築用クラウドOSの開発と活用

1. はじめに

3.  導入事例

概要
　クラウドコンピューティングサービスの一形態であるIaaS（Infrastructure as a Service）は、インターネット経由で

利用するパブリッククラウドだけでなく、企業が自社内に構築するプライベートクラウドへもニーズが広がっている。

　こうした背景をふまえ、当社ではIaaS構築用クラウドOS（IaaS基盤の構築・運用ソフトウェア）の開発を行って

いる。本システムにより、セルフサービス機能を提供するIaaS基盤を簡単に構築・運用することができる。利用者は、

セルフサービス機能を用いて、オンデマンドにITインフラを利用することができる。また、そのほかの特徴として複数

データセンタの一括管理機能、ASP（Application Service Provider）等向けの複数サーバで構成するシステムの

テンプレート化機能、および企業のプライベートクラウド導入支援機能等を提供する。

　本稿では、本システムについて導入事例を含めて説明する。

　クラウドコンピューティングサービスの一分野であるIaaS

は、Amazon EC２をはじめとして普及が始まり、近年では国内

外を問わず多くの事業者からサービス提供され始めている。

　IaaSの利用者にとって、サーバやネットワークなどのITイン

フラは、従来の「所持」するものから「利用」するものへと変

わり、これによって以下のメリットを得ることができる。

●利用した分だけ課金される

● ITインフラをハードウェア資産として持たなくてよい

●必要リソースの増加に伴ってスケールアップ、スケールアウ

　トができる

●購入、構築のリードタイムなしですぐに使い始められる

　また、IaaSでよく提供される特徴的な機能の一つとしてセ

ルフサービス機能がある。セルフサービス機能では、例えば利

用者が利用者向けサービスのWebポータルサイトから必要な

サーバのOS、CPU数、メモリサイズ、ディスクサイズ等のス

ペックを入力するだけで数分後にサーバが仮想マシンとして作

成・起動され、ネットワーク経由で利用を開始できる。そのた

め、利用者はそのオンデマンド性を活用してより柔軟なITイン

フラの利用が可能となる。

　こうした特徴を持つIaaSは、インターネット経由で提供され

るパブリッククラウドだけでなく、昨今では企業が自社内に社

内向けサービス環境を構築するプライベートクラウドへの注目

も高まっており、今後の市場拡大が予測されている（図1）。プ

ライベートクラウドでは、企業が自社内にハードウェア資産を

持つ必要があるものの、パブリッククラウドでは不安視される

ことの多いセキュリティを自身でコントロールしながら、その

ほかのメリットを享受することができる。

2. IaaS構築用クラウドOS
2.1  概要
　本システムは、セルフサービス機能を提供するIaaS環境を構

築・運用するためのものである。本稿では、こうしたシステム

をIaaS構築用クラウドOSと呼ぶ。IaaS構築用クラウドOS

は、以下の機能を提供する。

●利用者への各種サービス利用に関する手続きを行うため

　のインタフェースの提供（仮想マシンの利用申請など）

●利用者へのサービス提供のための自動コンフィグレーション

（仮想マシンの作成、仮想マシンのネットワーク設定、ファ

　イアウォールの設定、ロードバランサの設定、など）

●上記機能を提供するための各種リソースおよび提供サービ

　スに関する構成情報の管理

　本システムは、利用者にセルフサービス機能を提供し、利用

者からのリクエストに応じてオンデマンドで仮想マシンやロー

ドバランサなどのネットワーク経由で利用可能なITインフラ

を提供する。この実現のため、本システムはIaaS基盤を構築す

金山　健一　　　　飯田　正樹　　　　中村　秀一

図１  国内プライベートクラウド市場 配備モデル別 支出額予測
2010年～2015年 [1]

　以上により、パブリック、プライベートを含めてそれぞれの利

用環境や要件に応じたIaaSへのニーズの高まりが予想され

る。こうした背景をふまえ、当社ではセルフサービス機能を備

えたIaaS基盤を簡単に構築・運用するためのIaaS構築用クラ

ウドOSの開発を行っている。次章より、本システムの特徴つい

て導入事例も含めて説明する。

図２  本システムの概要イメージ

　セルフサービス機能では、利用者は本システムにおいて発行

されたIDを用いてWebポータルサイトへログインし、サービス

メニューからたとえば仮想マシンなど、利用したい ITインフラ

を選択して必要事項を入力、リクエスト送信することで、ITイ

ンフラの利用を開始できる。本システムのサービスメニューを

表１に示す。

2.2  システム構成と動作イメージ
(１)システム構成

　本システムは、複数のデータセンタと、それらを管理する

管理サイトで構成される。

　各データセンタには、仮想化サーバ、ストレージ、L2ス

イッチ（ネットワーク）といった ITリソースを配置し、仮想化

環境を構築する。これらのITリソースはハードウェアとして

市販製品を利用する。仮想化サーバは、市販のサーバに仮想

化ソフトウェアを導入したものを利用する。この仮想化環境

にIaaS構築用クラウドOSを導入するために、各データセン

タに「Clusterサーバ」を配置し、ITリソースの管理・制御を

行わせる（ここでは、複数の仮想化サーバ、ストレージなどを

統合的に管理するサーバという意味で「Clusterサーバ」と呼

んでいる）。現在、Clusterサーバは制御可能な仮想化サーバ

上の仮想化ソフトウェアとして、VMware ESX（VMware 

vCenter経由で制御）とKVMをサポートしている。

　また、管理サイトには、複数のClusterサーバを一元的に

管理する「Managerサーバ」を配置する(図３、表２)。

(２)システムの動作イメージ

　本システムの動作イメージについて、仮想マシンを作成す

る処理を例にして示す。

①システム利用者は、Managerサーバが提供するポータル

　サイトの機能を介し、CPUコア数、メモリサイズ、ディス

　クサイズ等の構成情報を入力、仮想マシンの作成をリクエ

　ストする。

②利用者からリクエストを受けたManagerサーバは、利用

　者が選択したデータセンタに配置されているCluster

　サーバにリクエストを中継する。この処理に伴い

　Managerサーバで管理しているサービス利用状況など

　の情報を更新する。

③ClusterサーバはManagerサーバから中継されたリクエス

　トに基づき、各種設定・機器制御を自動で実行し、仮想

　マシンを構築する。実施する内容については図４を参照

　のこと。この処理に伴いClusterサーバ側で管理してい

　る各種構成情報の更新を行う。

図４  仮想マシン作成時の本システム動作イメージ

2.3  特徴
　本システムでは、IaaSの構築と運用管理の効率化、利便性の向

上を目的として、以下の四つの特徴的な機能や仕組みを備える。

(1)ユーザシステムのテンプレート化機能

　本システムでは、複数の仮想マシンやネットワーク、仮想

ファイアウォール／ロードバランサなどから構成される一連

のシステムを“ユーザシステム”と呼んでいる。ユーザシステム

の作成は、各構成要素の作成と協調動作のための設定追加に

より行われる。

　ユーザシステムのテンプレート化機能とは、このユーザシ

ステムというまとまった一つの単位でシステムの構成情報

を保管しておくことができる機能である。ユーザシステムの

テンプレートから新たなユーザシステムを構成情報に基づ

いて展開できるため、同じ構成のユーザシステムを複数作成

する場合の作業コストを削減することができる。例えば、

ASP事業において顧客ごとに同様の提供システムを展開す

る場合や、企業内の開発プロジェクトにおいて開発環境やテ

スト環境を複数用意する場合などに有用である（図５）。

(２)仮想マシンのOS自動設定機能

　仮想マシンのOS自動設定機能とは、本システムによって

図５  ユーザシステムとユーザシステムのテンプレート

　OS自動設定を行うための設定ファイルや実行コマンド

等の自動設定情報は、仮想マシンの作成時に併せて作成さ

れ、仮想マシンごとに管理される。自動設定情報には、仮想

マシンに割り当てられるIPアドレスやホスト名を必要に応

じて動的に埋め込むことができるため、仮想マシンごとに

きめ細やかな設定を行うことが可能である。本機能は、仮

想マシンを作成する基となる仮想マシンイメージに対して、

本機能が提供するOS自動設定ツールを予めインストール

しておくことで利用可能となる（図６）。

図６  仮想マシンのOS自動設定機能動作イメージ

(３)複数拠点のデータセンタへの対応

　本システムは、前節にて説明したとおり、複数拠点のデー

タセンタを一元的に管理することができる。

　複数のデータセンタを管理サイトから一元的に管理する

ことで、各データセンタの運用品質の均一化やデータセン

タごとに配置されていた運用者の集約を図ることができ

る。これにより、ランニングコストの削減が期待できる。

　また、利用者は本システム上で作成した仮想マシンの

データイメージを「仮想マシンイメージ」として、複数の

データセンタ上に作成することができる。予め各データセ

ンタに必要な仮想マシンイメージ構成を作成しておけば、

前述したユーザシステムのテンプレートや仮想マシンのOS

自動設定機能を利用して、複数のデータセンタに対して同

じ内容のユーザシステムを容易に展開することができる。

(４)仮想化環境との情報同期機能

　本システムのようなIaaS構築用クラウドOSによるIaaS

の構築は、新規に仮想化環境を用意して行うのが一般的で

ある。既存の仮想化環境へ途中でクラウドOSを導入する

と、稼働中の仮想マシン情報など、クラウドOS側が持つ管

理情報と仮想化環境上の実体にずれが生じて運用に支障

をきたすなどの問題が発生する。また、こうしたクラウドOS

の管理情報と実環境における実体とのずれは、クラウドOS

導入後に何らかの理由で仮想化環境を直接操作して変更を

加えた場合にも発生する。

　本システムでは、こうした問題を解決するための手段とし

て仮想化環境の各種構成情報を取得して本システムに同期

図７  仮想化環境との情報同期機能動作イメージ

表４  仮想化環境構成情報の同期情報一覧

ンプレート化機能」によってテンプレート化することができる。

　テンプレート化されたサービス実行環境は、Web上の簡

単操作で短時間にクローンを展開することが可能となる。

そのため、新規顧客に対する迅速なサービス提供開始を実

現するとともに顧客ごとに発生していた初期構築コストを

削減することができる。

(３)企業のプライベートクラウドの構築

　本システムで企業内にプライベートクラウド環境を構築

することにより、社内の利用者にオンデマンドでサーバを

提供することができる。また、既存の仮想化環境がある場

合でも、前述の情報同期機能により、既存環境を活かした

導入が可能である。利用者からの利用申請はWeb経由で

行われ、その後の各種サーバ構築作業は自動化されるた

め、提供側の運用コストを大きく削減することができる。

4. おわりに
　本稿では、当社で開発を行っているIaaS構築用クラウドOS

について社内の導入事例も含めて紹介した。

　本システムが実現するセルフサービス機能を備えたIaaS

は、オンデマンドでのITリソースの利用という利用者側のメ

リットだけでなく、運用自動化によるコスト削減、属人化され

た運用業務の削減、およびそれに伴う運用品質の均一化と

いったサービス提供側のメリットも提供するものである。

　また、本システムを市場の同様のものと比較した際の特徴と

して、仮想マシンのOS自動設定機能やユーザシステムのテン

プレート化機能といった利用者のシステム構築の作業負荷を

軽減する機能を提供する。また、仮想化環境との同期機能は、

既存環境に本システムを導入する際に特に有用である。

　今後は、本システムの特徴的な機能をより深化させるととも

に、複数拠点のデータセンタ対応にディザスタリカバリ機能を

追加するなど、ITインフラを提供するための基盤としての特徴

をより打ち出していく予定である。また、社内での導入事例の

ノウハウを活かし、お客様企業へのプライベートクラウドの導

入支援に展開していきたいと考えている。
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　本項では、本システムを当社社内システムである共通開発基

盤ezPlatform(以下、ezPlatform)へ導入した事例を紹介す

る。本導入は、ezPlatformの運用自動化を推進し、運用者の

運用負荷を削減することを目的として実施した。

　ezPlatformとは、SI業務の生産性向上を目的として、仮想

化技術を利用した「早く」「お手軽に」「柔軟な」開発環境を提

供する施策である。現在は新規プロジェクトを中心に利用が

進み、機器調達コストの削減や調達期間の短縮などに効果を

あげている。詳細については、本誌特集論文の「ezPlatform

によるソフトウェア生産環境の革新」を参照されたい。

　本システムを導入する際、既にezPlatform上では約１２０台

の仮想マシンが稼働していた。導入作業は、これらの仮想マシン

やezPlatform自体を停止させることなく、また環境の大幅な

構成変更を行うことなく実施することが求められた。このよう

な要求に対しては、本システムの仮想化環境との情報同期機

能を利用して運用中のezPlatformの構成情報を取得し、自動

的に本システムの構成情報を設定させることで容易に対応す

ることができた。

　本システム導入前のezPlatformでは、運用者が利用者から

申請された仮想マシン構成ファイルの内容を確認し、リソース

の空き状況等を管理しているDBシステムの情報を参照しなが

ら、仮想マシンの作成を手動にて行っていた。本システム導入

後は、この仮想マシンの作成処理に関して、本システムによる

各種処理の自動化を行い、利用者から申請された仮想マシン

構成ファイルをそのまま読み込んで仮想マシンの作成を自動

で行えるようになった（図８）。

図８  本システムの ezPlatform への導入前と導入後

　本システムの定量的な導入効果としては、利用者から仮想マ

シンの作成依頼を受けてから提供が完了するまでの作業コス

トを、導入前後の作業時間を実際に計測して比較したところ、

導入当初の段階で約２３%の削減が確認できた。特に、仮想マ

シンの作成、各種設定作業、および最終確認とリリースに係る

作業コストの削減効果が顕著に表れた。（図９）また、定性的

な導入効果として、ezPlatform運用者より「本システムを用い

ることで、担当に依存した作業からの脱却を実現できた」との

意見が得られた。これは、本システムによる各種処理の自動化

およびGUIの簡易な操作体系から、ezPlatformを運用する上で

の属人的な要素を排除することができたためと考えられる。

　本システムの導入後、自動化対応していない ezPlatform 運

用作業に関しては従来通り手動で実施し、その後の機能追加

によって徐々に本システムによる自動実施に切り替えていく

方針とした。導入後の機能追加および ezPlatform のサービス

変更に伴う機能改修に関しては、アジャイル開発を取り入れ、

一週間単位のアップデートリリースを行うことで迅速に対応

することができた。現在では数回のアップデートを経ており、

作業コスト削減効果は導入当初の２３%から３８%に増加した

（図９）。

　本導入の特徴と効果を以下にまとめる。

　● 情報同期機能による運用中の仮想化環境へのスムーズな

　  導入

　● 運用手順の自動化による作業コストの削減と属人化され

　  た作業の排除

　● 定期的な機能アップデートによる継続的な作業コスト削減

　  率の向上

表1  サービスメニュー

るデータセンタ上の仮想化サーバ、ストレージ、ネットワークと

いった各種リソースの構成情報を常に管理している。利用者か

らのリクエスト受信時には、その内容と前述の構成情報に基づ

いて利用者に提供するための最適なリソース選択、および選択

したリソース上での仮想マシンの作成といった自動制御を行う

（図２）。
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IT 資産は事業者が所有し、コミュニティに属する
複数の企業や企業グループに対してサービスを提供
する。業界特化型クラウドや共同センター型クラウ
ドとして提供することが多い

IT資産は事業者が所有し、個別企業や企業グルー
プ内で占有使用する 

IT 資産はユーザー企業が所有し、占有利用する

出典： IDC Japanプレスリリース「国内プライベートクラウド市場予測を発表」
（ 2012年 9月27日） 
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プライベートクラウド

サービスメニュー 概要

仮想マシン

仮想マシンイメージ

ロードバランサ

ユーザシステム

ユーザシステムの
テンプレート管理

・指定スペック（OS、CPUコア数、メモリサイズ、ディス   
　クサイズ等）の仮想マシンを提供する。
・IPアドレスの自動設定、仮想ファイアウォールによる通
　信制御機能も併せて提供する。

・作成した仮想マシンのデータを本システム上で複製利
　用可能なデータイメージとして保存する。

・作成した仮想マシンへのロードバランシング機能を提
　供する。
・転送プロトコルとして、HTTP/TCPに対応する。

・仮想マシン、ロードバランサ等を組み合わせて構築し
　たユーザシステムを一塊で管理する機能を提供する。
・各ユーザシステムには、プライベートネットワーク、ユー
　ザシステム単位の仮想マシンの起動、停止機能等が　
　提供される。

・一度作成したユーザシステムをテンプレート化する機
　能を提供する。（詳細は、2.3節に記載する）

本システムの
Webポータルサイト画面

利用者

リクエスト

本システム

管理
情報

＜各種リソース＞
●仮想化サーバ
●ストレージ
●ネットワーク

サービス提供側

自動制御

各種リソースの
構成情報

データセンタ

仮想化サーバ

ストレージ

ネットワーク

ネットワークスイッチ

WebWeb

サイト　     機器　                          概要                              補足

管理
サイト

データ
センタ

仮想化サーバ

ストレージ

L2スイッチ

各データセンタの情報を統括的に管理する
サーバ。Cluster サーバに要求を中継する。

各データセンタ専用の管理サーバ。データセンタ
についての詳細な構成情報を管理する。Manager
サーバからの要求に基づいて処理を実施。
仮想マシンの起動先。仮想化ソフトウェアとし
ては、VMware ESX（VMware vCenter 経由
で管理）、KVMに対応。

仮想マシンイメージ、仮想マシンデータなど
を格納する、NFS、iSCSIでの接続に対応。

仮想マシンの通信を中継する。１ポートあたり
1Gbps 以上のスペックを推奨。また、Tagged 
Vlan 機能が必要。

本システムの
提供部分

ハードウェア
は、要件を満
たす市販製
品で構成

Manager
サーバ

Cluster
サーバ

表２  本システムを構成する各機器について

図３  システム構成
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②管理情報の更新とCluster
　 サーバへのリクエスト転送

中継装置管理用ネットワーク

③管理情報の更新と各種機器の制御実行
起動先仮想化サーバの選択  ⇒ 配置先ストレージの選択 ⇒ 
仮想マシンの作成  ⇒ VLAN ID の選定 ⇒ 
プライベートネットワークの構築  ⇒ IP アドレス選定　⇒ 
仮想 FWの設定  ⇒ DHCPサーバの設定  ⇒ 
DNSサーバの設定  ⇒ 仮想ロードバランサの設定  ⇒ 
仮想マシンの機能  ⇒ パスワード設定  ⇒
ＯＳライセンス設定の実施
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サポート対象のOS　               自動設定可能な内容

表３  OS別の自動設定可能な内容一覧

・ Microsoft Windows Server 2003 [32/64bit]
・ Microsoft Windows Server 2003 R2 [32/64bit]
・ Microsoft Windows Server 2008 [32/64bit]
・ Microsoft Windows Server 2008 R2 [64bit]

・ コンピュータ名の設定
・ 管理ユーザパスワードの設定
・ OSライセンスのアクティベーション
・ 任意のコマンド実行

・ Red Hat Enterprise Linux 5 [32/64bit]
・ Red Hat Enterprise Linux 6 [32/64bit]

・ CentOS 5 [32/64bit]
・ CentOS 6 [32/64bit]

・ 管理ユーザパスワードの設定
・ サブスクリプションの有効化
・ 任意のコマンド実行

・ 管理ユーザパスワードの設定
・ 任意のコマンド実行

作成された仮想マシンに対して、仮想マシンの初回起動時に

OSの各種設定を自動で行うことができる機能である（表３）。

ユーザシステム
・ HTTP （TCP/80）
・ ロードバランシング

・ リモートデスクトップ （TCP/3389）
・ スタティックNAT

仮想ファイアウォール／ロードバランサ
プライベートVLAN

プライベートVLAN

Webサーバ x3 Appサーバ x1

システムの
構成情報

展開された
ユーザシステム

展開された
ユーザシステム

ユーザシステムのテンプレート

展
開

本システム ・・・
${HOST_NAME}
・・・
・

・・・
GUEST-A
・・・

・・・
GUEST-B
・・・

仮想マシンイメージ
OS自動設定ツール

設定ファイル／実行コマンド 仮想マシンイメージ構成

③ 設定ファイルおよび
　 実行コマンドの作成 ④ 設定ファイルおよび

　 実行コマンドの取得

仮想マシン [A] 用の設定ファイル／実行コマンド

仮想マシン [B] 用の設定ファイル／実行コマンド

① 仮想マシンの作成

② 起動

⑤取得した設定ファイルおよび
　実行コマンドの適用 

仮想マシン [B]
OS自動設定ツール

仮想マシン [A]
OS自動設定ツール

本システム

運用中の仮想化環境

① 仮想化環境構成情報の
　 取得と同期

② 仮想化環境の管理

ネットワークリソース

仮想化サーバリソース ストレージリソース

対象システム　                            同期情報

本システムの導入前

・・・
CPU = 2
MEM = 512MB
・・・

・・・
CPU = 2
MEM = 512MB
・・・

本システムの導入後

仮想マシン構成ファイル
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利用者
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リソース情報管理DB
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仮想マシンの
自動作成

リソース使用状況を
参照して情報更新

ezPlatform

ezPlatform

リソース情報

本システム

図９  本システムの導入による作業コストの削減効果

・仮想マシンのバックアップ設定
・操作権限の設定など

・IPアドレス・コンピュータ名の設定
・OSライセンスのアクティベーションなど

・起動先仮想化サーバ・ストレージの選択
・各種リソースのプロビジョニングなど

・作成する仮想マシンについてのコンサル
　ティング
・利用料金の算出・見積もりの提示など

■仮想マシンの作成

■仮想マシンの各種設定作業

■サードパーティソフトウェアの
　セットアップ

■各種運用作業

■仮想マシンの最終確認とリリース

■仮想マシン構成ファイルの作成100％
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させる機能を持つ。各種構成情報の同期により、仮想化環

境の各種リソースの状況監視や、仮想マシンの設定・操作と

いった管理を本システムから実施することが可能となる。

このため、既に運用中の仮想化環境への導入も容易に行う

ことができる(図７、表４)。また、導入後に何らかの理由で本

システムを経由せず直接的に仮想化環境へ変更が加えら

れた場合でも、本システムの構成管理情報を実体と同期さ

せることができる。


