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ユビキタスプラットフォーム

　ユビキタスプラットフォームは来たるべき IoT（Internet of 

Things）/M２M(Machine to Machine)サービスを利用した

次世代 I CT社会へ向けて、社会システム・サービスを支える

プラットフォームとなることを目指してる。膨大な数のセンサー

やスマートフォンなどの各種デバイスから発生する大量のデータ

を収集・蓄積・分析するための基盤を有しており、そのシステム

規模はサーバ数万台になると想定している。

  1.  はじめに 　このような大規模システムでは、これまで1サーバで一つのプ

ログラムを処理していた世界から、大量のサーバで一つの役割

を果たすクラスタコンピューティングというアーキテクチャーを

持つことが必要であり、これまでの環境とは性質の異なる以下

のような課題がある。

（1）1台あたりの機器故障確率は低くても、大量のサーバがある

　　 ことで毎日数十台の機器故障が発生する。

（２）機器の導入に際して、膨大な構成情報を正確に管理・設定

するには、従来の1台ずつオペレーションを行う方法のま

大規模システムにおける運用の取り組み

牛田　隆之　　　　松山　浩明　　　　楠田　友彦
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概要
　仮想化テクノロジーやクラウドコンピューティングの利用が一般化したことにより、サーバの集約、調達コスト・
リードタイム削減など様々な効果をもたらしたが、その一方でシステム構成は急速に複雑性・多様性が増したこと
により、システム運用に関わる工数はむしろ増大している。
　特にビッグデータの分野においては、デジタルデータの量がこれまでと比較にならないほど拡大しており、システム
全体で管理しなければならないサーバ台数も飛躍的に増加傾向にある。
　例えば米Microsoftでは、「30万台のサーバーを運用しており，1人の管理者が5000台のサーバーを管理して
いる」[1]と報告されているが、そのような大規模システムにおいては高度な運用管理基盤無しでは成り立たない。
それに加えて、グローバル展開しているクラウド事業者の台頭により、競争が熾烈になっている。
　インテックのユビキタスプラットフォームでは、増え続ける大量のサーバ、複雑化・多様化するシステムの運用
という命題に対して、効率よく安全に運用管理する方法について取り組んでいる。本稿では、それらの取り組みに
ついて紹介する。
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ユビキタスプラットフォーム

　大規模化したシステムでの課題を「機器・基盤インフラ」、「導

入・運用」、「モニタリング」、「ファシリティ」の４つに分類する。

それぞれにおける課題と・解決手段は以下のとおりである。

（1） 機器故障の頻発化と、それを吸収する基盤アーキテクチャー

　　の必要性

　　　システムが大規模になると、いくら高信頼性の機器を使

  2.  大規模システムにおける課題と解決手段

までは、非常に大きな工数を必要とし、一つの誤りなく設

定を展開することは困難である。

（３）システムの利用状況の変化、構成変更が頻繁に発生するた

め、適切な監視指標を保ち続けることが困難となり、シス

テムの健全性が把握しにくくなる。

（４）サーバを設置するためのスペース、発生する排熱、使用電力

に対し、データセンターファシリティ側が許容できなくなる。

　大規模なシステムのアーキテクチャー設計や構築・運用プロ

セスは、これまでのオンプレミスにおけるプロセスと比較する

と、単に台数の規模感の違いだけではなく、基本的な設計方針

から考え方を変えなければ早晩、前述の課題に行き当たる。

　そのためユビキタスプラットフォームでは、当初よりプラット

フォーム運用としての「あるべき姿」を以下のとおり設定し、開

発を行ってきた。

● 安定・安心・安全

サービス無停止、及び高セキュリティーなプラットフォーム

を当たり前に提供する安定・安心・安全なシステム運用を

実現する。

● ローコスト運用

従来のシステム運用に比べ桁違いのローコスト運用を実

現する。定常業務の自動化によるゼロオペレーション運

用、プラットフォームサービスに適合したプロセス IT化を

実施する。

● 高品質

プラットフォームサービスの各運用プロセスにおいて見え

る化を促進し、社会基盤システムとして相応しい高品質な

運用を実現する。運用プロセスの標準化や自動化によりオペ

レーションミスを排除する。また高度化された予測検知に

より障害を未然に防止する。

　第２章以降ではユビキタスプラットフォームにおける大規模シ

ステム特有の課題と解決方法の詳細について述べる。

用しても年間に故障する頻度は非常に多いものになる。

1台におけるマシンクラッシュの頻度が年間に１.２～２回

発生すると仮定した場合、２０００台のサーバを使うサービ

スでは、平均的に２.５時間に1台のマシン（1日に約１０台）

がクラッシュすることになる [２]。そのため、ハードウェア

の故障を前提としたアーキテクチャーの設計を行わないと

システム全体の安定性は保てない。

　　　ハードウェアの物理的な耐故障性に関わらず、ソフトウェ

ア層で安定してサービスを継続できる仕組みを必要として

おり、基盤インフラ上で稼働するアプリケーションにも同

様のことが求められる。ハードウェアの故障が発生しても

外部へ影響を与えず処理を継続できるためのインフラ・ア

プリケーションの設計・実装が必要である。

　　　また大規模システムでは、サービスの拡大・縮小に合わ

せて自在に処理能力をスケールアップ・ダウンできるよう、

プロビジョニングする必要がある。定常的な管理だけでな

く、突発的な負荷やハードウェア障害による処理能力不足や

縮退の発生に対して、その影響を極小化し対応できるよう、

代替サーバを投入するオートメーション化された基盤アー

キテクチャーが必要である。

（２）導入・運用プロセスに掛かるコストの増加、品質の低下

　　　対象となる機器が数十台程度であれば、1台ずつ手作

業で構築することも可能ではあるが、大規模な環境下では

工数が膨らみ、かつミスを誘発するため、コストや品質維

持の面でも導入・運用作業を統合的に自動化するツールの

導入は必須となる。

　　　構築を物理レイヤーから自動化するためには、サーバ

の物理情報や OS 情報、稼働させるべきミドルウェアや

業務アプリケーションを管理する構成管理データベース

(CMDB) が必要となる。そして構築作業を定常的運用作

業として組み込むため、CMDB の情報と自動構築ツール

を連携し、かつ複雑な手順を簡易なオペレーションとして

行えるための統合管理基盤を構築することで運用に掛かる

コストを低減する。

（３）システムの正常性把握の難しさ

　　　システムが正常に動作していることを継続的に確認する

ためには、システムモニタリングが欠かせない。特にシス

テムが大規模化・複雑化すると障害発生頻度は多くなり、

影響範囲は広く、発生要因も複合的になるため、原因判明

に時間を要するようになる。そのため運用者が素早く的確
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に判断できるよう、サービスレベルで稼働状況を簡単に確

認できるモニタリングシステムが必要となる。

　　　現状の多くのシステムモニタリングツールはリソースに関

するデータを収集し、それをしきい値と比較する方式が主

流である。この場合サーバのスペックや動作アプリケーショ

ンによるリソース利用実態や、過去の傾向に合わせてしきい

値をチューニングすることが極めて重要になる。しかし、大

規模システムでは全体のリソース量は頻繁に変動するためシ

ステムに合わせてチューニングしていくことは非常に難しい。

そのため重要な変化を見逃してしまい、突然サービスの応

答劣化や停止が発生する“サイレント障害（1） ”が起こる場

合が多い。

（４）フロアスペース・排熱・電力消費の増大

　　　機器の台数が多くなるとサーバラック台数の増大と機器

の排熱・電力消費の問題は避けて通れなくなる。一般的な

サーバに高性能・高可用性を要求すると、筐体は巨大に、

かつ使用される電力は増加し、大量の熱を排出する。近

年では２U サイズに数十台の小型サーバモジュールを搭載

した超高密度サーバも販売され、ラックあたりの集積度

の向上は図れてきているが、１コアあたりの処理能力は下

がるため、システムの処理内容に合わせた利用が求めら

れる。

　　　排熱・電力消費の問題については、外気冷却方式や直

機器
基盤インフラ

導入・運用

モニタリング

ファシリティ

大規模システムにおける課題 求められる解決手段

●高可用性ハードウェア使用による
　高コスト化構造
●頻発するハードウェア障害

●導入リードタイム短縮要求と現実との
　ギャップ
●管理情報増大に伴う運用担当の負荷

●システムの大規模 /複雑化に伴う
　トラブルの増大。
　影響の拡大。収束までの長大化。
●システムの変化の見逃し
　　⇒「サイレント障害」の発生

●サービス拡大に伴い際限なく必要と
　する機器の設置スペース
●冷却能力・電力供給のファシリティ限界

●コモディティ化された廉価ハードウェア
　の活用
●ハードウェア障害を前提とした基盤イン
　フラストラクチャーと自動プロビジョ
　ニング機能

●導入から運用・監視までのプロセス
　全体を一体化した統合運用管理基盤の
　構築
●システム全体の情報一元化による見え
　る化

●運用者が素早く的確に判断できるよう、
　稼働状況確認用ダッシュボードの提供
●リソースの変動の乱れに注目した異常
　検知技術の導入

●サーバの高集積化
●低発熱 /低消費電力サーバの検討
●消費電力効率の追求

図 1  大規模システムにおける課題と求められる解決手段

（1）  システムモニタリングツールが検知できない障害のこと。ツール上ではエラーを検知していないにもかかわらず、性能劣化等によりシステムの使用に影響が出る。

　ユビキタスプラットフォームでは、先の各課題に対してシステ

ム運用と密接に関わるプロセスに絞り「機器・基盤インフラ」、

「導入・運用」、「モニタリング」に対する取り組みを行った。そ

れらの解決手段に共通する「一元化」、「自動化」、「可視化」と

いう３つの要素に注目し、実施した取り組み内容の詳細を次節

以降で説明する。

3.1　運用プロセス間の密連携と管理情報の
　　  “一元化”
　ユビキタスプラットフォームの運用プロセスは、現状の各々

分散されている運用プロセスの管理情報を密に連携させ、全体

をとりまとめて“統合運用管理基盤”として整備することを目標

としている（図２）。その中でも、運用基盤の一元化と自動化、可

  3. ユビキタスプラットフォームでの
　　 大規模システムに対する取り組み

流給電方式などが注目を集めているが、システムの大規

模化を検討した場合は、データセンターレベルで省エネル

ギー化の検討をしなければ、それらの問題を解決すること

は困難な場合が多い。

　　　上記（1）から（４）にあげた課題ポイントと、求められる

解決手段のまとめを図1に示す。
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監視ツール 利用ユーザ

インシデント 質問・問い合わせ 調査依頼 障害対応依頼

インシデント管理

問題管理

変更管理

リリース管理

構成管理

※今回の開発ターゲット

統合運用管理DB
構成情報

リソース情報

障害情報

変更情報

可用性管理 サービス継続性管理 キャパシティー管理 サービスレベル管理 セキュリティ管理

統合運用管理基盤

図２  求められる統合運用管理基盤の全体像と重点開発ターゲット

図３  統合運用管理基盤 管理ポータル（画面は開発中のもの）

視化を実現する目的で構成情報を構造化して管理する統合運用

管理DBと、管理インターフェースの開発を進めている（図３）。

　統合運用管理基盤の導入による期待される効果は以下のと

おりである。

（1）物理レイヤーからアプリケーションレイヤーまでプラット

　　フォーム全体のシステム導入プロセスの一貫した自動化

（２）変更管理プロセスの可視化、及び変更履歴の常時監査に

　　よるガバナンス強化

（３）ダッシュボード導入による構成情報・リソースの見える化、

　　障害対応プロセスの迅速化

（４）誤った管理情報によるサービス停止などの障害の排除

　このように統合運用管理DBを全体のハブ機能とした統合運

用管理基盤の導入で、各運用プロセスの連携と、一体化の実現

を可能としている。
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3.2  導入プロセスの“自動化”によるコスト   
　      削減と高品質化の実現
　Chef[３]やPuppet[４]に代表される自動化・構成管理ツール

や、CloudStack[５]やOpenStack[６]等のクラウド構築ソフト

ウェアの利用が進んでいるが、これらのソフトウェアはサーバの

コンフィギュレーションや、物理層から上の環境構築に特化した

ものである。

　ユビキタスプラットフォームの統合運用管理基盤は、自動化・

構成管理ツール、クラウド構築ソフトウェアに加えて、その外側

となる物理層、ファシリティ層、さらには多拠点データセンター

の利用、及び他社クラウドサービスとの連携を見据えて、一元

管理できることを実現する（図４）。

統合運用管理基盤

マルチサイト
一括管理

アプリケーション

ミドルウェア

OS

仮想・クラウドサーバ
仮想ネットワーク環境

物理サーバ
物理ネットワーク環境

フロア・ラック・電源

データセンター（第1サイト）

Configuration

Bootstrapping

Facility
 Management

データセンター（第2サイト）

図４  統合運用管理基盤の管理ターゲット

（2）  Linuxを自動インストールするための仕組み

　ユビキタスプラットフォームのサーバ導入プロセスは、統合運

用管理基盤を用いサーバを指定されたスイッチのポートにLAN

ケーブルで接続し、電源を投入するだけで、PXEブート機能と

ブートストラッピングツールであるKickStart（２）、構成管理

ツールであるChefの連携によりOSのインストールからミドル

ウェア、アプリケーションの自動インストール、コンフィギュレー

ション設定、サービスインまでの完全自動化を実現した。

　これは故障時も同様であり事前に用意した予備機と入れ替

え、上記の手順を踏むだけでサーバの交換作業が終了する。ま

た、サーバ機器は最初から故障を前提とした運用モデルを取り

入れることで、コモディティ化された廉価サーバを導入し、調達

コストと保守コストを大幅に低減できた。

　本手法の実施で、高度な知識を持たないオペレータでもサー

バ導入作業が可能となり、かつ大量のサーバの導入も定常的な

運用の一環として実施することで、運用コストの削減と迅速な

システム拡張、高品質化を両立させている。

3.3  サイレント障害の“検知”を目指した
　　　モニタリングシステムの開発
　現在のしきい値によるシステムモニタリングは”サイレント障

害“を検知できないという点で、問題を抱えている。システムの

大規模化に伴い、システムの健全性のモニタリングは重要性を

増し、既存のシステムモニタリングに代わる”異常検知技術“を

必要としている。

　ユビキタスプラットフォームでは、サービスへの影響が顕在化

する前にサイレント障害を予測するための技術開発を行って

おり、その技術の一つとして、サーバ群のリソース変動の相関関係

に注目している。

　その内容は、サーバ間のメトリクス及び時間方向のデータを

任意の時間幅で切りだし、その連動性・解離性を分析し、通常時

における相関性をスコア値化して記憶しておく（図５）。そしてリ

アルタイムで相関性のスコア値をチェックし、通常時のスコア値

に比べて大幅に変化した場合、サーバに何らかの異常が発生し

ていると判断するものである。

サーバA サーバB

メトリクスB

メトリクスA
メトリクスA

メトリクスB

時
間
方
向

③

①

②

②

①

図５  相関分析のアプローチ

① 同一サーバ内で他のメトリクスとの連動性・解離性のチェック
② 同一メモリクスまたは異なるメトリクスで他サーバとの連動性・解離性の
　 チェック
③ 同一メモリクスで他時間帯（前日・前週・前月）との解離性チェック

　通常、しきい値の設定を行う場合、過去の利用傾向値を元

に設定する必要がある。例えば、定期的なバッチ処理やバック

アップ処理等が実行される場合、通常時より高負荷になるため

モニタリングシステムが誤検知しないようしきい値を高めに設

定する、といったものである。しかし相関関係を元にした検知の
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TSUYUKI Sunao

● 先端技術研究所　事業開発部
● ユビキタスプラットフォームの開発に従事

● 先端技術研究所　事業開発部
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● クラウドサービス部
● ユビキタスプラットフォームの開発に従事
● SPS/Self の開発・運用に従事

● ユビキタスプラットフォーム事業開発室
● ユビキタスプラットフォームの運用に従事

牛田　隆之
USHIDA Takayuki

● ユビキタスプラットフォーム事業開発室
● ユビキタスプラットフォームの運用に従事

　本稿では、インテックのユビキタスプラットフォームでの、大

規模システム環境における課題と解決への取り組みについて紹

介した。今回紹介した内容は、既存のシステム環境の運用にも

有効な要素が含まれており、インテックが提供するシステム運

用の品質向上に繋がるものである。今後、継続的に機能の拡充

と有効性を実証し、運用システムの高度化を行うことで、提供す

るサービスの品質向上・安定運営への取り組みを進めていく。
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場合、規則的な変動であれば自動フィルタリングされ、サーバス

ペックに左右されるしきい値設定は不要となることにより、これま

でサーバ毎に行っていたしきい値設定作業を大幅に削減できる。

　本取り組みは、まだ開始されたばかりであるが、システム監視

以外への応用としてユビキタスプラットフォームが収集するセ

ンサー情報から、工場や橋梁などの設備の異常検知への適用

を予定している。


