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1. はじめに

(1) XML-EDI：次世代型の企業間データ交換仕様であり、メッセージ形式にXMLを採用。
(2) GDS (Global Data Synchronization)：国際的な商品マスタデータの即時同期化。

4. 当社のIT基盤最適化への取組み

2. 経営戦略を支えるIT基盤とは

3. ＩＴ基盤技術の動向
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特集 IT基盤の最適化

　全体最適の視点で統合された IT基盤に注目が集まる背景と

して、仮想化をはじめとした IT基盤技術の進化がある。

　そもそも全体最適の IT基盤とは、アプリケーションと実行

環境を分離し、それぞれに最適な環境を構築することにある。

これはアプリケーションとOSやハードウェアなどの実行環境

のライフサイクルが異なることからも、しごく合理的な考え

方である。

　このような考え方は、３０年以上前の汎用機では当然のこと

であった。高価なハードウェア上で多くのアプリケーションを

実行するには、ＣＰＵを時間分割して使用するＯＳの開発など、ま

さに｢仮想化｣の原点として様々な工夫が施されていた。

　このような仮想化の考え方をオープンシステム上のサーバー

で実現したソリューションの代表として「VMware」が有名

であるが、仮想化はサーバーに限ったソリューションではない。

IOの仮想化やストレージの仮想化など様々な仮想化をテーマと

した製品やソリューションが次々と市場に投入されている。

　仮想化の意味と本質について、日経ＢＰ社の「 IT Keyword 

２００８」（文献[２]）では次のように説明している。

　 『仮想化 (Virtualization) は、物理的構成に縛られること

　　なく、論理的構成を可能とする技術の総称である。（中略）

　　　仮想化の本質とは、コンピュータのリソースを再配分

　　する管理機能にある。特に「サーバー統合」や「ストレージ

　　統合」などに代表される複数のハードウェアを統合して

　　いく傾向にある分野では、「サーバーの仮想化」や「ス

　　トレージの仮想化」などが欠かせなくなっている。統合

　　化と仮想化は表裏一体の関係にあるといえる。』

　全体最適の視点で統合された IT基盤の構築では仮想化を切

り離して考えることはできない。次世代の IT基盤の本命とい

われる「ユーティリティ化」や「自律システム」など、需要

に応じてダイナミックにリソースを提供するオンデマンド型

サービスを実現するには、仮想化が ITシステムを牽引するキー

テクノロジーといえる。

　一言に IT基盤技術と言ってもその対象範囲は広く、全てを

論ずることは到底不可能である。ここでは注目度が高いサー

バー仮想化OSとIOの仮想化について論ずる。また、注目度が

高まっているEIPなどの情報共有基盤についても簡単に触れる。

3.1 仮想化OS 
　サーバーの仮想化で代表的なOSはVMware社の「VMware」

である。「VMware」は、仮想化機能そのものはもちろんで

あるが、管理システムの機能の優秀さと使いやすさで市場をリー

ドしてきた。追随するオープンソース「Xen」がなかなか市場

に拡大しないのも管理機能が「VMware」に比べ見劣りが

するためだという見方もある。日経BP社の説明『仮想化の本

質とは、リソースの統合と再配分の管理機能にある』からも、

この見方には納得できる。

　しかし、「Xen」はNovell 社が公式にサポートしており、

また「Xen」をベースとした「XenSource」や「VirtulIron」

など管理機能を充実させた商用製品も出始めていることから、

今後の動向が注目される。

　また、Microsoft社は「Windows Server ２００８」のリリース

から１８０日以内に同OS上で稼動する本格的な仮想化機能を提

供すると表明しており、市場の期待を集めている。

　これらの製品が出揃うと仮想化OS市場が一気に過熱するこ

とが予想される。

3.2 IOの仮想化 
　サーバーだけではなくIOそのものを仮想化する製品が注目

を集めている。

　独自のブレードサーバーを専用の筐体に格納するEgenera社

の製品「BladeFrame」シリーズでは、単一のプラットフォームに、

プロセシング、ネットワーキング、クラスタリング、セキュ

リティ、フェイルオーバ、ロードバラシング、そしてそれら

を管理する機能のすべてが統合されており、ストレージや

ネットワークなどを合わせて EgeneraPANManger と呼ばれ

る管理システムが仮想化環境をコントロールする仕組みになっ

ている。ケーブリングなど物理的な IOをできるだけ仮想化す

ることで、広範囲でのリソースの動的な割当てと高い可用性

を実現しており、金融機関でのシステムを中心に導入を拡大

させている。

3.3. サーバーのブレード化とストレージの進化
　ブレード型のサーバーは、IDC Japan社の調査 (文献[３]) 

によると２００３年上半期から２００４年下半期にかけて急速に拡

大し、ここ数年が２ケタのプラス成長となっている。

　データセンタースペースの有効活用のためサーバーの集積度

を上げることや、システムの規模に応じた柔軟な拡張が容易に

行えるなど、ブレードサーバーの特徴を生かしたシステム構築

がすすんでいることが背景と推測される。また、ハードウェア

メーカーがブレードサーバーの高機能化に本腰を入れ、管理シ

ステムなども充実してきたことも要因であろう。

　ブレードサーバーの拡大に伴い、ストレージ市場も順調な伸

びを示している。同じくIDC Japan社の調査 (文献[４]) によ

ると、国内のストレージソリューションの市場規模は２００７年

で約６,２２８億円と見込んでおり、特にソフトウェアとサービス

の高成長が続いている。これは、ハードウェアの低価格化に

よって導入が促進されたことに加えて、仮想化などによりアプリ

ケーションとハードウェアとが分離し、全体最適の視点での

IT基盤構築において高機能なストレージの活用に注目が集まっ

ているからと思われる。

　ストレージ市場では日立製作所やヒューレット・パッカード社、

EMC社など従来からストレージに注力してきたメーカーなどが、

高機能・大容量の製品を市場投入しているほか、中低価格帯の

製品のラインナップも揃えてきている。また主流であるファイ

バーチャネルでの接続方式に加え、LAN（TCP/IP）で接続で

きる iSCSI (1)対応の製品を投入するメーカーも勢力を伸ばし

ており、コストダウンの方法として注目されている。

　仮想化ソリューションを全面に打ち出す製品も現れており、

３PAR社ではストレージのリソースプールとして「ユーティリティ・

ストレージ」を表明しており、素早いプロビジョニング(2)など

効率的な運用管理を提供することにより、必要に応じた柔軟で

高い拡張性を実現している。

5. おわりに
　これまで述べたとおり、情報セキュリティの確保や内部統

制への対応、また安全性や経済性の観点から IT基盤の統合に

注目度が高まっており、そのソリューションとしての仮想化

システムや運用管理システムが市場を賑わしている。

　IT基盤の統合が本格的に動き出すのは２０１０年以降のアプリ

ケーションの更改時ともいわれているが、サブプライムロー

ンや原油高など世界的に経営環境が厳しくなる中、経営環境

の変化に素早く対応するためには、統合化された IT基盤をい

ち早く実現するべきであるという気運も感じられる。

　また、リース会計基準の国際化対応などによって、ユーティ

リティデータセンターのような使用量に応じたシステムコス

トの課金モデルにも注目が集まっている。

　一方で、事業継続性への対応として、ITシステムを強固な

データセンターに集約したうえで、災害対策を施す企業も増

えており、都内のデータセンターはどこも盛況である。データ

センターを効率的かつ経済的に活用するにおいても、IT基盤の

統合は必須の検討項目であり、データセンター移転は IT基盤

の全体最適化の絶好の機会でもある。

　いずれにしても「汎用機→個別最適化のオープンシステム

→統合された IT基盤」の流れは確実に進んでおり、IT基盤技

術の標準化と高度化をさらに加速する時期にある。
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図２　当社の「ＩＴプラットフォーム事業」ビジネスマップ

　当社では事業部門それぞれで必要性に応じて IT基盤に関す

る情報と技術蓄積し、エンジニアを育成している。

アウトソーシングの事業部門では、当社のデータセンターで

の運用標準に適合した IT基盤を設計・導入することにより、

安全で信頼性の高い運用サービスを提供している。また、

サーバーやストレージを統合することで、スペース効率ばかり

でなく消費電力や発熱量の低減など、データセンターを効率よ

く経済的にご利用いただいている。

　システム開発の事業部門では、アプリケーションを実装する

際に必要な IT基盤をいくつかのパターンに分類し、標準化を

すすめている。標準化された IT基盤はあらかじめ検証されて

いるため、安定した品質が保証される。また、システム開発部

門が取組む IT基盤の標準化は、サーバーやストレージといっ

た物理的な稼働環境ばかりではなくアプリケーションの実行環

境なども含まれるため、短納期化するお客さまの要望に対し、

安定した品質でお応えしている。

　一方で、IT基盤の設計・構築そのものを事業化しているのが

「ITプラットフォームサービス事業部」である。当社では IT

基盤関連の事業を「ITプラットフォーム事業」（図２）と定義し、

２００７年度からスタートした中期計画での推進事業のひとつに

位置づけ、同事業部が推進役を担っている。

　ITプラットフォーム事業は、お客さま環境で全体最適の視点

から IT基盤の設計や構築など ITシステムのエンジニアリング

サービスを提供する。企業内データセンターをはじめとした様々

な運用環境に適合した IT基盤の設計・構築から運用・保守ま

でを一貫して支援している。

　特に、ITIL(3)ベースの運用を前提とした設計・構築プロセス

の標準化をすすめている。また、実装においては、ハードウェア

メーカーやソフトウェアベンダーとの技術的な連携により実際

の運用環境と同等な環境で事前に検証するなど、技術と実績に

裏付けられた IT基盤を提供している。
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　Ｍ＆Ａによる企業統合やグループ内事業の統廃合など、変

化する事業環境に事業形態を柔軟かつ迅速に適合させること

は経営戦略の重要な位置づけになっている。

　今や ITシステムなしでは企業経営が成り立たないことは異

論のないところであり、企業の成長戦略の中核として ITシス

テムを位置づけている企業が増えてきている。したがって、

事業形態のみならず変化する事業環境に対し柔軟かつ迅速に

対応する企業運営の実現には、それを支える ITシステムに同

様の柔軟かつ迅速な対応が求められる。

　また、経営戦略遂行の中で ITシステムの重要性が高まれば

高まるほど、正確性や信頼性も求められる。そのため、ITシ

ステムの構築や運用・保守のコストは増大し、それが経営に

おける財務上の重要な課題にもなりつつある。特にオープン

システムの手軽さとサーバーなどハードウェアコストの低下

の流れの中で構築されたアプリケーションは、それぞれ独立

した IT基盤上で運用されているケースが多く、業務効率化や

事業拡大のためのシステム化がすすめばすすむほど、サーバー

の乱立により設置スペースが不足する、運用が複雑化すると

いうジレンマに陥っている。

　特に、運用の複雑化は単に運用コストの増大を招くばかり

ではなく、情報セキュリティの確保や内部統制への対応にお

いても大きな障壁となる。

　オープン化時代に構築された IT基盤は、どちらかというと

部分最適の集合体である（図1左側）。今日の企業経営には、

経済性はもとより様々な要求に柔軟かつ迅速に対応できる全

体最適の視点で構築された IT基盤が必要となる（図1右側）。

2.1 事業環境変化に柔軟かつ迅速に対応するＩＴ基盤
　企業や事業の統廃合、取引先とのサプライチェーンの構築、

新規事業の創出などの事業環境の変化への対応は、様々な業務

プロセスに影響を及ぼす。今や全てといって過言ではないほど、

業務プロセスは ITシステムに深く依存しており、業務プロセ

スの変更は ITシステムに対しても大きな影響を及ぼす。

　グローバリゼーションが進む中、事業環境の変化への素早い

対応が企業競争力を高めることはいうまでもなく、そのために

は ITシステムの迅速な対応も重要な課題となる。

　従来のアプリケーションごとに最適化された IT基盤で実現

される ITシステムは、柔軟かつ拡張性に優れていると思われ

がちである。しかし、アプリケーションの設計と同時に運用設

計やシステム全体のアーキテクチャーの決定などをその都度行

う必要があり、設計プロセスにおいて相応の工数と時間を要す

ることから、迅速な対応への阻害要因ともなる。

　また、業務プロセスの統合などが必要な場合、相違する IT

基盤上で稼動しているアプリケーションの移行や統合の実現に

は困難が予想され、高度な技術と工数が必要となる。

　統合化された IT基盤では、アプリケーションとは分離され

た統一のアーキテクチャーで構築され、標準化された運用

プロセスで全体がコントロールされているため、アプリケー

ションの追加や移行、統合なども容易に実現できる。

　事業環境の変化に迅速に対応するためには、このようなアプリ

ケーションに依存しない統合化されたＩＴ基盤をあらかじめ構築し

ておくことが重要である。

2.2 全体最適の視点での経済性
　かつての汎用機と比較すると、オープン化されたサーバーは

経済性が格段に優れている。また、アプリケーションごとに最

適な稼働環境が実現できることから１９９０年代以降急速に普及

した。そのような稼働環境で実現されたクライアント／サーバー

システムやWebシステムでのアプリケーションはユーザー

環境の汎用性やシステムの柔軟性と拡張性に優れており、今や

ITシステムの主流となっている。

　汎用機はほとんどがメーカー独自のアーキテクチャーに基づ

いた環境であったため、その稼働環境の構築から運用・保守ま

でをメーカー主導で実現されていた。これはユーザーにとって

は硬直的なシステム環境であったことには間違いないが、一方

では様々なアプリケーションが一つの IT基盤上で実現される

という観点では、全体最適が実現されていた。

　しかし、オープンシステムの多くはアプリケーションごとに

IT基盤が独立しており、それぞれの構築や運用のコストは最

適化されている場合でも、全体としては経済性を阻害してい

るケースが多い。

　特に重要なのはTCO（所有総コスト）の観点である。

　アプリケーションごとに独立したシステム環境では、そのシ

ステムごとに相違する技術を習得し、運用し続ける必要がある。

また、オープンシステムであるがためにユーザー自らの責任で

エンジニアを確保し、育成する必要もある。

　また、エンジニアの確保や育成ばかりではなく、アプリケー

ションごとに相違する運用や保守の体制が必要である。複雑な

運用や保守作業には高度なエンジニアによる体制が必要になり、

またミスオペレーションによるトラブルや障害復旧の遅延など

も招きかねず、結果として運用コストの増大につながる。

　これらのコストを総合すると、減価償却期間など長期にわた

るシステム全体の運用コストは、かつての汎用機と比較して決

して割安とは言い切れないケースも多く、システムトラブルに

よる業務全体の影響度も加味すると部分最適が全体の経済性に

結びつくわけではなく、むしろ阻害している場合も決し少なく

ないと思われる。

　IT基盤の統合は、部分最適のシステムに比較して構築費用

が増大する可能性があるが、TCOの観点でシステム全体の経

済性を評価することが重要である。

2.3 情報セキュリティの確保と内部統制への対応
　企業経営において、情報セキュリティの確保と内部統制への

対応は、経営戦略の最重要課題となっている。

　ネットワーク社会でのデジタル情報の拡散はスピードが速く

範囲が広いため、一旦情報が漏えいすると企業の存亡にも影響

するような社会問題に発展する可能性がある。また、会社法の

改正や金融証券取引法の施行により企業は内部統制の強化が

必要となっており、業務プロセスを支える ITシステムにおい

ても、その正確性と信頼性が要求される。

　ここでもアプリケーションごとに最適化されたオープンシス

テムでは大きな課題が生じる。

　情報セキュリティ対策や内部統制は、業務プロセス全体で

一貫した均質な対応が必要であり、全体最適が前提となる。部

分最適化された ITシステムを全体最適の視点に適合させよう

とすると個別システムごとに異なるギャップを埋める必要があ

り、システム構成や運用が複雑化する。これでは運用コストが

増大するばかりではなく、情報セキュリティ対策や内部統制へ

の対応に時間を要するなど、企業として大きなリスクを内在す

ることになる。

　情報セキュリティ対策や内部統制の観点において、安全性と

信頼性を担保した ITシステムの実現には、全体最適の視点で

統合化された IT基盤の構築が重要である。

概要
　本稿では、経営戦略を支えるIT基盤のあり方を考察し、当社が提供する「ITプラットフォーム事業」のビジネスマッ

プをご紹介する。

　経営戦略を支えるIT基盤に求められる特質として、 事業環境の変化に柔軟かつ迅速に対応、 全体最適の

視点での経済性、 情報セキュリティの確保と内部統制への対応の3つが重要である。これらの特質を実現する

ための技術として、サーバーの仮想化やストレージの仮想化がある。これらの仮想化技術を利用して、運用管理の

一元化やTCOの削減などを目的としたサーバー統合について考察する。また、内部統制強化を背景として、文書

管理や社内情報の一元管理についても注目度が高まっている。企業内情報の一元管理を目的とするEIP（企業

内情報ポータル）などの情報共有基盤について紹介する。

3.4 注目される情報共有基盤
　サーバーやストレージの統合環境と同様に、全体最適視点で

の共通基盤として「情報共有基盤」の構築にも注目が集まって

いる。

　内部統制強化を背景に企業での文書管理や社内情報の一元管

理を目的として、「社内ポータルサイト」の検討がすすんでおり、

Microsoft社の「Microsoft Office SharePoint Server」を

はじめとしたＥＩＰ（Enterprise Information Portal）

の市場が活発化している。

　様々な業務プロセスがシステム化された結果、企業内には膨

大な情報が存在する一方で、それらの情報がバラバラに存在し

ている。このため、欲しい情報にたどりつくのに多大な手間と

時間をかけているのが実情であり、それが経営判断の迅速化や

ホワイトカラーの生産性向上を阻害する要因となっている。

　EIPによって、日常的に必要な情報を一つのポータル画面に

集約しアクセスすることで情報への到達時間が短縮されるほか、

組織機能や役割ごとに異なる情報をそれぞれに最適化された画

面構成を提供することができるので、業務効率の飛躍的な向上

が期待される。

　また、従来のグループウェアとは違い、強力な検索機能や履

歴管理機能なども有しており、これらを活用することで、文書

はもちろんのことグラフや画像といった様々な形態のドキュメ

ントを管理・活用することが可能となる。

　このEIPに加え、データの抽出や分析を行うＢＩ（Business 

Intelligence）機能を企業内で標準化し、いつでも利用できる

ようにすることで、迅速な経営判断を支援し、経営戦略を支え

る企業内情報共有基盤が実現できる。

特
集
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　企業インフラの構築を難しくしているのは、「オープン・

スタンダードを前提としたマルチベンダー・システム」、

「ダウン・サイジング／機能分散としての分散システム化」、

「処理機能の分散化」というオープン化の３つの側面にあると、

産業技術大学院大学の南波幸雄教授は述べている (文献[1])。

 １９６０年代から利用されている大型汎用機は、独自のアーキ

テクチャーを前提として、ハードウェアや周辺機器、OSや

データベースなどの IT基盤が整合性をもってコンピューター

メーカーから提供されていた。これにより、アプリケーション

を作成する側は、IT基盤の設計や構築をメーカーに任せてお

けばよかった。

　しかし、その後のオープン化の流れの中で、ハードウェア

の高性能化とコストの低減により、ユーザーは多くの選択肢

を手に入れ、アプリケーションごとにその特性と経済性に応じ

た最適な IT基盤の構築が可能となった。単一メーカーの呪縛

から解放された IT基盤は、その機能と設備の分散化が一気に

広まったわけである。

　一方、オープン化により IT基盤は、サーバーの乱立や複雑

な運用管理によるコストの増大、情報セキュリティ確保の困難

さなどの弊害が目立ち始めている。

　数年前から、これらの乱立したサーバーを統合し運用管理の

一元化を図る動きが活発化しており、仮想化の各種ソリュー

ションの市場投入が加速化している。また、アプリケーション

開発基盤の標準化をすすめることで、低コストで高品質なアプ

リケーションの実現とSOA（サービス指向アーキテクチャー）

などへの対応をすすめている。

　本論では、IT基盤を俯瞰的にながめ経営戦略を支える IT基

盤のあり方を考察する。 図1　サーバー統合のイメージ

夜間バッチ　　生産

アプリケーションごとに
個別最適化された環境

全体最適化された統合環境で
アプリケーションが稼働

経理　　人事　　営業

経理　人事　営業　生産
夜間
バッチ

（1）iSCSI (Internet SCSI)：記憶装置とコンピュータの通信に使う SCSI コマンドを  IP ネットワーク経由で送受信するためのプロトコル。
（2）プロビジョニング：仮想化により複数のストレージなどを 1 つのリソースとみなし、必要に応じて割り当てられるようにすること。

（3）ITIL (IT Infrastructure Library)：IT サービス管理プロセスのベストプラクティスであり、事実上の業界標準。
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1. はじめに

(1) XML-EDI：次世代型の企業間データ交換仕様であり、メッセージ形式にXMLを採用。
(2) GDS (Global Data Synchronization)：国際的な商品マスタデータの即時同期化。
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特集 IT基盤の最適化

　全体最適の視点で統合された IT基盤に注目が集まる背景と

して、仮想化をはじめとした IT基盤技術の進化がある。

　そもそも全体最適の IT基盤とは、アプリケーションと実行

環境を分離し、それぞれに最適な環境を構築することにある。

これはアプリケーションとOSやハードウェアなどの実行環境

のライフサイクルが異なることからも、しごく合理的な考え

方である。

　このような考え方は、３０年以上前の汎用機では当然のこと

であった。高価なハードウェア上で多くのアプリケーションを

実行するには、ＣＰＵを時間分割して使用するＯＳの開発など、ま

さに｢仮想化｣の原点として様々な工夫が施されていた。

　このような仮想化の考え方をオープンシステム上のサーバー

で実現したソリューションの代表として「VMware」が有名

であるが、仮想化はサーバーに限ったソリューションではない。

IOの仮想化やストレージの仮想化など様々な仮想化をテーマと

した製品やソリューションが次々と市場に投入されている。

　仮想化の意味と本質について、日経ＢＰ社の「 IT Keyword 

２００８」（文献[２]）では次のように説明している。

　 『仮想化 (Virtualization) は、物理的構成に縛られること

　　なく、論理的構成を可能とする技術の総称である。（中略）

　　　仮想化の本質とは、コンピュータのリソースを再配分

　　する管理機能にある。特に「サーバー統合」や「ストレージ

　　統合」などに代表される複数のハードウェアを統合して

　　いく傾向にある分野では、「サーバーの仮想化」や「ス

　　トレージの仮想化」などが欠かせなくなっている。統合

　　化と仮想化は表裏一体の関係にあるといえる。』

　全体最適の視点で統合された IT基盤の構築では仮想化を切

り離して考えることはできない。次世代の IT基盤の本命とい

われる「ユーティリティ化」や「自律システム」など、需要

に応じてダイナミックにリソースを提供するオンデマンド型

サービスを実現するには、仮想化が ITシステムを牽引するキー

テクノロジーといえる。

　一言に IT基盤技術と言ってもその対象範囲は広く、全てを

論ずることは到底不可能である。ここでは注目度が高いサー

バー仮想化OSとIOの仮想化について論ずる。また、注目度が

高まっているEIPなどの情報共有基盤についても簡単に触れる。

3.1 仮想化OS 
　サーバーの仮想化で代表的なOSはVMware社の「VMware」

である。「VMware」は、仮想化機能そのものはもちろんで

あるが、管理システムの機能の優秀さと使いやすさで市場をリー

ドしてきた。追随するオープンソース「Xen」がなかなか市場

に拡大しないのも管理機能が「VMware」に比べ見劣りが

するためだという見方もある。日経BP社の説明『仮想化の本

質とは、リソースの統合と再配分の管理機能にある』からも、

この見方には納得できる。

　しかし、「Xen」はNovell 社が公式にサポートしており、

また「Xen」をベースとした「XenSource」や「VirtulIron」

など管理機能を充実させた商用製品も出始めていることから、

今後の動向が注目される。

　また、Microsoft社は「Windows Server ２００８」のリリース

から１８０日以内に同OS上で稼動する本格的な仮想化機能を提

供すると表明しており、市場の期待を集めている。

　これらの製品が出揃うと仮想化OS市場が一気に過熱するこ

とが予想される。

3.2 IOの仮想化 
　サーバーだけではなくIOそのものを仮想化する製品が注目

を集めている。

　独自のブレードサーバーを専用の筐体に格納するEgenera社

の製品「BladeFrame」シリーズでは、単一のプラットフォームに、

プロセシング、ネットワーキング、クラスタリング、セキュ

リティ、フェイルオーバ、ロードバラシング、そしてそれら

を管理する機能のすべてが統合されており、ストレージや

ネットワークなどを合わせて EgeneraPANManger と呼ばれ

る管理システムが仮想化環境をコントロールする仕組みになっ

ている。ケーブリングなど物理的な IOをできるだけ仮想化す

ることで、広範囲でのリソースの動的な割当てと高い可用性

を実現しており、金融機関でのシステムを中心に導入を拡大

させている。

3.3. サーバーのブレード化とストレージの進化
　ブレード型のサーバーは、IDC Japan社の調査 (文献[３]) 

によると２００３年上半期から２００４年下半期にかけて急速に拡

大し、ここ数年が２ケタのプラス成長となっている。

　データセンタースペースの有効活用のためサーバーの集積度

を上げることや、システムの規模に応じた柔軟な拡張が容易に

行えるなど、ブレードサーバーの特徴を生かしたシステム構築

がすすんでいることが背景と推測される。また、ハードウェア

メーカーがブレードサーバーの高機能化に本腰を入れ、管理シ

ステムなども充実してきたことも要因であろう。

　ブレードサーバーの拡大に伴い、ストレージ市場も順調な伸

びを示している。同じくIDC Japan社の調査 (文献[４]) によ

ると、国内のストレージソリューションの市場規模は２００７年

で約６,２２８億円と見込んでおり、特にソフトウェアとサービス

の高成長が続いている。これは、ハードウェアの低価格化に

よって導入が促進されたことに加えて、仮想化などによりアプリ

ケーションとハードウェアとが分離し、全体最適の視点での

IT基盤構築において高機能なストレージの活用に注目が集まっ

ているからと思われる。

　ストレージ市場では日立製作所やヒューレット・パッカード社、

EMC社など従来からストレージに注力してきたメーカーなどが、

高機能・大容量の製品を市場投入しているほか、中低価格帯の

製品のラインナップも揃えてきている。また主流であるファイ

バーチャネルでの接続方式に加え、LAN（TCP/IP）で接続で

きる iSCSI (1)対応の製品を投入するメーカーも勢力を伸ばし

ており、コストダウンの方法として注目されている。

　仮想化ソリューションを全面に打ち出す製品も現れており、

３PAR社ではストレージのリソースプールとして「ユーティリティ・

ストレージ」を表明しており、素早いプロビジョニング(2)など

効率的な運用管理を提供することにより、必要に応じた柔軟で

高い拡張性を実現している。

5. おわりに
　これまで述べたとおり、情報セキュリティの確保や内部統

制への対応、また安全性や経済性の観点から IT基盤の統合に

注目度が高まっており、そのソリューションとしての仮想化

システムや運用管理システムが市場を賑わしている。

　IT基盤の統合が本格的に動き出すのは２０１０年以降のアプリ

ケーションの更改時ともいわれているが、サブプライムロー

ンや原油高など世界的に経営環境が厳しくなる中、経営環境

の変化に素早く対応するためには、統合化された IT基盤をい

ち早く実現するべきであるという気運も感じられる。

　また、リース会計基準の国際化対応などによって、ユーティ

リティデータセンターのような使用量に応じたシステムコス

トの課金モデルにも注目が集まっている。

　一方で、事業継続性への対応として、ITシステムを強固な

データセンターに集約したうえで、災害対策を施す企業も増

えており、都内のデータセンターはどこも盛況である。データ

センターを効率的かつ経済的に活用するにおいても、IT基盤の

統合は必須の検討項目であり、データセンター移転は IT基盤

の全体最適化の絶好の機会でもある。

　いずれにしても「汎用機→個別最適化のオープンシステム

→統合された IT基盤」の流れは確実に進んでおり、IT基盤技

術の標準化と高度化をさらに加速する時期にある。
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図２　当社の「ＩＴプラットフォーム事業」ビジネスマップ

　当社では事業部門それぞれで必要性に応じて IT基盤に関す

る情報と技術蓄積し、エンジニアを育成している。

アウトソーシングの事業部門では、当社のデータセンターで

の運用標準に適合した IT基盤を設計・導入することにより、

安全で信頼性の高い運用サービスを提供している。また、

サーバーやストレージを統合することで、スペース効率ばかり

でなく消費電力や発熱量の低減など、データセンターを効率よ

く経済的にご利用いただいている。

　システム開発の事業部門では、アプリケーションを実装する

際に必要な IT基盤をいくつかのパターンに分類し、標準化を

すすめている。標準化された IT基盤はあらかじめ検証されて

いるため、安定した品質が保証される。また、システム開発部

門が取組む IT基盤の標準化は、サーバーやストレージといっ

た物理的な稼働環境ばかりではなくアプリケーションの実行環

境なども含まれるため、短納期化するお客さまの要望に対し、

安定した品質でお応えしている。

　一方で、IT基盤の設計・構築そのものを事業化しているのが

「ITプラットフォームサービス事業部」である。当社では IT

基盤関連の事業を「ITプラットフォーム事業」（図２）と定義し、

２００７年度からスタートした中期計画での推進事業のひとつに

位置づけ、同事業部が推進役を担っている。

　ITプラットフォーム事業は、お客さま環境で全体最適の視点

から IT基盤の設計や構築など ITシステムのエンジニアリング

サービスを提供する。企業内データセンターをはじめとした様々

な運用環境に適合した IT基盤の設計・構築から運用・保守ま

でを一貫して支援している。

　特に、ITIL(3)ベースの運用を前提とした設計・構築プロセス

の標準化をすすめている。また、実装においては、ハードウェア

メーカーやソフトウェアベンダーとの技術的な連携により実際

の運用環境と同等な環境で事前に検証するなど、技術と実績に

裏付けられた IT基盤を提供している。

事業名

事業ドメイン

提供する商品・サービス

総合プラットフォーム（統合IT基盤）

ITプラットフォーム事業

IT共通基盤の構築

〈最適化コンサル　設計・構築　保守・運用〉

サーバー・ストレージの
統合

情報共有基盤構築

データの移行・統合

セキュリティ基盤

最
適
化
コ
ン
サ
ル

設
計
・
構
築

保
守
・
運
用

●現行システムの課題

アプリケーションごとに構築されたサーバーの乱立

部分最適によるTCOの増大

脆弱なセキュリティ基盤

複雑化したシステムが負担

企業統合、事業統合などでのシステム統合

●課題の解決

TCOの削減（最適化）

柔軟ななセキュリティ基盤

強固なセキュリティ基盤

統合されたシンプルなIT基盤

　Ｍ＆Ａによる企業統合やグループ内事業の統廃合など、変

化する事業環境に事業形態を柔軟かつ迅速に適合させること

は経営戦略の重要な位置づけになっている。

　今や ITシステムなしでは企業経営が成り立たないことは異

論のないところであり、企業の成長戦略の中核として ITシス

テムを位置づけている企業が増えてきている。したがって、

事業形態のみならず変化する事業環境に対し柔軟かつ迅速に

対応する企業運営の実現には、それを支える ITシステムに同

様の柔軟かつ迅速な対応が求められる。

　また、経営戦略遂行の中で ITシステムの重要性が高まれば

高まるほど、正確性や信頼性も求められる。そのため、ITシ

ステムの構築や運用・保守のコストは増大し、それが経営に

おける財務上の重要な課題にもなりつつある。特にオープン

システムの手軽さとサーバーなどハードウェアコストの低下

の流れの中で構築されたアプリケーションは、それぞれ独立

した IT基盤上で運用されているケースが多く、業務効率化や

事業拡大のためのシステム化がすすめばすすむほど、サーバー

の乱立により設置スペースが不足する、運用が複雑化すると

いうジレンマに陥っている。

　特に、運用の複雑化は単に運用コストの増大を招くばかり

ではなく、情報セキュリティの確保や内部統制への対応にお

いても大きな障壁となる。

　オープン化時代に構築された IT基盤は、どちらかというと

部分最適の集合体である（図1左側）。今日の企業経営には、

経済性はもとより様々な要求に柔軟かつ迅速に対応できる全

体最適の視点で構築された IT基盤が必要となる（図1右側）。

2.1 事業環境変化に柔軟かつ迅速に対応するＩＴ基盤
　企業や事業の統廃合、取引先とのサプライチェーンの構築、

新規事業の創出などの事業環境の変化への対応は、様々な業務

プロセスに影響を及ぼす。今や全てといって過言ではないほど、

業務プロセスは ITシステムに深く依存しており、業務プロセ

スの変更は ITシステムに対しても大きな影響を及ぼす。

　グローバリゼーションが進む中、事業環境の変化への素早い

対応が企業競争力を高めることはいうまでもなく、そのために

は ITシステムの迅速な対応も重要な課題となる。

　従来のアプリケーションごとに最適化された IT基盤で実現

される ITシステムは、柔軟かつ拡張性に優れていると思われ

がちである。しかし、アプリケーションの設計と同時に運用設

計やシステム全体のアーキテクチャーの決定などをその都度行

う必要があり、設計プロセスにおいて相応の工数と時間を要す

ることから、迅速な対応への阻害要因ともなる。

　また、業務プロセスの統合などが必要な場合、相違する IT

基盤上で稼動しているアプリケーションの移行や統合の実現に

は困難が予想され、高度な技術と工数が必要となる。

　統合化された IT基盤では、アプリケーションとは分離され

た統一のアーキテクチャーで構築され、標準化された運用

プロセスで全体がコントロールされているため、アプリケー

ションの追加や移行、統合なども容易に実現できる。

　事業環境の変化に迅速に対応するためには、このようなアプリ

ケーションに依存しない統合化されたＩＴ基盤をあらかじめ構築し

ておくことが重要である。

2.2 全体最適の視点での経済性
　かつての汎用機と比較すると、オープン化されたサーバーは

経済性が格段に優れている。また、アプリケーションごとに最

適な稼働環境が実現できることから１９９０年代以降急速に普及

した。そのような稼働環境で実現されたクライアント／サーバー

システムやWebシステムでのアプリケーションはユーザー

環境の汎用性やシステムの柔軟性と拡張性に優れており、今や

ITシステムの主流となっている。

　汎用機はほとんどがメーカー独自のアーキテクチャーに基づ

いた環境であったため、その稼働環境の構築から運用・保守ま

でをメーカー主導で実現されていた。これはユーザーにとって

は硬直的なシステム環境であったことには間違いないが、一方

では様々なアプリケーションが一つの IT基盤上で実現される

という観点では、全体最適が実現されていた。

　しかし、オープンシステムの多くはアプリケーションごとに

IT基盤が独立しており、それぞれの構築や運用のコストは最

適化されている場合でも、全体としては経済性を阻害してい

るケースが多い。

　特に重要なのはTCO（所有総コスト）の観点である。

　アプリケーションごとに独立したシステム環境では、そのシ

ステムごとに相違する技術を習得し、運用し続ける必要がある。

また、オープンシステムであるがためにユーザー自らの責任で

エンジニアを確保し、育成する必要もある。

　また、エンジニアの確保や育成ばかりではなく、アプリケー

ションごとに相違する運用や保守の体制が必要である。複雑な

運用や保守作業には高度なエンジニアによる体制が必要になり、

またミスオペレーションによるトラブルや障害復旧の遅延など

も招きかねず、結果として運用コストの増大につながる。

　これらのコストを総合すると、減価償却期間など長期にわた

るシステム全体の運用コストは、かつての汎用機と比較して決

して割安とは言い切れないケースも多く、システムトラブルに

よる業務全体の影響度も加味すると部分最適が全体の経済性に

結びつくわけではなく、むしろ阻害している場合も決し少なく

ないと思われる。

　IT基盤の統合は、部分最適のシステムに比較して構築費用

が増大する可能性があるが、TCOの観点でシステム全体の経

済性を評価することが重要である。

2.3 情報セキュリティの確保と内部統制への対応
　企業経営において、情報セキュリティの確保と内部統制への

対応は、経営戦略の最重要課題となっている。

　ネットワーク社会でのデジタル情報の拡散はスピードが速く

範囲が広いため、一旦情報が漏えいすると企業の存亡にも影響

するような社会問題に発展する可能性がある。また、会社法の

改正や金融証券取引法の施行により企業は内部統制の強化が

必要となっており、業務プロセスを支える ITシステムにおい

ても、その正確性と信頼性が要求される。

　ここでもアプリケーションごとに最適化されたオープンシス

テムでは大きな課題が生じる。

　情報セキュリティ対策や内部統制は、業務プロセス全体で

一貫した均質な対応が必要であり、全体最適が前提となる。部

分最適化された ITシステムを全体最適の視点に適合させよう

とすると個別システムごとに異なるギャップを埋める必要があ

り、システム構成や運用が複雑化する。これでは運用コストが

増大するばかりではなく、情報セキュリティ対策や内部統制へ

の対応に時間を要するなど、企業として大きなリスクを内在す

ることになる。

　情報セキュリティ対策や内部統制の観点において、安全性と

信頼性を担保した ITシステムの実現には、全体最適の視点で

統合化された IT基盤の構築が重要である。

概要
　本稿では、経営戦略を支えるIT基盤のあり方を考察し、当社が提供する「ITプラットフォーム事業」のビジネスマッ

プをご紹介する。

　経営戦略を支えるIT基盤に求められる特質として、 事業環境の変化に柔軟かつ迅速に対応、 全体最適の

視点での経済性、 情報セキュリティの確保と内部統制への対応の3つが重要である。これらの特質を実現する

ための技術として、サーバーの仮想化やストレージの仮想化がある。これらの仮想化技術を利用して、運用管理の

一元化やTCOの削減などを目的としたサーバー統合について考察する。また、内部統制強化を背景として、文書

管理や社内情報の一元管理についても注目度が高まっている。企業内情報の一元管理を目的とするEIP（企業

内情報ポータル）などの情報共有基盤について紹介する。

3.4 注目される情報共有基盤
　サーバーやストレージの統合環境と同様に、全体最適視点で

の共通基盤として「情報共有基盤」の構築にも注目が集まって

いる。

　内部統制強化を背景に企業での文書管理や社内情報の一元管

理を目的として、「社内ポータルサイト」の検討がすすんでおり、

Microsoft社の「Microsoft Office SharePoint Server」を

はじめとしたＥＩＰ（Enterprise Information Portal）

の市場が活発化している。

　様々な業務プロセスがシステム化された結果、企業内には膨

大な情報が存在する一方で、それらの情報がバラバラに存在し

ている。このため、欲しい情報にたどりつくのに多大な手間と

時間をかけているのが実情であり、それが経営判断の迅速化や

ホワイトカラーの生産性向上を阻害する要因となっている。

　EIPによって、日常的に必要な情報を一つのポータル画面に

集約しアクセスすることで情報への到達時間が短縮されるほか、

組織機能や役割ごとに異なる情報をそれぞれに最適化された画

面構成を提供することができるので、業務効率の飛躍的な向上

が期待される。

　また、従来のグループウェアとは違い、強力な検索機能や履

歴管理機能なども有しており、これらを活用することで、文書

はもちろんのことグラフや画像といった様々な形態のドキュメ

ントを管理・活用することが可能となる。

　このEIPに加え、データの抽出や分析を行うＢＩ（Business 

Intelligence）機能を企業内で標準化し、いつでも利用できる

ようにすることで、迅速な経営判断を支援し、経営戦略を支え

る企業内情報共有基盤が実現できる。

特
集

特
集

特
集

　企業インフラの構築を難しくしているのは、「オープン・

スタンダードを前提としたマルチベンダー・システム」、

「ダウン・サイジング／機能分散としての分散システム化」、

「処理機能の分散化」というオープン化の３つの側面にあると、

産業技術大学院大学の南波幸雄教授は述べている (文献[1])。

 １９６０年代から利用されている大型汎用機は、独自のアーキ

テクチャーを前提として、ハードウェアや周辺機器、OSや

データベースなどの IT基盤が整合性をもってコンピューター

メーカーから提供されていた。これにより、アプリケーション

を作成する側は、IT基盤の設計や構築をメーカーに任せてお

けばよかった。

　しかし、その後のオープン化の流れの中で、ハードウェア

の高性能化とコストの低減により、ユーザーは多くの選択肢

を手に入れ、アプリケーションごとにその特性と経済性に応じ

た最適な IT基盤の構築が可能となった。単一メーカーの呪縛

から解放された IT基盤は、その機能と設備の分散化が一気に

広まったわけである。

　一方、オープン化により IT基盤は、サーバーの乱立や複雑

な運用管理によるコストの増大、情報セキュリティ確保の困難

さなどの弊害が目立ち始めている。

　数年前から、これらの乱立したサーバーを統合し運用管理の

一元化を図る動きが活発化しており、仮想化の各種ソリュー

ションの市場投入が加速化している。また、アプリケーション

開発基盤の標準化をすすめることで、低コストで高品質なアプ

リケーションの実現とSOA（サービス指向アーキテクチャー）

などへの対応をすすめている。

　本論では、IT基盤を俯瞰的にながめ経営戦略を支える IT基

盤のあり方を考察する。 図1　サーバー統合のイメージ

夜間バッチ　　生産

アプリケーションごとに
個別最適化された環境

全体最適化された統合環境で
アプリケーションが稼働

経理　　人事　　営業

経理　人事　営業　生産
夜間
バッチ

（1）iSCSI (Internet SCSI)：記憶装置とコンピュータの通信に使う SCSI コマンドを  IP ネットワーク経由で送受信するためのプロトコル。
（2）プロビジョニング：仮想化により複数のストレージなどを 1 つのリソースとみなし、必要に応じて割り当てられるようにすること。

（3）ITIL (IT Infrastructure Library)：IT サービス管理プロセスのベストプラクティスであり、事実上の業界標準。
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1. はじめに

(1) XML-EDI：次世代型の企業間データ交換仕様であり、メッセージ形式にXMLを採用。
(2) GDS (Global Data Synchronization)：国際的な商品マスタデータの即時同期化。

4. 当社のIT基盤最適化への取組み

2. 経営戦略を支えるIT基盤とは

3. ＩＴ基盤技術の動向
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特集 IT基盤の最適化

　全体最適の視点で統合された IT基盤に注目が集まる背景と

して、仮想化をはじめとした IT基盤技術の進化がある。

　そもそも全体最適の IT基盤とは、アプリケーションと実行

環境を分離し、それぞれに最適な環境を構築することにある。

これはアプリケーションとOSやハードウェアなどの実行環境

のライフサイクルが異なることからも、しごく合理的な考え

方である。

　このような考え方は、３０年以上前の汎用機では当然のこと

であった。高価なハードウェア上で多くのアプリケーションを

実行するには、ＣＰＵを時間分割して使用するＯＳの開発など、ま

さに｢仮想化｣の原点として様々な工夫が施されていた。

　このような仮想化の考え方をオープンシステム上のサーバー

で実現したソリューションの代表として「VMware」が有名

であるが、仮想化はサーバーに限ったソリューションではない。

IOの仮想化やストレージの仮想化など様々な仮想化をテーマと

した製品やソリューションが次々と市場に投入されている。

　仮想化の意味と本質について、日経ＢＰ社の「 IT Keyword 

２００８」（文献[２]）では次のように説明している。

　 『仮想化 (Virtualization) は、物理的構成に縛られること

　　なく、論理的構成を可能とする技術の総称である。（中略）

　　　仮想化の本質とは、コンピュータのリソースを再配分

　　する管理機能にある。特に「サーバー統合」や「ストレージ

　　統合」などに代表される複数のハードウェアを統合して

　　いく傾向にある分野では、「サーバーの仮想化」や「ス

　　トレージの仮想化」などが欠かせなくなっている。統合

　　化と仮想化は表裏一体の関係にあるといえる。』

　全体最適の視点で統合された IT基盤の構築では仮想化を切

り離して考えることはできない。次世代の IT基盤の本命とい

われる「ユーティリティ化」や「自律システム」など、需要

に応じてダイナミックにリソースを提供するオンデマンド型

サービスを実現するには、仮想化が ITシステムを牽引するキー

テクノロジーといえる。

　一言に IT基盤技術と言ってもその対象範囲は広く、全てを

論ずることは到底不可能である。ここでは注目度が高いサー

バー仮想化OSとIOの仮想化について論ずる。また、注目度が

高まっているEIPなどの情報共有基盤についても簡単に触れる。

3.1 仮想化OS 
　サーバーの仮想化で代表的なOSはVMware社の「VMware」

である。「VMware」は、仮想化機能そのものはもちろんで

あるが、管理システムの機能の優秀さと使いやすさで市場をリー

ドしてきた。追随するオープンソース「Xen」がなかなか市場

に拡大しないのも管理機能が「VMware」に比べ見劣りが

するためだという見方もある。日経BP社の説明『仮想化の本

質とは、リソースの統合と再配分の管理機能にある』からも、

この見方には納得できる。

　しかし、「Xen」はNovell 社が公式にサポートしており、

また「Xen」をベースとした「XenSource」や「VirtulIron」

など管理機能を充実させた商用製品も出始めていることから、

今後の動向が注目される。

　また、Microsoft社は「Windows Server ２００８」のリリース

から１８０日以内に同OS上で稼動する本格的な仮想化機能を提

供すると表明しており、市場の期待を集めている。

　これらの製品が出揃うと仮想化OS市場が一気に過熱するこ

とが予想される。

3.2 IOの仮想化 
　サーバーだけではなくIOそのものを仮想化する製品が注目

を集めている。

　独自のブレードサーバーを専用の筐体に格納するEgenera社

の製品「BladeFrame」シリーズでは、単一のプラットフォームに、

プロセシング、ネットワーキング、クラスタリング、セキュ

リティ、フェイルオーバ、ロードバラシング、そしてそれら

を管理する機能のすべてが統合されており、ストレージや

ネットワークなどを合わせて EgeneraPANManger と呼ばれ

る管理システムが仮想化環境をコントロールする仕組みになっ

ている。ケーブリングなど物理的な IOをできるだけ仮想化す

ることで、広範囲でのリソースの動的な割当てと高い可用性

を実現しており、金融機関でのシステムを中心に導入を拡大

させている。

3.3. サーバーのブレード化とストレージの進化
　ブレード型のサーバーは、IDC Japan社の調査 (文献[３]) 

によると２００３年上半期から２００４年下半期にかけて急速に拡

大し、ここ数年が２ケタのプラス成長となっている。

　データセンタースペースの有効活用のためサーバーの集積度

を上げることや、システムの規模に応じた柔軟な拡張が容易に

行えるなど、ブレードサーバーの特徴を生かしたシステム構築

がすすんでいることが背景と推測される。また、ハードウェア

メーカーがブレードサーバーの高機能化に本腰を入れ、管理シ

ステムなども充実してきたことも要因であろう。

　ブレードサーバーの拡大に伴い、ストレージ市場も順調な伸

びを示している。同じくIDC Japan社の調査 (文献[４]) によ

ると、国内のストレージソリューションの市場規模は２００７年

で約６,２２８億円と見込んでおり、特にソフトウェアとサービス

の高成長が続いている。これは、ハードウェアの低価格化に

よって導入が促進されたことに加えて、仮想化などによりアプリ

ケーションとハードウェアとが分離し、全体最適の視点での

IT基盤構築において高機能なストレージの活用に注目が集まっ

ているからと思われる。

　ストレージ市場では日立製作所やヒューレット・パッカード社、

EMC社など従来からストレージに注力してきたメーカーなどが、

高機能・大容量の製品を市場投入しているほか、中低価格帯の

製品のラインナップも揃えてきている。また主流であるファイ

バーチャネルでの接続方式に加え、LAN（TCP/IP）で接続で

きる iSCSI (1)対応の製品を投入するメーカーも勢力を伸ばし

ており、コストダウンの方法として注目されている。

　仮想化ソリューションを全面に打ち出す製品も現れており、

３PAR社ではストレージのリソースプールとして「ユーティリティ・

ストレージ」を表明しており、素早いプロビジョニング(2)など

効率的な運用管理を提供することにより、必要に応じた柔軟で

高い拡張性を実現している。

5. おわりに
　これまで述べたとおり、情報セキュリティの確保や内部統

制への対応、また安全性や経済性の観点から IT基盤の統合に

注目度が高まっており、そのソリューションとしての仮想化

システムや運用管理システムが市場を賑わしている。

　IT基盤の統合が本格的に動き出すのは２０１０年以降のアプリ

ケーションの更改時ともいわれているが、サブプライムロー

ンや原油高など世界的に経営環境が厳しくなる中、経営環境

の変化に素早く対応するためには、統合化された IT基盤をい

ち早く実現するべきであるという気運も感じられる。

　また、リース会計基準の国際化対応などによって、ユーティ

リティデータセンターのような使用量に応じたシステムコス

トの課金モデルにも注目が集まっている。

　一方で、事業継続性への対応として、ITシステムを強固な

データセンターに集約したうえで、災害対策を施す企業も増

えており、都内のデータセンターはどこも盛況である。データ

センターを効率的かつ経済的に活用するにおいても、IT基盤の

統合は必須の検討項目であり、データセンター移転は IT基盤

の全体最適化の絶好の機会でもある。

　いずれにしても「汎用機→個別最適化のオープンシステム

→統合された IT基盤」の流れは確実に進んでおり、IT基盤技

術の標準化と高度化をさらに加速する時期にある。
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図２　当社の「ＩＴプラットフォーム事業」ビジネスマップ

　当社では事業部門それぞれで必要性に応じて IT基盤に関す

る情報と技術蓄積し、エンジニアを育成している。

アウトソーシングの事業部門では、当社のデータセンターで

の運用標準に適合した IT基盤を設計・導入することにより、

安全で信頼性の高い運用サービスを提供している。また、

サーバーやストレージを統合することで、スペース効率ばかり

でなく消費電力や発熱量の低減など、データセンターを効率よ

く経済的にご利用いただいている。

　システム開発の事業部門では、アプリケーションを実装する

際に必要な IT基盤をいくつかのパターンに分類し、標準化を

すすめている。標準化された IT基盤はあらかじめ検証されて

いるため、安定した品質が保証される。また、システム開発部

門が取組む IT基盤の標準化は、サーバーやストレージといっ

た物理的な稼働環境ばかりではなくアプリケーションの実行環

境なども含まれるため、短納期化するお客さまの要望に対し、

安定した品質でお応えしている。

　一方で、IT基盤の設計・構築そのものを事業化しているのが

「ITプラットフォームサービス事業部」である。当社では IT

基盤関連の事業を「ITプラットフォーム事業」（図２）と定義し、

２００７年度からスタートした中期計画での推進事業のひとつに

位置づけ、同事業部が推進役を担っている。

　ITプラットフォーム事業は、お客さま環境で全体最適の視点

から IT基盤の設計や構築など ITシステムのエンジニアリング

サービスを提供する。企業内データセンターをはじめとした様々

な運用環境に適合した IT基盤の設計・構築から運用・保守ま

でを一貫して支援している。

　特に、ITIL(3)ベースの運用を前提とした設計・構築プロセス

の標準化をすすめている。また、実装においては、ハードウェア

メーカーやソフトウェアベンダーとの技術的な連携により実際

の運用環境と同等な環境で事前に検証するなど、技術と実績に

裏付けられた IT基盤を提供している。
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　Ｍ＆Ａによる企業統合やグループ内事業の統廃合など、変

化する事業環境に事業形態を柔軟かつ迅速に適合させること

は経営戦略の重要な位置づけになっている。

　今や ITシステムなしでは企業経営が成り立たないことは異

論のないところであり、企業の成長戦略の中核として ITシス

テムを位置づけている企業が増えてきている。したがって、

事業形態のみならず変化する事業環境に対し柔軟かつ迅速に

対応する企業運営の実現には、それを支える ITシステムに同

様の柔軟かつ迅速な対応が求められる。

　また、経営戦略遂行の中で ITシステムの重要性が高まれば

高まるほど、正確性や信頼性も求められる。そのため、ITシ

ステムの構築や運用・保守のコストは増大し、それが経営に

おける財務上の重要な課題にもなりつつある。特にオープン

システムの手軽さとサーバーなどハードウェアコストの低下

の流れの中で構築されたアプリケーションは、それぞれ独立

した IT基盤上で運用されているケースが多く、業務効率化や

事業拡大のためのシステム化がすすめばすすむほど、サーバー

の乱立により設置スペースが不足する、運用が複雑化すると

いうジレンマに陥っている。

　特に、運用の複雑化は単に運用コストの増大を招くばかり

ではなく、情報セキュリティの確保や内部統制への対応にお

いても大きな障壁となる。

　オープン化時代に構築された IT基盤は、どちらかというと

部分最適の集合体である（図1左側）。今日の企業経営には、

経済性はもとより様々な要求に柔軟かつ迅速に対応できる全

体最適の視点で構築された IT基盤が必要となる（図1右側）。

2.1 事業環境変化に柔軟かつ迅速に対応するＩＴ基盤
　企業や事業の統廃合、取引先とのサプライチェーンの構築、

新規事業の創出などの事業環境の変化への対応は、様々な業務

プロセスに影響を及ぼす。今や全てといって過言ではないほど、

業務プロセスは ITシステムに深く依存しており、業務プロセ

スの変更は ITシステムに対しても大きな影響を及ぼす。

　グローバリゼーションが進む中、事業環境の変化への素早い

対応が企業競争力を高めることはいうまでもなく、そのために

は ITシステムの迅速な対応も重要な課題となる。

　従来のアプリケーションごとに最適化された IT基盤で実現

される ITシステムは、柔軟かつ拡張性に優れていると思われ

がちである。しかし、アプリケーションの設計と同時に運用設

計やシステム全体のアーキテクチャーの決定などをその都度行

う必要があり、設計プロセスにおいて相応の工数と時間を要す

ることから、迅速な対応への阻害要因ともなる。

　また、業務プロセスの統合などが必要な場合、相違する IT

基盤上で稼動しているアプリケーションの移行や統合の実現に

は困難が予想され、高度な技術と工数が必要となる。

　統合化された IT基盤では、アプリケーションとは分離され

た統一のアーキテクチャーで構築され、標準化された運用

プロセスで全体がコントロールされているため、アプリケー

ションの追加や移行、統合なども容易に実現できる。

　事業環境の変化に迅速に対応するためには、このようなアプリ

ケーションに依存しない統合化されたＩＴ基盤をあらかじめ構築し

ておくことが重要である。

2.2 全体最適の視点での経済性
　かつての汎用機と比較すると、オープン化されたサーバーは

経済性が格段に優れている。また、アプリケーションごとに最

適な稼働環境が実現できることから１９９０年代以降急速に普及

した。そのような稼働環境で実現されたクライアント／サーバー

システムやWebシステムでのアプリケーションはユーザー

環境の汎用性やシステムの柔軟性と拡張性に優れており、今や

ITシステムの主流となっている。

　汎用機はほとんどがメーカー独自のアーキテクチャーに基づ

いた環境であったため、その稼働環境の構築から運用・保守ま

でをメーカー主導で実現されていた。これはユーザーにとって

は硬直的なシステム環境であったことには間違いないが、一方

では様々なアプリケーションが一つの IT基盤上で実現される

という観点では、全体最適が実現されていた。

　しかし、オープンシステムの多くはアプリケーションごとに

IT基盤が独立しており、それぞれの構築や運用のコストは最

適化されている場合でも、全体としては経済性を阻害してい

るケースが多い。

　特に重要なのはTCO（所有総コスト）の観点である。

　アプリケーションごとに独立したシステム環境では、そのシ

ステムごとに相違する技術を習得し、運用し続ける必要がある。

また、オープンシステムであるがためにユーザー自らの責任で

エンジニアを確保し、育成する必要もある。

　また、エンジニアの確保や育成ばかりではなく、アプリケー

ションごとに相違する運用や保守の体制が必要である。複雑な

運用や保守作業には高度なエンジニアによる体制が必要になり、

またミスオペレーションによるトラブルや障害復旧の遅延など

も招きかねず、結果として運用コストの増大につながる。

　これらのコストを総合すると、減価償却期間など長期にわた

るシステム全体の運用コストは、かつての汎用機と比較して決

して割安とは言い切れないケースも多く、システムトラブルに

よる業務全体の影響度も加味すると部分最適が全体の経済性に

結びつくわけではなく、むしろ阻害している場合も決し少なく

ないと思われる。

　IT基盤の統合は、部分最適のシステムに比較して構築費用

が増大する可能性があるが、TCOの観点でシステム全体の経

済性を評価することが重要である。

2.3 情報セキュリティの確保と内部統制への対応
　企業経営において、情報セキュリティの確保と内部統制への

対応は、経営戦略の最重要課題となっている。

　ネットワーク社会でのデジタル情報の拡散はスピードが速く

範囲が広いため、一旦情報が漏えいすると企業の存亡にも影響

するような社会問題に発展する可能性がある。また、会社法の

改正や金融証券取引法の施行により企業は内部統制の強化が

必要となっており、業務プロセスを支える ITシステムにおい

ても、その正確性と信頼性が要求される。

　ここでもアプリケーションごとに最適化されたオープンシス

テムでは大きな課題が生じる。

　情報セキュリティ対策や内部統制は、業務プロセス全体で

一貫した均質な対応が必要であり、全体最適が前提となる。部

分最適化された ITシステムを全体最適の視点に適合させよう

とすると個別システムごとに異なるギャップを埋める必要があ

り、システム構成や運用が複雑化する。これでは運用コストが

増大するばかりではなく、情報セキュリティ対策や内部統制へ

の対応に時間を要するなど、企業として大きなリスクを内在す

ることになる。

　情報セキュリティ対策や内部統制の観点において、安全性と

信頼性を担保した ITシステムの実現には、全体最適の視点で

統合化された IT基盤の構築が重要である。

概要
　本稿では、経営戦略を支えるIT基盤のあり方を考察し、当社が提供する「ITプラットフォーム事業」のビジネスマッ

プをご紹介する。

　経営戦略を支えるIT基盤に求められる特質として、 事業環境の変化に柔軟かつ迅速に対応、 全体最適の

視点での経済性、 情報セキュリティの確保と内部統制への対応の3つが重要である。これらの特質を実現する

ための技術として、サーバーの仮想化やストレージの仮想化がある。これらの仮想化技術を利用して、運用管理の

一元化やTCOの削減などを目的としたサーバー統合について考察する。また、内部統制強化を背景として、文書

管理や社内情報の一元管理についても注目度が高まっている。企業内情報の一元管理を目的とするEIP（企業

内情報ポータル）などの情報共有基盤について紹介する。

3.4 注目される情報共有基盤
　サーバーやストレージの統合環境と同様に、全体最適視点で

の共通基盤として「情報共有基盤」の構築にも注目が集まって

いる。

　内部統制強化を背景に企業での文書管理や社内情報の一元管

理を目的として、「社内ポータルサイト」の検討がすすんでおり、

Microsoft社の「Microsoft Office SharePoint Server」を

はじめとしたＥＩＰ（Enterprise Information Portal）

の市場が活発化している。

　様々な業務プロセスがシステム化された結果、企業内には膨

大な情報が存在する一方で、それらの情報がバラバラに存在し

ている。このため、欲しい情報にたどりつくのに多大な手間と

時間をかけているのが実情であり、それが経営判断の迅速化や

ホワイトカラーの生産性向上を阻害する要因となっている。

　EIPによって、日常的に必要な情報を一つのポータル画面に

集約しアクセスすることで情報への到達時間が短縮されるほか、

組織機能や役割ごとに異なる情報をそれぞれに最適化された画

面構成を提供することができるので、業務効率の飛躍的な向上

が期待される。

　また、従来のグループウェアとは違い、強力な検索機能や履

歴管理機能なども有しており、これらを活用することで、文書

はもちろんのことグラフや画像といった様々な形態のドキュメ

ントを管理・活用することが可能となる。

　このEIPに加え、データの抽出や分析を行うＢＩ（Business 

Intelligence）機能を企業内で標準化し、いつでも利用できる

ようにすることで、迅速な経営判断を支援し、経営戦略を支え

る企業内情報共有基盤が実現できる。

特
集

特
集

特
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　企業インフラの構築を難しくしているのは、「オープン・

スタンダードを前提としたマルチベンダー・システム」、

「ダウン・サイジング／機能分散としての分散システム化」、

「処理機能の分散化」というオープン化の３つの側面にあると、

産業技術大学院大学の南波幸雄教授は述べている (文献[1])。

 １９６０年代から利用されている大型汎用機は、独自のアーキ

テクチャーを前提として、ハードウェアや周辺機器、OSや

データベースなどの IT基盤が整合性をもってコンピューター

メーカーから提供されていた。これにより、アプリケーション

を作成する側は、IT基盤の設計や構築をメーカーに任せてお

けばよかった。

　しかし、その後のオープン化の流れの中で、ハードウェア

の高性能化とコストの低減により、ユーザーは多くの選択肢

を手に入れ、アプリケーションごとにその特性と経済性に応じ

た最適な IT基盤の構築が可能となった。単一メーカーの呪縛

から解放された IT基盤は、その機能と設備の分散化が一気に

広まったわけである。

　一方、オープン化により IT基盤は、サーバーの乱立や複雑

な運用管理によるコストの増大、情報セキュリティ確保の困難

さなどの弊害が目立ち始めている。

　数年前から、これらの乱立したサーバーを統合し運用管理の

一元化を図る動きが活発化しており、仮想化の各種ソリュー

ションの市場投入が加速化している。また、アプリケーション

開発基盤の標準化をすすめることで、低コストで高品質なアプ

リケーションの実現とSOA（サービス指向アーキテクチャー）

などへの対応をすすめている。

　本論では、IT基盤を俯瞰的にながめ経営戦略を支える IT基

盤のあり方を考察する。 図1　サーバー統合のイメージ

夜間バッチ　　生産

アプリケーションごとに
個別最適化された環境

全体最適化された統合環境で
アプリケーションが稼働

経理　　人事　　営業

経理　人事　営業　生産
夜間
バッチ

（1）iSCSI (Internet SCSI)：記憶装置とコンピュータの通信に使う SCSI コマンドを  IP ネットワーク経由で送受信するためのプロトコル。
（2）プロビジョニング：仮想化により複数のストレージなどを 1 つのリソースとみなし、必要に応じて割り当てられるようにすること。

（3）ITIL (IT Infrastructure Library)：IT サービス管理プロセスのベストプラクティスであり、事実上の業界標準。
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1. はじめに

(1) XML-EDI：次世代型の企業間データ交換仕様であり、メッセージ形式にXMLを採用。
(2) GDS (Global Data Synchronization)：国際的な商品マスタデータの即時同期化。
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特集 IT基盤の最適化

　全体最適の視点で統合された IT基盤に注目が集まる背景と

して、仮想化をはじめとした IT基盤技術の進化がある。

　そもそも全体最適の IT基盤とは、アプリケーションと実行

環境を分離し、それぞれに最適な環境を構築することにある。

これはアプリケーションとOSやハードウェアなどの実行環境

のライフサイクルが異なることからも、しごく合理的な考え

方である。

　このような考え方は、３０年以上前の汎用機では当然のこと

であった。高価なハードウェア上で多くのアプリケーションを

実行するには、ＣＰＵを時間分割して使用するＯＳの開発など、ま

さに｢仮想化｣の原点として様々な工夫が施されていた。

　このような仮想化の考え方をオープンシステム上のサーバー

で実現したソリューションの代表として「VMware」が有名

であるが、仮想化はサーバーに限ったソリューションではない。

IOの仮想化やストレージの仮想化など様々な仮想化をテーマと

した製品やソリューションが次々と市場に投入されている。

　仮想化の意味と本質について、日経ＢＰ社の「 IT Keyword 

２００８」（文献[２]）では次のように説明している。

　 『仮想化 (Virtualization) は、物理的構成に縛られること

　　なく、論理的構成を可能とする技術の総称である。（中略）

　　　仮想化の本質とは、コンピュータのリソースを再配分

　　する管理機能にある。特に「サーバー統合」や「ストレージ

　　統合」などに代表される複数のハードウェアを統合して

　　いく傾向にある分野では、「サーバーの仮想化」や「ス

　　トレージの仮想化」などが欠かせなくなっている。統合

　　化と仮想化は表裏一体の関係にあるといえる。』

　全体最適の視点で統合された IT基盤の構築では仮想化を切

り離して考えることはできない。次世代の IT基盤の本命とい

われる「ユーティリティ化」や「自律システム」など、需要

に応じてダイナミックにリソースを提供するオンデマンド型

サービスを実現するには、仮想化が ITシステムを牽引するキー

テクノロジーといえる。

　一言に IT基盤技術と言ってもその対象範囲は広く、全てを

論ずることは到底不可能である。ここでは注目度が高いサー

バー仮想化OSとIOの仮想化について論ずる。また、注目度が

高まっているEIPなどの情報共有基盤についても簡単に触れる。

3.1 仮想化OS 
　サーバーの仮想化で代表的なOSはVMware社の「VMware」

である。「VMware」は、仮想化機能そのものはもちろんで

あるが、管理システムの機能の優秀さと使いやすさで市場をリー

ドしてきた。追随するオープンソース「Xen」がなかなか市場

に拡大しないのも管理機能が「VMware」に比べ見劣りが

するためだという見方もある。日経BP社の説明『仮想化の本

質とは、リソースの統合と再配分の管理機能にある』からも、

この見方には納得できる。

　しかし、「Xen」はNovell 社が公式にサポートしており、

また「Xen」をベースとした「XenSource」や「VirtulIron」

など管理機能を充実させた商用製品も出始めていることから、

今後の動向が注目される。

　また、Microsoft社は「Windows Server ２００８」のリリース

から１８０日以内に同OS上で稼動する本格的な仮想化機能を提

供すると表明しており、市場の期待を集めている。

　これらの製品が出揃うと仮想化OS市場が一気に過熱するこ

とが予想される。

3.2 IOの仮想化 
　サーバーだけではなくIOそのものを仮想化する製品が注目

を集めている。

　独自のブレードサーバーを専用の筐体に格納するEgenera社

の製品「BladeFrame」シリーズでは、単一のプラットフォームに、

プロセシング、ネットワーキング、クラスタリング、セキュ

リティ、フェイルオーバ、ロードバラシング、そしてそれら

を管理する機能のすべてが統合されており、ストレージや

ネットワークなどを合わせて EgeneraPANManger と呼ばれ

る管理システムが仮想化環境をコントロールする仕組みになっ

ている。ケーブリングなど物理的な IOをできるだけ仮想化す

ることで、広範囲でのリソースの動的な割当てと高い可用性

を実現しており、金融機関でのシステムを中心に導入を拡大

させている。

3.3. サーバーのブレード化とストレージの進化
　ブレード型のサーバーは、IDC Japan社の調査 (文献[３]) 

によると２００３年上半期から２００４年下半期にかけて急速に拡

大し、ここ数年が２ケタのプラス成長となっている。

　データセンタースペースの有効活用のためサーバーの集積度

を上げることや、システムの規模に応じた柔軟な拡張が容易に

行えるなど、ブレードサーバーの特徴を生かしたシステム構築

がすすんでいることが背景と推測される。また、ハードウェア

メーカーがブレードサーバーの高機能化に本腰を入れ、管理シ

ステムなども充実してきたことも要因であろう。

　ブレードサーバーの拡大に伴い、ストレージ市場も順調な伸

びを示している。同じくIDC Japan社の調査 (文献[４]) によ

ると、国内のストレージソリューションの市場規模は２００７年

で約６,２２８億円と見込んでおり、特にソフトウェアとサービス

の高成長が続いている。これは、ハードウェアの低価格化に

よって導入が促進されたことに加えて、仮想化などによりアプリ

ケーションとハードウェアとが分離し、全体最適の視点での

IT基盤構築において高機能なストレージの活用に注目が集まっ

ているからと思われる。

　ストレージ市場では日立製作所やヒューレット・パッカード社、

EMC社など従来からストレージに注力してきたメーカーなどが、

高機能・大容量の製品を市場投入しているほか、中低価格帯の

製品のラインナップも揃えてきている。また主流であるファイ

バーチャネルでの接続方式に加え、LAN（TCP/IP）で接続で

きる iSCSI (1)対応の製品を投入するメーカーも勢力を伸ばし

ており、コストダウンの方法として注目されている。

　仮想化ソリューションを全面に打ち出す製品も現れており、

３PAR社ではストレージのリソースプールとして「ユーティリティ・

ストレージ」を表明しており、素早いプロビジョニング(2)など

効率的な運用管理を提供することにより、必要に応じた柔軟で

高い拡張性を実現している。

5. おわりに
　これまで述べたとおり、情報セキュリティの確保や内部統

制への対応、また安全性や経済性の観点から IT基盤の統合に

注目度が高まっており、そのソリューションとしての仮想化

システムや運用管理システムが市場を賑わしている。

　IT基盤の統合が本格的に動き出すのは２０１０年以降のアプリ

ケーションの更改時ともいわれているが、サブプライムロー

ンや原油高など世界的に経営環境が厳しくなる中、経営環境

の変化に素早く対応するためには、統合化された IT基盤をい

ち早く実現するべきであるという気運も感じられる。

　また、リース会計基準の国際化対応などによって、ユーティ

リティデータセンターのような使用量に応じたシステムコス

トの課金モデルにも注目が集まっている。

　一方で、事業継続性への対応として、ITシステムを強固な

データセンターに集約したうえで、災害対策を施す企業も増

えており、都内のデータセンターはどこも盛況である。データ

センターを効率的かつ経済的に活用するにおいても、IT基盤の

統合は必須の検討項目であり、データセンター移転は IT基盤

の全体最適化の絶好の機会でもある。

　いずれにしても「汎用機→個別最適化のオープンシステム

→統合された IT基盤」の流れは確実に進んでおり、IT基盤技

術の標準化と高度化をさらに加速する時期にある。
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図２　当社の「ＩＴプラットフォーム事業」ビジネスマップ

　当社では事業部門それぞれで必要性に応じて IT基盤に関す

る情報と技術蓄積し、エンジニアを育成している。

アウトソーシングの事業部門では、当社のデータセンターで

の運用標準に適合した IT基盤を設計・導入することにより、

安全で信頼性の高い運用サービスを提供している。また、

サーバーやストレージを統合することで、スペース効率ばかり

でなく消費電力や発熱量の低減など、データセンターを効率よ

く経済的にご利用いただいている。

　システム開発の事業部門では、アプリケーションを実装する

際に必要な IT基盤をいくつかのパターンに分類し、標準化を

すすめている。標準化された IT基盤はあらかじめ検証されて

いるため、安定した品質が保証される。また、システム開発部

門が取組む IT基盤の標準化は、サーバーやストレージといっ

た物理的な稼働環境ばかりではなくアプリケーションの実行環

境なども含まれるため、短納期化するお客さまの要望に対し、

安定した品質でお応えしている。

　一方で、IT基盤の設計・構築そのものを事業化しているのが

「ITプラットフォームサービス事業部」である。当社では IT

基盤関連の事業を「ITプラットフォーム事業」（図２）と定義し、

２００７年度からスタートした中期計画での推進事業のひとつに

位置づけ、同事業部が推進役を担っている。

　ITプラットフォーム事業は、お客さま環境で全体最適の視点

から IT基盤の設計や構築など ITシステムのエンジニアリング

サービスを提供する。企業内データセンターをはじめとした様々

な運用環境に適合した IT基盤の設計・構築から運用・保守ま

でを一貫して支援している。

　特に、ITIL(3)ベースの運用を前提とした設計・構築プロセス

の標準化をすすめている。また、実装においては、ハードウェア

メーカーやソフトウェアベンダーとの技術的な連携により実際

の運用環境と同等な環境で事前に検証するなど、技術と実績に

裏付けられた IT基盤を提供している。
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●現行システムの課題
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統合されたシンプルなIT基盤

　Ｍ＆Ａによる企業統合やグループ内事業の統廃合など、変

化する事業環境に事業形態を柔軟かつ迅速に適合させること

は経営戦略の重要な位置づけになっている。

　今や ITシステムなしでは企業経営が成り立たないことは異

論のないところであり、企業の成長戦略の中核として ITシス

テムを位置づけている企業が増えてきている。したがって、

事業形態のみならず変化する事業環境に対し柔軟かつ迅速に

対応する企業運営の実現には、それを支える ITシステムに同

様の柔軟かつ迅速な対応が求められる。

　また、経営戦略遂行の中で ITシステムの重要性が高まれば

高まるほど、正確性や信頼性も求められる。そのため、ITシ

ステムの構築や運用・保守のコストは増大し、それが経営に

おける財務上の重要な課題にもなりつつある。特にオープン

システムの手軽さとサーバーなどハードウェアコストの低下

の流れの中で構築されたアプリケーションは、それぞれ独立

した IT基盤上で運用されているケースが多く、業務効率化や

事業拡大のためのシステム化がすすめばすすむほど、サーバー

の乱立により設置スペースが不足する、運用が複雑化すると

いうジレンマに陥っている。

　特に、運用の複雑化は単に運用コストの増大を招くばかり

ではなく、情報セキュリティの確保や内部統制への対応にお

いても大きな障壁となる。

　オープン化時代に構築された IT基盤は、どちらかというと

部分最適の集合体である（図1左側）。今日の企業経営には、

経済性はもとより様々な要求に柔軟かつ迅速に対応できる全

体最適の視点で構築された IT基盤が必要となる（図1右側）。

2.1 事業環境変化に柔軟かつ迅速に対応するＩＴ基盤
　企業や事業の統廃合、取引先とのサプライチェーンの構築、

新規事業の創出などの事業環境の変化への対応は、様々な業務

プロセスに影響を及ぼす。今や全てといって過言ではないほど、

業務プロセスは ITシステムに深く依存しており、業務プロセ

スの変更は ITシステムに対しても大きな影響を及ぼす。

　グローバリゼーションが進む中、事業環境の変化への素早い

対応が企業競争力を高めることはいうまでもなく、そのために

は ITシステムの迅速な対応も重要な課題となる。

　従来のアプリケーションごとに最適化された IT基盤で実現

される ITシステムは、柔軟かつ拡張性に優れていると思われ

がちである。しかし、アプリケーションの設計と同時に運用設

計やシステム全体のアーキテクチャーの決定などをその都度行

う必要があり、設計プロセスにおいて相応の工数と時間を要す

ることから、迅速な対応への阻害要因ともなる。

　また、業務プロセスの統合などが必要な場合、相違する IT

基盤上で稼動しているアプリケーションの移行や統合の実現に

は困難が予想され、高度な技術と工数が必要となる。

　統合化された IT基盤では、アプリケーションとは分離され

た統一のアーキテクチャーで構築され、標準化された運用

プロセスで全体がコントロールされているため、アプリケー

ションの追加や移行、統合なども容易に実現できる。

　事業環境の変化に迅速に対応するためには、このようなアプリ

ケーションに依存しない統合化されたＩＴ基盤をあらかじめ構築し

ておくことが重要である。

2.2 全体最適の視点での経済性
　かつての汎用機と比較すると、オープン化されたサーバーは

経済性が格段に優れている。また、アプリケーションごとに最

適な稼働環境が実現できることから１９９０年代以降急速に普及

した。そのような稼働環境で実現されたクライアント／サーバー

システムやWebシステムでのアプリケーションはユーザー

環境の汎用性やシステムの柔軟性と拡張性に優れており、今や

ITシステムの主流となっている。

　汎用機はほとんどがメーカー独自のアーキテクチャーに基づ

いた環境であったため、その稼働環境の構築から運用・保守ま

でをメーカー主導で実現されていた。これはユーザーにとって

は硬直的なシステム環境であったことには間違いないが、一方

では様々なアプリケーションが一つの IT基盤上で実現される

という観点では、全体最適が実現されていた。

　しかし、オープンシステムの多くはアプリケーションごとに

IT基盤が独立しており、それぞれの構築や運用のコストは最

適化されている場合でも、全体としては経済性を阻害してい

るケースが多い。

　特に重要なのはTCO（所有総コスト）の観点である。

　アプリケーションごとに独立したシステム環境では、そのシ

ステムごとに相違する技術を習得し、運用し続ける必要がある。

また、オープンシステムであるがためにユーザー自らの責任で

エンジニアを確保し、育成する必要もある。

　また、エンジニアの確保や育成ばかりではなく、アプリケー

ションごとに相違する運用や保守の体制が必要である。複雑な

運用や保守作業には高度なエンジニアによる体制が必要になり、

またミスオペレーションによるトラブルや障害復旧の遅延など

も招きかねず、結果として運用コストの増大につながる。

　これらのコストを総合すると、減価償却期間など長期にわた

るシステム全体の運用コストは、かつての汎用機と比較して決

して割安とは言い切れないケースも多く、システムトラブルに

よる業務全体の影響度も加味すると部分最適が全体の経済性に

結びつくわけではなく、むしろ阻害している場合も決し少なく

ないと思われる。

　IT基盤の統合は、部分最適のシステムに比較して構築費用

が増大する可能性があるが、TCOの観点でシステム全体の経

済性を評価することが重要である。

2.3 情報セキュリティの確保と内部統制への対応
　企業経営において、情報セキュリティの確保と内部統制への

対応は、経営戦略の最重要課題となっている。

　ネットワーク社会でのデジタル情報の拡散はスピードが速く

範囲が広いため、一旦情報が漏えいすると企業の存亡にも影響

するような社会問題に発展する可能性がある。また、会社法の

改正や金融証券取引法の施行により企業は内部統制の強化が

必要となっており、業務プロセスを支える ITシステムにおい

ても、その正確性と信頼性が要求される。

　ここでもアプリケーションごとに最適化されたオープンシス

テムでは大きな課題が生じる。

　情報セキュリティ対策や内部統制は、業務プロセス全体で

一貫した均質な対応が必要であり、全体最適が前提となる。部

分最適化された ITシステムを全体最適の視点に適合させよう

とすると個別システムごとに異なるギャップを埋める必要があ

り、システム構成や運用が複雑化する。これでは運用コストが

増大するばかりではなく、情報セキュリティ対策や内部統制へ

の対応に時間を要するなど、企業として大きなリスクを内在す

ることになる。

　情報セキュリティ対策や内部統制の観点において、安全性と

信頼性を担保した ITシステムの実現には、全体最適の視点で

統合化された IT基盤の構築が重要である。

概要
　本稿では、経営戦略を支えるIT基盤のあり方を考察し、当社が提供する「ITプラットフォーム事業」のビジネスマッ

プをご紹介する。

　経営戦略を支えるIT基盤に求められる特質として、 事業環境の変化に柔軟かつ迅速に対応、 全体最適の

視点での経済性、 情報セキュリティの確保と内部統制への対応の3つが重要である。これらの特質を実現する

ための技術として、サーバーの仮想化やストレージの仮想化がある。これらの仮想化技術を利用して、運用管理の

一元化やTCOの削減などを目的としたサーバー統合について考察する。また、内部統制強化を背景として、文書

管理や社内情報の一元管理についても注目度が高まっている。企業内情報の一元管理を目的とするEIP（企業

内情報ポータル）などの情報共有基盤について紹介する。

3.4 注目される情報共有基盤
　サーバーやストレージの統合環境と同様に、全体最適視点で

の共通基盤として「情報共有基盤」の構築にも注目が集まって

いる。

　内部統制強化を背景に企業での文書管理や社内情報の一元管

理を目的として、「社内ポータルサイト」の検討がすすんでおり、

Microsoft社の「Microsoft Office SharePoint Server」を

はじめとしたＥＩＰ（Enterprise Information Portal）

の市場が活発化している。

　様々な業務プロセスがシステム化された結果、企業内には膨

大な情報が存在する一方で、それらの情報がバラバラに存在し

ている。このため、欲しい情報にたどりつくのに多大な手間と

時間をかけているのが実情であり、それが経営判断の迅速化や

ホワイトカラーの生産性向上を阻害する要因となっている。

　EIPによって、日常的に必要な情報を一つのポータル画面に

集約しアクセスすることで情報への到達時間が短縮されるほか、

組織機能や役割ごとに異なる情報をそれぞれに最適化された画

面構成を提供することができるので、業務効率の飛躍的な向上

が期待される。

　また、従来のグループウェアとは違い、強力な検索機能や履

歴管理機能なども有しており、これらを活用することで、文書

はもちろんのことグラフや画像といった様々な形態のドキュメ

ントを管理・活用することが可能となる。

　このEIPに加え、データの抽出や分析を行うＢＩ（Business 

Intelligence）機能を企業内で標準化し、いつでも利用できる

ようにすることで、迅速な経営判断を支援し、経営戦略を支え

る企業内情報共有基盤が実現できる。

特
集

特
集

特
集

　企業インフラの構築を難しくしているのは、「オープン・

スタンダードを前提としたマルチベンダー・システム」、

「ダウン・サイジング／機能分散としての分散システム化」、

「処理機能の分散化」というオープン化の３つの側面にあると、

産業技術大学院大学の南波幸雄教授は述べている (文献[1])。

 １９６０年代から利用されている大型汎用機は、独自のアーキ

テクチャーを前提として、ハードウェアや周辺機器、OSや

データベースなどの IT基盤が整合性をもってコンピューター

メーカーから提供されていた。これにより、アプリケーション

を作成する側は、IT基盤の設計や構築をメーカーに任せてお

けばよかった。

　しかし、その後のオープン化の流れの中で、ハードウェア

の高性能化とコストの低減により、ユーザーは多くの選択肢

を手に入れ、アプリケーションごとにその特性と経済性に応じ

た最適な IT基盤の構築が可能となった。単一メーカーの呪縛

から解放された IT基盤は、その機能と設備の分散化が一気に

広まったわけである。

　一方、オープン化により IT基盤は、サーバーの乱立や複雑

な運用管理によるコストの増大、情報セキュリティ確保の困難

さなどの弊害が目立ち始めている。

　数年前から、これらの乱立したサーバーを統合し運用管理の

一元化を図る動きが活発化しており、仮想化の各種ソリュー

ションの市場投入が加速化している。また、アプリケーション

開発基盤の標準化をすすめることで、低コストで高品質なアプ

リケーションの実現とSOA（サービス指向アーキテクチャー）

などへの対応をすすめている。

　本論では、IT基盤を俯瞰的にながめ経営戦略を支える IT基

盤のあり方を考察する。 図1　サーバー統合のイメージ

夜間バッチ　　生産

アプリケーションごとに
個別最適化された環境

全体最適化された統合環境で
アプリケーションが稼働

経理　　人事　　営業

経理　人事　営業　生産
夜間
バッチ

（1）iSCSI (Internet SCSI)：記憶装置とコンピュータの通信に使う SCSI コマンドを  IP ネットワーク経由で送受信するためのプロトコル。
（2）プロビジョニング：仮想化により複数のストレージなどを 1 つのリソースとみなし、必要に応じて割り当てられるようにすること。

（3）ITIL (IT Infrastructure Library)：IT サービス管理プロセスのベストプラクティスであり、事実上の業界標準。
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特集 IT基盤の最適化

　全体最適の視点で統合された IT基盤に注目が集まる背景と

して、仮想化をはじめとした IT基盤技術の進化がある。

　そもそも全体最適の IT基盤とは、アプリケーションと実行

環境を分離し、それぞれに最適な環境を構築することにある。

これはアプリケーションとOSやハードウェアなどの実行環境

のライフサイクルが異なることからも、しごく合理的な考え

方である。

　このような考え方は、３０年以上前の汎用機では当然のこと

であった。高価なハードウェア上で多くのアプリケーションを

実行するには、ＣＰＵを時間分割して使用するＯＳの開発など、ま

さに｢仮想化｣の原点として様々な工夫が施されていた。

　このような仮想化の考え方をオープンシステム上のサーバー

で実現したソリューションの代表として「VMware」が有名

であるが、仮想化はサーバーに限ったソリューションではない。

IOの仮想化やストレージの仮想化など様々な仮想化をテーマと

した製品やソリューションが次々と市場に投入されている。

　仮想化の意味と本質について、日経ＢＰ社の「 IT Keyword 

２００８」（文献[２]）では次のように説明している。

　 『仮想化 (Virtualization) は、物理的構成に縛られること

　　なく、論理的構成を可能とする技術の総称である。（中略）

　　　仮想化の本質とは、コンピュータのリソースを再配分

　　する管理機能にある。特に「サーバー統合」や「ストレージ

　　統合」などに代表される複数のハードウェアを統合して

　　いく傾向にある分野では、「サーバーの仮想化」や「ス

　　トレージの仮想化」などが欠かせなくなっている。統合

　　化と仮想化は表裏一体の関係にあるといえる。』

　全体最適の視点で統合された IT基盤の構築では仮想化を切

り離して考えることはできない。次世代の IT基盤の本命とい

われる「ユーティリティ化」や「自律システム」など、需要

に応じてダイナミックにリソースを提供するオンデマンド型

サービスを実現するには、仮想化が ITシステムを牽引するキー

テクノロジーといえる。

　一言に IT基盤技術と言ってもその対象範囲は広く、全てを

論ずることは到底不可能である。ここでは注目度が高いサー

バー仮想化OSとIOの仮想化について論ずる。また、注目度が

高まっているEIPなどの情報共有基盤についても簡単に触れる。

3.1 仮想化OS 
　サーバーの仮想化で代表的なOSはVMware社の「VMware」

である。「VMware」は、仮想化機能そのものはもちろんで

あるが、管理システムの機能の優秀さと使いやすさで市場をリー

ドしてきた。追随するオープンソース「Xen」がなかなか市場

に拡大しないのも管理機能が「VMware」に比べ見劣りが

するためだという見方もある。日経BP社の説明『仮想化の本

質とは、リソースの統合と再配分の管理機能にある』からも、

この見方には納得できる。

　しかし、「Xen」はNovell 社が公式にサポートしており、

また「Xen」をベースとした「XenSource」や「VirtulIron」

など管理機能を充実させた商用製品も出始めていることから、

今後の動向が注目される。

　また、Microsoft社は「Windows Server ２００８」のリリース

から１８０日以内に同OS上で稼動する本格的な仮想化機能を提

供すると表明しており、市場の期待を集めている。

　これらの製品が出揃うと仮想化OS市場が一気に過熱するこ

とが予想される。

3.2 IOの仮想化 
　サーバーだけではなくIOそのものを仮想化する製品が注目

を集めている。

　独自のブレードサーバーを専用の筐体に格納するEgenera社

の製品「BladeFrame」シリーズでは、単一のプラットフォームに、

プロセシング、ネットワーキング、クラスタリング、セキュ

リティ、フェイルオーバ、ロードバラシング、そしてそれら

を管理する機能のすべてが統合されており、ストレージや

ネットワークなどを合わせて EgeneraPANManger と呼ばれ

る管理システムが仮想化環境をコントロールする仕組みになっ

ている。ケーブリングなど物理的な IOをできるだけ仮想化す

ることで、広範囲でのリソースの動的な割当てと高い可用性

を実現しており、金融機関でのシステムを中心に導入を拡大

させている。

3.3. サーバーのブレード化とストレージの進化
　ブレード型のサーバーは、IDC Japan社の調査 (文献[３]) 

によると２００３年上半期から２００４年下半期にかけて急速に拡

大し、ここ数年が２ケタのプラス成長となっている。

　データセンタースペースの有効活用のためサーバーの集積度

を上げることや、システムの規模に応じた柔軟な拡張が容易に

行えるなど、ブレードサーバーの特徴を生かしたシステム構築

がすすんでいることが背景と推測される。また、ハードウェア

メーカーがブレードサーバーの高機能化に本腰を入れ、管理シ

ステムなども充実してきたことも要因であろう。

　ブレードサーバーの拡大に伴い、ストレージ市場も順調な伸

びを示している。同じくIDC Japan社の調査 (文献[４]) によ

ると、国内のストレージソリューションの市場規模は２００７年

で約６,２２８億円と見込んでおり、特にソフトウェアとサービス

の高成長が続いている。これは、ハードウェアの低価格化に

よって導入が促進されたことに加えて、仮想化などによりアプリ

ケーションとハードウェアとが分離し、全体最適の視点での

IT基盤構築において高機能なストレージの活用に注目が集まっ

ているからと思われる。

　ストレージ市場では日立製作所やヒューレット・パッカード社、

EMC社など従来からストレージに注力してきたメーカーなどが、

高機能・大容量の製品を市場投入しているほか、中低価格帯の

製品のラインナップも揃えてきている。また主流であるファイ

バーチャネルでの接続方式に加え、LAN（TCP/IP）で接続で

きる iSCSI (1)対応の製品を投入するメーカーも勢力を伸ばし

ており、コストダウンの方法として注目されている。

　仮想化ソリューションを全面に打ち出す製品も現れており、

３PAR社ではストレージのリソースプールとして「ユーティリティ・

ストレージ」を表明しており、素早いプロビジョニング(2)など

効率的な運用管理を提供することにより、必要に応じた柔軟で

高い拡張性を実現している。

5. おわりに
　これまで述べたとおり、情報セキュリティの確保や内部統

制への対応、また安全性や経済性の観点から IT基盤の統合に

注目度が高まっており、そのソリューションとしての仮想化

システムや運用管理システムが市場を賑わしている。

　IT基盤の統合が本格的に動き出すのは２０１０年以降のアプリ

ケーションの更改時ともいわれているが、サブプライムロー

ンや原油高など世界的に経営環境が厳しくなる中、経営環境

の変化に素早く対応するためには、統合化された IT基盤をい

ち早く実現するべきであるという気運も感じられる。

　また、リース会計基準の国際化対応などによって、ユーティ

リティデータセンターのような使用量に応じたシステムコス

トの課金モデルにも注目が集まっている。

　一方で、事業継続性への対応として、ITシステムを強固な

データセンターに集約したうえで、災害対策を施す企業も増

えており、都内のデータセンターはどこも盛況である。データ

センターを効率的かつ経済的に活用するにおいても、IT基盤の

統合は必須の検討項目であり、データセンター移転は IT基盤

の全体最適化の絶好の機会でもある。

　いずれにしても「汎用機→個別最適化のオープンシステム

→統合された IT基盤」の流れは確実に進んでおり、IT基盤技

術の標準化と高度化をさらに加速する時期にある。
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図２　当社の「ＩＴプラットフォーム事業」ビジネスマップ

　当社では事業部門それぞれで必要性に応じて IT基盤に関す

る情報と技術蓄積し、エンジニアを育成している。

アウトソーシングの事業部門では、当社のデータセンターで

の運用標準に適合した IT基盤を設計・導入することにより、

安全で信頼性の高い運用サービスを提供している。また、

サーバーやストレージを統合することで、スペース効率ばかり

でなく消費電力や発熱量の低減など、データセンターを効率よ

く経済的にご利用いただいている。

　システム開発の事業部門では、アプリケーションを実装する

際に必要な IT基盤をいくつかのパターンに分類し、標準化を

すすめている。標準化された IT基盤はあらかじめ検証されて

いるため、安定した品質が保証される。また、システム開発部

門が取組む IT基盤の標準化は、サーバーやストレージといっ

た物理的な稼働環境ばかりではなくアプリケーションの実行環

境なども含まれるため、短納期化するお客さまの要望に対し、

安定した品質でお応えしている。

　一方で、IT基盤の設計・構築そのものを事業化しているのが

「ITプラットフォームサービス事業部」である。当社では IT

基盤関連の事業を「ITプラットフォーム事業」（図２）と定義し、

２００７年度からスタートした中期計画での推進事業のひとつに

位置づけ、同事業部が推進役を担っている。

　ITプラットフォーム事業は、お客さま環境で全体最適の視点

から IT基盤の設計や構築など ITシステムのエンジニアリング

サービスを提供する。企業内データセンターをはじめとした様々

な運用環境に適合した IT基盤の設計・構築から運用・保守ま

でを一貫して支援している。

　特に、ITIL(3)ベースの運用を前提とした設計・構築プロセス

の標準化をすすめている。また、実装においては、ハードウェア

メーカーやソフトウェアベンダーとの技術的な連携により実際

の運用環境と同等な環境で事前に検証するなど、技術と実績に

裏付けられた IT基盤を提供している。
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●現行システムの課題

アプリケーションごとに構築されたサーバーの乱立

部分最適によるTCOの増大

脆弱なセキュリティ基盤

複雑化したシステムが負担

企業統合、事業統合などでのシステム統合

●課題の解決

TCOの削減（最適化）

柔軟ななセキュリティ基盤

強固なセキュリティ基盤

統合されたシンプルなIT基盤

　Ｍ＆Ａによる企業統合やグループ内事業の統廃合など、変

化する事業環境に事業形態を柔軟かつ迅速に適合させること

は経営戦略の重要な位置づけになっている。

　今や ITシステムなしでは企業経営が成り立たないことは異

論のないところであり、企業の成長戦略の中核として ITシス

テムを位置づけている企業が増えてきている。したがって、

事業形態のみならず変化する事業環境に対し柔軟かつ迅速に

対応する企業運営の実現には、それを支える ITシステムに同

様の柔軟かつ迅速な対応が求められる。

　また、経営戦略遂行の中で ITシステムの重要性が高まれば

高まるほど、正確性や信頼性も求められる。そのため、ITシ

ステムの構築や運用・保守のコストは増大し、それが経営に

おける財務上の重要な課題にもなりつつある。特にオープン

システムの手軽さとサーバーなどハードウェアコストの低下

の流れの中で構築されたアプリケーションは、それぞれ独立

した IT基盤上で運用されているケースが多く、業務効率化や

事業拡大のためのシステム化がすすめばすすむほど、サーバー

の乱立により設置スペースが不足する、運用が複雑化すると

いうジレンマに陥っている。

　特に、運用の複雑化は単に運用コストの増大を招くばかり

ではなく、情報セキュリティの確保や内部統制への対応にお

いても大きな障壁となる。

　オープン化時代に構築された IT基盤は、どちらかというと

部分最適の集合体である（図1左側）。今日の企業経営には、

経済性はもとより様々な要求に柔軟かつ迅速に対応できる全

体最適の視点で構築された IT基盤が必要となる（図1右側）。

2.1 事業環境変化に柔軟かつ迅速に対応するＩＴ基盤
　企業や事業の統廃合、取引先とのサプライチェーンの構築、

新規事業の創出などの事業環境の変化への対応は、様々な業務

プロセスに影響を及ぼす。今や全てといって過言ではないほど、

業務プロセスは ITシステムに深く依存しており、業務プロセ

スの変更は ITシステムに対しても大きな影響を及ぼす。

　グローバリゼーションが進む中、事業環境の変化への素早い

対応が企業競争力を高めることはいうまでもなく、そのために

は ITシステムの迅速な対応も重要な課題となる。

　従来のアプリケーションごとに最適化された IT基盤で実現

される ITシステムは、柔軟かつ拡張性に優れていると思われ

がちである。しかし、アプリケーションの設計と同時に運用設

計やシステム全体のアーキテクチャーの決定などをその都度行

う必要があり、設計プロセスにおいて相応の工数と時間を要す

ることから、迅速な対応への阻害要因ともなる。

　また、業務プロセスの統合などが必要な場合、相違する IT

基盤上で稼動しているアプリケーションの移行や統合の実現に

は困難が予想され、高度な技術と工数が必要となる。

　統合化された IT基盤では、アプリケーションとは分離され

た統一のアーキテクチャーで構築され、標準化された運用

プロセスで全体がコントロールされているため、アプリケー

ションの追加や移行、統合なども容易に実現できる。

　事業環境の変化に迅速に対応するためには、このようなアプリ

ケーションに依存しない統合化されたＩＴ基盤をあらかじめ構築し

ておくことが重要である。

2.2 全体最適の視点での経済性
　かつての汎用機と比較すると、オープン化されたサーバーは

経済性が格段に優れている。また、アプリケーションごとに最

適な稼働環境が実現できることから１９９０年代以降急速に普及

した。そのような稼働環境で実現されたクライアント／サーバー

システムやWebシステムでのアプリケーションはユーザー

環境の汎用性やシステムの柔軟性と拡張性に優れており、今や

ITシステムの主流となっている。

　汎用機はほとんどがメーカー独自のアーキテクチャーに基づ

いた環境であったため、その稼働環境の構築から運用・保守ま

でをメーカー主導で実現されていた。これはユーザーにとって

は硬直的なシステム環境であったことには間違いないが、一方

では様々なアプリケーションが一つの IT基盤上で実現される

という観点では、全体最適が実現されていた。

　しかし、オープンシステムの多くはアプリケーションごとに

IT基盤が独立しており、それぞれの構築や運用のコストは最

適化されている場合でも、全体としては経済性を阻害してい

るケースが多い。

　特に重要なのはTCO（所有総コスト）の観点である。

　アプリケーションごとに独立したシステム環境では、そのシ

ステムごとに相違する技術を習得し、運用し続ける必要がある。

また、オープンシステムであるがためにユーザー自らの責任で

エンジニアを確保し、育成する必要もある。

　また、エンジニアの確保や育成ばかりではなく、アプリケー

ションごとに相違する運用や保守の体制が必要である。複雑な

運用や保守作業には高度なエンジニアによる体制が必要になり、

またミスオペレーションによるトラブルや障害復旧の遅延など

も招きかねず、結果として運用コストの増大につながる。

　これらのコストを総合すると、減価償却期間など長期にわた

るシステム全体の運用コストは、かつての汎用機と比較して決

して割安とは言い切れないケースも多く、システムトラブルに

よる業務全体の影響度も加味すると部分最適が全体の経済性に

結びつくわけではなく、むしろ阻害している場合も決し少なく

ないと思われる。

　IT基盤の統合は、部分最適のシステムに比較して構築費用

が増大する可能性があるが、TCOの観点でシステム全体の経

済性を評価することが重要である。

2.3 情報セキュリティの確保と内部統制への対応
　企業経営において、情報セキュリティの確保と内部統制への

対応は、経営戦略の最重要課題となっている。

　ネットワーク社会でのデジタル情報の拡散はスピードが速く

範囲が広いため、一旦情報が漏えいすると企業の存亡にも影響

するような社会問題に発展する可能性がある。また、会社法の

改正や金融証券取引法の施行により企業は内部統制の強化が

必要となっており、業務プロセスを支える ITシステムにおい

ても、その正確性と信頼性が要求される。

　ここでもアプリケーションごとに最適化されたオープンシス

テムでは大きな課題が生じる。

　情報セキュリティ対策や内部統制は、業務プロセス全体で

一貫した均質な対応が必要であり、全体最適が前提となる。部

分最適化された ITシステムを全体最適の視点に適合させよう

とすると個別システムごとに異なるギャップを埋める必要があ

り、システム構成や運用が複雑化する。これでは運用コストが

増大するばかりではなく、情報セキュリティ対策や内部統制へ

の対応に時間を要するなど、企業として大きなリスクを内在す

ることになる。

　情報セキュリティ対策や内部統制の観点において、安全性と

信頼性を担保した ITシステムの実現には、全体最適の視点で

統合化された IT基盤の構築が重要である。

概要
　本稿では、経営戦略を支えるIT基盤のあり方を考察し、当社が提供する「ITプラットフォーム事業」のビジネスマッ

プをご紹介する。

　経営戦略を支えるIT基盤に求められる特質として、 事業環境の変化に柔軟かつ迅速に対応、 全体最適の

視点での経済性、 情報セキュリティの確保と内部統制への対応の3つが重要である。これらの特質を実現する

ための技術として、サーバーの仮想化やストレージの仮想化がある。これらの仮想化技術を利用して、運用管理の

一元化やTCOの削減などを目的としたサーバー統合について考察する。また、内部統制強化を背景として、文書

管理や社内情報の一元管理についても注目度が高まっている。企業内情報の一元管理を目的とするEIP（企業

内情報ポータル）などの情報共有基盤について紹介する。

3.4 注目される情報共有基盤
　サーバーやストレージの統合環境と同様に、全体最適視点で

の共通基盤として「情報共有基盤」の構築にも注目が集まって

いる。

　内部統制強化を背景に企業での文書管理や社内情報の一元管

理を目的として、「社内ポータルサイト」の検討がすすんでおり、

Microsoft社の「Microsoft Office SharePoint Server」を

はじめとしたＥＩＰ（Enterprise Information Portal）

の市場が活発化している。

　様々な業務プロセスがシステム化された結果、企業内には膨

大な情報が存在する一方で、それらの情報がバラバラに存在し

ている。このため、欲しい情報にたどりつくのに多大な手間と

時間をかけているのが実情であり、それが経営判断の迅速化や

ホワイトカラーの生産性向上を阻害する要因となっている。

　EIPによって、日常的に必要な情報を一つのポータル画面に

集約しアクセスすることで情報への到達時間が短縮されるほか、

組織機能や役割ごとに異なる情報をそれぞれに最適化された画

面構成を提供することができるので、業務効率の飛躍的な向上

が期待される。

　また、従来のグループウェアとは違い、強力な検索機能や履

歴管理機能なども有しており、これらを活用することで、文書

はもちろんのことグラフや画像といった様々な形態のドキュメ

ントを管理・活用することが可能となる。

　このEIPに加え、データの抽出や分析を行うＢＩ（Business 

Intelligence）機能を企業内で標準化し、いつでも利用できる

ようにすることで、迅速な経営判断を支援し、経営戦略を支え

る企業内情報共有基盤が実現できる。
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　企業インフラの構築を難しくしているのは、「オープン・

スタンダードを前提としたマルチベンダー・システム」、

「ダウン・サイジング／機能分散としての分散システム化」、

「処理機能の分散化」というオープン化の３つの側面にあると、

産業技術大学院大学の南波幸雄教授は述べている (文献[1])。

 １９６０年代から利用されている大型汎用機は、独自のアーキ

テクチャーを前提として、ハードウェアや周辺機器、OSや

データベースなどの IT基盤が整合性をもってコンピューター

メーカーから提供されていた。これにより、アプリケーション

を作成する側は、IT基盤の設計や構築をメーカーに任せてお

けばよかった。

　しかし、その後のオープン化の流れの中で、ハードウェア

の高性能化とコストの低減により、ユーザーは多くの選択肢

を手に入れ、アプリケーションごとにその特性と経済性に応じ

た最適な IT基盤の構築が可能となった。単一メーカーの呪縛

から解放された IT基盤は、その機能と設備の分散化が一気に

広まったわけである。

　一方、オープン化により IT基盤は、サーバーの乱立や複雑

な運用管理によるコストの増大、情報セキュリティ確保の困難

さなどの弊害が目立ち始めている。

　数年前から、これらの乱立したサーバーを統合し運用管理の

一元化を図る動きが活発化しており、仮想化の各種ソリュー

ションの市場投入が加速化している。また、アプリケーション

開発基盤の標準化をすすめることで、低コストで高品質なアプ

リケーションの実現とSOA（サービス指向アーキテクチャー）

などへの対応をすすめている。

　本論では、IT基盤を俯瞰的にながめ経営戦略を支える IT基

盤のあり方を考察する。 図1　サーバー統合のイメージ

夜間バッチ　　生産

アプリケーションごとに
個別最適化された環境

全体最適化された統合環境で
アプリケーションが稼働

経理　　人事　　営業

経理　人事　営業　生産
夜間
バッチ

（1）iSCSI (Internet SCSI)：記憶装置とコンピュータの通信に使う SCSI コマンドを  IP ネットワーク経由で送受信するためのプロトコル。
（2）プロビジョニング：仮想化により複数のストレージなどを 1 つのリソースとみなし、必要に応じて割り当てられるようにすること。

（3）ITIL (IT Infrastructure Library)：IT サービス管理プロセスのベストプラクティスであり、事実上の業界標準。
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(1) XML-EDI：次世代型の企業間データ交換仕様であり、メッセージ形式にXMLを採用。
(2) GDS (Global Data Synchronization)：国際的な商品マスタデータの即時同期化。
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特集 IT基盤の最適化

　全体最適の視点で統合された IT基盤に注目が集まる背景と

して、仮想化をはじめとした IT基盤技術の進化がある。

　そもそも全体最適の IT基盤とは、アプリケーションと実行

環境を分離し、それぞれに最適な環境を構築することにある。

これはアプリケーションとOSやハードウェアなどの実行環境

のライフサイクルが異なることからも、しごく合理的な考え

方である。

　このような考え方は、３０年以上前の汎用機では当然のこと

であった。高価なハードウェア上で多くのアプリケーションを

実行するには、ＣＰＵを時間分割して使用するＯＳの開発など、ま

さに｢仮想化｣の原点として様々な工夫が施されていた。

　このような仮想化の考え方をオープンシステム上のサーバー

で実現したソリューションの代表として「VMware」が有名

であるが、仮想化はサーバーに限ったソリューションではない。

IOの仮想化やストレージの仮想化など様々な仮想化をテーマと

した製品やソリューションが次々と市場に投入されている。

　仮想化の意味と本質について、日経ＢＰ社の「 IT Keyword 

２００８」（文献[２]）では次のように説明している。

　 『仮想化 (Virtualization) は、物理的構成に縛られること

　　なく、論理的構成を可能とする技術の総称である。（中略）

　　　仮想化の本質とは、コンピュータのリソースを再配分

　　する管理機能にある。特に「サーバー統合」や「ストレージ

　　統合」などに代表される複数のハードウェアを統合して

　　いく傾向にある分野では、「サーバーの仮想化」や「ス

　　トレージの仮想化」などが欠かせなくなっている。統合

　　化と仮想化は表裏一体の関係にあるといえる。』

　全体最適の視点で統合された IT基盤の構築では仮想化を切

り離して考えることはできない。次世代の IT基盤の本命とい

われる「ユーティリティ化」や「自律システム」など、需要

に応じてダイナミックにリソースを提供するオンデマンド型

サービスを実現するには、仮想化が ITシステムを牽引するキー

テクノロジーといえる。

　一言に IT基盤技術と言ってもその対象範囲は広く、全てを

論ずることは到底不可能である。ここでは注目度が高いサー

バー仮想化OSとIOの仮想化について論ずる。また、注目度が

高まっているEIPなどの情報共有基盤についても簡単に触れる。

3.1 仮想化OS 
　サーバーの仮想化で代表的なOSはVMware社の「VMware」

である。「VMware」は、仮想化機能そのものはもちろんで

あるが、管理システムの機能の優秀さと使いやすさで市場をリー

ドしてきた。追随するオープンソース「Xen」がなかなか市場

に拡大しないのも管理機能が「VMware」に比べ見劣りが

するためだという見方もある。日経BP社の説明『仮想化の本

質とは、リソースの統合と再配分の管理機能にある』からも、

この見方には納得できる。

　しかし、「Xen」はNovell 社が公式にサポートしており、

また「Xen」をベースとした「XenSource」や「VirtulIron」

など管理機能を充実させた商用製品も出始めていることから、

今後の動向が注目される。

　また、Microsoft社は「Windows Server ２００８」のリリース

から１８０日以内に同OS上で稼動する本格的な仮想化機能を提

供すると表明しており、市場の期待を集めている。

　これらの製品が出揃うと仮想化OS市場が一気に過熱するこ

とが予想される。

3.2 IOの仮想化 
　サーバーだけではなくIOそのものを仮想化する製品が注目

を集めている。

　独自のブレードサーバーを専用の筐体に格納するEgenera社

の製品「BladeFrame」シリーズでは、単一のプラットフォームに、

プロセシング、ネットワーキング、クラスタリング、セキュ

リティ、フェイルオーバ、ロードバラシング、そしてそれら

を管理する機能のすべてが統合されており、ストレージや

ネットワークなどを合わせて EgeneraPANManger と呼ばれ

る管理システムが仮想化環境をコントロールする仕組みになっ

ている。ケーブリングなど物理的な IOをできるだけ仮想化す

ることで、広範囲でのリソースの動的な割当てと高い可用性

を実現しており、金融機関でのシステムを中心に導入を拡大

させている。

3.3. サーバーのブレード化とストレージの進化
　ブレード型のサーバーは、IDC Japan社の調査 (文献[３]) 

によると２００３年上半期から２００４年下半期にかけて急速に拡

大し、ここ数年が２ケタのプラス成長となっている。

　データセンタースペースの有効活用のためサーバーの集積度

を上げることや、システムの規模に応じた柔軟な拡張が容易に

行えるなど、ブレードサーバーの特徴を生かしたシステム構築

がすすんでいることが背景と推測される。また、ハードウェア

メーカーがブレードサーバーの高機能化に本腰を入れ、管理シ

ステムなども充実してきたことも要因であろう。

　ブレードサーバーの拡大に伴い、ストレージ市場も順調な伸

びを示している。同じくIDC Japan社の調査 (文献[４]) によ

ると、国内のストレージソリューションの市場規模は２００７年

で約６,２２８億円と見込んでおり、特にソフトウェアとサービス

の高成長が続いている。これは、ハードウェアの低価格化に

よって導入が促進されたことに加えて、仮想化などによりアプリ

ケーションとハードウェアとが分離し、全体最適の視点での

IT基盤構築において高機能なストレージの活用に注目が集まっ

ているからと思われる。

　ストレージ市場では日立製作所やヒューレット・パッカード社、

EMC社など従来からストレージに注力してきたメーカーなどが、

高機能・大容量の製品を市場投入しているほか、中低価格帯の

製品のラインナップも揃えてきている。また主流であるファイ

バーチャネルでの接続方式に加え、LAN（TCP/IP）で接続で

きる iSCSI (1)対応の製品を投入するメーカーも勢力を伸ばし

ており、コストダウンの方法として注目されている。

　仮想化ソリューションを全面に打ち出す製品も現れており、

３PAR社ではストレージのリソースプールとして「ユーティリティ・

ストレージ」を表明しており、素早いプロビジョニング(2)など

効率的な運用管理を提供することにより、必要に応じた柔軟で

高い拡張性を実現している。

5. おわりに
　これまで述べたとおり、情報セキュリティの確保や内部統

制への対応、また安全性や経済性の観点から IT基盤の統合に

注目度が高まっており、そのソリューションとしての仮想化

システムや運用管理システムが市場を賑わしている。

　IT基盤の統合が本格的に動き出すのは２０１０年以降のアプリ

ケーションの更改時ともいわれているが、サブプライムロー

ンや原油高など世界的に経営環境が厳しくなる中、経営環境

の変化に素早く対応するためには、統合化された IT基盤をい

ち早く実現するべきであるという気運も感じられる。

　また、リース会計基準の国際化対応などによって、ユーティ

リティデータセンターのような使用量に応じたシステムコス

トの課金モデルにも注目が集まっている。

　一方で、事業継続性への対応として、ITシステムを強固な

データセンターに集約したうえで、災害対策を施す企業も増

えており、都内のデータセンターはどこも盛況である。データ

センターを効率的かつ経済的に活用するにおいても、IT基盤の

統合は必須の検討項目であり、データセンター移転は IT基盤

の全体最適化の絶好の機会でもある。

　いずれにしても「汎用機→個別最適化のオープンシステム

→統合された IT基盤」の流れは確実に進んでおり、IT基盤技

術の標準化と高度化をさらに加速する時期にある。
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図２　当社の「ＩＴプラットフォーム事業」ビジネスマップ

　当社では事業部門それぞれで必要性に応じて IT基盤に関す

る情報と技術蓄積し、エンジニアを育成している。

アウトソーシングの事業部門では、当社のデータセンターで

の運用標準に適合した IT基盤を設計・導入することにより、

安全で信頼性の高い運用サービスを提供している。また、

サーバーやストレージを統合することで、スペース効率ばかり

でなく消費電力や発熱量の低減など、データセンターを効率よ

く経済的にご利用いただいている。

　システム開発の事業部門では、アプリケーションを実装する

際に必要な IT基盤をいくつかのパターンに分類し、標準化を

すすめている。標準化された IT基盤はあらかじめ検証されて

いるため、安定した品質が保証される。また、システム開発部

門が取組む IT基盤の標準化は、サーバーやストレージといっ

た物理的な稼働環境ばかりではなくアプリケーションの実行環

境なども含まれるため、短納期化するお客さまの要望に対し、

安定した品質でお応えしている。

　一方で、IT基盤の設計・構築そのものを事業化しているのが

「ITプラットフォームサービス事業部」である。当社では IT

基盤関連の事業を「ITプラットフォーム事業」（図２）と定義し、

２００７年度からスタートした中期計画での推進事業のひとつに

位置づけ、同事業部が推進役を担っている。

　ITプラットフォーム事業は、お客さま環境で全体最適の視点

から IT基盤の設計や構築など ITシステムのエンジニアリング

サービスを提供する。企業内データセンターをはじめとした様々

な運用環境に適合した IT基盤の設計・構築から運用・保守ま

でを一貫して支援している。

　特に、ITIL(3)ベースの運用を前提とした設計・構築プロセス

の標準化をすすめている。また、実装においては、ハードウェア

メーカーやソフトウェアベンダーとの技術的な連携により実際

の運用環境と同等な環境で事前に検証するなど、技術と実績に

裏付けられた IT基盤を提供している。
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●現行システムの課題

アプリケーションごとに構築されたサーバーの乱立

部分最適によるTCOの増大

脆弱なセキュリティ基盤

複雑化したシステムが負担

企業統合、事業統合などでのシステム統合

●課題の解決

TCOの削減（最適化）

柔軟ななセキュリティ基盤

強固なセキュリティ基盤

統合されたシンプルなIT基盤

　Ｍ＆Ａによる企業統合やグループ内事業の統廃合など、変

化する事業環境に事業形態を柔軟かつ迅速に適合させること

は経営戦略の重要な位置づけになっている。

　今や ITシステムなしでは企業経営が成り立たないことは異

論のないところであり、企業の成長戦略の中核として ITシス

テムを位置づけている企業が増えてきている。したがって、

事業形態のみならず変化する事業環境に対し柔軟かつ迅速に

対応する企業運営の実現には、それを支える ITシステムに同

様の柔軟かつ迅速な対応が求められる。

　また、経営戦略遂行の中で ITシステムの重要性が高まれば

高まるほど、正確性や信頼性も求められる。そのため、ITシ

ステムの構築や運用・保守のコストは増大し、それが経営に

おける財務上の重要な課題にもなりつつある。特にオープン

システムの手軽さとサーバーなどハードウェアコストの低下

の流れの中で構築されたアプリケーションは、それぞれ独立

した IT基盤上で運用されているケースが多く、業務効率化や

事業拡大のためのシステム化がすすめばすすむほど、サーバー

の乱立により設置スペースが不足する、運用が複雑化すると

いうジレンマに陥っている。

　特に、運用の複雑化は単に運用コストの増大を招くばかり

ではなく、情報セキュリティの確保や内部統制への対応にお

いても大きな障壁となる。

　オープン化時代に構築された IT基盤は、どちらかというと

部分最適の集合体である（図1左側）。今日の企業経営には、

経済性はもとより様々な要求に柔軟かつ迅速に対応できる全

体最適の視点で構築された IT基盤が必要となる（図1右側）。

2.1 事業環境変化に柔軟かつ迅速に対応するＩＴ基盤
　企業や事業の統廃合、取引先とのサプライチェーンの構築、

新規事業の創出などの事業環境の変化への対応は、様々な業務

プロセスに影響を及ぼす。今や全てといって過言ではないほど、

業務プロセスは ITシステムに深く依存しており、業務プロセ

スの変更は ITシステムに対しても大きな影響を及ぼす。

　グローバリゼーションが進む中、事業環境の変化への素早い

対応が企業競争力を高めることはいうまでもなく、そのために

は ITシステムの迅速な対応も重要な課題となる。

　従来のアプリケーションごとに最適化された IT基盤で実現

される ITシステムは、柔軟かつ拡張性に優れていると思われ

がちである。しかし、アプリケーションの設計と同時に運用設

計やシステム全体のアーキテクチャーの決定などをその都度行

う必要があり、設計プロセスにおいて相応の工数と時間を要す

ることから、迅速な対応への阻害要因ともなる。

　また、業務プロセスの統合などが必要な場合、相違する IT

基盤上で稼動しているアプリケーションの移行や統合の実現に

は困難が予想され、高度な技術と工数が必要となる。

　統合化された IT基盤では、アプリケーションとは分離され

た統一のアーキテクチャーで構築され、標準化された運用

プロセスで全体がコントロールされているため、アプリケー

ションの追加や移行、統合なども容易に実現できる。

　事業環境の変化に迅速に対応するためには、このようなアプリ

ケーションに依存しない統合化されたＩＴ基盤をあらかじめ構築し

ておくことが重要である。

2.2 全体最適の視点での経済性
　かつての汎用機と比較すると、オープン化されたサーバーは

経済性が格段に優れている。また、アプリケーションごとに最

適な稼働環境が実現できることから１９９０年代以降急速に普及

した。そのような稼働環境で実現されたクライアント／サーバー

システムやWebシステムでのアプリケーションはユーザー

環境の汎用性やシステムの柔軟性と拡張性に優れており、今や

ITシステムの主流となっている。

　汎用機はほとんどがメーカー独自のアーキテクチャーに基づ

いた環境であったため、その稼働環境の構築から運用・保守ま

でをメーカー主導で実現されていた。これはユーザーにとって

は硬直的なシステム環境であったことには間違いないが、一方

では様々なアプリケーションが一つの IT基盤上で実現される

という観点では、全体最適が実現されていた。

　しかし、オープンシステムの多くはアプリケーションごとに

IT基盤が独立しており、それぞれの構築や運用のコストは最

適化されている場合でも、全体としては経済性を阻害してい

るケースが多い。

　特に重要なのはTCO（所有総コスト）の観点である。

　アプリケーションごとに独立したシステム環境では、そのシ

ステムごとに相違する技術を習得し、運用し続ける必要がある。

また、オープンシステムであるがためにユーザー自らの責任で

エンジニアを確保し、育成する必要もある。

　また、エンジニアの確保や育成ばかりではなく、アプリケー

ションごとに相違する運用や保守の体制が必要である。複雑な

運用や保守作業には高度なエンジニアによる体制が必要になり、

またミスオペレーションによるトラブルや障害復旧の遅延など

も招きかねず、結果として運用コストの増大につながる。

　これらのコストを総合すると、減価償却期間など長期にわた

るシステム全体の運用コストは、かつての汎用機と比較して決

して割安とは言い切れないケースも多く、システムトラブルに

よる業務全体の影響度も加味すると部分最適が全体の経済性に

結びつくわけではなく、むしろ阻害している場合も決し少なく

ないと思われる。

　IT基盤の統合は、部分最適のシステムに比較して構築費用

が増大する可能性があるが、TCOの観点でシステム全体の経

済性を評価することが重要である。

2.3 情報セキュリティの確保と内部統制への対応
　企業経営において、情報セキュリティの確保と内部統制への

対応は、経営戦略の最重要課題となっている。

　ネットワーク社会でのデジタル情報の拡散はスピードが速く

範囲が広いため、一旦情報が漏えいすると企業の存亡にも影響

するような社会問題に発展する可能性がある。また、会社法の

改正や金融証券取引法の施行により企業は内部統制の強化が

必要となっており、業務プロセスを支える ITシステムにおい

ても、その正確性と信頼性が要求される。

　ここでもアプリケーションごとに最適化されたオープンシス

テムでは大きな課題が生じる。

　情報セキュリティ対策や内部統制は、業務プロセス全体で

一貫した均質な対応が必要であり、全体最適が前提となる。部

分最適化された ITシステムを全体最適の視点に適合させよう

とすると個別システムごとに異なるギャップを埋める必要があ

り、システム構成や運用が複雑化する。これでは運用コストが

増大するばかりではなく、情報セキュリティ対策や内部統制へ

の対応に時間を要するなど、企業として大きなリスクを内在す

ることになる。

　情報セキュリティ対策や内部統制の観点において、安全性と

信頼性を担保した ITシステムの実現には、全体最適の視点で

統合化された IT基盤の構築が重要である。

概要
　本稿では、経営戦略を支えるIT基盤のあり方を考察し、当社が提供する「ITプラットフォーム事業」のビジネスマッ

プをご紹介する。

　経営戦略を支えるIT基盤に求められる特質として、 事業環境の変化に柔軟かつ迅速に対応、 全体最適の

視点での経済性、 情報セキュリティの確保と内部統制への対応の3つが重要である。これらの特質を実現する

ための技術として、サーバーの仮想化やストレージの仮想化がある。これらの仮想化技術を利用して、運用管理の

一元化やTCOの削減などを目的としたサーバー統合について考察する。また、内部統制強化を背景として、文書

管理や社内情報の一元管理についても注目度が高まっている。企業内情報の一元管理を目的とするEIP（企業

内情報ポータル）などの情報共有基盤について紹介する。

3.4 注目される情報共有基盤
　サーバーやストレージの統合環境と同様に、全体最適視点で

の共通基盤として「情報共有基盤」の構築にも注目が集まって

いる。

　内部統制強化を背景に企業での文書管理や社内情報の一元管

理を目的として、「社内ポータルサイト」の検討がすすんでおり、

Microsoft社の「Microsoft Office SharePoint Server」を

はじめとしたＥＩＰ（Enterprise Information Portal）

の市場が活発化している。

　様々な業務プロセスがシステム化された結果、企業内には膨

大な情報が存在する一方で、それらの情報がバラバラに存在し

ている。このため、欲しい情報にたどりつくのに多大な手間と

時間をかけているのが実情であり、それが経営判断の迅速化や

ホワイトカラーの生産性向上を阻害する要因となっている。

　EIPによって、日常的に必要な情報を一つのポータル画面に

集約しアクセスすることで情報への到達時間が短縮されるほか、

組織機能や役割ごとに異なる情報をそれぞれに最適化された画

面構成を提供することができるので、業務効率の飛躍的な向上

が期待される。

　また、従来のグループウェアとは違い、強力な検索機能や履

歴管理機能なども有しており、これらを活用することで、文書

はもちろんのことグラフや画像といった様々な形態のドキュメ

ントを管理・活用することが可能となる。

　このEIPに加え、データの抽出や分析を行うＢＩ（Business 

Intelligence）機能を企業内で標準化し、いつでも利用できる

ようにすることで、迅速な経営判断を支援し、経営戦略を支え

る企業内情報共有基盤が実現できる。
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　企業インフラの構築を難しくしているのは、「オープン・

スタンダードを前提としたマルチベンダー・システム」、

「ダウン・サイジング／機能分散としての分散システム化」、

「処理機能の分散化」というオープン化の３つの側面にあると、

産業技術大学院大学の南波幸雄教授は述べている (文献[1])。

 １９６０年代から利用されている大型汎用機は、独自のアーキ

テクチャーを前提として、ハードウェアや周辺機器、OSや

データベースなどの IT基盤が整合性をもってコンピューター

メーカーから提供されていた。これにより、アプリケーション

を作成する側は、IT基盤の設計や構築をメーカーに任せてお

けばよかった。

　しかし、その後のオープン化の流れの中で、ハードウェア

の高性能化とコストの低減により、ユーザーは多くの選択肢

を手に入れ、アプリケーションごとにその特性と経済性に応じ

た最適な IT基盤の構築が可能となった。単一メーカーの呪縛

から解放された IT基盤は、その機能と設備の分散化が一気に

広まったわけである。

　一方、オープン化により IT基盤は、サーバーの乱立や複雑

な運用管理によるコストの増大、情報セキュリティ確保の困難

さなどの弊害が目立ち始めている。

　数年前から、これらの乱立したサーバーを統合し運用管理の

一元化を図る動きが活発化しており、仮想化の各種ソリュー

ションの市場投入が加速化している。また、アプリケーション

開発基盤の標準化をすすめることで、低コストで高品質なアプ

リケーションの実現とSOA（サービス指向アーキテクチャー）

などへの対応をすすめている。

　本論では、IT基盤を俯瞰的にながめ経営戦略を支える IT基

盤のあり方を考察する。 図1　サーバー統合のイメージ
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（1）iSCSI (Internet SCSI)：記憶装置とコンピュータの通信に使う SCSI コマンドを  IP ネットワーク経由で送受信するためのプロトコル。
（2）プロビジョニング：仮想化により複数のストレージなどを 1 つのリソースとみなし、必要に応じて割り当てられるようにすること。

（3）ITIL (IT Infrastructure Library)：IT サービス管理プロセスのベストプラクティスであり、事実上の業界標準。


