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1.  IT基盤の動向

(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. 共有ストレージの最新動向

2. サーバ仮想化技術最新動向

3. ブレードサーバ最新動向
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特集 IT基盤の最適化

3.1 ブレードサーバ導入時の課題
　最新モデルの潮流分析に入る前に、我々システムインテグ

レータが普段ブレードサーバをお客さまへ導入する際に感じ

ている課題についてまとめる。

(１) 電源容量の肥大化

　　　ブレードサーバは、従来のラックマウントサーバの集約度

　　を高めたため、大容量の電源が必要になった。さらに、クアッ

　　ドコア (４ CPU) 化に伴う動作電圧・消費電力の増大が、こ

　　の動きに拍車をかけている。メーカーによっては２００V電源

　　を必須とするモデルも存在し、対応設備の無いお客さまでは

　　専用の電源工事や、消費電力増によるコスト増を招いている。

(２) 排熱処理とそれに伴う騒音問題

　　　高密度・高集積のブレードサーバにとってもう一つの

　　課題は、内部で発生する熱を効率的に排熱することである。

　　CPUやメモリ、チップセットなどサーバを構成する各部

　　品の集積度も高いため、部品単体での発熱量は大きい。

　　従来のラックマウントサーバでは、余裕空間を設けて

　　ファンによる排熱で凌いでいた。しかし、ブレードサー

　　バでは空間的余裕が少ないことから、強力なファンにより、

　　空気対流を作り出して排熱している。このファンが発生

　　させる騒音は大きく、データセンター等専用のスペース

　　に設置せざるを得ない状況を作り出している。

(３) メーカーのアーキテクチャ変更に伴う拡張性の阻害

　　　ブレードサーバは専用のシャーシとサーバ本体に相当する

　　ブレードで構成されている。シャーシはブレードの電源や

　　インフラ I/Oのマネジメント等を行っており、シャーシには

　　各メーカー独自の接続コネクタが搭載されている。これが技

　　術革新により、メーカーがシャーシを設計変更する場合がある。

　　この場合、対応するブレードも新しく専用のものが設計される。

　　こうなると従来のシャーシとの互換性がないブレードが発売

　　され、旧モデルは程なくして入手できなくなり、お客さまの

　　サーバが拡張できないという事態が発生している。

3.2 ブレードサーバの潮流
　国内で販売されているブレードサーバのメーカー別のシェアは

図３のとおりである (文献[２])。出荷金額割合から見た上位

メーカーは日本IBM社、日立製作所、NEC社、日本ヒューレット・

パッカード社と続く。本稿では、主にこれら主要メーカーのブレー

ドサーバの最新モデルの潮流から、全体的傾向や今後の動向に

ついて考察する。

5. おわりに
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2.1 仮想化とは（仮想化の特徴）
　仮想化技術を端的に説明すると、以下の2点に集約される(図２)。

単一であるものを擬似的に複数に見せる技術

複数であるものを擬似的に単一に見せる技術

　場合によっては、 と の組み合わせにも考えられるが、

基本的には上記のどちらかである。
概要

　オープン化によりシステムが分散されることでPCサーバの導入が飛躍的に増加した。また、近年のインターネッ

トへの高速アクセス回線の普及により扱うデータがテキストや画像などの静的コンテンツからストリーミングなどを

利用した動的コンテンツになったことと、日本版SOX法によりデータ保管が義務化づけられたことで企業が保有す

るデータが劇的に増加し、格納領域としてストレージが選定されるようになった。同時にサーバ仮想化を利用し

TCO削減や可用性向上を同時に実現しようと考える企業が増加している。

　ブレード、ストレージにおいてはハードウェアメーカーによって特色は様々である。特にストレージは金額も高額で、

データを単に格納するというだけでなく、クリティカルなデータをいかにバックアップ／リストアするかなどの運用を

考える場合や、アーカイブデータとして保管しておく単なるデータ保管箱として利用するだけかなどにより、選択の

幅が広がっている。

　本稿では、システムの全体最適をする上で、ブレード、ストレージならびに仮想化の動向や課題、今後の方向性

について論述する。
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図1　サーバー統合のイメージ
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（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。

　１９９０年前後からパソコンやUNIXワークステーションなどの

小型コンピュータの価格性能比が飛躍的に伸びたこと、および

EthernetやTCP/IPなどを用いた高速かつ安価なネットワーク

技術が普及してきたことにより、大型汎用機で行ってきたシ

ステム構築を、小型コンピュータが取ってかわるという分散

化が進んできた。しかしながら分散化に伴う、個別システム

の乱立やシステム規模の肥大化による管理コストの増大、さ

らに情報セキュリティ上の問題が目立つようになった。これら

の問題を解決するため、システムの統合化・集中化が議論され

ている（図１）。

　そのような現状から、ハードウェアメーカーでは、ブレー

ドサーバやストレージシステムといった物理的な集約を主眼

としたラインナップを取り揃えている。また、ソフトウェア

メーカーでは、サーバ仮想化という切り口からハードウェア

に依存しないアーキテクチャを掲げて統合化・集約化を提唱

している。

図１  システムの統合化・集中化

　ネットワークの分野での例として、VLAN (Virtual LAN) 

と、VPN (Virtual Private Network ) という技術がある。

VLAN は、物理的な接続形態から独立した論理的な構成を設

定できるという意味で のパターンである。VPN は、多数の

人が利用するインターネット空間を一人が利用するプライベート

空間として見せるという意味で のパターンである。

　ストレージの分野での例として、ハードディスクのパーティ

ショニングと、RAID (Redundant Arrays of Inexpensive 

Disks) がある。ハードディスクのパーティショニングは、物

理的に単一のディスクを論理的に複数のパーティションに分け

るという意味で のパターンである。RAIDは、複数のハード

ディスクを1台のディスクとして管理するという意味で のパ

ターンである。また、大規模ストレージにおけるLUN (Logical 

Unit Number)の概念は、複数のハードディスクを集約して作成

されたディスクグループからその一部を論理的なディスクとして

切り出すことから、 と の組み合わせによる仮想化技術である。

　このように、仮想化技術そのものは、新しい概念ではなく、

既に様々な分野で当たり前のように利用されている技術である。

2.2 サーバの仮想化
　本稿では、単一の物理サーバ上で複数の仮想サーバを稼動さ

せるパターン の仮想化技術について論じる。パターン の仮

想化技術としてグリッドコンピューティングなどがあるが、本

稿では扱わない。

　実はサーバの仮想化も、とりわけ新しい技術というわけでは

ない。メインフレームなどでは、１９６０年代からその技術が使

われている。IBM社のz/VMの起源とされる仮想化OS CP-６７

/CMS (１９６７年) は正にメインフレーム時代におけるサーバ仮

想化技術の代表である (文献[1])。

　一方、１９９０年代後半以降には、x８６アーキテクチャにおい

ても商用、オープンソースソフトウェアを問わずいくつかの仮

想化ソフトウェアが存在するようになっていた。x８６アーキテ

クチャにおける代表的な仮想化ソフトウェアであるVMware

社のVMwareもこの頃から世に出始めていたが、その目的は、

１台のパソコン上でWindowsとLinux両方の環境を利用する

といったケースが主で、サーバの仮想化というより、デスク

トップ環境の仮想化と言ったほうが分かり易い。

2.3 なぜ今サーバの仮想化なのか
　x８６サーバにおける仮想化技術がブームになっている背景に

は、いくつかの理由がある。特に大きく影響している理由は以

下の３つである。

(１) ハードウェア性能の飛躍的な向上

　　　数年前まではサーバを仮想化することは可能であっても、

　　十分なパフォーマンスが得られず、それほど注目されてい

　　なかった。しかし、近年はCPUの高クロック化やマルチ

　　コア化が進み、1つのアプリケーション用途ではそのリソー

　　スを使い切れないほどにまでサーバの性能が向上した。こ

　　れにより、仮想化環境でもサーバ用途として安定して稼動

　　させることができるようになり、注目されている。

(２) 運用管理ユーティリティ、付加機能などの充実

　　　次の理由は、運用管理ユーティリティの成熟である。特に

　　VMware社のVI３ (VMware Infrastructure ３) は、運用

　　性・柔軟性・操作性に優れているため、ユーザからの評価も

　　高い。また、Xenなど、無償の仮想化ソフトウェアもVMware

　　と同等程度の運用性を確保し始めてきている。VI３のように

　　高機能な仮想化ソフトウェアは、その枠を超え、IT基盤全体を

　　支える統合ソリューションといっても過言ではない。

(３) IT分野における環境保護意識の高まり

　　　進化するITの一方で、ITの利用拡大に伴って急増する電

　　力消費が、CO2排出量の観点から大きな問題になっている。

　　ITにおける環境保護のスローガンとして「グリーン IT」と

　　いう言葉を最近よく耳にすることが多くなったが、ITにお

　　ける環境保護のソリューションとしても仮想化によるシス

　　テム統合が注目されている。

　これらの理由を背景に、エンタープライズでのサーバ運用

の現場に仮想化技術の導入が進んでいる。しかし、技術的に

は未成熟なアーキテクチャであり進化を続けている状態である。

2.4 仮想化技術導入による効果
　仮想化技術の導入による主なメリットは、つぎのとおりである。

(１) システム統合

　　　これまで増加の一途を辿っていたx８６サーバが、仮想化

　　によって集約・統合が可能になる。そして、システム統合によ

　　るリソースの有効利用が生む効果は以下のとおりである。

　　● 初期導入コストの削減

　　● 省電力化、省スペース化

　　● 運用管理工数の削減

(２) 標準化された仮想ハードウェア環境

　　　仮想化によるハードウェアの抽象化もまた、仮想化導

　　入の大きなメリットである。メーカー間や発売時期など

　　によるハードウェアの違いのため、機器構成設計に苦労

　　した基盤担当者も多いのではないだろうか。ハードウェ

　　アとOS、アプリケーションとの相性や互換性を検証する

　　ために多くの工数を費やすことも多いはずだ。

　　　ハードウェアを仮想化で抽象化することにより、ハー

　　ドウェアレベルでの互換性を心配する必要は少なくなり、

　　基盤設計が単純化される。

　　　また、レガシーOSのためリプレースできるハードウェアが

　　提供されないようなケースにもこの効果は絶大であり、ハー

　　ドウェアの保守切れを心配するようなこともなくなる。

(３) 可搬性の確保

　　　仮想環境上に構築された仮想サーバは、仮想ハードウェア

　　構成からBIOSの設定、OS・アプリケーションまで全ての実体

　　がファイルとしてカプセル化される。そのため、もし物理サー

　　バに何らかの障害が発生したとしても、仮想サーバを構成す

　　るイメージファイルを別の物理サーバにコピーして迅速に復

　　旧することが可能になる。この仮想サーバのポータビリティは、

　　バックアップや災害対策としても有効であり、サーバ運用の

　　柔軟性を広げる効果をもたらす。

　このような効果を応用するための付加機能も仮想化ソフトウェ

アによって様々である。VMwareでは、仮想サーバを無停止で別

の物理サーバに移動するVMotion、障害を検知して仮想サーバ

を別の物理サーバで再起動するVMwareHAなどの機能が提供

されている。

図３ 2006年上半期国内ブレードサーバー市場のベンダー別出荷金額シェア

　２００７年下期に各メーカーから新しいブレードサーバのモデ

ルが発売されたが、各メーカーの傾向は以下のとおりである。

(１) １００V対応モデルの充実

　　　予算や設備的制約により、ブレードの導入が困難であった

　　中規模企業のお客さま向けに１００V対応専用のブレード

　　シャーシをラインナップするなど、中堅・中小企業市場の取り

　　込みに本腰を入れる姿勢がうかがえるメーカーが現れた。

　　また、１００V対応を積極的にアピールするメーカーもあり、

　　海外メーカーが多いブレードサーバ市場にも日本の市場特

　　有の環境を意識した戦略がうかがえる。また、「グリーンIT」

　　という新しい概念が提唱された影響もあり、消費電力削減の

　　ための技術投資も積極的に行われているようである。

(２) 排熱処理の選択肢が増加

　　　排熱処理には強力なファンによる空冷が一般的であったが、

　　水冷式のものも登場した。これは一般的なオフィス環境に設

　　置することを想定したものと思われる。また、送風ファン

　　騒音の最大の原因となっていた風切り音を低減するため、

　　ファンの形状等工学レベルでの製品改良を行なっている

　　メーカーもあった。また、前述の消費電力削減技術と関連し、

　　サーバの稼働率が低いときに不要なファンを停止するなど

　　のテクノロジも新たに加わっている。

(３) ブレードシャーシの設計変更の有無の対応

　　　前項ではブレードシャーシの設計変更により、旧モデルを

　　使用しているお客さまの拡張性が阻害される点を指摘した。

　　Intel社のマルチコア化製品戦略による一層の消費電力増や、

　　ネットワークや周辺機器のI/Oの高速化対応の必要性が

　　あったが、２００７年上期にブレードシャーシの設計変更を

　　行ったメーカーは一部に留まった。中には２００２年のブレード

　　サーバ発売当初からブレードシャーシの設計変更を行いなが

　　らも、旧型シャーシ対応ブレードの搭載を可能とする、と

　　いった互換性を確保し続けているメーカーもある。

3.3 ブレードサーバの今後の動向の考察
　ブレードサーバは２００１年後半から２００２年にかけて、既存の

ラックマウントサーバよりもサーバの集約度を高め、データ

センタースペースの有効活用と、インフラの統合管理を実現する

というコンセプトのもと登場した。しかし、発売当初はCPU

の選択肢、メモリの最大搭載量、I/Oの拡張性がラックマウン

トサーバよりも劣り、排熱処理も成熟度が低く、全てのお客さ

まの要求を満たすことが困難だったと思われる。現在は、当初

の課題であった拡張性や排熱の問題が解決され、ようやく各

メーカーの独自色が見えるようになった。その中でも対応が分

かれたブレードシャーシの設計変更やグリーン ITといった新

しい概念は、メーカーの製品戦略に大きな影響を及ぼしている

が、全体として製品の成熟度が増してきた感がある。

　今後はユーティリティデータセンターやリソースオンデマン

ド、といった仮想化応用技術との大きな親和性を高めるための、

統合運用管理ツールの充実やネットワークやストレージ、PCI 

Express等外部 I/Oの仮想化に対応した製品投入などが予想さ

れ、大規模な ITインフラを抱えるお客さまの運用面・コスト

面の課題に、応えられる製品になっていくと考える。

　今回は、ブレード、ストレージ、サーバ仮想化という切り

口からIT基盤の動向を述べた。システムを導入するに当たり

一番大切なことは、目的が何かを明確にすることであり、導

入は手段に過ぎないということである。ブレード、ストレージ、

サーバ仮想化を導入することにより、何を解決したいのかを

正確に理解することが我々システムインテグレータの責務で

あり、成功に導くポイントとなる。

　また、業務効率向上、コスト削減だけではなく、ビジネス

継続性という観点も含めた全体最適から基盤技術を確立して

いく必要がある。目標復旧時間（RTO: Recovery Time Ob-

jective）ならびに目標復旧ポイント（RPO:Recovery Point 

Objective）はビジネス継続性に対する重要な視点であり、ブ

レード、ストレージ、サーバ仮想化をいかに組み合わせて活

用するかがポイントでもある。

　更に、冒頭に述べたがオープン化によりシステム分散に拍

車がかかったものの、管理負荷の増大、内部統制等々の諸問

題により再びシステムの統合化・集中化がされてきている。

しかし、集約されたシステムが、時世にあわせいつかまた分

散される時がくるかもしれない。その際、いかに分散し易い

システム構築をしておくかに関してはサーバ仮想化アーキテ

クチャが鍵を握っていると考えられる。現状のサーバ仮想化

では、仮想サーバとしての運用面は向上してきているものの、

障害時における仮想化ソフトウェアと仮想OSの分界点などが

明確ではなく、システム全体としての運用はまだまだ考慮しな

ければならない。ただし単なるサーバ仮想化というアーキテク

チャから、運用管理の概念が取り込まれたことがサーバ仮想化

の第一の変化だとすると、次に迎える第二の変化が注目を集め

るところである。ブレード、ストレージを含めたIT基盤の動向

を逐次把握し、お客さまに適切なシステムを提供し続けたいと

考えている。
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　ブレードサーバは、単体のブレードに大容量のストレージ 

(ハードディスク) を搭載せず、ストレージ部分を共有ストレージ

装置に集約するシステム構築手法が一般的である。

　ストレージ部分を集約することによる最大のメリットは、

ディスク容量を拡張しやすい点と、サーバがメンテナンスや

障害により交換するときにデータ移行などの手間が発生しな

い運用性の良さである。

出所：IDC Japan
(2006年12月28日発表)

4.1 各メーカーの特徴的なテクノロジ
　ストレージメーカーはその主要部品であるハードディスク

ドライブメーカーが海外に多いこともあり、海外メーカーが

多数を占めている。また、近年の低価格化路線により国内主

要メーカーはハードディスク事業から撤退または他社へ売却

しており、現在国内でハードディスクを生産しているのは、

日立グローバルストレージテクノロジーズ社のみとなっている。

(１) 低価格ディスクと低価格な高速インタフェース

　　　従来の共有ストレージに使用されるハードディスクド

　　ライブ (HDD) は、高信頼性HDDが使用されてきた。高

　　信頼性HDDは、２４時間３６５日連続稼動を前提に設計さ

　　れている。平均故障間隔時間が１５０万時間～１７５万時間

　　程度 (１７１年～１９９年) の信頼性の高い点が長所であるが、

　　短所としては非常に高価な点である。

　　　一方で、パソコンに使用されている低価格HDDは、平

　　均故障間隔が４０万～６０万時間 (４５年～６８年) と高信頼

　　性HDDと比較すると劣る。これは、コスト低減のため、

　　駆動部を構成するモーターや軸受け等の部材、内部構造

　　を簡略化しているためである。

　　　現在の共有ストレージでは、高信頼性HDDと、パソコンに

　　使用されている低価格HDDとを混在させることが可能と

　　なっている。ストレージ内の一次バックアップ領域など

　　重要度が低いデータの保存用途に低価格HDDを活用する

　　などの適切な構成を取ることによって、共有ストレージ

　　導入コストの削減に寄与している。

　　　また、共有ストレージ用の高信頼性HDDはFC(Fiber

　　Channel) SCSI接続方式が主流であったが、インタフェース

　　の高速化技術の進展に伴い、FC SCSI接続方式と互換性を

　　保ちつつ、転送方式をシリアル化し、Ultra３２０ SCSIよりも

　　高速な接続を可能としたSAS (Serial Attachment 

　　SCSI) が主流となりつつある。FC SCSI接続方式では、最

　　大４Gbpsの高速接続が可能であるが、FC SCSI接続方式

　　の高信頼性HDDは、非常に高価というデメリットもある。

　　SAS接続方式では、最大２.４Gbpsの接続が可能であり、

　　インタフェースを構成する部品も低コストなため、高速なディ

　　スクI/Oを必要としない場合に用いることにより、導入コスト

　　を削減することが可能である。

（２）SANに取って代わることが期待される iSCSIの出現

　　　サーバと共有ストレージを接続するインタフェースに

　　も変化が訪れている。

　　　現在は光ファイバケーブルによりFC-SAN (Fiber Chan

　　nel-Storage Area Network) という独自のストレージ接

　　続インフラを用いているが、これをEthernetをインフラとし、

　　TCP/IPにより通信する技術が iSCSI (Internet SCSI) 

　　である。

　　　これはGigabit Ethernetなどの超高速ネットワーク接続

　　技術が進んできたことにより可能となったものであるが、高

　　価なSANスイッチ等が不要であり、ストレージの二重化など

　　も IPベースの考え方が応用できるなど、コスト面、技術面の

　　両方からお客さまの受けるメリットが大きいものである。

　　現在 iSCSIを実装している共有ストレージは少数であるが、

　　今後発売されるモデルでは多くのメーカーが対応を表明し

　　ている。これにより、FC-SANと比較して３分の２程度の価格

　　で共有ストレージの導入が可能となる。

(３) 「仮想化」を実現するメーカー独自のアーキテクチャ

　　　従来の共有ストレージでは、SANスイッチと共に、共

　　有ストレージ装置のディスク割り当て設計が必要であった。

　　これは、搭載している物理ハードディスクドライブのうち

　　何本をどのサーバに割り当て、RAID構成をどうするか、

　　ということを個別に設定していた。

　　　最近の仮想化された共有ストレージでは、搭載している

　　物理ディスク全体を１つのプールとして捉え、構築者が物

　　理ディスクの構成にとらわれることなく自由にRAIDレベ

　　ルや容量を設計できるものが主流となりつつある。なかに

　　は、システムの稼働中にこれらの容量を自由に拡張するこ

　　とが可能な製品もあり、お客さまのシステム運用効率の向

　　上に大きく貢献する場合がある。

　　　メーカーにより細かな実現方法は異なるが、大雑把に捉え

　　ると、データをコンテナという最小単位で分割してストレージ

　　内で管理し、それらを冗長度に応じて適切に分散配置させて

　　いる。

　　　なお、仮想化された共有ストレージの機能は、一定規模以

　　上の製品で備わっており、中小規模の製品には備わっていな

　　いケースが多い。

(４) 共有ストレージ側のバックアップ機能

　　　サービスを止めずにテープバックアップを行うため、共有

　　ストレージ側でバックアップ専用領域に対象データを瞬間的

　　にコピーすることが可能である。これをスナップショットやク

　　ローンコピーなどと呼んでいるが、メーカーによって、呼称が

　　統一されていない。また、実装内容や設計思想が大幅に異

　　なっており、メーカー毎の特徴を十分に把握することが重要

　　である。

　　　しかし、VMwareなどの仮想化ソフトウェアと共有ストレー

　　ジ側のバックアップ機能とを併用する場合に制約がある場合

　　が多く、我々も仮想化インフラを提案する際にバックアップ運

　　用については毎回悩まされる点であり、メーカー側に改善を

　　要望したい部分である。

4.2 共有ストレージの今後の動向について
　共有ストレージの今後の動向としては、低価格HDDの適材

適所での活用、iSCSIやSASの活用による「低コスト化」を

より一層進めた製品が市場に投入され、中堅・中小企業のお客

さまにもその恩恵が享受されるようになる点、さらにはVMware

などの仮想化技術との親和性を高めるための、バックアップや運

用オペレーション周りの機能改善が進むと予想される。

　また、「ストレージ仮想化」としての、リソースプールやブ

ロック管理などのテクノロジはユーティリティデータセンター

やリソースオンデマンドの考え方に沿っているコンセプトであ

り、お客さまのストレージ選択の重要なポイントとなるのでは

ないかと予想される。
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1.  IT基盤の動向

(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. 共有ストレージの最新動向

2. サーバ仮想化技術最新動向

3. ブレードサーバ最新動向
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特集 IT基盤の最適化

3.1 ブレードサーバ導入時の課題
　最新モデルの潮流分析に入る前に、我々システムインテグ

レータが普段ブレードサーバをお客さまへ導入する際に感じ

ている課題についてまとめる。

(１) 電源容量の肥大化

　　　ブレードサーバは、従来のラックマウントサーバの集約度

　　を高めたため、大容量の電源が必要になった。さらに、クアッ

　　ドコア (４ CPU) 化に伴う動作電圧・消費電力の増大が、こ

　　の動きに拍車をかけている。メーカーによっては２００V電源

　　を必須とするモデルも存在し、対応設備の無いお客さまでは

　　専用の電源工事や、消費電力増によるコスト増を招いている。

(２) 排熱処理とそれに伴う騒音問題

　　　高密度・高集積のブレードサーバにとってもう一つの

　　課題は、内部で発生する熱を効率的に排熱することである。

　　CPUやメモリ、チップセットなどサーバを構成する各部

　　品の集積度も高いため、部品単体での発熱量は大きい。

　　従来のラックマウントサーバでは、余裕空間を設けて

　　ファンによる排熱で凌いでいた。しかし、ブレードサー

　　バでは空間的余裕が少ないことから、強力なファンにより、

　　空気対流を作り出して排熱している。このファンが発生

　　させる騒音は大きく、データセンター等専用のスペース

　　に設置せざるを得ない状況を作り出している。

(３) メーカーのアーキテクチャ変更に伴う拡張性の阻害

　　　ブレードサーバは専用のシャーシとサーバ本体に相当する

　　ブレードで構成されている。シャーシはブレードの電源や

　　インフラ I/Oのマネジメント等を行っており、シャーシには

　　各メーカー独自の接続コネクタが搭載されている。これが技

　　術革新により、メーカーがシャーシを設計変更する場合がある。

　　この場合、対応するブレードも新しく専用のものが設計される。

　　こうなると従来のシャーシとの互換性がないブレードが発売

　　され、旧モデルは程なくして入手できなくなり、お客さまの

　　サーバが拡張できないという事態が発生している。

3.2 ブレードサーバの潮流
　国内で販売されているブレードサーバのメーカー別のシェアは

図３のとおりである (文献[２])。出荷金額割合から見た上位

メーカーは日本IBM社、日立製作所、NEC社、日本ヒューレット・

パッカード社と続く。本稿では、主にこれら主要メーカーのブレー

ドサーバの最新モデルの潮流から、全体的傾向や今後の動向に

ついて考察する。

5. おわりに

図２　当社の「ＩＴプラットフォーム事業」ビジネスマップ
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統合されたシンプルなIT基盤

2.1 仮想化とは（仮想化の特徴）
　仮想化技術を端的に説明すると、以下の2点に集約される(図２)。

単一であるものを擬似的に複数に見せる技術

複数であるものを擬似的に単一に見せる技術

　場合によっては、 と の組み合わせにも考えられるが、

基本的には上記のどちらかである。
概要

　オープン化によりシステムが分散されることでPCサーバの導入が飛躍的に増加した。また、近年のインターネッ

トへの高速アクセス回線の普及により扱うデータがテキストや画像などの静的コンテンツからストリーミングなどを

利用した動的コンテンツになったことと、日本版SOX法によりデータ保管が義務化づけられたことで企業が保有す

るデータが劇的に増加し、格納領域としてストレージが選定されるようになった。同時にサーバ仮想化を利用し

TCO削減や可用性向上を同時に実現しようと考える企業が増加している。

　ブレード、ストレージにおいてはハードウェアメーカーによって特色は様々である。特にストレージは金額も高額で、

データを単に格納するというだけでなく、クリティカルなデータをいかにバックアップ／リストアするかなどの運用を

考える場合や、アーカイブデータとして保管しておく単なるデータ保管箱として利用するだけかなどにより、選択の

幅が広がっている。

　本稿では、システムの全体最適をする上で、ブレード、ストレージならびに仮想化の動向や課題、今後の方向性

について論述する。
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図1　サーバー統合のイメージ
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（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。

　１９９０年前後からパソコンやUNIXワークステーションなどの

小型コンピュータの価格性能比が飛躍的に伸びたこと、および

EthernetやTCP/IPなどを用いた高速かつ安価なネットワーク

技術が普及してきたことにより、大型汎用機で行ってきたシ

ステム構築を、小型コンピュータが取ってかわるという分散

化が進んできた。しかしながら分散化に伴う、個別システム

の乱立やシステム規模の肥大化による管理コストの増大、さ

らに情報セキュリティ上の問題が目立つようになった。これら

の問題を解決するため、システムの統合化・集中化が議論され

ている（図１）。

　そのような現状から、ハードウェアメーカーでは、ブレー

ドサーバやストレージシステムといった物理的な集約を主眼

としたラインナップを取り揃えている。また、ソフトウェア

メーカーでは、サーバ仮想化という切り口からハードウェア

に依存しないアーキテクチャを掲げて統合化・集約化を提唱

している。

図１  システムの統合化・集中化

　ネットワークの分野での例として、VLAN (Virtual LAN) 

と、VPN (Virtual Private Network ) という技術がある。

VLAN は、物理的な接続形態から独立した論理的な構成を設

定できるという意味で のパターンである。VPN は、多数の

人が利用するインターネット空間を一人が利用するプライベート

空間として見せるという意味で のパターンである。

　ストレージの分野での例として、ハードディスクのパーティ

ショニングと、RAID (Redundant Arrays of Inexpensive 

Disks) がある。ハードディスクのパーティショニングは、物

理的に単一のディスクを論理的に複数のパーティションに分け

るという意味で のパターンである。RAIDは、複数のハード

ディスクを1台のディスクとして管理するという意味で のパ

ターンである。また、大規模ストレージにおけるLUN (Logical 

Unit Number)の概念は、複数のハードディスクを集約して作成

されたディスクグループからその一部を論理的なディスクとして

切り出すことから、 と の組み合わせによる仮想化技術である。

　このように、仮想化技術そのものは、新しい概念ではなく、

既に様々な分野で当たり前のように利用されている技術である。

2.2 サーバの仮想化
　本稿では、単一の物理サーバ上で複数の仮想サーバを稼動さ

せるパターン の仮想化技術について論じる。パターン の仮

想化技術としてグリッドコンピューティングなどがあるが、本

稿では扱わない。

　実はサーバの仮想化も、とりわけ新しい技術というわけでは

ない。メインフレームなどでは、１９６０年代からその技術が使

われている。IBM社のz/VMの起源とされる仮想化OS CP-６７

/CMS (１９６７年) は正にメインフレーム時代におけるサーバ仮

想化技術の代表である (文献[1])。

　一方、１９９０年代後半以降には、x８６アーキテクチャにおい

ても商用、オープンソースソフトウェアを問わずいくつかの仮

想化ソフトウェアが存在するようになっていた。x８６アーキテ

クチャにおける代表的な仮想化ソフトウェアであるVMware

社のVMwareもこの頃から世に出始めていたが、その目的は、

１台のパソコン上でWindowsとLinux両方の環境を利用する

といったケースが主で、サーバの仮想化というより、デスク

トップ環境の仮想化と言ったほうが分かり易い。

2.3 なぜ今サーバの仮想化なのか
　x８６サーバにおける仮想化技術がブームになっている背景に

は、いくつかの理由がある。特に大きく影響している理由は以

下の３つである。

(１) ハードウェア性能の飛躍的な向上

　　　数年前まではサーバを仮想化することは可能であっても、

　　十分なパフォーマンスが得られず、それほど注目されてい

　　なかった。しかし、近年はCPUの高クロック化やマルチ

　　コア化が進み、1つのアプリケーション用途ではそのリソー

　　スを使い切れないほどにまでサーバの性能が向上した。こ

　　れにより、仮想化環境でもサーバ用途として安定して稼動

　　させることができるようになり、注目されている。

(２) 運用管理ユーティリティ、付加機能などの充実

　　　次の理由は、運用管理ユーティリティの成熟である。特に

　　VMware社のVI３ (VMware Infrastructure ３) は、運用

　　性・柔軟性・操作性に優れているため、ユーザからの評価も

　　高い。また、Xenなど、無償の仮想化ソフトウェアもVMware

　　と同等程度の運用性を確保し始めてきている。VI３のように

　　高機能な仮想化ソフトウェアは、その枠を超え、IT基盤全体を

　　支える統合ソリューションといっても過言ではない。

(３) IT分野における環境保護意識の高まり

　　　進化するITの一方で、ITの利用拡大に伴って急増する電

　　力消費が、CO2排出量の観点から大きな問題になっている。

　　ITにおける環境保護のスローガンとして「グリーン IT」と

　　いう言葉を最近よく耳にすることが多くなったが、ITにお

　　ける環境保護のソリューションとしても仮想化によるシス

　　テム統合が注目されている。

　これらの理由を背景に、エンタープライズでのサーバ運用

の現場に仮想化技術の導入が進んでいる。しかし、技術的に

は未成熟なアーキテクチャであり進化を続けている状態である。

2.4 仮想化技術導入による効果
　仮想化技術の導入による主なメリットは、つぎのとおりである。

(１) システム統合

　　　これまで増加の一途を辿っていたx８６サーバが、仮想化

　　によって集約・統合が可能になる。そして、システム統合によ

　　るリソースの有効利用が生む効果は以下のとおりである。

　　● 初期導入コストの削減

　　● 省電力化、省スペース化

　　● 運用管理工数の削減

(２) 標準化された仮想ハードウェア環境

　　　仮想化によるハードウェアの抽象化もまた、仮想化導

　　入の大きなメリットである。メーカー間や発売時期など

　　によるハードウェアの違いのため、機器構成設計に苦労

　　した基盤担当者も多いのではないだろうか。ハードウェ

　　アとOS、アプリケーションとの相性や互換性を検証する

　　ために多くの工数を費やすことも多いはずだ。

　　　ハードウェアを仮想化で抽象化することにより、ハー

　　ドウェアレベルでの互換性を心配する必要は少なくなり、

　　基盤設計が単純化される。

　　　また、レガシーOSのためリプレースできるハードウェアが

　　提供されないようなケースにもこの効果は絶大であり、ハー

　　ドウェアの保守切れを心配するようなこともなくなる。

(３) 可搬性の確保

　　　仮想環境上に構築された仮想サーバは、仮想ハードウェア

　　構成からBIOSの設定、OS・アプリケーションまで全ての実体

　　がファイルとしてカプセル化される。そのため、もし物理サー

　　バに何らかの障害が発生したとしても、仮想サーバを構成す

　　るイメージファイルを別の物理サーバにコピーして迅速に復

　　旧することが可能になる。この仮想サーバのポータビリティは、

　　バックアップや災害対策としても有効であり、サーバ運用の

　　柔軟性を広げる効果をもたらす。

　このような効果を応用するための付加機能も仮想化ソフトウェ

アによって様々である。VMwareでは、仮想サーバを無停止で別

の物理サーバに移動するVMotion、障害を検知して仮想サーバ

を別の物理サーバで再起動するVMwareHAなどの機能が提供

されている。

図３ 2006年上半期国内ブレードサーバー市場のベンダー別出荷金額シェア

　２００７年下期に各メーカーから新しいブレードサーバのモデ

ルが発売されたが、各メーカーの傾向は以下のとおりである。

(１) １００V対応モデルの充実

　　　予算や設備的制約により、ブレードの導入が困難であった

　　中規模企業のお客さま向けに１００V対応専用のブレード

　　シャーシをラインナップするなど、中堅・中小企業市場の取り

　　込みに本腰を入れる姿勢がうかがえるメーカーが現れた。

　　また、１００V対応を積極的にアピールするメーカーもあり、

　　海外メーカーが多いブレードサーバ市場にも日本の市場特

　　有の環境を意識した戦略がうかがえる。また、「グリーンIT」

　　という新しい概念が提唱された影響もあり、消費電力削減の

　　ための技術投資も積極的に行われているようである。

(２) 排熱処理の選択肢が増加

　　　排熱処理には強力なファンによる空冷が一般的であったが、

　　水冷式のものも登場した。これは一般的なオフィス環境に設

　　置することを想定したものと思われる。また、送風ファン

　　騒音の最大の原因となっていた風切り音を低減するため、

　　ファンの形状等工学レベルでの製品改良を行なっている

　　メーカーもあった。また、前述の消費電力削減技術と関連し、

　　サーバの稼働率が低いときに不要なファンを停止するなど

　　のテクノロジも新たに加わっている。

(３) ブレードシャーシの設計変更の有無の対応

　　　前項ではブレードシャーシの設計変更により、旧モデルを

　　使用しているお客さまの拡張性が阻害される点を指摘した。

　　Intel社のマルチコア化製品戦略による一層の消費電力増や、

　　ネットワークや周辺機器のI/Oの高速化対応の必要性が

　　あったが、２００７年上期にブレードシャーシの設計変更を

　　行ったメーカーは一部に留まった。中には２００２年のブレード

　　サーバ発売当初からブレードシャーシの設計変更を行いなが

　　らも、旧型シャーシ対応ブレードの搭載を可能とする、と

　　いった互換性を確保し続けているメーカーもある。

3.3 ブレードサーバの今後の動向の考察
　ブレードサーバは２００１年後半から２００２年にかけて、既存の

ラックマウントサーバよりもサーバの集約度を高め、データ

センタースペースの有効活用と、インフラの統合管理を実現する

というコンセプトのもと登場した。しかし、発売当初はCPU

の選択肢、メモリの最大搭載量、I/Oの拡張性がラックマウン

トサーバよりも劣り、排熱処理も成熟度が低く、全てのお客さ

まの要求を満たすことが困難だったと思われる。現在は、当初

の課題であった拡張性や排熱の問題が解決され、ようやく各

メーカーの独自色が見えるようになった。その中でも対応が分

かれたブレードシャーシの設計変更やグリーン ITといった新

しい概念は、メーカーの製品戦略に大きな影響を及ぼしている

が、全体として製品の成熟度が増してきた感がある。

　今後はユーティリティデータセンターやリソースオンデマン

ド、といった仮想化応用技術との大きな親和性を高めるための、

統合運用管理ツールの充実やネットワークやストレージ、PCI 

Express等外部 I/Oの仮想化に対応した製品投入などが予想さ

れ、大規模な ITインフラを抱えるお客さまの運用面・コスト

面の課題に、応えられる製品になっていくと考える。

　今回は、ブレード、ストレージ、サーバ仮想化という切り

口からIT基盤の動向を述べた。システムを導入するに当たり

一番大切なことは、目的が何かを明確にすることであり、導

入は手段に過ぎないということである。ブレード、ストレージ、

サーバ仮想化を導入することにより、何を解決したいのかを

正確に理解することが我々システムインテグレータの責務で

あり、成功に導くポイントとなる。

　また、業務効率向上、コスト削減だけではなく、ビジネス

継続性という観点も含めた全体最適から基盤技術を確立して

いく必要がある。目標復旧時間（RTO: Recovery Time Ob-

jective）ならびに目標復旧ポイント（RPO:Recovery Point 

Objective）はビジネス継続性に対する重要な視点であり、ブ

レード、ストレージ、サーバ仮想化をいかに組み合わせて活

用するかがポイントでもある。

　更に、冒頭に述べたがオープン化によりシステム分散に拍

車がかかったものの、管理負荷の増大、内部統制等々の諸問

題により再びシステムの統合化・集中化がされてきている。

しかし、集約されたシステムが、時世にあわせいつかまた分

散される時がくるかもしれない。その際、いかに分散し易い

システム構築をしておくかに関してはサーバ仮想化アーキテ

クチャが鍵を握っていると考えられる。現状のサーバ仮想化

では、仮想サーバとしての運用面は向上してきているものの、

障害時における仮想化ソフトウェアと仮想OSの分界点などが

明確ではなく、システム全体としての運用はまだまだ考慮しな

ければならない。ただし単なるサーバ仮想化というアーキテク

チャから、運用管理の概念が取り込まれたことがサーバ仮想化

の第一の変化だとすると、次に迎える第二の変化が注目を集め

るところである。ブレード、ストレージを含めたIT基盤の動向

を逐次把握し、お客さまに適切なシステムを提供し続けたいと

考えている。
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　ブレードサーバは、単体のブレードに大容量のストレージ 

(ハードディスク) を搭載せず、ストレージ部分を共有ストレージ

装置に集約するシステム構築手法が一般的である。

　ストレージ部分を集約することによる最大のメリットは、

ディスク容量を拡張しやすい点と、サーバがメンテナンスや

障害により交換するときにデータ移行などの手間が発生しな

い運用性の良さである。

出所：IDC Japan
(2006年12月28日発表)

4.1 各メーカーの特徴的なテクノロジ
　ストレージメーカーはその主要部品であるハードディスク

ドライブメーカーが海外に多いこともあり、海外メーカーが

多数を占めている。また、近年の低価格化路線により国内主

要メーカーはハードディスク事業から撤退または他社へ売却

しており、現在国内でハードディスクを生産しているのは、

日立グローバルストレージテクノロジーズ社のみとなっている。

(１) 低価格ディスクと低価格な高速インタフェース

　　　従来の共有ストレージに使用されるハードディスクド

　　ライブ (HDD) は、高信頼性HDDが使用されてきた。高

　　信頼性HDDは、２４時間３６５日連続稼動を前提に設計さ

　　れている。平均故障間隔時間が１５０万時間～１７５万時間

　　程度 (１７１年～１９９年) の信頼性の高い点が長所であるが、

　　短所としては非常に高価な点である。

　　　一方で、パソコンに使用されている低価格HDDは、平

　　均故障間隔が４０万～６０万時間 (４５年～６８年) と高信頼

　　性HDDと比較すると劣る。これは、コスト低減のため、

　　駆動部を構成するモーターや軸受け等の部材、内部構造

　　を簡略化しているためである。

　　　現在の共有ストレージでは、高信頼性HDDと、パソコンに

　　使用されている低価格HDDとを混在させることが可能と

　　なっている。ストレージ内の一次バックアップ領域など

　　重要度が低いデータの保存用途に低価格HDDを活用する

　　などの適切な構成を取ることによって、共有ストレージ

　　導入コストの削減に寄与している。

　　　また、共有ストレージ用の高信頼性HDDはFC(Fiber

　　Channel) SCSI接続方式が主流であったが、インタフェース

　　の高速化技術の進展に伴い、FC SCSI接続方式と互換性を

　　保ちつつ、転送方式をシリアル化し、Ultra３２０ SCSIよりも

　　高速な接続を可能としたSAS (Serial Attachment 

　　SCSI) が主流となりつつある。FC SCSI接続方式では、最

　　大４Gbpsの高速接続が可能であるが、FC SCSI接続方式

　　の高信頼性HDDは、非常に高価というデメリットもある。

　　SAS接続方式では、最大２.４Gbpsの接続が可能であり、

　　インタフェースを構成する部品も低コストなため、高速なディ

　　スクI/Oを必要としない場合に用いることにより、導入コスト

　　を削減することが可能である。

（２）SANに取って代わることが期待される iSCSIの出現

　　　サーバと共有ストレージを接続するインタフェースに

　　も変化が訪れている。

　　　現在は光ファイバケーブルによりFC-SAN (Fiber Chan

　　nel-Storage Area Network) という独自のストレージ接

　　続インフラを用いているが、これをEthernetをインフラとし、

　　TCP/IPにより通信する技術が iSCSI (Internet SCSI) 

　　である。

　　　これはGigabit Ethernetなどの超高速ネットワーク接続

　　技術が進んできたことにより可能となったものであるが、高

　　価なSANスイッチ等が不要であり、ストレージの二重化など

　　も IPベースの考え方が応用できるなど、コスト面、技術面の

　　両方からお客さまの受けるメリットが大きいものである。

　　現在 iSCSIを実装している共有ストレージは少数であるが、

　　今後発売されるモデルでは多くのメーカーが対応を表明し

　　ている。これにより、FC-SANと比較して３分の２程度の価格

　　で共有ストレージの導入が可能となる。

(３) 「仮想化」を実現するメーカー独自のアーキテクチャ

　　　従来の共有ストレージでは、SANスイッチと共に、共

　　有ストレージ装置のディスク割り当て設計が必要であった。

　　これは、搭載している物理ハードディスクドライブのうち

　　何本をどのサーバに割り当て、RAID構成をどうするか、

　　ということを個別に設定していた。

　　　最近の仮想化された共有ストレージでは、搭載している

　　物理ディスク全体を１つのプールとして捉え、構築者が物

　　理ディスクの構成にとらわれることなく自由にRAIDレベ

　　ルや容量を設計できるものが主流となりつつある。なかに

　　は、システムの稼働中にこれらの容量を自由に拡張するこ

　　とが可能な製品もあり、お客さまのシステム運用効率の向

　　上に大きく貢献する場合がある。

　　　メーカーにより細かな実現方法は異なるが、大雑把に捉え

　　ると、データをコンテナという最小単位で分割してストレージ

　　内で管理し、それらを冗長度に応じて適切に分散配置させて

　　いる。

　　　なお、仮想化された共有ストレージの機能は、一定規模以

　　上の製品で備わっており、中小規模の製品には備わっていな

　　いケースが多い。

(４) 共有ストレージ側のバックアップ機能

　　　サービスを止めずにテープバックアップを行うため、共有

　　ストレージ側でバックアップ専用領域に対象データを瞬間的

　　にコピーすることが可能である。これをスナップショットやク

　　ローンコピーなどと呼んでいるが、メーカーによって、呼称が

　　統一されていない。また、実装内容や設計思想が大幅に異

　　なっており、メーカー毎の特徴を十分に把握することが重要

　　である。

　　　しかし、VMwareなどの仮想化ソフトウェアと共有ストレー

　　ジ側のバックアップ機能とを併用する場合に制約がある場合

　　が多く、我々も仮想化インフラを提案する際にバックアップ運

　　用については毎回悩まされる点であり、メーカー側に改善を

　　要望したい部分である。

4.2 共有ストレージの今後の動向について
　共有ストレージの今後の動向としては、低価格HDDの適材

適所での活用、iSCSIやSASの活用による「低コスト化」を

より一層進めた製品が市場に投入され、中堅・中小企業のお客

さまにもその恩恵が享受されるようになる点、さらにはVMware

などの仮想化技術との親和性を高めるための、バックアップや運

用オペレーション周りの機能改善が進むと予想される。

　また、「ストレージ仮想化」としての、リソースプールやブ

ロック管理などのテクノロジはユーティリティデータセンター

やリソースオンデマンドの考え方に沿っているコンセプトであ

り、お客さまのストレージ選択の重要なポイントとなるのでは

ないかと予想される。
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1.  IT基盤の動向

(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. 共有ストレージの最新動向

2. サーバ仮想化技術最新動向

3. ブレードサーバ最新動向
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特集 IT基盤の最適化

3.1 ブレードサーバ導入時の課題
　最新モデルの潮流分析に入る前に、我々システムインテグ

レータが普段ブレードサーバをお客さまへ導入する際に感じ

ている課題についてまとめる。

(１) 電源容量の肥大化

　　　ブレードサーバは、従来のラックマウントサーバの集約度

　　を高めたため、大容量の電源が必要になった。さらに、クアッ

　　ドコア (４ CPU) 化に伴う動作電圧・消費電力の増大が、こ

　　の動きに拍車をかけている。メーカーによっては２００V電源

　　を必須とするモデルも存在し、対応設備の無いお客さまでは

　　専用の電源工事や、消費電力増によるコスト増を招いている。

(２) 排熱処理とそれに伴う騒音問題

　　　高密度・高集積のブレードサーバにとってもう一つの

　　課題は、内部で発生する熱を効率的に排熱することである。

　　CPUやメモリ、チップセットなどサーバを構成する各部

　　品の集積度も高いため、部品単体での発熱量は大きい。

　　従来のラックマウントサーバでは、余裕空間を設けて

　　ファンによる排熱で凌いでいた。しかし、ブレードサー

　　バでは空間的余裕が少ないことから、強力なファンにより、

　　空気対流を作り出して排熱している。このファンが発生

　　させる騒音は大きく、データセンター等専用のスペース

　　に設置せざるを得ない状況を作り出している。

(３) メーカーのアーキテクチャ変更に伴う拡張性の阻害

　　　ブレードサーバは専用のシャーシとサーバ本体に相当する

　　ブレードで構成されている。シャーシはブレードの電源や

　　インフラ I/Oのマネジメント等を行っており、シャーシには

　　各メーカー独自の接続コネクタが搭載されている。これが技

　　術革新により、メーカーがシャーシを設計変更する場合がある。

　　この場合、対応するブレードも新しく専用のものが設計される。

　　こうなると従来のシャーシとの互換性がないブレードが発売

　　され、旧モデルは程なくして入手できなくなり、お客さまの

　　サーバが拡張できないという事態が発生している。

3.2 ブレードサーバの潮流
　国内で販売されているブレードサーバのメーカー別のシェアは

図３のとおりである (文献[２])。出荷金額割合から見た上位

メーカーは日本IBM社、日立製作所、NEC社、日本ヒューレット・

パッカード社と続く。本稿では、主にこれら主要メーカーのブレー

ドサーバの最新モデルの潮流から、全体的傾向や今後の動向に

ついて考察する。

5. おわりに

図２　当社の「ＩＴプラットフォーム事業」ビジネスマップ
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2.1 仮想化とは（仮想化の特徴）
　仮想化技術を端的に説明すると、以下の2点に集約される(図２)。

単一であるものを擬似的に複数に見せる技術

複数であるものを擬似的に単一に見せる技術

　場合によっては、 と の組み合わせにも考えられるが、

基本的には上記のどちらかである。
概要

　オープン化によりシステムが分散されることでPCサーバの導入が飛躍的に増加した。また、近年のインターネッ

トへの高速アクセス回線の普及により扱うデータがテキストや画像などの静的コンテンツからストリーミングなどを

利用した動的コンテンツになったことと、日本版SOX法によりデータ保管が義務化づけられたことで企業が保有す

るデータが劇的に増加し、格納領域としてストレージが選定されるようになった。同時にサーバ仮想化を利用し

TCO削減や可用性向上を同時に実現しようと考える企業が増加している。

　ブレード、ストレージにおいてはハードウェアメーカーによって特色は様々である。特にストレージは金額も高額で、

データを単に格納するというだけでなく、クリティカルなデータをいかにバックアップ／リストアするかなどの運用を

考える場合や、アーカイブデータとして保管しておく単なるデータ保管箱として利用するだけかなどにより、選択の

幅が広がっている。

　本稿では、システムの全体最適をする上で、ブレード、ストレージならびに仮想化の動向や課題、今後の方向性

について論述する。
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図1　サーバー統合のイメージ
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（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。

　１９９０年前後からパソコンやUNIXワークステーションなどの

小型コンピュータの価格性能比が飛躍的に伸びたこと、および

EthernetやTCP/IPなどを用いた高速かつ安価なネットワーク

技術が普及してきたことにより、大型汎用機で行ってきたシ

ステム構築を、小型コンピュータが取ってかわるという分散

化が進んできた。しかしながら分散化に伴う、個別システム

の乱立やシステム規模の肥大化による管理コストの増大、さ

らに情報セキュリティ上の問題が目立つようになった。これら

の問題を解決するため、システムの統合化・集中化が議論され

ている（図１）。

　そのような現状から、ハードウェアメーカーでは、ブレー

ドサーバやストレージシステムといった物理的な集約を主眼

としたラインナップを取り揃えている。また、ソフトウェア

メーカーでは、サーバ仮想化という切り口からハードウェア

に依存しないアーキテクチャを掲げて統合化・集約化を提唱

している。

図１  システムの統合化・集中化

　ネットワークの分野での例として、VLAN (Virtual LAN) 

と、VPN (Virtual Private Network ) という技術がある。

VLAN は、物理的な接続形態から独立した論理的な構成を設

定できるという意味で のパターンである。VPN は、多数の

人が利用するインターネット空間を一人が利用するプライベート

空間として見せるという意味で のパターンである。

　ストレージの分野での例として、ハードディスクのパーティ

ショニングと、RAID (Redundant Arrays of Inexpensive 

Disks) がある。ハードディスクのパーティショニングは、物

理的に単一のディスクを論理的に複数のパーティションに分け

るという意味で のパターンである。RAIDは、複数のハード

ディスクを1台のディスクとして管理するという意味で のパ

ターンである。また、大規模ストレージにおけるLUN (Logical 

Unit Number)の概念は、複数のハードディスクを集約して作成

されたディスクグループからその一部を論理的なディスクとして

切り出すことから、 と の組み合わせによる仮想化技術である。

　このように、仮想化技術そのものは、新しい概念ではなく、

既に様々な分野で当たり前のように利用されている技術である。

2.2 サーバの仮想化
　本稿では、単一の物理サーバ上で複数の仮想サーバを稼動さ

せるパターン の仮想化技術について論じる。パターン の仮

想化技術としてグリッドコンピューティングなどがあるが、本

稿では扱わない。

　実はサーバの仮想化も、とりわけ新しい技術というわけでは

ない。メインフレームなどでは、１９６０年代からその技術が使

われている。IBM社のz/VMの起源とされる仮想化OS CP-６７

/CMS (１９６７年) は正にメインフレーム時代におけるサーバ仮

想化技術の代表である (文献[1])。

　一方、１９９０年代後半以降には、x８６アーキテクチャにおい

ても商用、オープンソースソフトウェアを問わずいくつかの仮

想化ソフトウェアが存在するようになっていた。x８６アーキテ

クチャにおける代表的な仮想化ソフトウェアであるVMware

社のVMwareもこの頃から世に出始めていたが、その目的は、

１台のパソコン上でWindowsとLinux両方の環境を利用する

といったケースが主で、サーバの仮想化というより、デスク

トップ環境の仮想化と言ったほうが分かり易い。

2.3 なぜ今サーバの仮想化なのか
　x８６サーバにおける仮想化技術がブームになっている背景に

は、いくつかの理由がある。特に大きく影響している理由は以

下の３つである。

(１) ハードウェア性能の飛躍的な向上

　　　数年前まではサーバを仮想化することは可能であっても、

　　十分なパフォーマンスが得られず、それほど注目されてい

　　なかった。しかし、近年はCPUの高クロック化やマルチ

　　コア化が進み、1つのアプリケーション用途ではそのリソー

　　スを使い切れないほどにまでサーバの性能が向上した。こ

　　れにより、仮想化環境でもサーバ用途として安定して稼動

　　させることができるようになり、注目されている。

(２) 運用管理ユーティリティ、付加機能などの充実

　　　次の理由は、運用管理ユーティリティの成熟である。特に

　　VMware社のVI３ (VMware Infrastructure ３) は、運用

　　性・柔軟性・操作性に優れているため、ユーザからの評価も

　　高い。また、Xenなど、無償の仮想化ソフトウェアもVMware

　　と同等程度の運用性を確保し始めてきている。VI３のように

　　高機能な仮想化ソフトウェアは、その枠を超え、IT基盤全体を

　　支える統合ソリューションといっても過言ではない。

(３) IT分野における環境保護意識の高まり

　　　進化するITの一方で、ITの利用拡大に伴って急増する電

　　力消費が、CO2排出量の観点から大きな問題になっている。

　　ITにおける環境保護のスローガンとして「グリーン IT」と

　　いう言葉を最近よく耳にすることが多くなったが、ITにお

　　ける環境保護のソリューションとしても仮想化によるシス

　　テム統合が注目されている。

　これらの理由を背景に、エンタープライズでのサーバ運用

の現場に仮想化技術の導入が進んでいる。しかし、技術的に

は未成熟なアーキテクチャであり進化を続けている状態である。

2.4 仮想化技術導入による効果
　仮想化技術の導入による主なメリットは、つぎのとおりである。

(１) システム統合

　　　これまで増加の一途を辿っていたx８６サーバが、仮想化

　　によって集約・統合が可能になる。そして、システム統合によ

　　るリソースの有効利用が生む効果は以下のとおりである。

　　● 初期導入コストの削減

　　● 省電力化、省スペース化

　　● 運用管理工数の削減

(２) 標準化された仮想ハードウェア環境

　　　仮想化によるハードウェアの抽象化もまた、仮想化導

　　入の大きなメリットである。メーカー間や発売時期など

　　によるハードウェアの違いのため、機器構成設計に苦労

　　した基盤担当者も多いのではないだろうか。ハードウェ

　　アとOS、アプリケーションとの相性や互換性を検証する

　　ために多くの工数を費やすことも多いはずだ。

　　　ハードウェアを仮想化で抽象化することにより、ハー

　　ドウェアレベルでの互換性を心配する必要は少なくなり、

　　基盤設計が単純化される。

　　　また、レガシーOSのためリプレースできるハードウェアが

　　提供されないようなケースにもこの効果は絶大であり、ハー

　　ドウェアの保守切れを心配するようなこともなくなる。

(３) 可搬性の確保

　　　仮想環境上に構築された仮想サーバは、仮想ハードウェア

　　構成からBIOSの設定、OS・アプリケーションまで全ての実体

　　がファイルとしてカプセル化される。そのため、もし物理サー

　　バに何らかの障害が発生したとしても、仮想サーバを構成す

　　るイメージファイルを別の物理サーバにコピーして迅速に復

　　旧することが可能になる。この仮想サーバのポータビリティは、

　　バックアップや災害対策としても有効であり、サーバ運用の

　　柔軟性を広げる効果をもたらす。

　このような効果を応用するための付加機能も仮想化ソフトウェ

アによって様々である。VMwareでは、仮想サーバを無停止で別

の物理サーバに移動するVMotion、障害を検知して仮想サーバ

を別の物理サーバで再起動するVMwareHAなどの機能が提供

されている。

図３ 2006年上半期国内ブレードサーバー市場のベンダー別出荷金額シェア

　２００７年下期に各メーカーから新しいブレードサーバのモデ

ルが発売されたが、各メーカーの傾向は以下のとおりである。

(１) １００V対応モデルの充実

　　　予算や設備的制約により、ブレードの導入が困難であった

　　中規模企業のお客さま向けに１００V対応専用のブレード

　　シャーシをラインナップするなど、中堅・中小企業市場の取り

　　込みに本腰を入れる姿勢がうかがえるメーカーが現れた。

　　また、１００V対応を積極的にアピールするメーカーもあり、

　　海外メーカーが多いブレードサーバ市場にも日本の市場特

　　有の環境を意識した戦略がうかがえる。また、「グリーンIT」

　　という新しい概念が提唱された影響もあり、消費電力削減の

　　ための技術投資も積極的に行われているようである。

(２) 排熱処理の選択肢が増加

　　　排熱処理には強力なファンによる空冷が一般的であったが、

　　水冷式のものも登場した。これは一般的なオフィス環境に設

　　置することを想定したものと思われる。また、送風ファン

　　騒音の最大の原因となっていた風切り音を低減するため、

　　ファンの形状等工学レベルでの製品改良を行なっている

　　メーカーもあった。また、前述の消費電力削減技術と関連し、

　　サーバの稼働率が低いときに不要なファンを停止するなど

　　のテクノロジも新たに加わっている。

(３) ブレードシャーシの設計変更の有無の対応

　　　前項ではブレードシャーシの設計変更により、旧モデルを

　　使用しているお客さまの拡張性が阻害される点を指摘した。

　　Intel社のマルチコア化製品戦略による一層の消費電力増や、

　　ネットワークや周辺機器のI/Oの高速化対応の必要性が

　　あったが、２００７年上期にブレードシャーシの設計変更を

　　行ったメーカーは一部に留まった。中には２００２年のブレード

　　サーバ発売当初からブレードシャーシの設計変更を行いなが

　　らも、旧型シャーシ対応ブレードの搭載を可能とする、と

　　いった互換性を確保し続けているメーカーもある。

3.3 ブレードサーバの今後の動向の考察
　ブレードサーバは２００１年後半から２００２年にかけて、既存の

ラックマウントサーバよりもサーバの集約度を高め、データ

センタースペースの有効活用と、インフラの統合管理を実現する

というコンセプトのもと登場した。しかし、発売当初はCPU

の選択肢、メモリの最大搭載量、I/Oの拡張性がラックマウン

トサーバよりも劣り、排熱処理も成熟度が低く、全てのお客さ

まの要求を満たすことが困難だったと思われる。現在は、当初

の課題であった拡張性や排熱の問題が解決され、ようやく各

メーカーの独自色が見えるようになった。その中でも対応が分

かれたブレードシャーシの設計変更やグリーン ITといった新

しい概念は、メーカーの製品戦略に大きな影響を及ぼしている

が、全体として製品の成熟度が増してきた感がある。

　今後はユーティリティデータセンターやリソースオンデマン

ド、といった仮想化応用技術との大きな親和性を高めるための、

統合運用管理ツールの充実やネットワークやストレージ、PCI 

Express等外部 I/Oの仮想化に対応した製品投入などが予想さ

れ、大規模な ITインフラを抱えるお客さまの運用面・コスト

面の課題に、応えられる製品になっていくと考える。

　今回は、ブレード、ストレージ、サーバ仮想化という切り

口からIT基盤の動向を述べた。システムを導入するに当たり

一番大切なことは、目的が何かを明確にすることであり、導

入は手段に過ぎないということである。ブレード、ストレージ、

サーバ仮想化を導入することにより、何を解決したいのかを

正確に理解することが我々システムインテグレータの責務で

あり、成功に導くポイントとなる。

　また、業務効率向上、コスト削減だけではなく、ビジネス

継続性という観点も含めた全体最適から基盤技術を確立して

いく必要がある。目標復旧時間（RTO: Recovery Time Ob-

jective）ならびに目標復旧ポイント（RPO:Recovery Point 

Objective）はビジネス継続性に対する重要な視点であり、ブ

レード、ストレージ、サーバ仮想化をいかに組み合わせて活

用するかがポイントでもある。

　更に、冒頭に述べたがオープン化によりシステム分散に拍

車がかかったものの、管理負荷の増大、内部統制等々の諸問

題により再びシステムの統合化・集中化がされてきている。

しかし、集約されたシステムが、時世にあわせいつかまた分

散される時がくるかもしれない。その際、いかに分散し易い

システム構築をしておくかに関してはサーバ仮想化アーキテ

クチャが鍵を握っていると考えられる。現状のサーバ仮想化

では、仮想サーバとしての運用面は向上してきているものの、

障害時における仮想化ソフトウェアと仮想OSの分界点などが

明確ではなく、システム全体としての運用はまだまだ考慮しな

ければならない。ただし単なるサーバ仮想化というアーキテク

チャから、運用管理の概念が取り込まれたことがサーバ仮想化

の第一の変化だとすると、次に迎える第二の変化が注目を集め

るところである。ブレード、ストレージを含めたIT基盤の動向

を逐次把握し、お客さまに適切なシステムを提供し続けたいと

考えている。
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　ブレードサーバは、単体のブレードに大容量のストレージ 

(ハードディスク) を搭載せず、ストレージ部分を共有ストレージ

装置に集約するシステム構築手法が一般的である。

　ストレージ部分を集約することによる最大のメリットは、

ディスク容量を拡張しやすい点と、サーバがメンテナンスや

障害により交換するときにデータ移行などの手間が発生しな

い運用性の良さである。

出所：IDC Japan
(2006年12月28日発表)

4.1 各メーカーの特徴的なテクノロジ
　ストレージメーカーはその主要部品であるハードディスク

ドライブメーカーが海外に多いこともあり、海外メーカーが

多数を占めている。また、近年の低価格化路線により国内主

要メーカーはハードディスク事業から撤退または他社へ売却

しており、現在国内でハードディスクを生産しているのは、

日立グローバルストレージテクノロジーズ社のみとなっている。

(１) 低価格ディスクと低価格な高速インタフェース

　　　従来の共有ストレージに使用されるハードディスクド

　　ライブ (HDD) は、高信頼性HDDが使用されてきた。高

　　信頼性HDDは、２４時間３６５日連続稼動を前提に設計さ

　　れている。平均故障間隔時間が１５０万時間～１７５万時間

　　程度 (１７１年～１９９年) の信頼性の高い点が長所であるが、

　　短所としては非常に高価な点である。

　　　一方で、パソコンに使用されている低価格HDDは、平

　　均故障間隔が４０万～６０万時間 (４５年～６８年) と高信頼

　　性HDDと比較すると劣る。これは、コスト低減のため、

　　駆動部を構成するモーターや軸受け等の部材、内部構造

　　を簡略化しているためである。

　　　現在の共有ストレージでは、高信頼性HDDと、パソコンに

　　使用されている低価格HDDとを混在させることが可能と

　　なっている。ストレージ内の一次バックアップ領域など

　　重要度が低いデータの保存用途に低価格HDDを活用する

　　などの適切な構成を取ることによって、共有ストレージ

　　導入コストの削減に寄与している。

　　　また、共有ストレージ用の高信頼性HDDはFC(Fiber

　　Channel) SCSI接続方式が主流であったが、インタフェース

　　の高速化技術の進展に伴い、FC SCSI接続方式と互換性を

　　保ちつつ、転送方式をシリアル化し、Ultra３２０ SCSIよりも

　　高速な接続を可能としたSAS (Serial Attachment 

　　SCSI) が主流となりつつある。FC SCSI接続方式では、最

　　大４Gbpsの高速接続が可能であるが、FC SCSI接続方式

　　の高信頼性HDDは、非常に高価というデメリットもある。

　　SAS接続方式では、最大２.４Gbpsの接続が可能であり、

　　インタフェースを構成する部品も低コストなため、高速なディ

　　スクI/Oを必要としない場合に用いることにより、導入コスト

　　を削減することが可能である。

（２）SANに取って代わることが期待される iSCSIの出現

　　　サーバと共有ストレージを接続するインタフェースに

　　も変化が訪れている。

　　　現在は光ファイバケーブルによりFC-SAN (Fiber Chan

　　nel-Storage Area Network) という独自のストレージ接

　　続インフラを用いているが、これをEthernetをインフラとし、

　　TCP/IPにより通信する技術が iSCSI (Internet SCSI) 

　　である。

　　　これはGigabit Ethernetなどの超高速ネットワーク接続

　　技術が進んできたことにより可能となったものであるが、高

　　価なSANスイッチ等が不要であり、ストレージの二重化など

　　も IPベースの考え方が応用できるなど、コスト面、技術面の

　　両方からお客さまの受けるメリットが大きいものである。

　　現在 iSCSIを実装している共有ストレージは少数であるが、

　　今後発売されるモデルでは多くのメーカーが対応を表明し

　　ている。これにより、FC-SANと比較して３分の２程度の価格

　　で共有ストレージの導入が可能となる。

(３) 「仮想化」を実現するメーカー独自のアーキテクチャ

　　　従来の共有ストレージでは、SANスイッチと共に、共

　　有ストレージ装置のディスク割り当て設計が必要であった。

　　これは、搭載している物理ハードディスクドライブのうち

　　何本をどのサーバに割り当て、RAID構成をどうするか、

　　ということを個別に設定していた。

　　　最近の仮想化された共有ストレージでは、搭載している

　　物理ディスク全体を１つのプールとして捉え、構築者が物

　　理ディスクの構成にとらわれることなく自由にRAIDレベ

　　ルや容量を設計できるものが主流となりつつある。なかに

　　は、システムの稼働中にこれらの容量を自由に拡張するこ

　　とが可能な製品もあり、お客さまのシステム運用効率の向

　　上に大きく貢献する場合がある。

　　　メーカーにより細かな実現方法は異なるが、大雑把に捉え

　　ると、データをコンテナという最小単位で分割してストレージ

　　内で管理し、それらを冗長度に応じて適切に分散配置させて

　　いる。

　　　なお、仮想化された共有ストレージの機能は、一定規模以

　　上の製品で備わっており、中小規模の製品には備わっていな

　　いケースが多い。

(４) 共有ストレージ側のバックアップ機能

　　　サービスを止めずにテープバックアップを行うため、共有

　　ストレージ側でバックアップ専用領域に対象データを瞬間的

　　にコピーすることが可能である。これをスナップショットやク

　　ローンコピーなどと呼んでいるが、メーカーによって、呼称が

　　統一されていない。また、実装内容や設計思想が大幅に異

　　なっており、メーカー毎の特徴を十分に把握することが重要

　　である。

　　　しかし、VMwareなどの仮想化ソフトウェアと共有ストレー

　　ジ側のバックアップ機能とを併用する場合に制約がある場合

　　が多く、我々も仮想化インフラを提案する際にバックアップ運

　　用については毎回悩まされる点であり、メーカー側に改善を

　　要望したい部分である。

4.2 共有ストレージの今後の動向について
　共有ストレージの今後の動向としては、低価格HDDの適材

適所での活用、iSCSIやSASの活用による「低コスト化」を

より一層進めた製品が市場に投入され、中堅・中小企業のお客

さまにもその恩恵が享受されるようになる点、さらにはVMware

などの仮想化技術との親和性を高めるための、バックアップや運

用オペレーション周りの機能改善が進むと予想される。

　また、「ストレージ仮想化」としての、リソースプールやブ

ロック管理などのテクノロジはユーティリティデータセンター

やリソースオンデマンドの考え方に沿っているコンセプトであ

り、お客さまのストレージ選択の重要なポイントとなるのでは

ないかと予想される。
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1.  IT基盤の動向

(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. 共有ストレージの最新動向
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特集 IT基盤の最適化

3.1 ブレードサーバ導入時の課題
　最新モデルの潮流分析に入る前に、我々システムインテグ

レータが普段ブレードサーバをお客さまへ導入する際に感じ

ている課題についてまとめる。

(１) 電源容量の肥大化

　　　ブレードサーバは、従来のラックマウントサーバの集約度

　　を高めたため、大容量の電源が必要になった。さらに、クアッ

　　ドコア (４ CPU) 化に伴う動作電圧・消費電力の増大が、こ

　　の動きに拍車をかけている。メーカーによっては２００V電源

　　を必須とするモデルも存在し、対応設備の無いお客さまでは

　　専用の電源工事や、消費電力増によるコスト増を招いている。

(２) 排熱処理とそれに伴う騒音問題

　　　高密度・高集積のブレードサーバにとってもう一つの

　　課題は、内部で発生する熱を効率的に排熱することである。

　　CPUやメモリ、チップセットなどサーバを構成する各部

　　品の集積度も高いため、部品単体での発熱量は大きい。

　　従来のラックマウントサーバでは、余裕空間を設けて

　　ファンによる排熱で凌いでいた。しかし、ブレードサー

　　バでは空間的余裕が少ないことから、強力なファンにより、

　　空気対流を作り出して排熱している。このファンが発生

　　させる騒音は大きく、データセンター等専用のスペース

　　に設置せざるを得ない状況を作り出している。

(３) メーカーのアーキテクチャ変更に伴う拡張性の阻害

　　　ブレードサーバは専用のシャーシとサーバ本体に相当する

　　ブレードで構成されている。シャーシはブレードの電源や

　　インフラ I/Oのマネジメント等を行っており、シャーシには

　　各メーカー独自の接続コネクタが搭載されている。これが技

　　術革新により、メーカーがシャーシを設計変更する場合がある。

　　この場合、対応するブレードも新しく専用のものが設計される。

　　こうなると従来のシャーシとの互換性がないブレードが発売

　　され、旧モデルは程なくして入手できなくなり、お客さまの

　　サーバが拡張できないという事態が発生している。

3.2 ブレードサーバの潮流
　国内で販売されているブレードサーバのメーカー別のシェアは

図３のとおりである (文献[２])。出荷金額割合から見た上位

メーカーは日本IBM社、日立製作所、NEC社、日本ヒューレット・

パッカード社と続く。本稿では、主にこれら主要メーカーのブレー

ドサーバの最新モデルの潮流から、全体的傾向や今後の動向に

ついて考察する。

5. おわりに

図２　当社の「ＩＴプラットフォーム事業」ビジネスマップ
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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

2.1 仮想化とは（仮想化の特徴）
　仮想化技術を端的に説明すると、以下の2点に集約される(図２)。

単一であるものを擬似的に複数に見せる技術

複数であるものを擬似的に単一に見せる技術

　場合によっては、 と の組み合わせにも考えられるが、

基本的には上記のどちらかである。
概要

　オープン化によりシステムが分散されることでPCサーバの導入が飛躍的に増加した。また、近年のインターネッ

トへの高速アクセス回線の普及により扱うデータがテキストや画像などの静的コンテンツからストリーミングなどを

利用した動的コンテンツになったことと、日本版SOX法によりデータ保管が義務化づけられたことで企業が保有す

るデータが劇的に増加し、格納領域としてストレージが選定されるようになった。同時にサーバ仮想化を利用し

TCO削減や可用性向上を同時に実現しようと考える企業が増加している。

　ブレード、ストレージにおいてはハードウェアメーカーによって特色は様々である。特にストレージは金額も高額で、

データを単に格納するというだけでなく、クリティカルなデータをいかにバックアップ／リストアするかなどの運用を

考える場合や、アーカイブデータとして保管しておく単なるデータ保管箱として利用するだけかなどにより、選択の

幅が広がっている。

　本稿では、システムの全体最適をする上で、ブレード、ストレージならびに仮想化の動向や課題、今後の方向性

について論述する。
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図1　サーバー統合のイメージ
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（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。

　１９９０年前後からパソコンやUNIXワークステーションなどの

小型コンピュータの価格性能比が飛躍的に伸びたこと、および

EthernetやTCP/IPなどを用いた高速かつ安価なネットワーク

技術が普及してきたことにより、大型汎用機で行ってきたシ

ステム構築を、小型コンピュータが取ってかわるという分散

化が進んできた。しかしながら分散化に伴う、個別システム

の乱立やシステム規模の肥大化による管理コストの増大、さ

らに情報セキュリティ上の問題が目立つようになった。これら

の問題を解決するため、システムの統合化・集中化が議論され

ている（図１）。

　そのような現状から、ハードウェアメーカーでは、ブレー

ドサーバやストレージシステムといった物理的な集約を主眼

としたラインナップを取り揃えている。また、ソフトウェア

メーカーでは、サーバ仮想化という切り口からハードウェア

に依存しないアーキテクチャを掲げて統合化・集約化を提唱

している。

図１  システムの統合化・集中化

　ネットワークの分野での例として、VLAN (Virtual LAN) 

と、VPN (Virtual Private Network ) という技術がある。

VLAN は、物理的な接続形態から独立した論理的な構成を設

定できるという意味で のパターンである。VPN は、多数の

人が利用するインターネット空間を一人が利用するプライベート

空間として見せるという意味で のパターンである。

　ストレージの分野での例として、ハードディスクのパーティ

ショニングと、RAID (Redundant Arrays of Inexpensive 

Disks) がある。ハードディスクのパーティショニングは、物

理的に単一のディスクを論理的に複数のパーティションに分け

るという意味で のパターンである。RAIDは、複数のハード

ディスクを1台のディスクとして管理するという意味で のパ

ターンである。また、大規模ストレージにおけるLUN (Logical 

Unit Number)の概念は、複数のハードディスクを集約して作成

されたディスクグループからその一部を論理的なディスクとして

切り出すことから、 と の組み合わせによる仮想化技術である。

　このように、仮想化技術そのものは、新しい概念ではなく、

既に様々な分野で当たり前のように利用されている技術である。

2.2 サーバの仮想化
　本稿では、単一の物理サーバ上で複数の仮想サーバを稼動さ

せるパターン の仮想化技術について論じる。パターン の仮

想化技術としてグリッドコンピューティングなどがあるが、本

稿では扱わない。

　実はサーバの仮想化も、とりわけ新しい技術というわけでは

ない。メインフレームなどでは、１９６０年代からその技術が使

われている。IBM社のz/VMの起源とされる仮想化OS CP-６７

/CMS (１９６７年) は正にメインフレーム時代におけるサーバ仮

想化技術の代表である (文献[1])。

　一方、１９９０年代後半以降には、x８６アーキテクチャにおい

ても商用、オープンソースソフトウェアを問わずいくつかの仮

想化ソフトウェアが存在するようになっていた。x８６アーキテ

クチャにおける代表的な仮想化ソフトウェアであるVMware

社のVMwareもこの頃から世に出始めていたが、その目的は、

１台のパソコン上でWindowsとLinux両方の環境を利用する

といったケースが主で、サーバの仮想化というより、デスク

トップ環境の仮想化と言ったほうが分かり易い。

2.3 なぜ今サーバの仮想化なのか
　x８６サーバにおける仮想化技術がブームになっている背景に

は、いくつかの理由がある。特に大きく影響している理由は以

下の３つである。

(１) ハードウェア性能の飛躍的な向上

　　　数年前まではサーバを仮想化することは可能であっても、

　　十分なパフォーマンスが得られず、それほど注目されてい

　　なかった。しかし、近年はCPUの高クロック化やマルチ

　　コア化が進み、1つのアプリケーション用途ではそのリソー

　　スを使い切れないほどにまでサーバの性能が向上した。こ

　　れにより、仮想化環境でもサーバ用途として安定して稼動

　　させることができるようになり、注目されている。

(２) 運用管理ユーティリティ、付加機能などの充実

　　　次の理由は、運用管理ユーティリティの成熟である。特に

　　VMware社のVI３ (VMware Infrastructure ３) は、運用

　　性・柔軟性・操作性に優れているため、ユーザからの評価も

　　高い。また、Xenなど、無償の仮想化ソフトウェアもVMware

　　と同等程度の運用性を確保し始めてきている。VI３のように

　　高機能な仮想化ソフトウェアは、その枠を超え、IT基盤全体を

　　支える統合ソリューションといっても過言ではない。

(３) IT分野における環境保護意識の高まり

　　　進化するITの一方で、ITの利用拡大に伴って急増する電

　　力消費が、CO2排出量の観点から大きな問題になっている。

　　ITにおける環境保護のスローガンとして「グリーン IT」と

　　いう言葉を最近よく耳にすることが多くなったが、ITにお

　　ける環境保護のソリューションとしても仮想化によるシス

　　テム統合が注目されている。

　これらの理由を背景に、エンタープライズでのサーバ運用

の現場に仮想化技術の導入が進んでいる。しかし、技術的に

は未成熟なアーキテクチャであり進化を続けている状態である。

2.4 仮想化技術導入による効果
　仮想化技術の導入による主なメリットは、つぎのとおりである。

(１) システム統合

　　　これまで増加の一途を辿っていたx８６サーバが、仮想化

　　によって集約・統合が可能になる。そして、システム統合によ

　　るリソースの有効利用が生む効果は以下のとおりである。

　　● 初期導入コストの削減

　　● 省電力化、省スペース化

　　● 運用管理工数の削減

(２) 標準化された仮想ハードウェア環境

　　　仮想化によるハードウェアの抽象化もまた、仮想化導

　　入の大きなメリットである。メーカー間や発売時期など

　　によるハードウェアの違いのため、機器構成設計に苦労

　　した基盤担当者も多いのではないだろうか。ハードウェ

　　アとOS、アプリケーションとの相性や互換性を検証する

　　ために多くの工数を費やすことも多いはずだ。

　　　ハードウェアを仮想化で抽象化することにより、ハー

　　ドウェアレベルでの互換性を心配する必要は少なくなり、

　　基盤設計が単純化される。

　　　また、レガシーOSのためリプレースできるハードウェアが

　　提供されないようなケースにもこの効果は絶大であり、ハー

　　ドウェアの保守切れを心配するようなこともなくなる。

(３) 可搬性の確保

　　　仮想環境上に構築された仮想サーバは、仮想ハードウェア

　　構成からBIOSの設定、OS・アプリケーションまで全ての実体

　　がファイルとしてカプセル化される。そのため、もし物理サー

　　バに何らかの障害が発生したとしても、仮想サーバを構成す

　　るイメージファイルを別の物理サーバにコピーして迅速に復

　　旧することが可能になる。この仮想サーバのポータビリティは、

　　バックアップや災害対策としても有効であり、サーバ運用の

　　柔軟性を広げる効果をもたらす。

　このような効果を応用するための付加機能も仮想化ソフトウェ

アによって様々である。VMwareでは、仮想サーバを無停止で別

の物理サーバに移動するVMotion、障害を検知して仮想サーバ

を別の物理サーバで再起動するVMwareHAなどの機能が提供

されている。

図３ 2006年上半期国内ブレードサーバー市場のベンダー別出荷金額シェア

　２００７年下期に各メーカーから新しいブレードサーバのモデ

ルが発売されたが、各メーカーの傾向は以下のとおりである。

(１) １００V対応モデルの充実

　　　予算や設備的制約により、ブレードの導入が困難であった

　　中規模企業のお客さま向けに１００V対応専用のブレード

　　シャーシをラインナップするなど、中堅・中小企業市場の取り

　　込みに本腰を入れる姿勢がうかがえるメーカーが現れた。

　　また、１００V対応を積極的にアピールするメーカーもあり、

　　海外メーカーが多いブレードサーバ市場にも日本の市場特

　　有の環境を意識した戦略がうかがえる。また、「グリーンIT」

　　という新しい概念が提唱された影響もあり、消費電力削減の

　　ための技術投資も積極的に行われているようである。

(２) 排熱処理の選択肢が増加

　　　排熱処理には強力なファンによる空冷が一般的であったが、

　　水冷式のものも登場した。これは一般的なオフィス環境に設

　　置することを想定したものと思われる。また、送風ファン

　　騒音の最大の原因となっていた風切り音を低減するため、

　　ファンの形状等工学レベルでの製品改良を行なっている

　　メーカーもあった。また、前述の消費電力削減技術と関連し、

　　サーバの稼働率が低いときに不要なファンを停止するなど

　　のテクノロジも新たに加わっている。

(３) ブレードシャーシの設計変更の有無の対応

　　　前項ではブレードシャーシの設計変更により、旧モデルを

　　使用しているお客さまの拡張性が阻害される点を指摘した。

　　Intel社のマルチコア化製品戦略による一層の消費電力増や、

　　ネットワークや周辺機器のI/Oの高速化対応の必要性が

　　あったが、２００７年上期にブレードシャーシの設計変更を

　　行ったメーカーは一部に留まった。中には２００２年のブレード

　　サーバ発売当初からブレードシャーシの設計変更を行いなが

　　らも、旧型シャーシ対応ブレードの搭載を可能とする、と

　　いった互換性を確保し続けているメーカーもある。

3.3 ブレードサーバの今後の動向の考察
　ブレードサーバは２００１年後半から２００２年にかけて、既存の

ラックマウントサーバよりもサーバの集約度を高め、データ

センタースペースの有効活用と、インフラの統合管理を実現する

というコンセプトのもと登場した。しかし、発売当初はCPU

の選択肢、メモリの最大搭載量、I/Oの拡張性がラックマウン

トサーバよりも劣り、排熱処理も成熟度が低く、全てのお客さ

まの要求を満たすことが困難だったと思われる。現在は、当初

の課題であった拡張性や排熱の問題が解決され、ようやく各

メーカーの独自色が見えるようになった。その中でも対応が分

かれたブレードシャーシの設計変更やグリーン ITといった新

しい概念は、メーカーの製品戦略に大きな影響を及ぼしている

が、全体として製品の成熟度が増してきた感がある。

　今後はユーティリティデータセンターやリソースオンデマン

ド、といった仮想化応用技術との大きな親和性を高めるための、

統合運用管理ツールの充実やネットワークやストレージ、PCI 

Express等外部 I/Oの仮想化に対応した製品投入などが予想さ

れ、大規模な ITインフラを抱えるお客さまの運用面・コスト

面の課題に、応えられる製品になっていくと考える。

　今回は、ブレード、ストレージ、サーバ仮想化という切り

口からIT基盤の動向を述べた。システムを導入するに当たり

一番大切なことは、目的が何かを明確にすることであり、導

入は手段に過ぎないということである。ブレード、ストレージ、

サーバ仮想化を導入することにより、何を解決したいのかを

正確に理解することが我々システムインテグレータの責務で

あり、成功に導くポイントとなる。

　また、業務効率向上、コスト削減だけではなく、ビジネス

継続性という観点も含めた全体最適から基盤技術を確立して

いく必要がある。目標復旧時間（RTO: Recovery Time Ob-

jective）ならびに目標復旧ポイント（RPO:Recovery Point 

Objective）はビジネス継続性に対する重要な視点であり、ブ

レード、ストレージ、サーバ仮想化をいかに組み合わせて活

用するかがポイントでもある。

　更に、冒頭に述べたがオープン化によりシステム分散に拍

車がかかったものの、管理負荷の増大、内部統制等々の諸問

題により再びシステムの統合化・集中化がされてきている。

しかし、集約されたシステムが、時世にあわせいつかまた分

散される時がくるかもしれない。その際、いかに分散し易い

システム構築をしておくかに関してはサーバ仮想化アーキテ

クチャが鍵を握っていると考えられる。現状のサーバ仮想化

では、仮想サーバとしての運用面は向上してきているものの、

障害時における仮想化ソフトウェアと仮想OSの分界点などが

明確ではなく、システム全体としての運用はまだまだ考慮しな

ければならない。ただし単なるサーバ仮想化というアーキテク

チャから、運用管理の概念が取り込まれたことがサーバ仮想化

の第一の変化だとすると、次に迎える第二の変化が注目を集め

るところである。ブレード、ストレージを含めたIT基盤の動向

を逐次把握し、お客さまに適切なシステムを提供し続けたいと

考えている。
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　ブレードサーバは、単体のブレードに大容量のストレージ 

(ハードディスク) を搭載せず、ストレージ部分を共有ストレージ

装置に集約するシステム構築手法が一般的である。

　ストレージ部分を集約することによる最大のメリットは、

ディスク容量を拡張しやすい点と、サーバがメンテナンスや

障害により交換するときにデータ移行などの手間が発生しな

い運用性の良さである。

出所：IDC Japan
(2006年12月28日発表)

4.1 各メーカーの特徴的なテクノロジ
　ストレージメーカーはその主要部品であるハードディスク

ドライブメーカーが海外に多いこともあり、海外メーカーが

多数を占めている。また、近年の低価格化路線により国内主

要メーカーはハードディスク事業から撤退または他社へ売却

しており、現在国内でハードディスクを生産しているのは、

日立グローバルストレージテクノロジーズ社のみとなっている。

(１) 低価格ディスクと低価格な高速インタフェース

　　　従来の共有ストレージに使用されるハードディスクド

　　ライブ (HDD) は、高信頼性HDDが使用されてきた。高

　　信頼性HDDは、２４時間３６５日連続稼動を前提に設計さ

　　れている。平均故障間隔時間が１５０万時間～１７５万時間

　　程度 (１７１年～１９９年) の信頼性の高い点が長所であるが、

　　短所としては非常に高価な点である。

　　　一方で、パソコンに使用されている低価格HDDは、平

　　均故障間隔が４０万～６０万時間 (４５年～６８年) と高信頼

　　性HDDと比較すると劣る。これは、コスト低減のため、

　　駆動部を構成するモーターや軸受け等の部材、内部構造

　　を簡略化しているためである。

　　　現在の共有ストレージでは、高信頼性HDDと、パソコンに

　　使用されている低価格HDDとを混在させることが可能と

　　なっている。ストレージ内の一次バックアップ領域など

　　重要度が低いデータの保存用途に低価格HDDを活用する

　　などの適切な構成を取ることによって、共有ストレージ

　　導入コストの削減に寄与している。

　　　また、共有ストレージ用の高信頼性HDDはFC(Fiber

　　Channel) SCSI接続方式が主流であったが、インタフェース

　　の高速化技術の進展に伴い、FC SCSI接続方式と互換性を

　　保ちつつ、転送方式をシリアル化し、Ultra３２０ SCSIよりも

　　高速な接続を可能としたSAS (Serial Attachment 

　　SCSI) が主流となりつつある。FC SCSI接続方式では、最

　　大４Gbpsの高速接続が可能であるが、FC SCSI接続方式

　　の高信頼性HDDは、非常に高価というデメリットもある。

　　SAS接続方式では、最大２.４Gbpsの接続が可能であり、

　　インタフェースを構成する部品も低コストなため、高速なディ

　　スクI/Oを必要としない場合に用いることにより、導入コスト

　　を削減することが可能である。

（２）SANに取って代わることが期待される iSCSIの出現

　　　サーバと共有ストレージを接続するインタフェースに

　　も変化が訪れている。

　　　現在は光ファイバケーブルによりFC-SAN (Fiber Chan

　　nel-Storage Area Network) という独自のストレージ接

　　続インフラを用いているが、これをEthernetをインフラとし、

　　TCP/IPにより通信する技術が iSCSI (Internet SCSI) 

　　である。

　　　これはGigabit Ethernetなどの超高速ネットワーク接続

　　技術が進んできたことにより可能となったものであるが、高

　　価なSANスイッチ等が不要であり、ストレージの二重化など

　　も IPベースの考え方が応用できるなど、コスト面、技術面の

　　両方からお客さまの受けるメリットが大きいものである。

　　現在 iSCSIを実装している共有ストレージは少数であるが、

　　今後発売されるモデルでは多くのメーカーが対応を表明し

　　ている。これにより、FC-SANと比較して３分の２程度の価格

　　で共有ストレージの導入が可能となる。

(３) 「仮想化」を実現するメーカー独自のアーキテクチャ

　　　従来の共有ストレージでは、SANスイッチと共に、共

　　有ストレージ装置のディスク割り当て設計が必要であった。

　　これは、搭載している物理ハードディスクドライブのうち

　　何本をどのサーバに割り当て、RAID構成をどうするか、

　　ということを個別に設定していた。

　　　最近の仮想化された共有ストレージでは、搭載している

　　物理ディスク全体を１つのプールとして捉え、構築者が物

　　理ディスクの構成にとらわれることなく自由にRAIDレベ

　　ルや容量を設計できるものが主流となりつつある。なかに

　　は、システムの稼働中にこれらの容量を自由に拡張するこ

　　とが可能な製品もあり、お客さまのシステム運用効率の向

　　上に大きく貢献する場合がある。

　　　メーカーにより細かな実現方法は異なるが、大雑把に捉え

　　ると、データをコンテナという最小単位で分割してストレージ

　　内で管理し、それらを冗長度に応じて適切に分散配置させて

　　いる。

　　　なお、仮想化された共有ストレージの機能は、一定規模以

　　上の製品で備わっており、中小規模の製品には備わっていな

　　いケースが多い。

(４) 共有ストレージ側のバックアップ機能

　　　サービスを止めずにテープバックアップを行うため、共有

　　ストレージ側でバックアップ専用領域に対象データを瞬間的

　　にコピーすることが可能である。これをスナップショットやク

　　ローンコピーなどと呼んでいるが、メーカーによって、呼称が

　　統一されていない。また、実装内容や設計思想が大幅に異

　　なっており、メーカー毎の特徴を十分に把握することが重要

　　である。

　　　しかし、VMwareなどの仮想化ソフトウェアと共有ストレー

　　ジ側のバックアップ機能とを併用する場合に制約がある場合

　　が多く、我々も仮想化インフラを提案する際にバックアップ運

　　用については毎回悩まされる点であり、メーカー側に改善を

　　要望したい部分である。

4.2 共有ストレージの今後の動向について
　共有ストレージの今後の動向としては、低価格HDDの適材

適所での活用、iSCSIやSASの活用による「低コスト化」を

より一層進めた製品が市場に投入され、中堅・中小企業のお客

さまにもその恩恵が享受されるようになる点、さらにはVMware

などの仮想化技術との親和性を高めるための、バックアップや運

用オペレーション周りの機能改善が進むと予想される。

　また、「ストレージ仮想化」としての、リソースプールやブ

ロック管理などのテクノロジはユーティリティデータセンター

やリソースオンデマンドの考え方に沿っているコンセプトであ

り、お客さまのストレージ選択の重要なポイントとなるのでは

ないかと予想される。
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1.  IT基盤の動向

(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. 共有ストレージの最新動向

2. サーバ仮想化技術最新動向

3. ブレードサーバ最新動向
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特集 IT基盤の最適化

3.1 ブレードサーバ導入時の課題
　最新モデルの潮流分析に入る前に、我々システムインテグ

レータが普段ブレードサーバをお客さまへ導入する際に感じ

ている課題についてまとめる。

(１) 電源容量の肥大化

　　　ブレードサーバは、従来のラックマウントサーバの集約度

　　を高めたため、大容量の電源が必要になった。さらに、クアッ

　　ドコア (４ CPU) 化に伴う動作電圧・消費電力の増大が、こ

　　の動きに拍車をかけている。メーカーによっては２００V電源

　　を必須とするモデルも存在し、対応設備の無いお客さまでは

　　専用の電源工事や、消費電力増によるコスト増を招いている。

(２) 排熱処理とそれに伴う騒音問題

　　　高密度・高集積のブレードサーバにとってもう一つの

　　課題は、内部で発生する熱を効率的に排熱することである。

　　CPUやメモリ、チップセットなどサーバを構成する各部

　　品の集積度も高いため、部品単体での発熱量は大きい。

　　従来のラックマウントサーバでは、余裕空間を設けて

　　ファンによる排熱で凌いでいた。しかし、ブレードサー

　　バでは空間的余裕が少ないことから、強力なファンにより、

　　空気対流を作り出して排熱している。このファンが発生

　　させる騒音は大きく、データセンター等専用のスペース

　　に設置せざるを得ない状況を作り出している。

(３) メーカーのアーキテクチャ変更に伴う拡張性の阻害

　　　ブレードサーバは専用のシャーシとサーバ本体に相当する

　　ブレードで構成されている。シャーシはブレードの電源や

　　インフラ I/Oのマネジメント等を行っており、シャーシには

　　各メーカー独自の接続コネクタが搭載されている。これが技

　　術革新により、メーカーがシャーシを設計変更する場合がある。

　　この場合、対応するブレードも新しく専用のものが設計される。

　　こうなると従来のシャーシとの互換性がないブレードが発売

　　され、旧モデルは程なくして入手できなくなり、お客さまの

　　サーバが拡張できないという事態が発生している。

3.2 ブレードサーバの潮流
　国内で販売されているブレードサーバのメーカー別のシェアは

図３のとおりである (文献[２])。出荷金額割合から見た上位

メーカーは日本IBM社、日立製作所、NEC社、日本ヒューレット・

パッカード社と続く。本稿では、主にこれら主要メーカーのブレー

ドサーバの最新モデルの潮流から、全体的傾向や今後の動向に

ついて考察する。

5. おわりに

図２　当社の「ＩＴプラットフォーム事業」ビジネスマップ
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2.1 仮想化とは（仮想化の特徴）
　仮想化技術を端的に説明すると、以下の2点に集約される(図２)。

単一であるものを擬似的に複数に見せる技術

複数であるものを擬似的に単一に見せる技術

　場合によっては、 と の組み合わせにも考えられるが、

基本的には上記のどちらかである。
概要

　オープン化によりシステムが分散されることでPCサーバの導入が飛躍的に増加した。また、近年のインターネッ

トへの高速アクセス回線の普及により扱うデータがテキストや画像などの静的コンテンツからストリーミングなどを

利用した動的コンテンツになったことと、日本版SOX法によりデータ保管が義務化づけられたことで企業が保有す

るデータが劇的に増加し、格納領域としてストレージが選定されるようになった。同時にサーバ仮想化を利用し

TCO削減や可用性向上を同時に実現しようと考える企業が増加している。

　ブレード、ストレージにおいてはハードウェアメーカーによって特色は様々である。特にストレージは金額も高額で、

データを単に格納するというだけでなく、クリティカルなデータをいかにバックアップ／リストアするかなどの運用を

考える場合や、アーカイブデータとして保管しておく単なるデータ保管箱として利用するだけかなどにより、選択の

幅が広がっている。

　本稿では、システムの全体最適をする上で、ブレード、ストレージならびに仮想化の動向や課題、今後の方向性

について論述する。
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図1　サーバー統合のイメージ
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（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。

　１９９０年前後からパソコンやUNIXワークステーションなどの

小型コンピュータの価格性能比が飛躍的に伸びたこと、および

EthernetやTCP/IPなどを用いた高速かつ安価なネットワーク

技術が普及してきたことにより、大型汎用機で行ってきたシ

ステム構築を、小型コンピュータが取ってかわるという分散

化が進んできた。しかしながら分散化に伴う、個別システム

の乱立やシステム規模の肥大化による管理コストの増大、さ

らに情報セキュリティ上の問題が目立つようになった。これら

の問題を解決するため、システムの統合化・集中化が議論され

ている（図１）。

　そのような現状から、ハードウェアメーカーでは、ブレー

ドサーバやストレージシステムといった物理的な集約を主眼

としたラインナップを取り揃えている。また、ソフトウェア

メーカーでは、サーバ仮想化という切り口からハードウェア

に依存しないアーキテクチャを掲げて統合化・集約化を提唱

している。

図１  システムの統合化・集中化

　ネットワークの分野での例として、VLAN (Virtual LAN) 

と、VPN (Virtual Private Network ) という技術がある。

VLAN は、物理的な接続形態から独立した論理的な構成を設

定できるという意味で のパターンである。VPN は、多数の

人が利用するインターネット空間を一人が利用するプライベート

空間として見せるという意味で のパターンである。

　ストレージの分野での例として、ハードディスクのパーティ

ショニングと、RAID (Redundant Arrays of Inexpensive 

Disks) がある。ハードディスクのパーティショニングは、物

理的に単一のディスクを論理的に複数のパーティションに分け

るという意味で のパターンである。RAIDは、複数のハード

ディスクを1台のディスクとして管理するという意味で のパ

ターンである。また、大規模ストレージにおけるLUN (Logical 

Unit Number)の概念は、複数のハードディスクを集約して作成

されたディスクグループからその一部を論理的なディスクとして

切り出すことから、 と の組み合わせによる仮想化技術である。

　このように、仮想化技術そのものは、新しい概念ではなく、

既に様々な分野で当たり前のように利用されている技術である。

2.2 サーバの仮想化
　本稿では、単一の物理サーバ上で複数の仮想サーバを稼動さ

せるパターン の仮想化技術について論じる。パターン の仮

想化技術としてグリッドコンピューティングなどがあるが、本

稿では扱わない。

　実はサーバの仮想化も、とりわけ新しい技術というわけでは

ない。メインフレームなどでは、１９６０年代からその技術が使

われている。IBM社のz/VMの起源とされる仮想化OS CP-６７

/CMS (１９６７年) は正にメインフレーム時代におけるサーバ仮

想化技術の代表である (文献[1])。

　一方、１９９０年代後半以降には、x８６アーキテクチャにおい

ても商用、オープンソースソフトウェアを問わずいくつかの仮

想化ソフトウェアが存在するようになっていた。x８６アーキテ

クチャにおける代表的な仮想化ソフトウェアであるVMware

社のVMwareもこの頃から世に出始めていたが、その目的は、

１台のパソコン上でWindowsとLinux両方の環境を利用する

といったケースが主で、サーバの仮想化というより、デスク

トップ環境の仮想化と言ったほうが分かり易い。

2.3 なぜ今サーバの仮想化なのか
　x８６サーバにおける仮想化技術がブームになっている背景に

は、いくつかの理由がある。特に大きく影響している理由は以

下の３つである。

(１) ハードウェア性能の飛躍的な向上

　　　数年前まではサーバを仮想化することは可能であっても、

　　十分なパフォーマンスが得られず、それほど注目されてい

　　なかった。しかし、近年はCPUの高クロック化やマルチ

　　コア化が進み、1つのアプリケーション用途ではそのリソー

　　スを使い切れないほどにまでサーバの性能が向上した。こ

　　れにより、仮想化環境でもサーバ用途として安定して稼動

　　させることができるようになり、注目されている。

(２) 運用管理ユーティリティ、付加機能などの充実

　　　次の理由は、運用管理ユーティリティの成熟である。特に

　　VMware社のVI３ (VMware Infrastructure ３) は、運用

　　性・柔軟性・操作性に優れているため、ユーザからの評価も

　　高い。また、Xenなど、無償の仮想化ソフトウェアもVMware

　　と同等程度の運用性を確保し始めてきている。VI３のように

　　高機能な仮想化ソフトウェアは、その枠を超え、IT基盤全体を

　　支える統合ソリューションといっても過言ではない。

(３) IT分野における環境保護意識の高まり

　　　進化するITの一方で、ITの利用拡大に伴って急増する電

　　力消費が、CO2排出量の観点から大きな問題になっている。

　　ITにおける環境保護のスローガンとして「グリーン IT」と

　　いう言葉を最近よく耳にすることが多くなったが、ITにお

　　ける環境保護のソリューションとしても仮想化によるシス

　　テム統合が注目されている。

　これらの理由を背景に、エンタープライズでのサーバ運用

の現場に仮想化技術の導入が進んでいる。しかし、技術的に

は未成熟なアーキテクチャであり進化を続けている状態である。

2.4 仮想化技術導入による効果
　仮想化技術の導入による主なメリットは、つぎのとおりである。

(１) システム統合

　　　これまで増加の一途を辿っていたx８６サーバが、仮想化

　　によって集約・統合が可能になる。そして、システム統合によ

　　るリソースの有効利用が生む効果は以下のとおりである。

　　● 初期導入コストの削減

　　● 省電力化、省スペース化

　　● 運用管理工数の削減

(２) 標準化された仮想ハードウェア環境

　　　仮想化によるハードウェアの抽象化もまた、仮想化導

　　入の大きなメリットである。メーカー間や発売時期など

　　によるハードウェアの違いのため、機器構成設計に苦労

　　した基盤担当者も多いのではないだろうか。ハードウェ

　　アとOS、アプリケーションとの相性や互換性を検証する

　　ために多くの工数を費やすことも多いはずだ。

　　　ハードウェアを仮想化で抽象化することにより、ハー

　　ドウェアレベルでの互換性を心配する必要は少なくなり、

　　基盤設計が単純化される。

　　　また、レガシーOSのためリプレースできるハードウェアが

　　提供されないようなケースにもこの効果は絶大であり、ハー

　　ドウェアの保守切れを心配するようなこともなくなる。

(３) 可搬性の確保

　　　仮想環境上に構築された仮想サーバは、仮想ハードウェア

　　構成からBIOSの設定、OS・アプリケーションまで全ての実体

　　がファイルとしてカプセル化される。そのため、もし物理サー

　　バに何らかの障害が発生したとしても、仮想サーバを構成す

　　るイメージファイルを別の物理サーバにコピーして迅速に復

　　旧することが可能になる。この仮想サーバのポータビリティは、

　　バックアップや災害対策としても有効であり、サーバ運用の

　　柔軟性を広げる効果をもたらす。

　このような効果を応用するための付加機能も仮想化ソフトウェ

アによって様々である。VMwareでは、仮想サーバを無停止で別

の物理サーバに移動するVMotion、障害を検知して仮想サーバ

を別の物理サーバで再起動するVMwareHAなどの機能が提供

されている。

図３ 2006年上半期国内ブレードサーバー市場のベンダー別出荷金額シェア

　２００７年下期に各メーカーから新しいブレードサーバのモデ

ルが発売されたが、各メーカーの傾向は以下のとおりである。

(１) １００V対応モデルの充実

　　　予算や設備的制約により、ブレードの導入が困難であった

　　中規模企業のお客さま向けに１００V対応専用のブレード

　　シャーシをラインナップするなど、中堅・中小企業市場の取り

　　込みに本腰を入れる姿勢がうかがえるメーカーが現れた。

　　また、１００V対応を積極的にアピールするメーカーもあり、

　　海外メーカーが多いブレードサーバ市場にも日本の市場特

　　有の環境を意識した戦略がうかがえる。また、「グリーンIT」

　　という新しい概念が提唱された影響もあり、消費電力削減の

　　ための技術投資も積極的に行われているようである。

(２) 排熱処理の選択肢が増加

　　　排熱処理には強力なファンによる空冷が一般的であったが、

　　水冷式のものも登場した。これは一般的なオフィス環境に設

　　置することを想定したものと思われる。また、送風ファン

　　騒音の最大の原因となっていた風切り音を低減するため、

　　ファンの形状等工学レベルでの製品改良を行なっている

　　メーカーもあった。また、前述の消費電力削減技術と関連し、

　　サーバの稼働率が低いときに不要なファンを停止するなど

　　のテクノロジも新たに加わっている。

(３) ブレードシャーシの設計変更の有無の対応

　　　前項ではブレードシャーシの設計変更により、旧モデルを

　　使用しているお客さまの拡張性が阻害される点を指摘した。

　　Intel社のマルチコア化製品戦略による一層の消費電力増や、

　　ネットワークや周辺機器のI/Oの高速化対応の必要性が

　　あったが、２００７年上期にブレードシャーシの設計変更を

　　行ったメーカーは一部に留まった。中には２００２年のブレード

　　サーバ発売当初からブレードシャーシの設計変更を行いなが

　　らも、旧型シャーシ対応ブレードの搭載を可能とする、と

　　いった互換性を確保し続けているメーカーもある。

3.3 ブレードサーバの今後の動向の考察
　ブレードサーバは２００１年後半から２００２年にかけて、既存の

ラックマウントサーバよりもサーバの集約度を高め、データ

センタースペースの有効活用と、インフラの統合管理を実現する

というコンセプトのもと登場した。しかし、発売当初はCPU

の選択肢、メモリの最大搭載量、I/Oの拡張性がラックマウン

トサーバよりも劣り、排熱処理も成熟度が低く、全てのお客さ

まの要求を満たすことが困難だったと思われる。現在は、当初

の課題であった拡張性や排熱の問題が解決され、ようやく各

メーカーの独自色が見えるようになった。その中でも対応が分

かれたブレードシャーシの設計変更やグリーン ITといった新

しい概念は、メーカーの製品戦略に大きな影響を及ぼしている

が、全体として製品の成熟度が増してきた感がある。

　今後はユーティリティデータセンターやリソースオンデマン

ド、といった仮想化応用技術との大きな親和性を高めるための、

統合運用管理ツールの充実やネットワークやストレージ、PCI 

Express等外部 I/Oの仮想化に対応した製品投入などが予想さ

れ、大規模な ITインフラを抱えるお客さまの運用面・コスト

面の課題に、応えられる製品になっていくと考える。

　今回は、ブレード、ストレージ、サーバ仮想化という切り

口からIT基盤の動向を述べた。システムを導入するに当たり

一番大切なことは、目的が何かを明確にすることであり、導

入は手段に過ぎないということである。ブレード、ストレージ、

サーバ仮想化を導入することにより、何を解決したいのかを

正確に理解することが我々システムインテグレータの責務で

あり、成功に導くポイントとなる。

　また、業務効率向上、コスト削減だけではなく、ビジネス

継続性という観点も含めた全体最適から基盤技術を確立して

いく必要がある。目標復旧時間（RTO: Recovery Time Ob-

jective）ならびに目標復旧ポイント（RPO:Recovery Point 

Objective）はビジネス継続性に対する重要な視点であり、ブ

レード、ストレージ、サーバ仮想化をいかに組み合わせて活

用するかがポイントでもある。

　更に、冒頭に述べたがオープン化によりシステム分散に拍

車がかかったものの、管理負荷の増大、内部統制等々の諸問

題により再びシステムの統合化・集中化がされてきている。

しかし、集約されたシステムが、時世にあわせいつかまた分

散される時がくるかもしれない。その際、いかに分散し易い

システム構築をしておくかに関してはサーバ仮想化アーキテ

クチャが鍵を握っていると考えられる。現状のサーバ仮想化

では、仮想サーバとしての運用面は向上してきているものの、

障害時における仮想化ソフトウェアと仮想OSの分界点などが

明確ではなく、システム全体としての運用はまだまだ考慮しな

ければならない。ただし単なるサーバ仮想化というアーキテク

チャから、運用管理の概念が取り込まれたことがサーバ仮想化

の第一の変化だとすると、次に迎える第二の変化が注目を集め

るところである。ブレード、ストレージを含めたIT基盤の動向

を逐次把握し、お客さまに適切なシステムを提供し続けたいと

考えている。
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　ブレードサーバは、単体のブレードに大容量のストレージ 

(ハードディスク) を搭載せず、ストレージ部分を共有ストレージ

装置に集約するシステム構築手法が一般的である。

　ストレージ部分を集約することによる最大のメリットは、

ディスク容量を拡張しやすい点と、サーバがメンテナンスや

障害により交換するときにデータ移行などの手間が発生しな

い運用性の良さである。

出所：IDC Japan
(2006年12月28日発表)

4.1 各メーカーの特徴的なテクノロジ
　ストレージメーカーはその主要部品であるハードディスク

ドライブメーカーが海外に多いこともあり、海外メーカーが

多数を占めている。また、近年の低価格化路線により国内主

要メーカーはハードディスク事業から撤退または他社へ売却

しており、現在国内でハードディスクを生産しているのは、

日立グローバルストレージテクノロジーズ社のみとなっている。

(１) 低価格ディスクと低価格な高速インタフェース

　　　従来の共有ストレージに使用されるハードディスクド

　　ライブ (HDD) は、高信頼性HDDが使用されてきた。高

　　信頼性HDDは、２４時間３６５日連続稼動を前提に設計さ

　　れている。平均故障間隔時間が１５０万時間～１７５万時間

　　程度 (１７１年～１９９年) の信頼性の高い点が長所であるが、

　　短所としては非常に高価な点である。

　　　一方で、パソコンに使用されている低価格HDDは、平

　　均故障間隔が４０万～６０万時間 (４５年～６８年) と高信頼

　　性HDDと比較すると劣る。これは、コスト低減のため、

　　駆動部を構成するモーターや軸受け等の部材、内部構造

　　を簡略化しているためである。

　　　現在の共有ストレージでは、高信頼性HDDと、パソコンに

　　使用されている低価格HDDとを混在させることが可能と

　　なっている。ストレージ内の一次バックアップ領域など

　　重要度が低いデータの保存用途に低価格HDDを活用する

　　などの適切な構成を取ることによって、共有ストレージ

　　導入コストの削減に寄与している。

　　　また、共有ストレージ用の高信頼性HDDはFC(Fiber

　　Channel) SCSI接続方式が主流であったが、インタフェース

　　の高速化技術の進展に伴い、FC SCSI接続方式と互換性を

　　保ちつつ、転送方式をシリアル化し、Ultra３２０ SCSIよりも

　　高速な接続を可能としたSAS (Serial Attachment 

　　SCSI) が主流となりつつある。FC SCSI接続方式では、最

　　大４Gbpsの高速接続が可能であるが、FC SCSI接続方式

　　の高信頼性HDDは、非常に高価というデメリットもある。

　　SAS接続方式では、最大２.４Gbpsの接続が可能であり、

　　インタフェースを構成する部品も低コストなため、高速なディ

　　スクI/Oを必要としない場合に用いることにより、導入コスト

　　を削減することが可能である。

（２）SANに取って代わることが期待される iSCSIの出現

　　　サーバと共有ストレージを接続するインタフェースに

　　も変化が訪れている。

　　　現在は光ファイバケーブルによりFC-SAN (Fiber Chan

　　nel-Storage Area Network) という独自のストレージ接

　　続インフラを用いているが、これをEthernetをインフラとし、

　　TCP/IPにより通信する技術が iSCSI (Internet SCSI) 

　　である。

　　　これはGigabit Ethernetなどの超高速ネットワーク接続

　　技術が進んできたことにより可能となったものであるが、高

　　価なSANスイッチ等が不要であり、ストレージの二重化など

　　も IPベースの考え方が応用できるなど、コスト面、技術面の

　　両方からお客さまの受けるメリットが大きいものである。

　　現在 iSCSIを実装している共有ストレージは少数であるが、

　　今後発売されるモデルでは多くのメーカーが対応を表明し

　　ている。これにより、FC-SANと比較して３分の２程度の価格

　　で共有ストレージの導入が可能となる。

(３) 「仮想化」を実現するメーカー独自のアーキテクチャ

　　　従来の共有ストレージでは、SANスイッチと共に、共

　　有ストレージ装置のディスク割り当て設計が必要であった。

　　これは、搭載している物理ハードディスクドライブのうち

　　何本をどのサーバに割り当て、RAID構成をどうするか、

　　ということを個別に設定していた。

　　　最近の仮想化された共有ストレージでは、搭載している

　　物理ディスク全体を１つのプールとして捉え、構築者が物

　　理ディスクの構成にとらわれることなく自由にRAIDレベ

　　ルや容量を設計できるものが主流となりつつある。なかに

　　は、システムの稼働中にこれらの容量を自由に拡張するこ

　　とが可能な製品もあり、お客さまのシステム運用効率の向

　　上に大きく貢献する場合がある。

　　　メーカーにより細かな実現方法は異なるが、大雑把に捉え

　　ると、データをコンテナという最小単位で分割してストレージ

　　内で管理し、それらを冗長度に応じて適切に分散配置させて

　　いる。

　　　なお、仮想化された共有ストレージの機能は、一定規模以

　　上の製品で備わっており、中小規模の製品には備わっていな

　　いケースが多い。

(４) 共有ストレージ側のバックアップ機能

　　　サービスを止めずにテープバックアップを行うため、共有

　　ストレージ側でバックアップ専用領域に対象データを瞬間的

　　にコピーすることが可能である。これをスナップショットやク

　　ローンコピーなどと呼んでいるが、メーカーによって、呼称が

　　統一されていない。また、実装内容や設計思想が大幅に異

　　なっており、メーカー毎の特徴を十分に把握することが重要

　　である。

　　　しかし、VMwareなどの仮想化ソフトウェアと共有ストレー

　　ジ側のバックアップ機能とを併用する場合に制約がある場合

　　が多く、我々も仮想化インフラを提案する際にバックアップ運

　　用については毎回悩まされる点であり、メーカー側に改善を

　　要望したい部分である。

4.2 共有ストレージの今後の動向について
　共有ストレージの今後の動向としては、低価格HDDの適材

適所での活用、iSCSIやSASの活用による「低コスト化」を

より一層進めた製品が市場に投入され、中堅・中小企業のお客

さまにもその恩恵が享受されるようになる点、さらにはVMware

などの仮想化技術との親和性を高めるための、バックアップや運

用オペレーション周りの機能改善が進むと予想される。

　また、「ストレージ仮想化」としての、リソースプールやブ

ロック管理などのテクノロジはユーティリティデータセンター

やリソースオンデマンドの考え方に沿っているコンセプトであ

り、お客さまのストレージ選択の重要なポイントとなるのでは

ないかと予想される。
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1.  IT基盤の動向

(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. 共有ストレージの最新動向

2. サーバ仮想化技術最新動向

3. ブレードサーバ最新動向
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特集 IT基盤の最適化

3.1 ブレードサーバ導入時の課題
　最新モデルの潮流分析に入る前に、我々システムインテグ

レータが普段ブレードサーバをお客さまへ導入する際に感じ

ている課題についてまとめる。

(１) 電源容量の肥大化

　　　ブレードサーバは、従来のラックマウントサーバの集約度

　　を高めたため、大容量の電源が必要になった。さらに、クアッ

　　ドコア (４ CPU) 化に伴う動作電圧・消費電力の増大が、こ

　　の動きに拍車をかけている。メーカーによっては２００V電源

　　を必須とするモデルも存在し、対応設備の無いお客さまでは

　　専用の電源工事や、消費電力増によるコスト増を招いている。

(２) 排熱処理とそれに伴う騒音問題

　　　高密度・高集積のブレードサーバにとってもう一つの

　　課題は、内部で発生する熱を効率的に排熱することである。

　　CPUやメモリ、チップセットなどサーバを構成する各部

　　品の集積度も高いため、部品単体での発熱量は大きい。

　　従来のラックマウントサーバでは、余裕空間を設けて

　　ファンによる排熱で凌いでいた。しかし、ブレードサー

　　バでは空間的余裕が少ないことから、強力なファンにより、

　　空気対流を作り出して排熱している。このファンが発生

　　させる騒音は大きく、データセンター等専用のスペース

　　に設置せざるを得ない状況を作り出している。

(３) メーカーのアーキテクチャ変更に伴う拡張性の阻害

　　　ブレードサーバは専用のシャーシとサーバ本体に相当する

　　ブレードで構成されている。シャーシはブレードの電源や

　　インフラ I/Oのマネジメント等を行っており、シャーシには

　　各メーカー独自の接続コネクタが搭載されている。これが技

　　術革新により、メーカーがシャーシを設計変更する場合がある。

　　この場合、対応するブレードも新しく専用のものが設計される。

　　こうなると従来のシャーシとの互換性がないブレードが発売

　　され、旧モデルは程なくして入手できなくなり、お客さまの

　　サーバが拡張できないという事態が発生している。

3.2 ブレードサーバの潮流
　国内で販売されているブレードサーバのメーカー別のシェアは

図３のとおりである (文献[２])。出荷金額割合から見た上位

メーカーは日本IBM社、日立製作所、NEC社、日本ヒューレット・

パッカード社と続く。本稿では、主にこれら主要メーカーのブレー

ドサーバの最新モデルの潮流から、全体的傾向や今後の動向に

ついて考察する。

5. おわりに

図２　当社の「ＩＴプラットフォーム事業」ビジネスマップ
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2.1 仮想化とは（仮想化の特徴）
　仮想化技術を端的に説明すると、以下の2点に集約される(図２)。

単一であるものを擬似的に複数に見せる技術

複数であるものを擬似的に単一に見せる技術

　場合によっては、 と の組み合わせにも考えられるが、

基本的には上記のどちらかである。
概要

　オープン化によりシステムが分散されることでPCサーバの導入が飛躍的に増加した。また、近年のインターネッ

トへの高速アクセス回線の普及により扱うデータがテキストや画像などの静的コンテンツからストリーミングなどを

利用した動的コンテンツになったことと、日本版SOX法によりデータ保管が義務化づけられたことで企業が保有す

るデータが劇的に増加し、格納領域としてストレージが選定されるようになった。同時にサーバ仮想化を利用し

TCO削減や可用性向上を同時に実現しようと考える企業が増加している。

　ブレード、ストレージにおいてはハードウェアメーカーによって特色は様々である。特にストレージは金額も高額で、

データを単に格納するというだけでなく、クリティカルなデータをいかにバックアップ／リストアするかなどの運用を

考える場合や、アーカイブデータとして保管しておく単なるデータ保管箱として利用するだけかなどにより、選択の

幅が広がっている。

　本稿では、システムの全体最適をする上で、ブレード、ストレージならびに仮想化の動向や課題、今後の方向性

について論述する。
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図1　サーバー統合のイメージ
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（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。

　１９９０年前後からパソコンやUNIXワークステーションなどの

小型コンピュータの価格性能比が飛躍的に伸びたこと、および

EthernetやTCP/IPなどを用いた高速かつ安価なネットワーク

技術が普及してきたことにより、大型汎用機で行ってきたシ

ステム構築を、小型コンピュータが取ってかわるという分散

化が進んできた。しかしながら分散化に伴う、個別システム

の乱立やシステム規模の肥大化による管理コストの増大、さ

らに情報セキュリティ上の問題が目立つようになった。これら

の問題を解決するため、システムの統合化・集中化が議論され

ている（図１）。

　そのような現状から、ハードウェアメーカーでは、ブレー

ドサーバやストレージシステムといった物理的な集約を主眼

としたラインナップを取り揃えている。また、ソフトウェア

メーカーでは、サーバ仮想化という切り口からハードウェア

に依存しないアーキテクチャを掲げて統合化・集約化を提唱

している。

図１  システムの統合化・集中化

　ネットワークの分野での例として、VLAN (Virtual LAN) 

と、VPN (Virtual Private Network ) という技術がある。

VLAN は、物理的な接続形態から独立した論理的な構成を設

定できるという意味で のパターンである。VPN は、多数の

人が利用するインターネット空間を一人が利用するプライベート

空間として見せるという意味で のパターンである。

　ストレージの分野での例として、ハードディスクのパーティ

ショニングと、RAID (Redundant Arrays of Inexpensive 

Disks) がある。ハードディスクのパーティショニングは、物

理的に単一のディスクを論理的に複数のパーティションに分け

るという意味で のパターンである。RAIDは、複数のハード

ディスクを1台のディスクとして管理するという意味で のパ

ターンである。また、大規模ストレージにおけるLUN (Logical 

Unit Number)の概念は、複数のハードディスクを集約して作成

されたディスクグループからその一部を論理的なディスクとして

切り出すことから、 と の組み合わせによる仮想化技術である。

　このように、仮想化技術そのものは、新しい概念ではなく、

既に様々な分野で当たり前のように利用されている技術である。

2.2 サーバの仮想化
　本稿では、単一の物理サーバ上で複数の仮想サーバを稼動さ

せるパターン の仮想化技術について論じる。パターン の仮

想化技術としてグリッドコンピューティングなどがあるが、本

稿では扱わない。

　実はサーバの仮想化も、とりわけ新しい技術というわけでは

ない。メインフレームなどでは、１９６０年代からその技術が使

われている。IBM社のz/VMの起源とされる仮想化OS CP-６７

/CMS (１９６７年) は正にメインフレーム時代におけるサーバ仮

想化技術の代表である (文献[1])。

　一方、１９９０年代後半以降には、x８６アーキテクチャにおい

ても商用、オープンソースソフトウェアを問わずいくつかの仮

想化ソフトウェアが存在するようになっていた。x８６アーキテ

クチャにおける代表的な仮想化ソフトウェアであるVMware

社のVMwareもこの頃から世に出始めていたが、その目的は、

１台のパソコン上でWindowsとLinux両方の環境を利用する

といったケースが主で、サーバの仮想化というより、デスク

トップ環境の仮想化と言ったほうが分かり易い。

2.3 なぜ今サーバの仮想化なのか
　x８６サーバにおける仮想化技術がブームになっている背景に

は、いくつかの理由がある。特に大きく影響している理由は以

下の３つである。

(１) ハードウェア性能の飛躍的な向上

　　　数年前まではサーバを仮想化することは可能であっても、

　　十分なパフォーマンスが得られず、それほど注目されてい

　　なかった。しかし、近年はCPUの高クロック化やマルチ

　　コア化が進み、1つのアプリケーション用途ではそのリソー

　　スを使い切れないほどにまでサーバの性能が向上した。こ

　　れにより、仮想化環境でもサーバ用途として安定して稼動

　　させることができるようになり、注目されている。

(２) 運用管理ユーティリティ、付加機能などの充実

　　　次の理由は、運用管理ユーティリティの成熟である。特に

　　VMware社のVI３ (VMware Infrastructure ３) は、運用

　　性・柔軟性・操作性に優れているため、ユーザからの評価も

　　高い。また、Xenなど、無償の仮想化ソフトウェアもVMware

　　と同等程度の運用性を確保し始めてきている。VI３のように

　　高機能な仮想化ソフトウェアは、その枠を超え、IT基盤全体を

　　支える統合ソリューションといっても過言ではない。

(３) IT分野における環境保護意識の高まり

　　　進化するITの一方で、ITの利用拡大に伴って急増する電

　　力消費が、CO2排出量の観点から大きな問題になっている。

　　ITにおける環境保護のスローガンとして「グリーン IT」と

　　いう言葉を最近よく耳にすることが多くなったが、ITにお

　　ける環境保護のソリューションとしても仮想化によるシス

　　テム統合が注目されている。

　これらの理由を背景に、エンタープライズでのサーバ運用

の現場に仮想化技術の導入が進んでいる。しかし、技術的に

は未成熟なアーキテクチャであり進化を続けている状態である。

2.4 仮想化技術導入による効果
　仮想化技術の導入による主なメリットは、つぎのとおりである。

(１) システム統合

　　　これまで増加の一途を辿っていたx８６サーバが、仮想化

　　によって集約・統合が可能になる。そして、システム統合によ

　　るリソースの有効利用が生む効果は以下のとおりである。

　　● 初期導入コストの削減

　　● 省電力化、省スペース化

　　● 運用管理工数の削減

(２) 標準化された仮想ハードウェア環境

　　　仮想化によるハードウェアの抽象化もまた、仮想化導

　　入の大きなメリットである。メーカー間や発売時期など

　　によるハードウェアの違いのため、機器構成設計に苦労

　　した基盤担当者も多いのではないだろうか。ハードウェ

　　アとOS、アプリケーションとの相性や互換性を検証する

　　ために多くの工数を費やすことも多いはずだ。

　　　ハードウェアを仮想化で抽象化することにより、ハー

　　ドウェアレベルでの互換性を心配する必要は少なくなり、

　　基盤設計が単純化される。

　　　また、レガシーOSのためリプレースできるハードウェアが

　　提供されないようなケースにもこの効果は絶大であり、ハー

　　ドウェアの保守切れを心配するようなこともなくなる。

(３) 可搬性の確保

　　　仮想環境上に構築された仮想サーバは、仮想ハードウェア

　　構成からBIOSの設定、OS・アプリケーションまで全ての実体

　　がファイルとしてカプセル化される。そのため、もし物理サー

　　バに何らかの障害が発生したとしても、仮想サーバを構成す

　　るイメージファイルを別の物理サーバにコピーして迅速に復

　　旧することが可能になる。この仮想サーバのポータビリティは、

　　バックアップや災害対策としても有効であり、サーバ運用の

　　柔軟性を広げる効果をもたらす。

　このような効果を応用するための付加機能も仮想化ソフトウェ

アによって様々である。VMwareでは、仮想サーバを無停止で別

の物理サーバに移動するVMotion、障害を検知して仮想サーバ

を別の物理サーバで再起動するVMwareHAなどの機能が提供

されている。

図３ 2006年上半期国内ブレードサーバー市場のベンダー別出荷金額シェア

　２００７年下期に各メーカーから新しいブレードサーバのモデ

ルが発売されたが、各メーカーの傾向は以下のとおりである。

(１) １００V対応モデルの充実

　　　予算や設備的制約により、ブレードの導入が困難であった

　　中規模企業のお客さま向けに１００V対応専用のブレード

　　シャーシをラインナップするなど、中堅・中小企業市場の取り

　　込みに本腰を入れる姿勢がうかがえるメーカーが現れた。

　　また、１００V対応を積極的にアピールするメーカーもあり、

　　海外メーカーが多いブレードサーバ市場にも日本の市場特

　　有の環境を意識した戦略がうかがえる。また、「グリーンIT」

　　という新しい概念が提唱された影響もあり、消費電力削減の

　　ための技術投資も積極的に行われているようである。

(２) 排熱処理の選択肢が増加

　　　排熱処理には強力なファンによる空冷が一般的であったが、

　　水冷式のものも登場した。これは一般的なオフィス環境に設

　　置することを想定したものと思われる。また、送風ファン

　　騒音の最大の原因となっていた風切り音を低減するため、

　　ファンの形状等工学レベルでの製品改良を行なっている

　　メーカーもあった。また、前述の消費電力削減技術と関連し、

　　サーバの稼働率が低いときに不要なファンを停止するなど

　　のテクノロジも新たに加わっている。

(３) ブレードシャーシの設計変更の有無の対応

　　　前項ではブレードシャーシの設計変更により、旧モデルを

　　使用しているお客さまの拡張性が阻害される点を指摘した。

　　Intel社のマルチコア化製品戦略による一層の消費電力増や、

　　ネットワークや周辺機器のI/Oの高速化対応の必要性が

　　あったが、２００７年上期にブレードシャーシの設計変更を

　　行ったメーカーは一部に留まった。中には２００２年のブレード

　　サーバ発売当初からブレードシャーシの設計変更を行いなが

　　らも、旧型シャーシ対応ブレードの搭載を可能とする、と

　　いった互換性を確保し続けているメーカーもある。

3.3 ブレードサーバの今後の動向の考察
　ブレードサーバは２００１年後半から２００２年にかけて、既存の

ラックマウントサーバよりもサーバの集約度を高め、データ

センタースペースの有効活用と、インフラの統合管理を実現する

というコンセプトのもと登場した。しかし、発売当初はCPU

の選択肢、メモリの最大搭載量、I/Oの拡張性がラックマウン

トサーバよりも劣り、排熱処理も成熟度が低く、全てのお客さ

まの要求を満たすことが困難だったと思われる。現在は、当初

の課題であった拡張性や排熱の問題が解決され、ようやく各

メーカーの独自色が見えるようになった。その中でも対応が分

かれたブレードシャーシの設計変更やグリーン ITといった新

しい概念は、メーカーの製品戦略に大きな影響を及ぼしている

が、全体として製品の成熟度が増してきた感がある。

　今後はユーティリティデータセンターやリソースオンデマン

ド、といった仮想化応用技術との大きな親和性を高めるための、

統合運用管理ツールの充実やネットワークやストレージ、PCI 

Express等外部 I/Oの仮想化に対応した製品投入などが予想さ

れ、大規模な ITインフラを抱えるお客さまの運用面・コスト

面の課題に、応えられる製品になっていくと考える。

　今回は、ブレード、ストレージ、サーバ仮想化という切り

口からIT基盤の動向を述べた。システムを導入するに当たり

一番大切なことは、目的が何かを明確にすることであり、導

入は手段に過ぎないということである。ブレード、ストレージ、

サーバ仮想化を導入することにより、何を解決したいのかを

正確に理解することが我々システムインテグレータの責務で

あり、成功に導くポイントとなる。

　また、業務効率向上、コスト削減だけではなく、ビジネス

継続性という観点も含めた全体最適から基盤技術を確立して

いく必要がある。目標復旧時間（RTO: Recovery Time Ob-

jective）ならびに目標復旧ポイント（RPO:Recovery Point 

Objective）はビジネス継続性に対する重要な視点であり、ブ

レード、ストレージ、サーバ仮想化をいかに組み合わせて活

用するかがポイントでもある。

　更に、冒頭に述べたがオープン化によりシステム分散に拍

車がかかったものの、管理負荷の増大、内部統制等々の諸問

題により再びシステムの統合化・集中化がされてきている。

しかし、集約されたシステムが、時世にあわせいつかまた分

散される時がくるかもしれない。その際、いかに分散し易い

システム構築をしておくかに関してはサーバ仮想化アーキテ

クチャが鍵を握っていると考えられる。現状のサーバ仮想化

では、仮想サーバとしての運用面は向上してきているものの、

障害時における仮想化ソフトウェアと仮想OSの分界点などが

明確ではなく、システム全体としての運用はまだまだ考慮しな

ければならない。ただし単なるサーバ仮想化というアーキテク

チャから、運用管理の概念が取り込まれたことがサーバ仮想化

の第一の変化だとすると、次に迎える第二の変化が注目を集め

るところである。ブレード、ストレージを含めたIT基盤の動向

を逐次把握し、お客さまに適切なシステムを提供し続けたいと

考えている。
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　ブレードサーバは、単体のブレードに大容量のストレージ 

(ハードディスク) を搭載せず、ストレージ部分を共有ストレージ

装置に集約するシステム構築手法が一般的である。

　ストレージ部分を集約することによる最大のメリットは、

ディスク容量を拡張しやすい点と、サーバがメンテナンスや

障害により交換するときにデータ移行などの手間が発生しな

い運用性の良さである。

出所：IDC Japan
(2006年12月28日発表)

4.1 各メーカーの特徴的なテクノロジ
　ストレージメーカーはその主要部品であるハードディスク

ドライブメーカーが海外に多いこともあり、海外メーカーが

多数を占めている。また、近年の低価格化路線により国内主

要メーカーはハードディスク事業から撤退または他社へ売却

しており、現在国内でハードディスクを生産しているのは、

日立グローバルストレージテクノロジーズ社のみとなっている。

(１) 低価格ディスクと低価格な高速インタフェース

　　　従来の共有ストレージに使用されるハードディスクド

　　ライブ (HDD) は、高信頼性HDDが使用されてきた。高

　　信頼性HDDは、２４時間３６５日連続稼動を前提に設計さ

　　れている。平均故障間隔時間が１５０万時間～１７５万時間

　　程度 (１７１年～１９９年) の信頼性の高い点が長所であるが、

　　短所としては非常に高価な点である。

　　　一方で、パソコンに使用されている低価格HDDは、平

　　均故障間隔が４０万～６０万時間 (４５年～６８年) と高信頼

　　性HDDと比較すると劣る。これは、コスト低減のため、

　　駆動部を構成するモーターや軸受け等の部材、内部構造

　　を簡略化しているためである。

　　　現在の共有ストレージでは、高信頼性HDDと、パソコンに

　　使用されている低価格HDDとを混在させることが可能と

　　なっている。ストレージ内の一次バックアップ領域など

　　重要度が低いデータの保存用途に低価格HDDを活用する

　　などの適切な構成を取ることによって、共有ストレージ

　　導入コストの削減に寄与している。

　　　また、共有ストレージ用の高信頼性HDDはFC(Fiber

　　Channel) SCSI接続方式が主流であったが、インタフェース

　　の高速化技術の進展に伴い、FC SCSI接続方式と互換性を

　　保ちつつ、転送方式をシリアル化し、Ultra３２０ SCSIよりも

　　高速な接続を可能としたSAS (Serial Attachment 

　　SCSI) が主流となりつつある。FC SCSI接続方式では、最

　　大４Gbpsの高速接続が可能であるが、FC SCSI接続方式

　　の高信頼性HDDは、非常に高価というデメリットもある。

　　SAS接続方式では、最大２.４Gbpsの接続が可能であり、

　　インタフェースを構成する部品も低コストなため、高速なディ

　　スクI/Oを必要としない場合に用いることにより、導入コスト

　　を削減することが可能である。

（２）SANに取って代わることが期待される iSCSIの出現

　　　サーバと共有ストレージを接続するインタフェースに

　　も変化が訪れている。

　　　現在は光ファイバケーブルによりFC-SAN (Fiber Chan

　　nel-Storage Area Network) という独自のストレージ接

　　続インフラを用いているが、これをEthernetをインフラとし、

　　TCP/IPにより通信する技術が iSCSI (Internet SCSI) 

　　である。

　　　これはGigabit Ethernetなどの超高速ネットワーク接続

　　技術が進んできたことにより可能となったものであるが、高

　　価なSANスイッチ等が不要であり、ストレージの二重化など

　　も IPベースの考え方が応用できるなど、コスト面、技術面の

　　両方からお客さまの受けるメリットが大きいものである。

　　現在 iSCSIを実装している共有ストレージは少数であるが、

　　今後発売されるモデルでは多くのメーカーが対応を表明し

　　ている。これにより、FC-SANと比較して３分の２程度の価格

　　で共有ストレージの導入が可能となる。

(３) 「仮想化」を実現するメーカー独自のアーキテクチャ

　　　従来の共有ストレージでは、SANスイッチと共に、共

　　有ストレージ装置のディスク割り当て設計が必要であった。

　　これは、搭載している物理ハードディスクドライブのうち

　　何本をどのサーバに割り当て、RAID構成をどうするか、

　　ということを個別に設定していた。

　　　最近の仮想化された共有ストレージでは、搭載している

　　物理ディスク全体を１つのプールとして捉え、構築者が物

　　理ディスクの構成にとらわれることなく自由にRAIDレベ

　　ルや容量を設計できるものが主流となりつつある。なかに

　　は、システムの稼働中にこれらの容量を自由に拡張するこ

　　とが可能な製品もあり、お客さまのシステム運用効率の向

　　上に大きく貢献する場合がある。

　　　メーカーにより細かな実現方法は異なるが、大雑把に捉え

　　ると、データをコンテナという最小単位で分割してストレージ

　　内で管理し、それらを冗長度に応じて適切に分散配置させて

　　いる。

　　　なお、仮想化された共有ストレージの機能は、一定規模以

　　上の製品で備わっており、中小規模の製品には備わっていな

　　いケースが多い。

(４) 共有ストレージ側のバックアップ機能

　　　サービスを止めずにテープバックアップを行うため、共有

　　ストレージ側でバックアップ専用領域に対象データを瞬間的

　　にコピーすることが可能である。これをスナップショットやク

　　ローンコピーなどと呼んでいるが、メーカーによって、呼称が

　　統一されていない。また、実装内容や設計思想が大幅に異

　　なっており、メーカー毎の特徴を十分に把握することが重要

　　である。

　　　しかし、VMwareなどの仮想化ソフトウェアと共有ストレー

　　ジ側のバックアップ機能とを併用する場合に制約がある場合

　　が多く、我々も仮想化インフラを提案する際にバックアップ運

　　用については毎回悩まされる点であり、メーカー側に改善を

　　要望したい部分である。

4.2 共有ストレージの今後の動向について
　共有ストレージの今後の動向としては、低価格HDDの適材

適所での活用、iSCSIやSASの活用による「低コスト化」を

より一層進めた製品が市場に投入され、中堅・中小企業のお客

さまにもその恩恵が享受されるようになる点、さらにはVMware

などの仮想化技術との親和性を高めるための、バックアップや運

用オペレーション周りの機能改善が進むと予想される。

　また、「ストレージ仮想化」としての、リソースプールやブ

ロック管理などのテクノロジはユーティリティデータセンター

やリソースオンデマンドの考え方に沿っているコンセプトであ

り、お客さまのストレージ選択の重要なポイントとなるのでは

ないかと予想される。
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