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2. 基幹系システムの仮想化事例

3. 開発・保守・検証環境の仮想化事例

 

特集 IT基盤の最適化

5. おわりに

概要
　サーバの仮想化技術は2007年が“仮想化元年”と呼ばれるほど注目を集めている。サーバの高性能化に加え、

増え続けるサーバの集約ニーズの高まりで一気に導入が進んでいくものと考えられる。

　本論文では、サーバの仮想化で代表的なOSであるVMware社のVMware Infrastructure 3（VI3）を利用した

IT基盤構築事例として、「基幹系システム」と「開発・保守・検証環境」の2件を紹介する。それらの事例により確

認できた仮想化の効果と、構築・運用することによりえられた課題と対策について述べる。

(1) サーバハードウェアの選定

　 メモリネックになりやすいため、メモリ搭載量に注意する。また、ネットワーク構成を柔軟にするため、NICポート数

　 がポイントになる。

(2) ソフトウェアライセンス

　 ライセンス方式により、必要なライセンス数が増えることがある。

(3) ネットワーク設計

　 サーバ設計だけではなく、ネットワークを含めた総合的な設計能力が求められる。

(4) ストレージ設計

　 拡張性を考慮してVMFS領域を確保する。また、バックアップ方式にも配慮が必要である。

(5) 仮想サーバ割り当て

　 性能面だけでなく、運用条件を含めて仮想サーバを割り当てることが望ましい。
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1.1  VI3の構成
　VMware社のVMware Infrastructure（以下、VI３）はサーバ

の仮想化と仮想サーバの運用管理を統合するソフトウェア群で

ある。図1にVI３の典型的な構成例を示す。VI３は複数の仮想ホ

ストサーバ ：VMware ESX Server（以下、ESX Server） と 

１台の管理サーバ ：VMware Virtual Center（以下、Virtual 

Center）で構成する。 ESX Server上で仮想サーバが稼働し、

それをVirtual Centerで管理することができる。ESX Server

は ２CPU以上、各ESX Server間で共有可能なストレージ資源

を必要とする。また管理セグメント 、動的仮想サーバ移動

（VMotion）用セグメント として専用のネットワークを推奨して

いる。

2.1 仮想化導入の経緯
　N社（以下、お客さま）では、今まで利用してきた関連会社

との共同システムから独立し、基幹系システムを、新たに

センターを設けてインフラからアプリケーションまですべて

新規に構築・運用することとなり、当社データセンターでの

システム移行・構築を開始した。当初は、ブレードサーバに

システム移行・構築を実施してきたが、様々な業務を IT化し

たことで、サーバやストレージの台数が急激に増加し、以下

のような問題点が持ち上がってきた。

(１) データセンター内のサーバ設置スペースの不足

(２) サーバ管理費用などのコストの急増

　 （消費電力、冷却装置、ネットワーク・ストレージ インフ 

　　 ラストラクチャなど）

(３) 新規サーバ導入時にかかる機器調達の時間・コストが増大

　そこで、これらの問題点を解決するソリューションとして

VI３導入を検討した。

2.2 導入に対する懸念点とそれを解決する標準機能
　VI３を導入する上で、お客さまが最も懸念されたのは、「シ

ステムの信頼性・可用性が仮想環境で確保できるのか」とい

う点である。1台の物理サーバ上で複数台の仮想サーバを稼働

させるため、物理サーバが障害により稼働できなくなった場合、

複数台の仮想サーバの停止に直結する可能性が高く、業務へ

の影響が非常に大きい。VI３導入にあたり、「たとえ何らか

の障害が発生した場合にも、業務への影響を最低限に抑える」

ことが大前提であった。

　これらの課題を解決するため、VI３では、HAや、VMotion

といった機能が標準で実装されている。VI３提案時には、

サーバの信頼性に対して不安を感じられていたお客さまであ

るが、このような点を高く評価され、今後に向けたサーバ統

合のインフラとしてVI３の導入を決断された。

2.3 構成
2.3.1 構成環境
　今回は、日本アイ・ビー・エム社製ブレードサーバ上に６台

のESX Serverを導入した。導入時点で２０台の仮想サーバ 

(Windows/Linux) が稼働し、Virtual Centerを使用して集

中管理を行うシステムである。また、万全の信頼性を確保す

るために、ネットワーク、スイッチは冗長構成を採用した。

2.3.2 構築上のポイント
　サーバ仮想化・統合は、比較的業務に影響の少ないDNS 

(Domain Name Server) やDHCP(Dynamic Host 

Configuration Protocol) などのネットワークサービスを

提供するシステムから着手した。導入当初は、仮想化に対する

不安があったため、まとめて移行するのではなく、仮想サーバ

の動作を確認しつつ、徐々に移行していく方針をとった。

　このサーバ統合で威力を発揮したのが、Converterである。

新規にサーバを構築し直すことも可能だが、これでは構築に時

間がかかる。Converterを使用するとサーバ1台あたり１時間

程度で物理サーバから仮想サーバへの移行を完了することがで

きた。

2.4 導入効果
　VI３を導入したメリットとして、大きく以下の５つが挙げ

られる。

(１) 設備コストの削減を実現

　　　２００８年1月時点で、４０台のサーバを６台のESX Server

　　上に統合した。ハードウェアの台数を削減できたことで、

　　物理的な設置スペースのコストや消費電力、電気代などを

　　削減できた。

(２) 運用管理の効率化に貢献

　　　VI３環境では、新規サーバ構築毎に、ハードウェアを調

　　達する必要がない。そのため、機器調達にかかる時間やコ

　　ストを削減できた。また、新しいサーバが必要になった場

　　合、VI３環境は半日程度でサーバ（仮想サーバ）を用意で

　　きるため、急なサーバ提供にも対応が可能となった。

(３) 柔軟で動的なリソース割り当てによる、サーバリソースの

　　有効活用を実現

　　　VI３環境では、サーバの利用効率・目的に応じて、メモ

　　リ使用量の増加・削減、ハードディスクの増設等、構成変

　　更が簡単にできる。必要な分のリソースを必要な時に仮想

　　サーバに割り当て可能なため、余剰のリソースが無駄に蓄

　　積されることがなくなった。

(４) Virtual CenterとVMotionを使用したシステムの集中管

　　理の実現

　　　Virtual Centerを利用することで、仮想サーバの構築

　　も含め、ほとんどの作業をリモートで行える。ハードウェアの

　　稼働状態を監視する「パフォーマンスチャート」機能を使

　　用すると、CPUやメモリなどの利用状況を一目で把握する

　　ことができる。また、VMotionを利用することで、通常

　　の業務中であってもメンテナンスが可能であるなど、運用

　　管理性が向上した。

(5) レガシーOS の安定性とレスポンスの向上

　　　業務システムの中には、Windows NT ４.０ Server（以

　　下、NT４.０）やWindows ２０００ Serverなど、旧バー

　　ジョンのOSで構築されたものも少なくない。しかもNT４.０

　　の場合、新しいサーバに載せ替えたくとも、もうドライバ

　　が提供されていないといったケースもあり得る。しかし

　　VI３を利用すれば、こうした業務システムも新しいサーバ

　　へ移行可能である。しかも最新のハードウェアの上に移行

　　できるため、物理環境の時よりも、安定性が格段に向上し、

　　レスポンスも大きく向上したと、お客さまから大きく評価

　　を得ている。

2.5 パフォーマンス実測結果
　VI３を導入した実際の運用環境で、ESX Serverの物理

リソースが、どの程度利用されているのか、ここでその結果を示す。

　１台のESX Serverでは、Intel Xeonプロセッサ８CPU×

１.８６６GHzと１６GBのメモリを積んでいる。そしてESX Server

上には、仮想サーバ９台（Windows）が稼働している。また、すべ

ての仮想サーバに１CPUを割り当てており、メモリに関しては、ドメ

インコントローラやDNS、認証サーバなどの８台の仮想サーバにそ

れぞれ1GBを割り当て、DHCPサーバに２GBを割り当てている。

　この時のCPU利用率、及び、メモリ使用率を図２に示す。

　この結果から、CPUリソースに関しては、１０%も使用して

おらず、リソースにまだまだ余裕があることがわかる。メモリ

リソースに関しても、３９%～４５％内で収まっており、リソースに

余裕があることがわかる。１２時すぎから、若干メモリの使用

率があがるのは、このお客さまはグローバルに展開している

企業であるため、日本時間の１２時以降に、海外での利用者数

が増えるためである。

2.6 考察
　既に、VI３を導入して1年経過しているが、システムの稼働

状況にまったく問題は起きていない。導入当初、お客さまが

抱いていた不安を払拭することができ、『VMware　ESX 

Server』の信頼性・安定性については大いに満足頂いている。

そのため当初は業務に影響の少ないシステムから統合を始め

たが、現在では、Active DirectoryやNT４.０で稼働している

基幹系システム、または、基幹系システムのバックアップ機

などの移行も開始している。

　また、性能評価の結果からもわかるように、CPU及びメモ

リリソースにはまだまだ余裕があり、まだまだ仮想サーバを

増やすことが可能である。今後も、VI３ のサーバ統合を加速

し ITリソースの有効活用をさらにすすめていく。

　有効活用するために仮想サーバを増やすときに注意しなけ

ればならないことがある。それは、「ESX Serverのメモリ不

足が、仮想サーバのパフォーマンス低下につながる」という

ことである。ESX Serveも通常のサーバと同様に、仮想サーバ

がメモリ不足状態になると、自動的にディスクにスワップ

させる。VI３では、実際の物理メモリ容量よりも多くの仮想

メモリを仮想サーバに割り当てることが可能なように設計さ

れてはいるが、メモリ消費量の激しいWindowsのDBサーバ

などを仮想環境に移行した場合には、スワップが原因でパフォー

マンス低下が生じる可能性もある。メモリの使用率は、ESX 

Serverが何台の仮想サーバをホストできるかを決める1つの

ポイントとなってくるため、注意する必要がある。

3.1 仮想化導入の経緯
　ITプラットフォームサービス事業部(以下、ITPS)では、こ

れまで仮想化基盤における様々な検証を行なってきた。また、

検証を行なうと共に事業部内に散在していたサーバの集約・

統合も進めてきた。これは、今後お客さまに仮想化基盤をご

提供する上で、実際に仮想化技術を活用し、その技術ノウハウ、

運用ノウハウを蓄積することが何よりの検証作業であると考

えたからである。

3.2. 仮想化基盤の構築と導入
3.2.1 導入に至った経緯
　ITPSでは事業の遂行に必要なサーバ機器を多く抱えていた。

その利用目的とおよその台数は以下のとおりである。

　　● 開発環境用サーバ…５～１０台(システムインテグレーション

　　案件ごとのステージング環境)

　　● 保守環境用サーバ…６台(リリース済みシステムの保守環境)

　　● 検証環境用サーバ…数台(他社製パッケージソフトウェア、

　　オープンソースソフトウェア等の検証 )

　　● 事業部内情報共有サーバ…５台(ポータルサイト、インス

　　タントメッセンジャー等)

　サーバの台数は事業の拡大と共に、増える一方であったため、

導入コスト、運用・維持コストの増大が大きな問題となって

いた。

3.2.2  VI3 の採用
　仮想化ソリューションは、商用製品、オープンソースなど様々

であるが、今回は早期から検証を行なっていたことに加え、管

理面での優位性からVI３ を採用することになった。

　開発プロジェクトで使用していた既存の日本ヒューレット・

パッカード社製のラックマウントサーバ５台を再利用し、内４台に

VMware ESX Server ３を導入した。残る1台には、Linuxを

導入し、オープンソースの iSCSIソフトウェアターゲットを用

いた共有ストレージを構築した。

　仮想化基盤システムの構成は図３のとおりである。実際に

４台のESX Server上で仮想サーバが稼動することとなる。

　またストレージに関しては、ローカルストレージ、共有スト

レージを使い分ける設計となっている。特にディスク I/O

パフォーマンスが要求されるDBなど、主に開発用途のサーバ

はローカルストレージにその仮想サーバのイメージを配置し、

ディスク I/Oの負荷が軽いであろうサーバや、不定期利用とな

る保守環境用サーバは共有ディスク上に配置する運用とした。

本構成の特徴は以下のとおりである。

(１) Virtual Center を仮想化基盤上に構築

　　　物理サーバの削減を目的とする。Virtual Center専用

　　に物理サーバを確保すれば、より運用面の安定度が増すが、

　　開発環境が主であることに加え、リソース利用効率の最適

　　化のため、仮想環境内に構築した。

(２) オープンソースで構築した安価な iSCSI共有ストレージの

　　活用

　　　ローカルストレージと比べ、I/Oパフォーマンスは低く

　　なるが、VMotion、DRS等の付加価値の高い機能を利用

　　することが可能になる。Linuxディストリビューションに

　　はSUSE LINUX Enterprise Server １０ sp1を採用して

　　いる。

(３) Active Directoryサーバとの連携

　　　管理負荷軽減、柔軟な運用を目的としてVirtualCenter

　　を当社従業者のIDを管理しているActive Directoryサーバ

　　と連携させている。従業者は社内ポータルサイトやメール

　　サービスと同様の ID、パスワードを用いて仮想環境利用

　　の認証が行なえる。

3.3. 導入効果
3.3.1 サーバの統合・集約
　２００８年1月現在、仮想化基盤は、１０を超える案件で、その

開発や保守の環境として利用されている。また仮想サーバの数

も５０を超え、常時３０台ほどの仮想サーバが４台の物理サーバ

上で稼動している。仮想化基盤導入の浸透と共に、事業部内の

PCサーバも徐々にその数を減らしていった。ハードウェアの

老朽化が目立つサーバを優先的に仮想環境に移行し、さらに

リース契約の切れるサーバについても、更新手続きを行なわず、

随時仮想化基盤へと移行していった。（今後もリース契約切れ

となるサーバの統合を進める予定である。）

3.3.2 更なる導入効果
　ここまで述べた導入効果で、3.2.1項で述べた導入・運用・

維持コスト増大の問題を解決し、当初の導入目的を達成してい

た。しかし、仮想化基盤導入の効果はこれだけには留まらず、

様々な副次的効果をもたらし、業務の効率化に大きく貢献した。

(１) 迅速なプロビジョニング

　　　プロビジョニングとは、供給、準備、設備、対策、引き

　　当てなどを意味する言葉である。今回の仮想化基盤導入に

　　よる最大の効果は、サーバリソースにおける迅速なプロビ

　　ジョニングであった。これまで、開発等によりサーバが必

　　要になった場合、そのリソースの確保のため、少なくとも

　　２週間程度の時間を要していた。しかし、仮想化基盤を導

　　入したことにより、数分でそのリソースを提供することが

　　可能になった。

　　　さらに、事前にOS、ミドルウェアをインストールした

　　仮想サーバのイメージを作成しておけば、そのイメージの

　　コピーのみでことが済む。特にLAMP(2)環境など基盤

　　スタックが定まっている場合に効果的であった。また、予

　　算や時間的な制限により諦めていた小さな検証作業なども、

　　積極的に行なえるようになった。

(２) 拡張性の確保

　　　実際にサーバを使い始めると、メモリの増強や、ハード

　　ディスクの追加などの多様な拡張要求がユーザから発生す

　　る。なかにはSMP(3)環境でないと検証できないので

　　CPUの数を増やして欲しいといった要望もあった。これ

　　らの要求に対しても、仮想化基盤の優位性が発揮され、必

　　要なリソースを必要な時に与えることができる。そのため、

　　初期導入時の過剰な投資や、追加投資のリスクが軽減される。

(３) OSレベルでの世代管理

　　　ある開発プロジェクトでは、VMwareのスナップショット

　　機能が役に立った。スナップショット機能を用いると、

　　仮想サーバで使われているOS・アプリケーションの状態、

　　設定情報およびディスクの内容を時系列で保持することが

　　できる。この機能を活用することにより、後戻りの効かな

　　いパッチの適用や、戻すために大きな手間を要する設定変

　　更を気軽に試すことが可能となる。

　　　OSレベルでのシステムバックアップを簡単に世代管理

　　できるのである。この機能も開発効率の向上に大きな効果

　　があった。

3.4. 考察
　ここまで述べたように、開発・保守・検証環境に仮想化基盤

を用いることは大いに有効である。仮想化基盤の導入は、コス

ト削減と、開発スピード、開発効率の向上など多くのメリット

をもたらし、競争力の強化に繋げてくれるソリューションである。

　ただし、仮想化基盤の導入は良い面ばかりではない。基盤を

集約したことにより、基盤管理者が担う責任は益々大きなもの

となる。1台の物理サーバの停止が複数のサービスの停止につ

ながるからである。管理や運用を間違えば、複数の開発プロジェ

クトの進捗を止めてしまうことになりかねない。複数プロジェ

クトが円滑にリソースを共有できるようにキャパシティープラ

ンニングを行なうことが大切であり、管理する仮想サーバが増

えるにつれプランニングは複雑なものとなっていく。

4. 構築上の注意点
　サーバの仮想化技術は実用レベルに達しているが、利用環

境として、ソフトウェアライセンスやソフトウェアサポート

の考え方、運用管理などの面ではまだまだ発展途上である。

仮想環境を活用するためには、幅広いIT基盤の仮想化技術の

習得とともに製品動向への注視を欠かせない。

　また、サーバ統合による直接的なコストダウンに過大な期

待を持たず、可用性の向上や、運用管理の柔軟性など、仮想

化の優位性を理解したうえで、仮想基盤構築サービスを提供

していく所存である。

4.1 ハードウェア選定の注意点
　サーバハードウェアを選定するにあたっての注意点は以下

のとおりである。

(１) VMware社のサポートを受けるためVMware社で検証済

　　みのサーバを選ぶこと

(２) 仮想サーバが増えた場合CPUよりもメモリネックになる 

　　ことが多いことから、メモリ搭載量が大きいこと

(３) 柔軟にネットワークを構成するため NIC(Network

　　Interface Card) のポート数が多いこと

4.2ソフトウェアライセンスの注意点
　ソフトウェアライセンスは仮想サーバ環境に配慮にしたも

のは少ないため、予想外に必要なライセンスが増えてしまう

ことがある。

(１) 物理サーバのCPUコア数によって必要なライセンス数が

　　決まる場合、仮想サーバに１個のCPUしか割り当ててい

　　なくてもESX Serverのコア数必要となる場合がある。例

　　えば1CPUの物理サーバを仮想化し、複数のCPUを積ん

　　だESX Serverに統合する場合、CPUライセンスが不足

　　し、コストメリットが相殺されてしまうことになる。

(２) Windows ServerのOSはハードウェア廃棄時を除き物理

　　サーバ間でのライセンス移動は９０日間に１回しか認めら

　　れていない。VMotion機能やDRS機能を使う場合、移動

　　先のESX ServerにもOSライセンスが必要となる。

(３) 仮想サーバに有利なライセンス体系もある。

　　物理サーバにライセンスがあれば、仮想サーバ数には制

　　限がないものがある。ただし、仮想サーバが１台だけの場合も、

　　HA機能やVMotion機能を使う場合は移動先の物理サーバ

　　にライセンスが必要なため、最低２つのライセンスが必

　　要となる。

　ソフトウェアのライセンスの考え方は、提供各社により大

きく異なっているので、注意を要する。特に物理サーバで稼

働中のシステムをConverterをはじめとするP２Vソフトウェア

で移行する場合は、ライセンスを変更する必要性を忘れがち

なので要注意である。

4.3ネットワーク設計の注意点
　性能面からはコンソール・VMotion・各仮想サーバに１枚

のNICが割り当てられることが望ましいが、実際には複数の

サーバでNICを共有することが多い。冗長性などにも配慮し仮

想スイッチのVLAN設計を行う必要がある。従来、サーバ技術

者はネットワーク設計にタッチしていない場合も多く見られた。

しかし、仮想サーバ設計にはサーバ設計だけではなく、ネット

ワークを含めた総合的な設計能力が求められる。

4.4ストレージ設計の注意点
　ストレージはハードウェア・ベンダーによって実装方法など

が異なり、ネットワークとは違ってハードウェア・ベンダーの

技術者に実装を頼ることが多い。論理ディスクの定義のたびに

ハードウェア・ベンダーの技術者を呼ぶ必要があっては、仮想

サーバの長所であるコスト削減や、実装の短時間化が損なわれ

る。このため、あらかじめ拡張性を考慮してVMFS領域を確

保しておくとよい。VMFS領域は仮想化されたストレージそ

のものであり、必要なときサーバ技術者が必要な領域を確保で

きることは運用性の向上に欠かせない。

　ストレージのバックアップは物理サーバ上とまったく同じ手

法で取ることも可能であるが、VMware専用のバックアップ

ツールを使うと非常に簡便にシステムのバックアップをオンラ

インで取ることが可能である。ただし、ストレージのスナップ

ショットなどの機能を使ってコピーする場合は、論理ユニット

単位でのバックアップとなるため、ディスクの定義をrawモード

にし、仮想OSのフォーマット（例えばNTFSフォーマット）

で論理ユニットを定義しておく必要がある。

　DBサーバなどの場合、性能面だけでなく、バックアップ方

式にも特に配慮が必要である。

4.5仮想サーバ割り当ての注意点
　１台のESX Serverにどの仮想サーバを組み合わせるか、性

能面だけで決めてしまいがちであるが、運用性の異なるサーバ

を組み合わせた場合、ESX Serverのメンテナンス時間を確保

することが難しくなる。このため、運用条件が同じサーバを組

み合わせることが望ましい。

　複数のサーバが連携して１つのサービスを提供しているよう

な場合には、それらのサーバを複数台のESX Serverに分散し

て配置しても、１台のESX Serverの停止がシステム全体に及

ぶことになり、サーバを分散して配置する意味がない。このよ

うな観点で仮想サーバを割り当てていく必要がある。

1.2  VI3の代表的な機能
　VI３では、VMware HA（High Availability）（以下、HA）

や、VMware VMotion（以下、VMotion）、VMware DRS

（Distributed Resource Scheduler）（以下、DRS）、

VMware Converter（以下、Converter）といった特徴的な

機能が実装されている。ここでは、簡単にこれらの機能につい

て紹介する。

(１) VMware HA（High Availability）

　　　HAは、各ESX Serverの稼働状態を監視し、ネットワーク

　　障害やハードウェア障害など、仮想サーバ稼働にかかわる

　　障害を検知すると、障害のあるESX Server上で動作して

　　いた仮想サーバを停止させ、別のESX Server上で再起動

　　する機能である。これにより、サーバの障害が起きた時点

　　からのサービス（仮想サーバ）の停止時間が最小化され、

　　かつ、この機能をすべての仮想サーバに提供することが可

　　能となる。

(２) VMware VMotion

　　　VMotionは、あるESX Server上で動作している仮想

　　サーバを、停止することなく別のESX Serverに移動させ

　　るホット・マイグレーション機能である。VMotionを利

　　用すれば、仮想サーバを停止することなくハードウェアの

　　メンテナンスが可能になる。

(３) VMware DRS（Distributed Resource Scheduler）

　　　DRSは、Virtual Center配下の複数のハードウェアリ

　　ソースから論理的なリソースプール（グループ）を作成し、

　　そのリソースプール全体の負荷を最適化し、システムの安

　　定稼動を図る機能である。ストレージから仮想サーバを展

　　開する際に自動的に空いているESX Server上に展開した

　　り、負荷が集中しているESX Server上の仮想サーバを自

　　動的に別のESX Server上にVMotionで移動させたり

　　する。

(４) VMware Converter

　　　Converterは、VMware社が提供しているWindows用

　　のP２V(1)ソフトウェアである。VI３を購入すると無償で

　　利用することができ、物理サーバを本番稼働可能な仮想

　　サーバに変換するために必要となるすべての変換処理を

　　実行する。

VMotionセグメント

管理セグメント

ユーザセグメント 基幹ネットワークへ

VMware ESX Server

仮想サーバ 仮想サーバ

VMware ESX Server

仮想サーバ 仮想サーバ

VMware
Virtual
Center

ESX
OS
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仮想ディスク仮想ディスク

SAN

図１  典型的なVI3の構成例

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

P
er
ce
nt

時間
6：00 9：00 12：00 15：00 18：00 21：00 0：00 3：00
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

CPU利用率

Memory利用率

図２  パフォーマンス実測例
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ローカルディスクの利用
ローカルディスクは、iSCSI共有ストレー

ジに比べI/Oパフォーマンスが良いため、

開発案件など、まとまったリソースを長時

間必要とする場合に利用する。

共有ストレージと違いVMotionができな

いためサーバ間で動的な運用ができない。

共有ストレージの利用
各ESXサーバのローカルディスクに比

べI/Oパフォーマンスは低いが、サーバ

間で共有して利用できる。

このディスクに配置されている仮想OSは、

VMotionが可能であり、起動時も負荷

の少ないESXサーバを選んで起動する。

常時起動していない保守用のサーバや

短期検証等に用いている。

ローカルディスクの利用
共有ストレージの利用

（SLES 10sp1）

図３  VI3構成図

（1）P2V (Physical to Virtual)：「物理環境から仮想環境へ」サーバを移行すること。また、その移行のソリューションを総称してP2Vという

（2）LAMP：Webアプリケーションのプラットフォームスタックとして、Linux, Apahce, MySQL, PHP (Perl, Python) の頭文字をとったもの
（3）SMP (Symmetric Multiple Processor)：複数のCPUが同等な立場で処理を分担するマルチプロセッサ手法
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2. 基幹系システムの仮想化事例

3. 開発・保守・検証環境の仮想化事例

 

特集 IT基盤の最適化

5. おわりに

概要
　サーバの仮想化技術は2007年が“仮想化元年”と呼ばれるほど注目を集めている。サーバの高性能化に加え、

増え続けるサーバの集約ニーズの高まりで一気に導入が進んでいくものと考えられる。

　本論文では、サーバの仮想化で代表的なOSであるVMware社のVMware Infrastructure 3（VI3）を利用した

IT基盤構築事例として、「基幹系システム」と「開発・保守・検証環境」の2件を紹介する。それらの事例により確

認できた仮想化の効果と、構築・運用することによりえられた課題と対策について述べる。

(1) サーバハードウェアの選定

　 メモリネックになりやすいため、メモリ搭載量に注意する。また、ネットワーク構成を柔軟にするため、NICポート数

　 がポイントになる。

(2) ソフトウェアライセンス

　 ライセンス方式により、必要なライセンス数が増えることがある。

(3) ネットワーク設計

　 サーバ設計だけではなく、ネットワークを含めた総合的な設計能力が求められる。

(4) ストレージ設計

　 拡張性を考慮してVMFS領域を確保する。また、バックアップ方式にも配慮が必要である。

(5) 仮想サーバ割り当て

　 性能面だけでなく、運用条件を含めて仮想サーバを割り当てることが望ましい。
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1.1  VI3の構成
　VMware社のVMware Infrastructure（以下、VI３）はサーバ

の仮想化と仮想サーバの運用管理を統合するソフトウェア群で

ある。図1にVI３の典型的な構成例を示す。VI３は複数の仮想ホ

ストサーバ ：VMware ESX Server（以下、ESX Server） と 

１台の管理サーバ ：VMware Virtual Center（以下、Virtual 

Center）で構成する。 ESX Server上で仮想サーバが稼働し、

それをVirtual Centerで管理することができる。ESX Server

は ２CPU以上、各ESX Server間で共有可能なストレージ資源

を必要とする。また管理セグメント 、動的仮想サーバ移動

（VMotion）用セグメント として専用のネットワークを推奨して

いる。

2.1 仮想化導入の経緯
　N社（以下、お客さま）では、今まで利用してきた関連会社

との共同システムから独立し、基幹系システムを、新たに

センターを設けてインフラからアプリケーションまですべて

新規に構築・運用することとなり、当社データセンターでの

システム移行・構築を開始した。当初は、ブレードサーバに

システム移行・構築を実施してきたが、様々な業務を IT化し

たことで、サーバやストレージの台数が急激に増加し、以下

のような問題点が持ち上がってきた。

(１) データセンター内のサーバ設置スペースの不足

(２) サーバ管理費用などのコストの急増

　 （消費電力、冷却装置、ネットワーク・ストレージ インフ 

　　 ラストラクチャなど）

(３) 新規サーバ導入時にかかる機器調達の時間・コストが増大

　そこで、これらの問題点を解決するソリューションとして

VI３導入を検討した。

2.2 導入に対する懸念点とそれを解決する標準機能
　VI３を導入する上で、お客さまが最も懸念されたのは、「シ

ステムの信頼性・可用性が仮想環境で確保できるのか」とい

う点である。1台の物理サーバ上で複数台の仮想サーバを稼働

させるため、物理サーバが障害により稼働できなくなった場合、

複数台の仮想サーバの停止に直結する可能性が高く、業務へ

の影響が非常に大きい。VI３導入にあたり、「たとえ何らか

の障害が発生した場合にも、業務への影響を最低限に抑える」

ことが大前提であった。

　これらの課題を解決するため、VI３では、HAや、VMotion

といった機能が標準で実装されている。VI３提案時には、

サーバの信頼性に対して不安を感じられていたお客さまであ

るが、このような点を高く評価され、今後に向けたサーバ統

合のインフラとしてVI３の導入を決断された。

2.3 構成
2.3.1 構成環境
　今回は、日本アイ・ビー・エム社製ブレードサーバ上に６台

のESX Serverを導入した。導入時点で２０台の仮想サーバ 

(Windows/Linux) が稼働し、Virtual Centerを使用して集

中管理を行うシステムである。また、万全の信頼性を確保す

るために、ネットワーク、スイッチは冗長構成を採用した。

2.3.2 構築上のポイント
　サーバ仮想化・統合は、比較的業務に影響の少ないDNS 

(Domain Name Server) やDHCP(Dynamic Host 

Configuration Protocol) などのネットワークサービスを

提供するシステムから着手した。導入当初は、仮想化に対する

不安があったため、まとめて移行するのではなく、仮想サーバ

の動作を確認しつつ、徐々に移行していく方針をとった。

　このサーバ統合で威力を発揮したのが、Converterである。

新規にサーバを構築し直すことも可能だが、これでは構築に時

間がかかる。Converterを使用するとサーバ1台あたり１時間

程度で物理サーバから仮想サーバへの移行を完了することがで

きた。

2.4 導入効果
　VI３を導入したメリットとして、大きく以下の５つが挙げ

られる。

(１) 設備コストの削減を実現

　　　２００８年1月時点で、４０台のサーバを６台のESX Server

　　上に統合した。ハードウェアの台数を削減できたことで、

　　物理的な設置スペースのコストや消費電力、電気代などを

　　削減できた。

(２) 運用管理の効率化に貢献

　　　VI３環境では、新規サーバ構築毎に、ハードウェアを調

　　達する必要がない。そのため、機器調達にかかる時間やコ

　　ストを削減できた。また、新しいサーバが必要になった場

　　合、VI３環境は半日程度でサーバ（仮想サーバ）を用意で

　　きるため、急なサーバ提供にも対応が可能となった。

(３) 柔軟で動的なリソース割り当てによる、サーバリソースの

　　有効活用を実現

　　　VI３環境では、サーバの利用効率・目的に応じて、メモ

　　リ使用量の増加・削減、ハードディスクの増設等、構成変

　　更が簡単にできる。必要な分のリソースを必要な時に仮想

　　サーバに割り当て可能なため、余剰のリソースが無駄に蓄

　　積されることがなくなった。

(４) Virtual CenterとVMotionを使用したシステムの集中管

　　理の実現

　　　Virtual Centerを利用することで、仮想サーバの構築

　　も含め、ほとんどの作業をリモートで行える。ハードウェアの

　　稼働状態を監視する「パフォーマンスチャート」機能を使

　　用すると、CPUやメモリなどの利用状況を一目で把握する

　　ことができる。また、VMotionを利用することで、通常

　　の業務中であってもメンテナンスが可能であるなど、運用

　　管理性が向上した。

(5) レガシーOS の安定性とレスポンスの向上

　　　業務システムの中には、Windows NT ４.０ Server（以

　　下、NT４.０）やWindows ２０００ Serverなど、旧バー

　　ジョンのOSで構築されたものも少なくない。しかもNT４.０

　　の場合、新しいサーバに載せ替えたくとも、もうドライバ

　　が提供されていないといったケースもあり得る。しかし

　　VI３を利用すれば、こうした業務システムも新しいサーバ

　　へ移行可能である。しかも最新のハードウェアの上に移行

　　できるため、物理環境の時よりも、安定性が格段に向上し、

　　レスポンスも大きく向上したと、お客さまから大きく評価

　　を得ている。

2.5 パフォーマンス実測結果
　VI３を導入した実際の運用環境で、ESX Serverの物理

リソースが、どの程度利用されているのか、ここでその結果を示す。

　１台のESX Serverでは、Intel Xeonプロセッサ８CPU×

１.８６６GHzと１６GBのメモリを積んでいる。そしてESX Server

上には、仮想サーバ９台（Windows）が稼働している。また、すべ

ての仮想サーバに１CPUを割り当てており、メモリに関しては、ドメ

インコントローラやDNS、認証サーバなどの８台の仮想サーバにそ

れぞれ1GBを割り当て、DHCPサーバに２GBを割り当てている。

　この時のCPU利用率、及び、メモリ使用率を図２に示す。

　この結果から、CPUリソースに関しては、１０%も使用して

おらず、リソースにまだまだ余裕があることがわかる。メモリ

リソースに関しても、３９%～４５％内で収まっており、リソースに

余裕があることがわかる。１２時すぎから、若干メモリの使用

率があがるのは、このお客さまはグローバルに展開している

企業であるため、日本時間の１２時以降に、海外での利用者数

が増えるためである。

2.6 考察
　既に、VI３を導入して1年経過しているが、システムの稼働

状況にまったく問題は起きていない。導入当初、お客さまが

抱いていた不安を払拭することができ、『VMware　ESX 

Server』の信頼性・安定性については大いに満足頂いている。

そのため当初は業務に影響の少ないシステムから統合を始め

たが、現在では、Active DirectoryやNT４.０で稼働している

基幹系システム、または、基幹系システムのバックアップ機

などの移行も開始している。

　また、性能評価の結果からもわかるように、CPU及びメモ

リリソースにはまだまだ余裕があり、まだまだ仮想サーバを

増やすことが可能である。今後も、VI３ のサーバ統合を加速

し ITリソースの有効活用をさらにすすめていく。

　有効活用するために仮想サーバを増やすときに注意しなけ

ればならないことがある。それは、「ESX Serverのメモリ不

足が、仮想サーバのパフォーマンス低下につながる」という

ことである。ESX Serveも通常のサーバと同様に、仮想サーバ

がメモリ不足状態になると、自動的にディスクにスワップ

させる。VI３では、実際の物理メモリ容量よりも多くの仮想

メモリを仮想サーバに割り当てることが可能なように設計さ

れてはいるが、メモリ消費量の激しいWindowsのDBサーバ

などを仮想環境に移行した場合には、スワップが原因でパフォー

マンス低下が生じる可能性もある。メモリの使用率は、ESX 

Serverが何台の仮想サーバをホストできるかを決める1つの

ポイントとなってくるため、注意する必要がある。

3.1 仮想化導入の経緯
　ITプラットフォームサービス事業部(以下、ITPS)では、こ

れまで仮想化基盤における様々な検証を行なってきた。また、

検証を行なうと共に事業部内に散在していたサーバの集約・

統合も進めてきた。これは、今後お客さまに仮想化基盤をご

提供する上で、実際に仮想化技術を活用し、その技術ノウハウ、

運用ノウハウを蓄積することが何よりの検証作業であると考

えたからである。

3.2. 仮想化基盤の構築と導入
3.2.1 導入に至った経緯
　ITPSでは事業の遂行に必要なサーバ機器を多く抱えていた。

その利用目的とおよその台数は以下のとおりである。

　　● 開発環境用サーバ…５～１０台(システムインテグレーション

　　案件ごとのステージング環境)

　　● 保守環境用サーバ…６台(リリース済みシステムの保守環境)

　　● 検証環境用サーバ…数台(他社製パッケージソフトウェア、

　　オープンソースソフトウェア等の検証 )

　　● 事業部内情報共有サーバ…５台(ポータルサイト、インス

　　タントメッセンジャー等)

　サーバの台数は事業の拡大と共に、増える一方であったため、

導入コスト、運用・維持コストの増大が大きな問題となって

いた。

3.2.2  VI3 の採用
　仮想化ソリューションは、商用製品、オープンソースなど様々

であるが、今回は早期から検証を行なっていたことに加え、管

理面での優位性からVI３ を採用することになった。

　開発プロジェクトで使用していた既存の日本ヒューレット・

パッカード社製のラックマウントサーバ５台を再利用し、内４台に

VMware ESX Server ３を導入した。残る1台には、Linuxを

導入し、オープンソースの iSCSIソフトウェアターゲットを用

いた共有ストレージを構築した。

　仮想化基盤システムの構成は図３のとおりである。実際に

４台のESX Server上で仮想サーバが稼動することとなる。

　またストレージに関しては、ローカルストレージ、共有スト

レージを使い分ける設計となっている。特にディスク I/O

パフォーマンスが要求されるDBなど、主に開発用途のサーバ

はローカルストレージにその仮想サーバのイメージを配置し、

ディスク I/Oの負荷が軽いであろうサーバや、不定期利用とな

る保守環境用サーバは共有ディスク上に配置する運用とした。

本構成の特徴は以下のとおりである。

(１) Virtual Center を仮想化基盤上に構築

　　　物理サーバの削減を目的とする。Virtual Center専用

　　に物理サーバを確保すれば、より運用面の安定度が増すが、

　　開発環境が主であることに加え、リソース利用効率の最適

　　化のため、仮想環境内に構築した。

(２) オープンソースで構築した安価な iSCSI共有ストレージの

　　活用

　　　ローカルストレージと比べ、I/Oパフォーマンスは低く

　　なるが、VMotion、DRS等の付加価値の高い機能を利用

　　することが可能になる。Linuxディストリビューションに

　　はSUSE LINUX Enterprise Server １０ sp1を採用して

　　いる。

(３) Active Directoryサーバとの連携

　　　管理負荷軽減、柔軟な運用を目的としてVirtualCenter

　　を当社従業者のIDを管理しているActive Directoryサーバ

　　と連携させている。従業者は社内ポータルサイトやメール

　　サービスと同様の ID、パスワードを用いて仮想環境利用

　　の認証が行なえる。

3.3. 導入効果
3.3.1 サーバの統合・集約
　２００８年1月現在、仮想化基盤は、１０を超える案件で、その

開発や保守の環境として利用されている。また仮想サーバの数

も５０を超え、常時３０台ほどの仮想サーバが４台の物理サーバ

上で稼動している。仮想化基盤導入の浸透と共に、事業部内の

PCサーバも徐々にその数を減らしていった。ハードウェアの

老朽化が目立つサーバを優先的に仮想環境に移行し、さらに

リース契約の切れるサーバについても、更新手続きを行なわず、

随時仮想化基盤へと移行していった。（今後もリース契約切れ

となるサーバの統合を進める予定である。）

3.3.2 更なる導入効果
　ここまで述べた導入効果で、3.2.1項で述べた導入・運用・

維持コスト増大の問題を解決し、当初の導入目的を達成してい

た。しかし、仮想化基盤導入の効果はこれだけには留まらず、

様々な副次的効果をもたらし、業務の効率化に大きく貢献した。

(１) 迅速なプロビジョニング

　　　プロビジョニングとは、供給、準備、設備、対策、引き

　　当てなどを意味する言葉である。今回の仮想化基盤導入に

　　よる最大の効果は、サーバリソースにおける迅速なプロビ

　　ジョニングであった。これまで、開発等によりサーバが必

　　要になった場合、そのリソースの確保のため、少なくとも

　　２週間程度の時間を要していた。しかし、仮想化基盤を導

　　入したことにより、数分でそのリソースを提供することが

　　可能になった。

　　　さらに、事前にOS、ミドルウェアをインストールした

　　仮想サーバのイメージを作成しておけば、そのイメージの

　　コピーのみでことが済む。特にLAMP(2)環境など基盤

　　スタックが定まっている場合に効果的であった。また、予

　　算や時間的な制限により諦めていた小さな検証作業なども、

　　積極的に行なえるようになった。

(２) 拡張性の確保

　　　実際にサーバを使い始めると、メモリの増強や、ハード

　　ディスクの追加などの多様な拡張要求がユーザから発生す

　　る。なかにはSMP(3)環境でないと検証できないので

　　CPUの数を増やして欲しいといった要望もあった。これ

　　らの要求に対しても、仮想化基盤の優位性が発揮され、必

　　要なリソースを必要な時に与えることができる。そのため、

　　初期導入時の過剰な投資や、追加投資のリスクが軽減される。

(３) OSレベルでの世代管理

　　　ある開発プロジェクトでは、VMwareのスナップショット

　　機能が役に立った。スナップショット機能を用いると、

　　仮想サーバで使われているOS・アプリケーションの状態、

　　設定情報およびディスクの内容を時系列で保持することが

　　できる。この機能を活用することにより、後戻りの効かな

　　いパッチの適用や、戻すために大きな手間を要する設定変

　　更を気軽に試すことが可能となる。

　　　OSレベルでのシステムバックアップを簡単に世代管理

　　できるのである。この機能も開発効率の向上に大きな効果

　　があった。

3.4. 考察
　ここまで述べたように、開発・保守・検証環境に仮想化基盤

を用いることは大いに有効である。仮想化基盤の導入は、コス

ト削減と、開発スピード、開発効率の向上など多くのメリット

をもたらし、競争力の強化に繋げてくれるソリューションである。

　ただし、仮想化基盤の導入は良い面ばかりではない。基盤を

集約したことにより、基盤管理者が担う責任は益々大きなもの

となる。1台の物理サーバの停止が複数のサービスの停止につ

ながるからである。管理や運用を間違えば、複数の開発プロジェ

クトの進捗を止めてしまうことになりかねない。複数プロジェ

クトが円滑にリソースを共有できるようにキャパシティープラ

ンニングを行なうことが大切であり、管理する仮想サーバが増

えるにつれプランニングは複雑なものとなっていく。

4. 構築上の注意点
　サーバの仮想化技術は実用レベルに達しているが、利用環

境として、ソフトウェアライセンスやソフトウェアサポート

の考え方、運用管理などの面ではまだまだ発展途上である。

仮想環境を活用するためには、幅広いIT基盤の仮想化技術の

習得とともに製品動向への注視を欠かせない。

　また、サーバ統合による直接的なコストダウンに過大な期

待を持たず、可用性の向上や、運用管理の柔軟性など、仮想

化の優位性を理解したうえで、仮想基盤構築サービスを提供

していく所存である。

4.1 ハードウェア選定の注意点
　サーバハードウェアを選定するにあたっての注意点は以下

のとおりである。

(１) VMware社のサポートを受けるためVMware社で検証済

　　みのサーバを選ぶこと

(２) 仮想サーバが増えた場合CPUよりもメモリネックになる 

　　ことが多いことから、メモリ搭載量が大きいこと

(３) 柔軟にネットワークを構成するため NIC(Network

　　Interface Card) のポート数が多いこと

4.2ソフトウェアライセンスの注意点
　ソフトウェアライセンスは仮想サーバ環境に配慮にしたも

のは少ないため、予想外に必要なライセンスが増えてしまう

ことがある。

(１) 物理サーバのCPUコア数によって必要なライセンス数が

　　決まる場合、仮想サーバに１個のCPUしか割り当ててい

　　なくてもESX Serverのコア数必要となる場合がある。例

　　えば1CPUの物理サーバを仮想化し、複数のCPUを積ん

　　だESX Serverに統合する場合、CPUライセンスが不足

　　し、コストメリットが相殺されてしまうことになる。

(２) Windows ServerのOSはハードウェア廃棄時を除き物理

　　サーバ間でのライセンス移動は９０日間に１回しか認めら

　　れていない。VMotion機能やDRS機能を使う場合、移動

　　先のESX ServerにもOSライセンスが必要となる。

(３) 仮想サーバに有利なライセンス体系もある。

　　物理サーバにライセンスがあれば、仮想サーバ数には制

　　限がないものがある。ただし、仮想サーバが１台だけの場合も、

　　HA機能やVMotion機能を使う場合は移動先の物理サーバ

　　にライセンスが必要なため、最低２つのライセンスが必

　　要となる。

　ソフトウェアのライセンスの考え方は、提供各社により大

きく異なっているので、注意を要する。特に物理サーバで稼

働中のシステムをConverterをはじめとするP２Vソフトウェア

で移行する場合は、ライセンスを変更する必要性を忘れがち

なので要注意である。

4.3ネットワーク設計の注意点
　性能面からはコンソール・VMotion・各仮想サーバに１枚

のNICが割り当てられることが望ましいが、実際には複数の

サーバでNICを共有することが多い。冗長性などにも配慮し仮

想スイッチのVLAN設計を行う必要がある。従来、サーバ技術

者はネットワーク設計にタッチしていない場合も多く見られた。

しかし、仮想サーバ設計にはサーバ設計だけではなく、ネット

ワークを含めた総合的な設計能力が求められる。

4.4ストレージ設計の注意点
　ストレージはハードウェア・ベンダーによって実装方法など

が異なり、ネットワークとは違ってハードウェア・ベンダーの

技術者に実装を頼ることが多い。論理ディスクの定義のたびに

ハードウェア・ベンダーの技術者を呼ぶ必要があっては、仮想

サーバの長所であるコスト削減や、実装の短時間化が損なわれ

る。このため、あらかじめ拡張性を考慮してVMFS領域を確

保しておくとよい。VMFS領域は仮想化されたストレージそ

のものであり、必要なときサーバ技術者が必要な領域を確保で

きることは運用性の向上に欠かせない。

　ストレージのバックアップは物理サーバ上とまったく同じ手

法で取ることも可能であるが、VMware専用のバックアップ

ツールを使うと非常に簡便にシステムのバックアップをオンラ

インで取ることが可能である。ただし、ストレージのスナップ

ショットなどの機能を使ってコピーする場合は、論理ユニット

単位でのバックアップとなるため、ディスクの定義をrawモード

にし、仮想OSのフォーマット（例えばNTFSフォーマット）

で論理ユニットを定義しておく必要がある。

　DBサーバなどの場合、性能面だけでなく、バックアップ方

式にも特に配慮が必要である。

4.5仮想サーバ割り当ての注意点
　１台のESX Serverにどの仮想サーバを組み合わせるか、性

能面だけで決めてしまいがちであるが、運用性の異なるサーバ

を組み合わせた場合、ESX Serverのメンテナンス時間を確保

することが難しくなる。このため、運用条件が同じサーバを組

み合わせることが望ましい。

　複数のサーバが連携して１つのサービスを提供しているよう

な場合には、それらのサーバを複数台のESX Serverに分散し

て配置しても、１台のESX Serverの停止がシステム全体に及

ぶことになり、サーバを分散して配置する意味がない。このよ

うな観点で仮想サーバを割り当てていく必要がある。

1.2  VI3の代表的な機能
　VI３では、VMware HA（High Availability）（以下、HA）

や、VMware VMotion（以下、VMotion）、VMware DRS

（Distributed Resource Scheduler）（以下、DRS）、

VMware Converter（以下、Converter）といった特徴的な

機能が実装されている。ここでは、簡単にこれらの機能につい

て紹介する。

(１) VMware HA（High Availability）

　　　HAは、各ESX Serverの稼働状態を監視し、ネットワーク

　　障害やハードウェア障害など、仮想サーバ稼働にかかわる

　　障害を検知すると、障害のあるESX Server上で動作して

　　いた仮想サーバを停止させ、別のESX Server上で再起動

　　する機能である。これにより、サーバの障害が起きた時点

　　からのサービス（仮想サーバ）の停止時間が最小化され、

　　かつ、この機能をすべての仮想サーバに提供することが可

　　能となる。

(２) VMware VMotion

　　　VMotionは、あるESX Server上で動作している仮想

　　サーバを、停止することなく別のESX Serverに移動させ

　　るホット・マイグレーション機能である。VMotionを利

　　用すれば、仮想サーバを停止することなくハードウェアの

　　メンテナンスが可能になる。

(３) VMware DRS（Distributed Resource Scheduler）

　　　DRSは、Virtual Center配下の複数のハードウェアリ

　　ソースから論理的なリソースプール（グループ）を作成し、

　　そのリソースプール全体の負荷を最適化し、システムの安

　　定稼動を図る機能である。ストレージから仮想サーバを展

　　開する際に自動的に空いているESX Server上に展開した

　　り、負荷が集中しているESX Server上の仮想サーバを自

　　動的に別のESX Server上にVMotionで移動させたり

　　する。

(４) VMware Converter

　　　Converterは、VMware社が提供しているWindows用

　　のP２V(1)ソフトウェアである。VI３を購入すると無償で

　　利用することができ、物理サーバを本番稼働可能な仮想

　　サーバに変換するために必要となるすべての変換処理を

　　実行する。
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図１  典型的なVI3の構成例
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図２  パフォーマンス実測例
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ローカルディスクの利用
ローカルディスクは、iSCSI共有ストレー

ジに比べI/Oパフォーマンスが良いため、

開発案件など、まとまったリソースを長時

間必要とする場合に利用する。

共有ストレージと違いVMotionができな

いためサーバ間で動的な運用ができない。

共有ストレージの利用
各ESXサーバのローカルディスクに比

べI/Oパフォーマンスは低いが、サーバ

間で共有して利用できる。

このディスクに配置されている仮想OSは、

VMotionが可能であり、起動時も負荷

の少ないESXサーバを選んで起動する。

常時起動していない保守用のサーバや

短期検証等に用いている。

ローカルディスクの利用
共有ストレージの利用

（SLES 10sp1）

図３  VI3構成図

（1）P2V (Physical to Virtual)：「物理環境から仮想環境へ」サーバを移行すること。また、その移行のソリューションを総称してP2Vという

（2）LAMP：Webアプリケーションのプラットフォームスタックとして、Linux, Apahce, MySQL, PHP (Perl, Python) の頭文字をとったもの
（3）SMP (Symmetric Multiple Processor)：複数のCPUが同等な立場で処理を分担するマルチプロセッサ手法
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1.  VI3とは

2. 基幹系システムの仮想化事例

3. 開発・保守・検証環境の仮想化事例

 

特集 IT基盤の最適化

5. おわりに

概要
　サーバの仮想化技術は2007年が“仮想化元年”と呼ばれるほど注目を集めている。サーバの高性能化に加え、

増え続けるサーバの集約ニーズの高まりで一気に導入が進んでいくものと考えられる。

　本論文では、サーバの仮想化で代表的なOSであるVMware社のVMware Infrastructure 3（VI3）を利用した

IT基盤構築事例として、「基幹系システム」と「開発・保守・検証環境」の2件を紹介する。それらの事例により確

認できた仮想化の効果と、構築・運用することによりえられた課題と対策について述べる。

(1) サーバハードウェアの選定

　 メモリネックになりやすいため、メモリ搭載量に注意する。また、ネットワーク構成を柔軟にするため、NICポート数

　 がポイントになる。

(2) ソフトウェアライセンス

　 ライセンス方式により、必要なライセンス数が増えることがある。

(3) ネットワーク設計

　 サーバ設計だけではなく、ネットワークを含めた総合的な設計能力が求められる。

(4) ストレージ設計

　 拡張性を考慮してVMFS領域を確保する。また、バックアップ方式にも配慮が必要である。

(5) 仮想サーバ割り当て

　 性能面だけでなく、運用条件を含めて仮想サーバを割り当てることが望ましい。

特
集

特
集

特
集
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1.1  VI3の構成
　VMware社のVMware Infrastructure（以下、VI３）はサーバ

の仮想化と仮想サーバの運用管理を統合するソフトウェア群で

ある。図1にVI３の典型的な構成例を示す。VI３は複数の仮想ホ

ストサーバ ：VMware ESX Server（以下、ESX Server） と 

１台の管理サーバ ：VMware Virtual Center（以下、Virtual 

Center）で構成する。 ESX Server上で仮想サーバが稼働し、

それをVirtual Centerで管理することができる。ESX Server

は ２CPU以上、各ESX Server間で共有可能なストレージ資源

を必要とする。また管理セグメント 、動的仮想サーバ移動

（VMotion）用セグメント として専用のネットワークを推奨して

いる。

2.1 仮想化導入の経緯
　N社（以下、お客さま）では、今まで利用してきた関連会社

との共同システムから独立し、基幹系システムを、新たに

センターを設けてインフラからアプリケーションまですべて

新規に構築・運用することとなり、当社データセンターでの

システム移行・構築を開始した。当初は、ブレードサーバに

システム移行・構築を実施してきたが、様々な業務を IT化し

たことで、サーバやストレージの台数が急激に増加し、以下

のような問題点が持ち上がってきた。

(１) データセンター内のサーバ設置スペースの不足

(２) サーバ管理費用などのコストの急増

　 （消費電力、冷却装置、ネットワーク・ストレージ インフ 

　　 ラストラクチャなど）

(３) 新規サーバ導入時にかかる機器調達の時間・コストが増大

　そこで、これらの問題点を解決するソリューションとして

VI３導入を検討した。

2.2 導入に対する懸念点とそれを解決する標準機能
　VI３を導入する上で、お客さまが最も懸念されたのは、「シ

ステムの信頼性・可用性が仮想環境で確保できるのか」とい

う点である。1台の物理サーバ上で複数台の仮想サーバを稼働

させるため、物理サーバが障害により稼働できなくなった場合、

複数台の仮想サーバの停止に直結する可能性が高く、業務へ

の影響が非常に大きい。VI３導入にあたり、「たとえ何らか

の障害が発生した場合にも、業務への影響を最低限に抑える」

ことが大前提であった。

　これらの課題を解決するため、VI３では、HAや、VMotion

といった機能が標準で実装されている。VI３提案時には、

サーバの信頼性に対して不安を感じられていたお客さまであ

るが、このような点を高く評価され、今後に向けたサーバ統

合のインフラとしてVI３の導入を決断された。

2.3 構成
2.3.1 構成環境
　今回は、日本アイ・ビー・エム社製ブレードサーバ上に６台

のESX Serverを導入した。導入時点で２０台の仮想サーバ 

(Windows/Linux) が稼働し、Virtual Centerを使用して集

中管理を行うシステムである。また、万全の信頼性を確保す

るために、ネットワーク、スイッチは冗長構成を採用した。

2.3.2 構築上のポイント
　サーバ仮想化・統合は、比較的業務に影響の少ないDNS 

(Domain Name Server) やDHCP(Dynamic Host 

Configuration Protocol) などのネットワークサービスを

提供するシステムから着手した。導入当初は、仮想化に対する

不安があったため、まとめて移行するのではなく、仮想サーバ

の動作を確認しつつ、徐々に移行していく方針をとった。

　このサーバ統合で威力を発揮したのが、Converterである。

新規にサーバを構築し直すことも可能だが、これでは構築に時

間がかかる。Converterを使用するとサーバ1台あたり１時間

程度で物理サーバから仮想サーバへの移行を完了することがで

きた。

2.4 導入効果
　VI３を導入したメリットとして、大きく以下の５つが挙げ

られる。

(１) 設備コストの削減を実現

　　　２００８年1月時点で、４０台のサーバを６台のESX Server

　　上に統合した。ハードウェアの台数を削減できたことで、

　　物理的な設置スペースのコストや消費電力、電気代などを

　　削減できた。

(２) 運用管理の効率化に貢献

　　　VI３環境では、新規サーバ構築毎に、ハードウェアを調

　　達する必要がない。そのため、機器調達にかかる時間やコ

　　ストを削減できた。また、新しいサーバが必要になった場

　　合、VI３環境は半日程度でサーバ（仮想サーバ）を用意で

　　きるため、急なサーバ提供にも対応が可能となった。

(３) 柔軟で動的なリソース割り当てによる、サーバリソースの

　　有効活用を実現

　　　VI３環境では、サーバの利用効率・目的に応じて、メモ

　　リ使用量の増加・削減、ハードディスクの増設等、構成変

　　更が簡単にできる。必要な分のリソースを必要な時に仮想

　　サーバに割り当て可能なため、余剰のリソースが無駄に蓄

　　積されることがなくなった。

(４) Virtual CenterとVMotionを使用したシステムの集中管

　　理の実現

　　　Virtual Centerを利用することで、仮想サーバの構築

　　も含め、ほとんどの作業をリモートで行える。ハードウェアの

　　稼働状態を監視する「パフォーマンスチャート」機能を使

　　用すると、CPUやメモリなどの利用状況を一目で把握する

　　ことができる。また、VMotionを利用することで、通常

　　の業務中であってもメンテナンスが可能であるなど、運用

　　管理性が向上した。

(5) レガシーOS の安定性とレスポンスの向上

　　　業務システムの中には、Windows NT ４.０ Server（以

　　下、NT４.０）やWindows ２０００ Serverなど、旧バー

　　ジョンのOSで構築されたものも少なくない。しかもNT４.０

　　の場合、新しいサーバに載せ替えたくとも、もうドライバ

　　が提供されていないといったケースもあり得る。しかし

　　VI３を利用すれば、こうした業務システムも新しいサーバ

　　へ移行可能である。しかも最新のハードウェアの上に移行

　　できるため、物理環境の時よりも、安定性が格段に向上し、

　　レスポンスも大きく向上したと、お客さまから大きく評価

　　を得ている。

2.5 パフォーマンス実測結果
　VI３を導入した実際の運用環境で、ESX Serverの物理

リソースが、どの程度利用されているのか、ここでその結果を示す。

　１台のESX Serverでは、Intel Xeonプロセッサ８CPU×

１.８６６GHzと１６GBのメモリを積んでいる。そしてESX Server

上には、仮想サーバ９台（Windows）が稼働している。また、すべ

ての仮想サーバに１CPUを割り当てており、メモリに関しては、ドメ

インコントローラやDNS、認証サーバなどの８台の仮想サーバにそ

れぞれ1GBを割り当て、DHCPサーバに２GBを割り当てている。

　この時のCPU利用率、及び、メモリ使用率を図２に示す。

　この結果から、CPUリソースに関しては、１０%も使用して

おらず、リソースにまだまだ余裕があることがわかる。メモリ

リソースに関しても、３９%～４５％内で収まっており、リソースに

余裕があることがわかる。１２時すぎから、若干メモリの使用

率があがるのは、このお客さまはグローバルに展開している

企業であるため、日本時間の１２時以降に、海外での利用者数

が増えるためである。

2.6 考察
　既に、VI３を導入して1年経過しているが、システムの稼働

状況にまったく問題は起きていない。導入当初、お客さまが

抱いていた不安を払拭することができ、『VMware　ESX 

Server』の信頼性・安定性については大いに満足頂いている。

そのため当初は業務に影響の少ないシステムから統合を始め

たが、現在では、Active DirectoryやNT４.０で稼働している

基幹系システム、または、基幹系システムのバックアップ機

などの移行も開始している。

　また、性能評価の結果からもわかるように、CPU及びメモ

リリソースにはまだまだ余裕があり、まだまだ仮想サーバを

増やすことが可能である。今後も、VI３ のサーバ統合を加速

し ITリソースの有効活用をさらにすすめていく。

　有効活用するために仮想サーバを増やすときに注意しなけ

ればならないことがある。それは、「ESX Serverのメモリ不

足が、仮想サーバのパフォーマンス低下につながる」という

ことである。ESX Serveも通常のサーバと同様に、仮想サーバ

がメモリ不足状態になると、自動的にディスクにスワップ

させる。VI３では、実際の物理メモリ容量よりも多くの仮想

メモリを仮想サーバに割り当てることが可能なように設計さ

れてはいるが、メモリ消費量の激しいWindowsのDBサーバ

などを仮想環境に移行した場合には、スワップが原因でパフォー

マンス低下が生じる可能性もある。メモリの使用率は、ESX 

Serverが何台の仮想サーバをホストできるかを決める1つの

ポイントとなってくるため、注意する必要がある。

3.1 仮想化導入の経緯
　ITプラットフォームサービス事業部(以下、ITPS)では、こ

れまで仮想化基盤における様々な検証を行なってきた。また、

検証を行なうと共に事業部内に散在していたサーバの集約・

統合も進めてきた。これは、今後お客さまに仮想化基盤をご

提供する上で、実際に仮想化技術を活用し、その技術ノウハウ、

運用ノウハウを蓄積することが何よりの検証作業であると考

えたからである。

3.2. 仮想化基盤の構築と導入
3.2.1 導入に至った経緯
　ITPSでは事業の遂行に必要なサーバ機器を多く抱えていた。

その利用目的とおよその台数は以下のとおりである。

　　● 開発環境用サーバ…５～１０台(システムインテグレーション

　　案件ごとのステージング環境)

　　● 保守環境用サーバ…６台(リリース済みシステムの保守環境)

　　● 検証環境用サーバ…数台(他社製パッケージソフトウェア、

　　オープンソースソフトウェア等の検証 )

　　● 事業部内情報共有サーバ…５台(ポータルサイト、インス

　　タントメッセンジャー等)

　サーバの台数は事業の拡大と共に、増える一方であったため、

導入コスト、運用・維持コストの増大が大きな問題となって

いた。

3.2.2  VI3 の採用
　仮想化ソリューションは、商用製品、オープンソースなど様々

であるが、今回は早期から検証を行なっていたことに加え、管

理面での優位性からVI３ を採用することになった。

　開発プロジェクトで使用していた既存の日本ヒューレット・

パッカード社製のラックマウントサーバ５台を再利用し、内４台に

VMware ESX Server ３を導入した。残る1台には、Linuxを

導入し、オープンソースの iSCSIソフトウェアターゲットを用

いた共有ストレージを構築した。

　仮想化基盤システムの構成は図３のとおりである。実際に

４台のESX Server上で仮想サーバが稼動することとなる。

　またストレージに関しては、ローカルストレージ、共有スト

レージを使い分ける設計となっている。特にディスク I/O

パフォーマンスが要求されるDBなど、主に開発用途のサーバ

はローカルストレージにその仮想サーバのイメージを配置し、

ディスク I/Oの負荷が軽いであろうサーバや、不定期利用とな

る保守環境用サーバは共有ディスク上に配置する運用とした。

本構成の特徴は以下のとおりである。

(１) Virtual Center を仮想化基盤上に構築

　　　物理サーバの削減を目的とする。Virtual Center専用

　　に物理サーバを確保すれば、より運用面の安定度が増すが、

　　開発環境が主であることに加え、リソース利用効率の最適

　　化のため、仮想環境内に構築した。

(２) オープンソースで構築した安価な iSCSI共有ストレージの

　　活用

　　　ローカルストレージと比べ、I/Oパフォーマンスは低く

　　なるが、VMotion、DRS等の付加価値の高い機能を利用

　　することが可能になる。Linuxディストリビューションに

　　はSUSE LINUX Enterprise Server １０ sp1を採用して

　　いる。

(３) Active Directoryサーバとの連携

　　　管理負荷軽減、柔軟な運用を目的としてVirtualCenter

　　を当社従業者のIDを管理しているActive Directoryサーバ

　　と連携させている。従業者は社内ポータルサイトやメール

　　サービスと同様の ID、パスワードを用いて仮想環境利用

　　の認証が行なえる。

3.3. 導入効果
3.3.1 サーバの統合・集約
　２００８年1月現在、仮想化基盤は、１０を超える案件で、その

開発や保守の環境として利用されている。また仮想サーバの数

も５０を超え、常時３０台ほどの仮想サーバが４台の物理サーバ

上で稼動している。仮想化基盤導入の浸透と共に、事業部内の

PCサーバも徐々にその数を減らしていった。ハードウェアの

老朽化が目立つサーバを優先的に仮想環境に移行し、さらに

リース契約の切れるサーバについても、更新手続きを行なわず、

随時仮想化基盤へと移行していった。（今後もリース契約切れ

となるサーバの統合を進める予定である。）

3.3.2 更なる導入効果
　ここまで述べた導入効果で、3.2.1項で述べた導入・運用・

維持コスト増大の問題を解決し、当初の導入目的を達成してい

た。しかし、仮想化基盤導入の効果はこれだけには留まらず、

様々な副次的効果をもたらし、業務の効率化に大きく貢献した。

(１) 迅速なプロビジョニング

　　　プロビジョニングとは、供給、準備、設備、対策、引き

　　当てなどを意味する言葉である。今回の仮想化基盤導入に

　　よる最大の効果は、サーバリソースにおける迅速なプロビ

　　ジョニングであった。これまで、開発等によりサーバが必

　　要になった場合、そのリソースの確保のため、少なくとも

　　２週間程度の時間を要していた。しかし、仮想化基盤を導

　　入したことにより、数分でそのリソースを提供することが

　　可能になった。

　　　さらに、事前にOS、ミドルウェアをインストールした

　　仮想サーバのイメージを作成しておけば、そのイメージの

　　コピーのみでことが済む。特にLAMP(2)環境など基盤

　　スタックが定まっている場合に効果的であった。また、予

　　算や時間的な制限により諦めていた小さな検証作業なども、

　　積極的に行なえるようになった。

(２) 拡張性の確保

　　　実際にサーバを使い始めると、メモリの増強や、ハード

　　ディスクの追加などの多様な拡張要求がユーザから発生す

　　る。なかにはSMP(3)環境でないと検証できないので

　　CPUの数を増やして欲しいといった要望もあった。これ

　　らの要求に対しても、仮想化基盤の優位性が発揮され、必

　　要なリソースを必要な時に与えることができる。そのため、

　　初期導入時の過剰な投資や、追加投資のリスクが軽減される。

(３) OSレベルでの世代管理

　　　ある開発プロジェクトでは、VMwareのスナップショット

　　機能が役に立った。スナップショット機能を用いると、

　　仮想サーバで使われているOS・アプリケーションの状態、

　　設定情報およびディスクの内容を時系列で保持することが

　　できる。この機能を活用することにより、後戻りの効かな

　　いパッチの適用や、戻すために大きな手間を要する設定変

　　更を気軽に試すことが可能となる。

　　　OSレベルでのシステムバックアップを簡単に世代管理

　　できるのである。この機能も開発効率の向上に大きな効果

　　があった。

3.4. 考察
　ここまで述べたように、開発・保守・検証環境に仮想化基盤

を用いることは大いに有効である。仮想化基盤の導入は、コス

ト削減と、開発スピード、開発効率の向上など多くのメリット

をもたらし、競争力の強化に繋げてくれるソリューションである。

　ただし、仮想化基盤の導入は良い面ばかりではない。基盤を

集約したことにより、基盤管理者が担う責任は益々大きなもの

となる。1台の物理サーバの停止が複数のサービスの停止につ

ながるからである。管理や運用を間違えば、複数の開発プロジェ

クトの進捗を止めてしまうことになりかねない。複数プロジェ

クトが円滑にリソースを共有できるようにキャパシティープラ

ンニングを行なうことが大切であり、管理する仮想サーバが増

えるにつれプランニングは複雑なものとなっていく。

4. 構築上の注意点
　サーバの仮想化技術は実用レベルに達しているが、利用環

境として、ソフトウェアライセンスやソフトウェアサポート

の考え方、運用管理などの面ではまだまだ発展途上である。

仮想環境を活用するためには、幅広いIT基盤の仮想化技術の

習得とともに製品動向への注視を欠かせない。

　また、サーバ統合による直接的なコストダウンに過大な期

待を持たず、可用性の向上や、運用管理の柔軟性など、仮想

化の優位性を理解したうえで、仮想基盤構築サービスを提供

していく所存である。

4.1 ハードウェア選定の注意点
　サーバハードウェアを選定するにあたっての注意点は以下

のとおりである。

(１) VMware社のサポートを受けるためVMware社で検証済

　　みのサーバを選ぶこと

(２) 仮想サーバが増えた場合CPUよりもメモリネックになる 

　　ことが多いことから、メモリ搭載量が大きいこと

(３) 柔軟にネットワークを構成するため NIC(Network

　　Interface Card) のポート数が多いこと

4.2ソフトウェアライセンスの注意点
　ソフトウェアライセンスは仮想サーバ環境に配慮にしたも

のは少ないため、予想外に必要なライセンスが増えてしまう

ことがある。

(１) 物理サーバのCPUコア数によって必要なライセンス数が

　　決まる場合、仮想サーバに１個のCPUしか割り当ててい

　　なくてもESX Serverのコア数必要となる場合がある。例

　　えば1CPUの物理サーバを仮想化し、複数のCPUを積ん

　　だESX Serverに統合する場合、CPUライセンスが不足

　　し、コストメリットが相殺されてしまうことになる。

(２) Windows ServerのOSはハードウェア廃棄時を除き物理

　　サーバ間でのライセンス移動は９０日間に１回しか認めら

　　れていない。VMotion機能やDRS機能を使う場合、移動

　　先のESX ServerにもOSライセンスが必要となる。

(３) 仮想サーバに有利なライセンス体系もある。

　　物理サーバにライセンスがあれば、仮想サーバ数には制

　　限がないものがある。ただし、仮想サーバが１台だけの場合も、

　　HA機能やVMotion機能を使う場合は移動先の物理サーバ

　　にライセンスが必要なため、最低２つのライセンスが必

　　要となる。

　ソフトウェアのライセンスの考え方は、提供各社により大

きく異なっているので、注意を要する。特に物理サーバで稼

働中のシステムをConverterをはじめとするP２Vソフトウェア

で移行する場合は、ライセンスを変更する必要性を忘れがち

なので要注意である。

4.3ネットワーク設計の注意点
　性能面からはコンソール・VMotion・各仮想サーバに１枚

のNICが割り当てられることが望ましいが、実際には複数の

サーバでNICを共有することが多い。冗長性などにも配慮し仮

想スイッチのVLAN設計を行う必要がある。従来、サーバ技術

者はネットワーク設計にタッチしていない場合も多く見られた。

しかし、仮想サーバ設計にはサーバ設計だけではなく、ネット

ワークを含めた総合的な設計能力が求められる。

4.4ストレージ設計の注意点
　ストレージはハードウェア・ベンダーによって実装方法など

が異なり、ネットワークとは違ってハードウェア・ベンダーの

技術者に実装を頼ることが多い。論理ディスクの定義のたびに

ハードウェア・ベンダーの技術者を呼ぶ必要があっては、仮想

サーバの長所であるコスト削減や、実装の短時間化が損なわれ

る。このため、あらかじめ拡張性を考慮してVMFS領域を確

保しておくとよい。VMFS領域は仮想化されたストレージそ

のものであり、必要なときサーバ技術者が必要な領域を確保で

きることは運用性の向上に欠かせない。

　ストレージのバックアップは物理サーバ上とまったく同じ手

法で取ることも可能であるが、VMware専用のバックアップ

ツールを使うと非常に簡便にシステムのバックアップをオンラ

インで取ることが可能である。ただし、ストレージのスナップ

ショットなどの機能を使ってコピーする場合は、論理ユニット

単位でのバックアップとなるため、ディスクの定義をrawモード

にし、仮想OSのフォーマット（例えばNTFSフォーマット）

で論理ユニットを定義しておく必要がある。

　DBサーバなどの場合、性能面だけでなく、バックアップ方

式にも特に配慮が必要である。

4.5仮想サーバ割り当ての注意点
　１台のESX Serverにどの仮想サーバを組み合わせるか、性

能面だけで決めてしまいがちであるが、運用性の異なるサーバ

を組み合わせた場合、ESX Serverのメンテナンス時間を確保

することが難しくなる。このため、運用条件が同じサーバを組

み合わせることが望ましい。

　複数のサーバが連携して１つのサービスを提供しているよう

な場合には、それらのサーバを複数台のESX Serverに分散し

て配置しても、１台のESX Serverの停止がシステム全体に及

ぶことになり、サーバを分散して配置する意味がない。このよ

うな観点で仮想サーバを割り当てていく必要がある。

1.2  VI3の代表的な機能
　VI３では、VMware HA（High Availability）（以下、HA）

や、VMware VMotion（以下、VMotion）、VMware DRS

（Distributed Resource Scheduler）（以下、DRS）、

VMware Converter（以下、Converter）といった特徴的な

機能が実装されている。ここでは、簡単にこれらの機能につい

て紹介する。

(１) VMware HA（High Availability）

　　　HAは、各ESX Serverの稼働状態を監視し、ネットワーク

　　障害やハードウェア障害など、仮想サーバ稼働にかかわる

　　障害を検知すると、障害のあるESX Server上で動作して

　　いた仮想サーバを停止させ、別のESX Server上で再起動

　　する機能である。これにより、サーバの障害が起きた時点

　　からのサービス（仮想サーバ）の停止時間が最小化され、

　　かつ、この機能をすべての仮想サーバに提供することが可

　　能となる。

(２) VMware VMotion

　　　VMotionは、あるESX Server上で動作している仮想

　　サーバを、停止することなく別のESX Serverに移動させ

　　るホット・マイグレーション機能である。VMotionを利

　　用すれば、仮想サーバを停止することなくハードウェアの

　　メンテナンスが可能になる。

(３) VMware DRS（Distributed Resource Scheduler）

　　　DRSは、Virtual Center配下の複数のハードウェアリ

　　ソースから論理的なリソースプール（グループ）を作成し、

　　そのリソースプール全体の負荷を最適化し、システムの安

　　定稼動を図る機能である。ストレージから仮想サーバを展

　　開する際に自動的に空いているESX Server上に展開した

　　り、負荷が集中しているESX Server上の仮想サーバを自

　　動的に別のESX Server上にVMotionで移動させたり

　　する。

(４) VMware Converter

　　　Converterは、VMware社が提供しているWindows用

　　のP２V(1)ソフトウェアである。VI３を購入すると無償で

　　利用することができ、物理サーバを本番稼働可能な仮想

　　サーバに変換するために必要となるすべての変換処理を

　　実行する。

VMotionセグメント

管理セグメント

ユーザセグメント 基幹ネットワークへ

VMware ESX Server

仮想サーバ 仮想サーバ

VMware ESX Server

仮想サーバ 仮想サーバ

VMware
Virtual
Center
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SAN

図１  典型的なVI3の構成例
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図２  パフォーマンス実測例
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ローカルディスクの利用
ローカルディスクは、iSCSI共有ストレー

ジに比べI/Oパフォーマンスが良いため、

開発案件など、まとまったリソースを長時

間必要とする場合に利用する。

共有ストレージと違いVMotionができな

いためサーバ間で動的な運用ができない。

共有ストレージの利用
各ESXサーバのローカルディスクに比

べI/Oパフォーマンスは低いが、サーバ

間で共有して利用できる。

このディスクに配置されている仮想OSは、

VMotionが可能であり、起動時も負荷

の少ないESXサーバを選んで起動する。

常時起動していない保守用のサーバや

短期検証等に用いている。

ローカルディスクの利用
共有ストレージの利用

（SLES 10sp1）

図３  VI3構成図

（1）P2V (Physical to Virtual)：「物理環境から仮想環境へ」サーバを移行すること。また、その移行のソリューションを総称してP2Vという

（2）LAMP：Webアプリケーションのプラットフォームスタックとして、Linux, Apahce, MySQL, PHP (Perl, Python) の頭文字をとったもの
（3）SMP (Symmetric Multiple Processor)：複数のCPUが同等な立場で処理を分担するマルチプロセッサ手法
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2. 基幹系システムの仮想化事例

3. 開発・保守・検証環境の仮想化事例

 

特集 IT基盤の最適化

5. おわりに

概要
　サーバの仮想化技術は2007年が“仮想化元年”と呼ばれるほど注目を集めている。サーバの高性能化に加え、

増え続けるサーバの集約ニーズの高まりで一気に導入が進んでいくものと考えられる。

　本論文では、サーバの仮想化で代表的なOSであるVMware社のVMware Infrastructure 3（VI3）を利用した

IT基盤構築事例として、「基幹系システム」と「開発・保守・検証環境」の2件を紹介する。それらの事例により確

認できた仮想化の効果と、構築・運用することによりえられた課題と対策について述べる。

(1) サーバハードウェアの選定

　 メモリネックになりやすいため、メモリ搭載量に注意する。また、ネットワーク構成を柔軟にするため、NICポート数

　 がポイントになる。

(2) ソフトウェアライセンス

　 ライセンス方式により、必要なライセンス数が増えることがある。

(3) ネットワーク設計

　 サーバ設計だけではなく、ネットワークを含めた総合的な設計能力が求められる。

(4) ストレージ設計

　 拡張性を考慮してVMFS領域を確保する。また、バックアップ方式にも配慮が必要である。

(5) 仮想サーバ割り当て

　 性能面だけでなく、運用条件を含めて仮想サーバを割り当てることが望ましい。
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1.1  VI3の構成
　VMware社のVMware Infrastructure（以下、VI３）はサーバ

の仮想化と仮想サーバの運用管理を統合するソフトウェア群で

ある。図1にVI３の典型的な構成例を示す。VI３は複数の仮想ホ

ストサーバ ：VMware ESX Server（以下、ESX Server） と 

１台の管理サーバ ：VMware Virtual Center（以下、Virtual 

Center）で構成する。 ESX Server上で仮想サーバが稼働し、

それをVirtual Centerで管理することができる。ESX Server

は ２CPU以上、各ESX Server間で共有可能なストレージ資源

を必要とする。また管理セグメント 、動的仮想サーバ移動

（VMotion）用セグメント として専用のネットワークを推奨して

いる。

2.1 仮想化導入の経緯
　N社（以下、お客さま）では、今まで利用してきた関連会社

との共同システムから独立し、基幹系システムを、新たに

センターを設けてインフラからアプリケーションまですべて

新規に構築・運用することとなり、当社データセンターでの

システム移行・構築を開始した。当初は、ブレードサーバに

システム移行・構築を実施してきたが、様々な業務を IT化し

たことで、サーバやストレージの台数が急激に増加し、以下

のような問題点が持ち上がってきた。

(１) データセンター内のサーバ設置スペースの不足

(２) サーバ管理費用などのコストの急増

　 （消費電力、冷却装置、ネットワーク・ストレージ インフ 

　　 ラストラクチャなど）

(３) 新規サーバ導入時にかかる機器調達の時間・コストが増大

　そこで、これらの問題点を解決するソリューションとして

VI３導入を検討した。

2.2 導入に対する懸念点とそれを解決する標準機能
　VI３を導入する上で、お客さまが最も懸念されたのは、「シ

ステムの信頼性・可用性が仮想環境で確保できるのか」とい

う点である。1台の物理サーバ上で複数台の仮想サーバを稼働

させるため、物理サーバが障害により稼働できなくなった場合、

複数台の仮想サーバの停止に直結する可能性が高く、業務へ

の影響が非常に大きい。VI３導入にあたり、「たとえ何らか

の障害が発生した場合にも、業務への影響を最低限に抑える」

ことが大前提であった。

　これらの課題を解決するため、VI３では、HAや、VMotion

といった機能が標準で実装されている。VI３提案時には、

サーバの信頼性に対して不安を感じられていたお客さまであ

るが、このような点を高く評価され、今後に向けたサーバ統

合のインフラとしてVI３の導入を決断された。

2.3 構成
2.3.1 構成環境
　今回は、日本アイ・ビー・エム社製ブレードサーバ上に６台

のESX Serverを導入した。導入時点で２０台の仮想サーバ 

(Windows/Linux) が稼働し、Virtual Centerを使用して集

中管理を行うシステムである。また、万全の信頼性を確保す

るために、ネットワーク、スイッチは冗長構成を採用した。

2.3.2 構築上のポイント
　サーバ仮想化・統合は、比較的業務に影響の少ないDNS 

(Domain Name Server) やDHCP(Dynamic Host 

Configuration Protocol) などのネットワークサービスを

提供するシステムから着手した。導入当初は、仮想化に対する

不安があったため、まとめて移行するのではなく、仮想サーバ

の動作を確認しつつ、徐々に移行していく方針をとった。

　このサーバ統合で威力を発揮したのが、Converterである。

新規にサーバを構築し直すことも可能だが、これでは構築に時

間がかかる。Converterを使用するとサーバ1台あたり１時間

程度で物理サーバから仮想サーバへの移行を完了することがで

きた。

2.4 導入効果
　VI３を導入したメリットとして、大きく以下の５つが挙げ

られる。

(１) 設備コストの削減を実現

　　　２００８年1月時点で、４０台のサーバを６台のESX Server

　　上に統合した。ハードウェアの台数を削減できたことで、

　　物理的な設置スペースのコストや消費電力、電気代などを

　　削減できた。

(２) 運用管理の効率化に貢献

　　　VI３環境では、新規サーバ構築毎に、ハードウェアを調

　　達する必要がない。そのため、機器調達にかかる時間やコ

　　ストを削減できた。また、新しいサーバが必要になった場

　　合、VI３環境は半日程度でサーバ（仮想サーバ）を用意で

　　きるため、急なサーバ提供にも対応が可能となった。

(３) 柔軟で動的なリソース割り当てによる、サーバリソースの

　　有効活用を実現

　　　VI３環境では、サーバの利用効率・目的に応じて、メモ

　　リ使用量の増加・削減、ハードディスクの増設等、構成変

　　更が簡単にできる。必要な分のリソースを必要な時に仮想

　　サーバに割り当て可能なため、余剰のリソースが無駄に蓄

　　積されることがなくなった。

(４) Virtual CenterとVMotionを使用したシステムの集中管

　　理の実現

　　　Virtual Centerを利用することで、仮想サーバの構築

　　も含め、ほとんどの作業をリモートで行える。ハードウェアの

　　稼働状態を監視する「パフォーマンスチャート」機能を使

　　用すると、CPUやメモリなどの利用状況を一目で把握する

　　ことができる。また、VMotionを利用することで、通常

　　の業務中であってもメンテナンスが可能であるなど、運用

　　管理性が向上した。

(5) レガシーOS の安定性とレスポンスの向上

　　　業務システムの中には、Windows NT ４.０ Server（以

　　下、NT４.０）やWindows ２０００ Serverなど、旧バー

　　ジョンのOSで構築されたものも少なくない。しかもNT４.０

　　の場合、新しいサーバに載せ替えたくとも、もうドライバ

　　が提供されていないといったケースもあり得る。しかし

　　VI３を利用すれば、こうした業務システムも新しいサーバ

　　へ移行可能である。しかも最新のハードウェアの上に移行

　　できるため、物理環境の時よりも、安定性が格段に向上し、

　　レスポンスも大きく向上したと、お客さまから大きく評価

　　を得ている。

2.5 パフォーマンス実測結果
　VI３を導入した実際の運用環境で、ESX Serverの物理

リソースが、どの程度利用されているのか、ここでその結果を示す。

　１台のESX Serverでは、Intel Xeonプロセッサ８CPU×

１.８６６GHzと１６GBのメモリを積んでいる。そしてESX Server

上には、仮想サーバ９台（Windows）が稼働している。また、すべ

ての仮想サーバに１CPUを割り当てており、メモリに関しては、ドメ

インコントローラやDNS、認証サーバなどの８台の仮想サーバにそ

れぞれ1GBを割り当て、DHCPサーバに２GBを割り当てている。

　この時のCPU利用率、及び、メモリ使用率を図２に示す。

　この結果から、CPUリソースに関しては、１０%も使用して

おらず、リソースにまだまだ余裕があることがわかる。メモリ

リソースに関しても、３９%～４５％内で収まっており、リソースに

余裕があることがわかる。１２時すぎから、若干メモリの使用

率があがるのは、このお客さまはグローバルに展開している

企業であるため、日本時間の１２時以降に、海外での利用者数

が増えるためである。

2.6 考察
　既に、VI３を導入して1年経過しているが、システムの稼働

状況にまったく問題は起きていない。導入当初、お客さまが

抱いていた不安を払拭することができ、『VMware　ESX 

Server』の信頼性・安定性については大いに満足頂いている。

そのため当初は業務に影響の少ないシステムから統合を始め

たが、現在では、Active DirectoryやNT４.０で稼働している

基幹系システム、または、基幹系システムのバックアップ機

などの移行も開始している。

　また、性能評価の結果からもわかるように、CPU及びメモ

リリソースにはまだまだ余裕があり、まだまだ仮想サーバを

増やすことが可能である。今後も、VI３ のサーバ統合を加速

し ITリソースの有効活用をさらにすすめていく。

　有効活用するために仮想サーバを増やすときに注意しなけ

ればならないことがある。それは、「ESX Serverのメモリ不

足が、仮想サーバのパフォーマンス低下につながる」という

ことである。ESX Serveも通常のサーバと同様に、仮想サーバ

がメモリ不足状態になると、自動的にディスクにスワップ

させる。VI３では、実際の物理メモリ容量よりも多くの仮想

メモリを仮想サーバに割り当てることが可能なように設計さ

れてはいるが、メモリ消費量の激しいWindowsのDBサーバ

などを仮想環境に移行した場合には、スワップが原因でパフォー

マンス低下が生じる可能性もある。メモリの使用率は、ESX 

Serverが何台の仮想サーバをホストできるかを決める1つの

ポイントとなってくるため、注意する必要がある。

3.1 仮想化導入の経緯
　ITプラットフォームサービス事業部(以下、ITPS)では、こ

れまで仮想化基盤における様々な検証を行なってきた。また、

検証を行なうと共に事業部内に散在していたサーバの集約・

統合も進めてきた。これは、今後お客さまに仮想化基盤をご

提供する上で、実際に仮想化技術を活用し、その技術ノウハウ、

運用ノウハウを蓄積することが何よりの検証作業であると考

えたからである。

3.2. 仮想化基盤の構築と導入
3.2.1 導入に至った経緯
　ITPSでは事業の遂行に必要なサーバ機器を多く抱えていた。

その利用目的とおよその台数は以下のとおりである。

　　● 開発環境用サーバ…５～１０台(システムインテグレーション

　　案件ごとのステージング環境)

　　● 保守環境用サーバ…６台(リリース済みシステムの保守環境)

　　● 検証環境用サーバ…数台(他社製パッケージソフトウェア、

　　オープンソースソフトウェア等の検証 )

　　● 事業部内情報共有サーバ…５台(ポータルサイト、インス

　　タントメッセンジャー等)

　サーバの台数は事業の拡大と共に、増える一方であったため、

導入コスト、運用・維持コストの増大が大きな問題となって

いた。

3.2.2  VI3 の採用
　仮想化ソリューションは、商用製品、オープンソースなど様々

であるが、今回は早期から検証を行なっていたことに加え、管

理面での優位性からVI３ を採用することになった。

　開発プロジェクトで使用していた既存の日本ヒューレット・

パッカード社製のラックマウントサーバ５台を再利用し、内４台に

VMware ESX Server ３を導入した。残る1台には、Linuxを

導入し、オープンソースの iSCSIソフトウェアターゲットを用

いた共有ストレージを構築した。

　仮想化基盤システムの構成は図３のとおりである。実際に

４台のESX Server上で仮想サーバが稼動することとなる。

　またストレージに関しては、ローカルストレージ、共有スト

レージを使い分ける設計となっている。特にディスク I/O

パフォーマンスが要求されるDBなど、主に開発用途のサーバ

はローカルストレージにその仮想サーバのイメージを配置し、

ディスク I/Oの負荷が軽いであろうサーバや、不定期利用とな

る保守環境用サーバは共有ディスク上に配置する運用とした。

本構成の特徴は以下のとおりである。

(１) Virtual Center を仮想化基盤上に構築

　　　物理サーバの削減を目的とする。Virtual Center専用

　　に物理サーバを確保すれば、より運用面の安定度が増すが、

　　開発環境が主であることに加え、リソース利用効率の最適

　　化のため、仮想環境内に構築した。

(２) オープンソースで構築した安価な iSCSI共有ストレージの

　　活用

　　　ローカルストレージと比べ、I/Oパフォーマンスは低く

　　なるが、VMotion、DRS等の付加価値の高い機能を利用

　　することが可能になる。Linuxディストリビューションに

　　はSUSE LINUX Enterprise Server １０ sp1を採用して

　　いる。

(３) Active Directoryサーバとの連携

　　　管理負荷軽減、柔軟な運用を目的としてVirtualCenter

　　を当社従業者のIDを管理しているActive Directoryサーバ

　　と連携させている。従業者は社内ポータルサイトやメール

　　サービスと同様の ID、パスワードを用いて仮想環境利用

　　の認証が行なえる。

3.3. 導入効果
3.3.1 サーバの統合・集約
　２００８年1月現在、仮想化基盤は、１０を超える案件で、その

開発や保守の環境として利用されている。また仮想サーバの数

も５０を超え、常時３０台ほどの仮想サーバが４台の物理サーバ

上で稼動している。仮想化基盤導入の浸透と共に、事業部内の

PCサーバも徐々にその数を減らしていった。ハードウェアの

老朽化が目立つサーバを優先的に仮想環境に移行し、さらに

リース契約の切れるサーバについても、更新手続きを行なわず、

随時仮想化基盤へと移行していった。（今後もリース契約切れ

となるサーバの統合を進める予定である。）

3.3.2 更なる導入効果
　ここまで述べた導入効果で、3.2.1項で述べた導入・運用・

維持コスト増大の問題を解決し、当初の導入目的を達成してい

た。しかし、仮想化基盤導入の効果はこれだけには留まらず、

様々な副次的効果をもたらし、業務の効率化に大きく貢献した。

(１) 迅速なプロビジョニング

　　　プロビジョニングとは、供給、準備、設備、対策、引き

　　当てなどを意味する言葉である。今回の仮想化基盤導入に

　　よる最大の効果は、サーバリソースにおける迅速なプロビ

　　ジョニングであった。これまで、開発等によりサーバが必

　　要になった場合、そのリソースの確保のため、少なくとも

　　２週間程度の時間を要していた。しかし、仮想化基盤を導

　　入したことにより、数分でそのリソースを提供することが

　　可能になった。

　　　さらに、事前にOS、ミドルウェアをインストールした

　　仮想サーバのイメージを作成しておけば、そのイメージの

　　コピーのみでことが済む。特にLAMP(2)環境など基盤

　　スタックが定まっている場合に効果的であった。また、予

　　算や時間的な制限により諦めていた小さな検証作業なども、

　　積極的に行なえるようになった。

(２) 拡張性の確保

　　　実際にサーバを使い始めると、メモリの増強や、ハード

　　ディスクの追加などの多様な拡張要求がユーザから発生す

　　る。なかにはSMP(3)環境でないと検証できないので

　　CPUの数を増やして欲しいといった要望もあった。これ

　　らの要求に対しても、仮想化基盤の優位性が発揮され、必

　　要なリソースを必要な時に与えることができる。そのため、

　　初期導入時の過剰な投資や、追加投資のリスクが軽減される。

(３) OSレベルでの世代管理

　　　ある開発プロジェクトでは、VMwareのスナップショット

　　機能が役に立った。スナップショット機能を用いると、

　　仮想サーバで使われているOS・アプリケーションの状態、

　　設定情報およびディスクの内容を時系列で保持することが

　　できる。この機能を活用することにより、後戻りの効かな

　　いパッチの適用や、戻すために大きな手間を要する設定変

　　更を気軽に試すことが可能となる。

　　　OSレベルでのシステムバックアップを簡単に世代管理

　　できるのである。この機能も開発効率の向上に大きな効果

　　があった。

3.4. 考察
　ここまで述べたように、開発・保守・検証環境に仮想化基盤

を用いることは大いに有効である。仮想化基盤の導入は、コス

ト削減と、開発スピード、開発効率の向上など多くのメリット

をもたらし、競争力の強化に繋げてくれるソリューションである。

　ただし、仮想化基盤の導入は良い面ばかりではない。基盤を

集約したことにより、基盤管理者が担う責任は益々大きなもの

となる。1台の物理サーバの停止が複数のサービスの停止につ

ながるからである。管理や運用を間違えば、複数の開発プロジェ

クトの進捗を止めてしまうことになりかねない。複数プロジェ

クトが円滑にリソースを共有できるようにキャパシティープラ

ンニングを行なうことが大切であり、管理する仮想サーバが増

えるにつれプランニングは複雑なものとなっていく。

4. 構築上の注意点
　サーバの仮想化技術は実用レベルに達しているが、利用環

境として、ソフトウェアライセンスやソフトウェアサポート

の考え方、運用管理などの面ではまだまだ発展途上である。

仮想環境を活用するためには、幅広いIT基盤の仮想化技術の

習得とともに製品動向への注視を欠かせない。

　また、サーバ統合による直接的なコストダウンに過大な期

待を持たず、可用性の向上や、運用管理の柔軟性など、仮想

化の優位性を理解したうえで、仮想基盤構築サービスを提供

していく所存である。

4.1 ハードウェア選定の注意点
　サーバハードウェアを選定するにあたっての注意点は以下

のとおりである。

(１) VMware社のサポートを受けるためVMware社で検証済

　　みのサーバを選ぶこと

(２) 仮想サーバが増えた場合CPUよりもメモリネックになる 

　　ことが多いことから、メモリ搭載量が大きいこと

(３) 柔軟にネットワークを構成するため NIC(Network

　　Interface Card) のポート数が多いこと

4.2ソフトウェアライセンスの注意点
　ソフトウェアライセンスは仮想サーバ環境に配慮にしたも

のは少ないため、予想外に必要なライセンスが増えてしまう

ことがある。

(１) 物理サーバのCPUコア数によって必要なライセンス数が

　　決まる場合、仮想サーバに１個のCPUしか割り当ててい

　　なくてもESX Serverのコア数必要となる場合がある。例

　　えば1CPUの物理サーバを仮想化し、複数のCPUを積ん

　　だESX Serverに統合する場合、CPUライセンスが不足

　　し、コストメリットが相殺されてしまうことになる。

(２) Windows ServerのOSはハードウェア廃棄時を除き物理

　　サーバ間でのライセンス移動は９０日間に１回しか認めら

　　れていない。VMotion機能やDRS機能を使う場合、移動

　　先のESX ServerにもOSライセンスが必要となる。

(３) 仮想サーバに有利なライセンス体系もある。

　　物理サーバにライセンスがあれば、仮想サーバ数には制

　　限がないものがある。ただし、仮想サーバが１台だけの場合も、

　　HA機能やVMotion機能を使う場合は移動先の物理サーバ

　　にライセンスが必要なため、最低２つのライセンスが必

　　要となる。

　ソフトウェアのライセンスの考え方は、提供各社により大

きく異なっているので、注意を要する。特に物理サーバで稼

働中のシステムをConverterをはじめとするP２Vソフトウェア

で移行する場合は、ライセンスを変更する必要性を忘れがち

なので要注意である。

4.3ネットワーク設計の注意点
　性能面からはコンソール・VMotion・各仮想サーバに１枚

のNICが割り当てられることが望ましいが、実際には複数の

サーバでNICを共有することが多い。冗長性などにも配慮し仮

想スイッチのVLAN設計を行う必要がある。従来、サーバ技術

者はネットワーク設計にタッチしていない場合も多く見られた。

しかし、仮想サーバ設計にはサーバ設計だけではなく、ネット

ワークを含めた総合的な設計能力が求められる。

4.4ストレージ設計の注意点
　ストレージはハードウェア・ベンダーによって実装方法など

が異なり、ネットワークとは違ってハードウェア・ベンダーの

技術者に実装を頼ることが多い。論理ディスクの定義のたびに

ハードウェア・ベンダーの技術者を呼ぶ必要があっては、仮想

サーバの長所であるコスト削減や、実装の短時間化が損なわれ

る。このため、あらかじめ拡張性を考慮してVMFS領域を確

保しておくとよい。VMFS領域は仮想化されたストレージそ

のものであり、必要なときサーバ技術者が必要な領域を確保で

きることは運用性の向上に欠かせない。

　ストレージのバックアップは物理サーバ上とまったく同じ手

法で取ることも可能であるが、VMware専用のバックアップ

ツールを使うと非常に簡便にシステムのバックアップをオンラ

インで取ることが可能である。ただし、ストレージのスナップ

ショットなどの機能を使ってコピーする場合は、論理ユニット

単位でのバックアップとなるため、ディスクの定義をrawモード

にし、仮想OSのフォーマット（例えばNTFSフォーマット）

で論理ユニットを定義しておく必要がある。

　DBサーバなどの場合、性能面だけでなく、バックアップ方

式にも特に配慮が必要である。

4.5仮想サーバ割り当ての注意点
　１台のESX Serverにどの仮想サーバを組み合わせるか、性

能面だけで決めてしまいがちであるが、運用性の異なるサーバ

を組み合わせた場合、ESX Serverのメンテナンス時間を確保

することが難しくなる。このため、運用条件が同じサーバを組

み合わせることが望ましい。

　複数のサーバが連携して１つのサービスを提供しているよう

な場合には、それらのサーバを複数台のESX Serverに分散し

て配置しても、１台のESX Serverの停止がシステム全体に及

ぶことになり、サーバを分散して配置する意味がない。このよ

うな観点で仮想サーバを割り当てていく必要がある。

1.2  VI3の代表的な機能
　VI３では、VMware HA（High Availability）（以下、HA）

や、VMware VMotion（以下、VMotion）、VMware DRS

（Distributed Resource Scheduler）（以下、DRS）、

VMware Converter（以下、Converter）といった特徴的な

機能が実装されている。ここでは、簡単にこれらの機能につい

て紹介する。

(１) VMware HA（High Availability）

　　　HAは、各ESX Serverの稼働状態を監視し、ネットワーク

　　障害やハードウェア障害など、仮想サーバ稼働にかかわる

　　障害を検知すると、障害のあるESX Server上で動作して

　　いた仮想サーバを停止させ、別のESX Server上で再起動

　　する機能である。これにより、サーバの障害が起きた時点

　　からのサービス（仮想サーバ）の停止時間が最小化され、

　　かつ、この機能をすべての仮想サーバに提供することが可

　　能となる。

(２) VMware VMotion

　　　VMotionは、あるESX Server上で動作している仮想

　　サーバを、停止することなく別のESX Serverに移動させ

　　るホット・マイグレーション機能である。VMotionを利

　　用すれば、仮想サーバを停止することなくハードウェアの

　　メンテナンスが可能になる。

(３) VMware DRS（Distributed Resource Scheduler）

　　　DRSは、Virtual Center配下の複数のハードウェアリ

　　ソースから論理的なリソースプール（グループ）を作成し、

　　そのリソースプール全体の負荷を最適化し、システムの安

　　定稼動を図る機能である。ストレージから仮想サーバを展

　　開する際に自動的に空いているESX Server上に展開した

　　り、負荷が集中しているESX Server上の仮想サーバを自

　　動的に別のESX Server上にVMotionで移動させたり

　　する。

(４) VMware Converter

　　　Converterは、VMware社が提供しているWindows用

　　のP２V(1)ソフトウェアである。VI３を購入すると無償で

　　利用することができ、物理サーバを本番稼働可能な仮想

　　サーバに変換するために必要となるすべての変換処理を

　　実行する。
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図１  典型的なVI3の構成例
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図２  パフォーマンス実測例
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         ESX4        6Gbyte

Virtual Center
（仮想マシン）

iSCSI共有ストレージサーバ

813Gbyte

ESXサーバ1 ESXサーバ1 ESXサーバ3 ESXサーバ4

271Gbyte271Gbyte 271Gbyte 271Gbyte

ローカルディスクの利用
ローカルディスクは、iSCSI共有ストレー

ジに比べI/Oパフォーマンスが良いため、

開発案件など、まとまったリソースを長時

間必要とする場合に利用する。

共有ストレージと違いVMotionができな

いためサーバ間で動的な運用ができない。

共有ストレージの利用
各ESXサーバのローカルディスクに比

べI/Oパフォーマンスは低いが、サーバ

間で共有して利用できる。

このディスクに配置されている仮想OSは、

VMotionが可能であり、起動時も負荷

の少ないESXサーバを選んで起動する。

常時起動していない保守用のサーバや

短期検証等に用いている。

ローカルディスクの利用
共有ストレージの利用

（SLES 10sp1）

図３  VI3構成図

（1）P2V (Physical to Virtual)：「物理環境から仮想環境へ」サーバを移行すること。また、その移行のソリューションを総称してP2Vという

（2）LAMP：Webアプリケーションのプラットフォームスタックとして、Linux, Apahce, MySQL, PHP (Perl, Python) の頭文字をとったもの
（3）SMP (Symmetric Multiple Processor)：複数のCPUが同等な立場で処理を分担するマルチプロセッサ手法
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1.  VI3とは

2. 基幹系システムの仮想化事例

3. 開発・保守・検証環境の仮想化事例

 

特集 IT基盤の最適化

5. おわりに

概要
　サーバの仮想化技術は2007年が“仮想化元年”と呼ばれるほど注目を集めている。サーバの高性能化に加え、

増え続けるサーバの集約ニーズの高まりで一気に導入が進んでいくものと考えられる。

　本論文では、サーバの仮想化で代表的なOSであるVMware社のVMware Infrastructure 3（VI3）を利用した

IT基盤構築事例として、「基幹系システム」と「開発・保守・検証環境」の2件を紹介する。それらの事例により確

認できた仮想化の効果と、構築・運用することによりえられた課題と対策について述べる。

(1) サーバハードウェアの選定

　 メモリネックになりやすいため、メモリ搭載量に注意する。また、ネットワーク構成を柔軟にするため、NICポート数

　 がポイントになる。

(2) ソフトウェアライセンス

　 ライセンス方式により、必要なライセンス数が増えることがある。

(3) ネットワーク設計

　 サーバ設計だけではなく、ネットワークを含めた総合的な設計能力が求められる。

(4) ストレージ設計

　 拡張性を考慮してVMFS領域を確保する。また、バックアップ方式にも配慮が必要である。

(5) 仮想サーバ割り当て

　 性能面だけでなく、運用条件を含めて仮想サーバを割り当てることが望ましい。

特
集

特
集

特
集
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1.1  VI3の構成
　VMware社のVMware Infrastructure（以下、VI３）はサーバ

の仮想化と仮想サーバの運用管理を統合するソフトウェア群で

ある。図1にVI３の典型的な構成例を示す。VI３は複数の仮想ホ

ストサーバ ：VMware ESX Server（以下、ESX Server） と 

１台の管理サーバ ：VMware Virtual Center（以下、Virtual 

Center）で構成する。 ESX Server上で仮想サーバが稼働し、

それをVirtual Centerで管理することができる。ESX Server

は ２CPU以上、各ESX Server間で共有可能なストレージ資源

を必要とする。また管理セグメント 、動的仮想サーバ移動

（VMotion）用セグメント として専用のネットワークを推奨して

いる。

2.1 仮想化導入の経緯
　N社（以下、お客さま）では、今まで利用してきた関連会社

との共同システムから独立し、基幹系システムを、新たに

センターを設けてインフラからアプリケーションまですべて

新規に構築・運用することとなり、当社データセンターでの

システム移行・構築を開始した。当初は、ブレードサーバに

システム移行・構築を実施してきたが、様々な業務を IT化し

たことで、サーバやストレージの台数が急激に増加し、以下

のような問題点が持ち上がってきた。

(１) データセンター内のサーバ設置スペースの不足

(２) サーバ管理費用などのコストの急増

　 （消費電力、冷却装置、ネットワーク・ストレージ インフ 

　　 ラストラクチャなど）

(３) 新規サーバ導入時にかかる機器調達の時間・コストが増大

　そこで、これらの問題点を解決するソリューションとして

VI３導入を検討した。

2.2 導入に対する懸念点とそれを解決する標準機能
　VI３を導入する上で、お客さまが最も懸念されたのは、「シ

ステムの信頼性・可用性が仮想環境で確保できるのか」とい

う点である。1台の物理サーバ上で複数台の仮想サーバを稼働

させるため、物理サーバが障害により稼働できなくなった場合、

複数台の仮想サーバの停止に直結する可能性が高く、業務へ

の影響が非常に大きい。VI３導入にあたり、「たとえ何らか

の障害が発生した場合にも、業務への影響を最低限に抑える」

ことが大前提であった。

　これらの課題を解決するため、VI３では、HAや、VMotion

といった機能が標準で実装されている。VI３提案時には、

サーバの信頼性に対して不安を感じられていたお客さまであ

るが、このような点を高く評価され、今後に向けたサーバ統

合のインフラとしてVI３の導入を決断された。

2.3 構成
2.3.1 構成環境
　今回は、日本アイ・ビー・エム社製ブレードサーバ上に６台

のESX Serverを導入した。導入時点で２０台の仮想サーバ 

(Windows/Linux) が稼働し、Virtual Centerを使用して集

中管理を行うシステムである。また、万全の信頼性を確保す

るために、ネットワーク、スイッチは冗長構成を採用した。

2.3.2 構築上のポイント
　サーバ仮想化・統合は、比較的業務に影響の少ないDNS 

(Domain Name Server) やDHCP(Dynamic Host 

Configuration Protocol) などのネットワークサービスを

提供するシステムから着手した。導入当初は、仮想化に対する

不安があったため、まとめて移行するのではなく、仮想サーバ

の動作を確認しつつ、徐々に移行していく方針をとった。

　このサーバ統合で威力を発揮したのが、Converterである。

新規にサーバを構築し直すことも可能だが、これでは構築に時

間がかかる。Converterを使用するとサーバ1台あたり１時間

程度で物理サーバから仮想サーバへの移行を完了することがで

きた。

2.4 導入効果
　VI３を導入したメリットとして、大きく以下の５つが挙げ

られる。

(１) 設備コストの削減を実現

　　　２００８年1月時点で、４０台のサーバを６台のESX Server

　　上に統合した。ハードウェアの台数を削減できたことで、

　　物理的な設置スペースのコストや消費電力、電気代などを

　　削減できた。

(２) 運用管理の効率化に貢献

　　　VI３環境では、新規サーバ構築毎に、ハードウェアを調

　　達する必要がない。そのため、機器調達にかかる時間やコ

　　ストを削減できた。また、新しいサーバが必要になった場

　　合、VI３環境は半日程度でサーバ（仮想サーバ）を用意で

　　きるため、急なサーバ提供にも対応が可能となった。

(３) 柔軟で動的なリソース割り当てによる、サーバリソースの

　　有効活用を実現

　　　VI３環境では、サーバの利用効率・目的に応じて、メモ

　　リ使用量の増加・削減、ハードディスクの増設等、構成変

　　更が簡単にできる。必要な分のリソースを必要な時に仮想

　　サーバに割り当て可能なため、余剰のリソースが無駄に蓄

　　積されることがなくなった。

(４) Virtual CenterとVMotionを使用したシステムの集中管

　　理の実現

　　　Virtual Centerを利用することで、仮想サーバの構築

　　も含め、ほとんどの作業をリモートで行える。ハードウェアの

　　稼働状態を監視する「パフォーマンスチャート」機能を使

　　用すると、CPUやメモリなどの利用状況を一目で把握する

　　ことができる。また、VMotionを利用することで、通常

　　の業務中であってもメンテナンスが可能であるなど、運用

　　管理性が向上した。

(5) レガシーOS の安定性とレスポンスの向上

　　　業務システムの中には、Windows NT ４.０ Server（以

　　下、NT４.０）やWindows ２０００ Serverなど、旧バー

　　ジョンのOSで構築されたものも少なくない。しかもNT４.０

　　の場合、新しいサーバに載せ替えたくとも、もうドライバ

　　が提供されていないといったケースもあり得る。しかし

　　VI３を利用すれば、こうした業務システムも新しいサーバ

　　へ移行可能である。しかも最新のハードウェアの上に移行

　　できるため、物理環境の時よりも、安定性が格段に向上し、

　　レスポンスも大きく向上したと、お客さまから大きく評価

　　を得ている。

2.5 パフォーマンス実測結果
　VI３を導入した実際の運用環境で、ESX Serverの物理

リソースが、どの程度利用されているのか、ここでその結果を示す。

　１台のESX Serverでは、Intel Xeonプロセッサ８CPU×

１.８６６GHzと１６GBのメモリを積んでいる。そしてESX Server

上には、仮想サーバ９台（Windows）が稼働している。また、すべ

ての仮想サーバに１CPUを割り当てており、メモリに関しては、ドメ

インコントローラやDNS、認証サーバなどの８台の仮想サーバにそ

れぞれ1GBを割り当て、DHCPサーバに２GBを割り当てている。

　この時のCPU利用率、及び、メモリ使用率を図２に示す。

　この結果から、CPUリソースに関しては、１０%も使用して

おらず、リソースにまだまだ余裕があることがわかる。メモリ

リソースに関しても、３９%～４５％内で収まっており、リソースに

余裕があることがわかる。１２時すぎから、若干メモリの使用

率があがるのは、このお客さまはグローバルに展開している

企業であるため、日本時間の１２時以降に、海外での利用者数

が増えるためである。

2.6 考察
　既に、VI３を導入して1年経過しているが、システムの稼働

状況にまったく問題は起きていない。導入当初、お客さまが

抱いていた不安を払拭することができ、『VMware　ESX 

Server』の信頼性・安定性については大いに満足頂いている。

そのため当初は業務に影響の少ないシステムから統合を始め

たが、現在では、Active DirectoryやNT４.０で稼働している

基幹系システム、または、基幹系システムのバックアップ機

などの移行も開始している。

　また、性能評価の結果からもわかるように、CPU及びメモ

リリソースにはまだまだ余裕があり、まだまだ仮想サーバを

増やすことが可能である。今後も、VI３ のサーバ統合を加速

し ITリソースの有効活用をさらにすすめていく。

　有効活用するために仮想サーバを増やすときに注意しなけ

ればならないことがある。それは、「ESX Serverのメモリ不

足が、仮想サーバのパフォーマンス低下につながる」という

ことである。ESX Serveも通常のサーバと同様に、仮想サーバ

がメモリ不足状態になると、自動的にディスクにスワップ

させる。VI３では、実際の物理メモリ容量よりも多くの仮想

メモリを仮想サーバに割り当てることが可能なように設計さ

れてはいるが、メモリ消費量の激しいWindowsのDBサーバ

などを仮想環境に移行した場合には、スワップが原因でパフォー

マンス低下が生じる可能性もある。メモリの使用率は、ESX 

Serverが何台の仮想サーバをホストできるかを決める1つの

ポイントとなってくるため、注意する必要がある。

3.1 仮想化導入の経緯
　ITプラットフォームサービス事業部(以下、ITPS)では、こ

れまで仮想化基盤における様々な検証を行なってきた。また、

検証を行なうと共に事業部内に散在していたサーバの集約・

統合も進めてきた。これは、今後お客さまに仮想化基盤をご

提供する上で、実際に仮想化技術を活用し、その技術ノウハウ、

運用ノウハウを蓄積することが何よりの検証作業であると考

えたからである。

3.2. 仮想化基盤の構築と導入
3.2.1 導入に至った経緯
　ITPSでは事業の遂行に必要なサーバ機器を多く抱えていた。

その利用目的とおよその台数は以下のとおりである。

　　● 開発環境用サーバ…５～１０台(システムインテグレーション

　　案件ごとのステージング環境)

　　● 保守環境用サーバ…６台(リリース済みシステムの保守環境)

　　● 検証環境用サーバ…数台(他社製パッケージソフトウェア、

　　オープンソースソフトウェア等の検証 )

　　● 事業部内情報共有サーバ…５台(ポータルサイト、インス

　　タントメッセンジャー等)

　サーバの台数は事業の拡大と共に、増える一方であったため、

導入コスト、運用・維持コストの増大が大きな問題となって

いた。

3.2.2  VI3 の採用
　仮想化ソリューションは、商用製品、オープンソースなど様々

であるが、今回は早期から検証を行なっていたことに加え、管

理面での優位性からVI３ を採用することになった。

　開発プロジェクトで使用していた既存の日本ヒューレット・

パッカード社製のラックマウントサーバ５台を再利用し、内４台に

VMware ESX Server ３を導入した。残る1台には、Linuxを

導入し、オープンソースの iSCSIソフトウェアターゲットを用

いた共有ストレージを構築した。

　仮想化基盤システムの構成は図３のとおりである。実際に

４台のESX Server上で仮想サーバが稼動することとなる。

　またストレージに関しては、ローカルストレージ、共有スト

レージを使い分ける設計となっている。特にディスク I/O

パフォーマンスが要求されるDBなど、主に開発用途のサーバ

はローカルストレージにその仮想サーバのイメージを配置し、

ディスク I/Oの負荷が軽いであろうサーバや、不定期利用とな

る保守環境用サーバは共有ディスク上に配置する運用とした。

本構成の特徴は以下のとおりである。

(１) Virtual Center を仮想化基盤上に構築

　　　物理サーバの削減を目的とする。Virtual Center専用

　　に物理サーバを確保すれば、より運用面の安定度が増すが、

　　開発環境が主であることに加え、リソース利用効率の最適

　　化のため、仮想環境内に構築した。

(２) オープンソースで構築した安価な iSCSI共有ストレージの

　　活用

　　　ローカルストレージと比べ、I/Oパフォーマンスは低く

　　なるが、VMotion、DRS等の付加価値の高い機能を利用

　　することが可能になる。Linuxディストリビューションに

　　はSUSE LINUX Enterprise Server １０ sp1を採用して

　　いる。

(３) Active Directoryサーバとの連携

　　　管理負荷軽減、柔軟な運用を目的としてVirtualCenter

　　を当社従業者のIDを管理しているActive Directoryサーバ

　　と連携させている。従業者は社内ポータルサイトやメール

　　サービスと同様の ID、パスワードを用いて仮想環境利用

　　の認証が行なえる。

3.3. 導入効果
3.3.1 サーバの統合・集約
　２００８年1月現在、仮想化基盤は、１０を超える案件で、その

開発や保守の環境として利用されている。また仮想サーバの数

も５０を超え、常時３０台ほどの仮想サーバが４台の物理サーバ

上で稼動している。仮想化基盤導入の浸透と共に、事業部内の

PCサーバも徐々にその数を減らしていった。ハードウェアの

老朽化が目立つサーバを優先的に仮想環境に移行し、さらに

リース契約の切れるサーバについても、更新手続きを行なわず、

随時仮想化基盤へと移行していった。（今後もリース契約切れ

となるサーバの統合を進める予定である。）

3.3.2 更なる導入効果
　ここまで述べた導入効果で、3.2.1項で述べた導入・運用・

維持コスト増大の問題を解決し、当初の導入目的を達成してい

た。しかし、仮想化基盤導入の効果はこれだけには留まらず、

様々な副次的効果をもたらし、業務の効率化に大きく貢献した。

(１) 迅速なプロビジョニング

　　　プロビジョニングとは、供給、準備、設備、対策、引き

　　当てなどを意味する言葉である。今回の仮想化基盤導入に

　　よる最大の効果は、サーバリソースにおける迅速なプロビ

　　ジョニングであった。これまで、開発等によりサーバが必

　　要になった場合、そのリソースの確保のため、少なくとも

　　２週間程度の時間を要していた。しかし、仮想化基盤を導

　　入したことにより、数分でそのリソースを提供することが

　　可能になった。

　　　さらに、事前にOS、ミドルウェアをインストールした

　　仮想サーバのイメージを作成しておけば、そのイメージの

　　コピーのみでことが済む。特にLAMP(2)環境など基盤

　　スタックが定まっている場合に効果的であった。また、予

　　算や時間的な制限により諦めていた小さな検証作業なども、

　　積極的に行なえるようになった。

(２) 拡張性の確保

　　　実際にサーバを使い始めると、メモリの増強や、ハード

　　ディスクの追加などの多様な拡張要求がユーザから発生す

　　る。なかにはSMP(3)環境でないと検証できないので

　　CPUの数を増やして欲しいといった要望もあった。これ

　　らの要求に対しても、仮想化基盤の優位性が発揮され、必

　　要なリソースを必要な時に与えることができる。そのため、

　　初期導入時の過剰な投資や、追加投資のリスクが軽減される。

(３) OSレベルでの世代管理

　　　ある開発プロジェクトでは、VMwareのスナップショット

　　機能が役に立った。スナップショット機能を用いると、

　　仮想サーバで使われているOS・アプリケーションの状態、

　　設定情報およびディスクの内容を時系列で保持することが

　　できる。この機能を活用することにより、後戻りの効かな

　　いパッチの適用や、戻すために大きな手間を要する設定変

　　更を気軽に試すことが可能となる。

　　　OSレベルでのシステムバックアップを簡単に世代管理

　　できるのである。この機能も開発効率の向上に大きな効果

　　があった。

3.4. 考察
　ここまで述べたように、開発・保守・検証環境に仮想化基盤

を用いることは大いに有効である。仮想化基盤の導入は、コス

ト削減と、開発スピード、開発効率の向上など多くのメリット

をもたらし、競争力の強化に繋げてくれるソリューションである。

　ただし、仮想化基盤の導入は良い面ばかりではない。基盤を

集約したことにより、基盤管理者が担う責任は益々大きなもの

となる。1台の物理サーバの停止が複数のサービスの停止につ

ながるからである。管理や運用を間違えば、複数の開発プロジェ

クトの進捗を止めてしまうことになりかねない。複数プロジェ

クトが円滑にリソースを共有できるようにキャパシティープラ

ンニングを行なうことが大切であり、管理する仮想サーバが増

えるにつれプランニングは複雑なものとなっていく。

4. 構築上の注意点
　サーバの仮想化技術は実用レベルに達しているが、利用環

境として、ソフトウェアライセンスやソフトウェアサポート

の考え方、運用管理などの面ではまだまだ発展途上である。

仮想環境を活用するためには、幅広いIT基盤の仮想化技術の

習得とともに製品動向への注視を欠かせない。

　また、サーバ統合による直接的なコストダウンに過大な期

待を持たず、可用性の向上や、運用管理の柔軟性など、仮想

化の優位性を理解したうえで、仮想基盤構築サービスを提供

していく所存である。

4.1 ハードウェア選定の注意点
　サーバハードウェアを選定するにあたっての注意点は以下

のとおりである。

(１) VMware社のサポートを受けるためVMware社で検証済

　　みのサーバを選ぶこと

(２) 仮想サーバが増えた場合CPUよりもメモリネックになる 

　　ことが多いことから、メモリ搭載量が大きいこと

(３) 柔軟にネットワークを構成するため NIC(Network

　　Interface Card) のポート数が多いこと

4.2ソフトウェアライセンスの注意点
　ソフトウェアライセンスは仮想サーバ環境に配慮にしたも

のは少ないため、予想外に必要なライセンスが増えてしまう

ことがある。

(１) 物理サーバのCPUコア数によって必要なライセンス数が

　　決まる場合、仮想サーバに１個のCPUしか割り当ててい

　　なくてもESX Serverのコア数必要となる場合がある。例

　　えば1CPUの物理サーバを仮想化し、複数のCPUを積ん

　　だESX Serverに統合する場合、CPUライセンスが不足

　　し、コストメリットが相殺されてしまうことになる。

(２) Windows ServerのOSはハードウェア廃棄時を除き物理

　　サーバ間でのライセンス移動は９０日間に１回しか認めら

　　れていない。VMotion機能やDRS機能を使う場合、移動

　　先のESX ServerにもOSライセンスが必要となる。

(３) 仮想サーバに有利なライセンス体系もある。

　　物理サーバにライセンスがあれば、仮想サーバ数には制

　　限がないものがある。ただし、仮想サーバが１台だけの場合も、

　　HA機能やVMotion機能を使う場合は移動先の物理サーバ

　　にライセンスが必要なため、最低２つのライセンスが必

　　要となる。

　ソフトウェアのライセンスの考え方は、提供各社により大

きく異なっているので、注意を要する。特に物理サーバで稼

働中のシステムをConverterをはじめとするP２Vソフトウェア

で移行する場合は、ライセンスを変更する必要性を忘れがち

なので要注意である。

4.3ネットワーク設計の注意点
　性能面からはコンソール・VMotion・各仮想サーバに１枚

のNICが割り当てられることが望ましいが、実際には複数の

サーバでNICを共有することが多い。冗長性などにも配慮し仮

想スイッチのVLAN設計を行う必要がある。従来、サーバ技術

者はネットワーク設計にタッチしていない場合も多く見られた。

しかし、仮想サーバ設計にはサーバ設計だけではなく、ネット

ワークを含めた総合的な設計能力が求められる。

4.4ストレージ設計の注意点
　ストレージはハードウェア・ベンダーによって実装方法など

が異なり、ネットワークとは違ってハードウェア・ベンダーの

技術者に実装を頼ることが多い。論理ディスクの定義のたびに

ハードウェア・ベンダーの技術者を呼ぶ必要があっては、仮想

サーバの長所であるコスト削減や、実装の短時間化が損なわれ

る。このため、あらかじめ拡張性を考慮してVMFS領域を確

保しておくとよい。VMFS領域は仮想化されたストレージそ

のものであり、必要なときサーバ技術者が必要な領域を確保で

きることは運用性の向上に欠かせない。

　ストレージのバックアップは物理サーバ上とまったく同じ手

法で取ることも可能であるが、VMware専用のバックアップ

ツールを使うと非常に簡便にシステムのバックアップをオンラ

インで取ることが可能である。ただし、ストレージのスナップ

ショットなどの機能を使ってコピーする場合は、論理ユニット

単位でのバックアップとなるため、ディスクの定義をrawモード

にし、仮想OSのフォーマット（例えばNTFSフォーマット）

で論理ユニットを定義しておく必要がある。

　DBサーバなどの場合、性能面だけでなく、バックアップ方

式にも特に配慮が必要である。

4.5仮想サーバ割り当ての注意点
　１台のESX Serverにどの仮想サーバを組み合わせるか、性

能面だけで決めてしまいがちであるが、運用性の異なるサーバ

を組み合わせた場合、ESX Serverのメンテナンス時間を確保

することが難しくなる。このため、運用条件が同じサーバを組

み合わせることが望ましい。

　複数のサーバが連携して１つのサービスを提供しているよう

な場合には、それらのサーバを複数台のESX Serverに分散し

て配置しても、１台のESX Serverの停止がシステム全体に及

ぶことになり、サーバを分散して配置する意味がない。このよ

うな観点で仮想サーバを割り当てていく必要がある。

1.2  VI3の代表的な機能
　VI３では、VMware HA（High Availability）（以下、HA）

や、VMware VMotion（以下、VMotion）、VMware DRS

（Distributed Resource Scheduler）（以下、DRS）、

VMware Converter（以下、Converter）といった特徴的な

機能が実装されている。ここでは、簡単にこれらの機能につい

て紹介する。

(１) VMware HA（High Availability）

　　　HAは、各ESX Serverの稼働状態を監視し、ネットワーク

　　障害やハードウェア障害など、仮想サーバ稼働にかかわる

　　障害を検知すると、障害のあるESX Server上で動作して

　　いた仮想サーバを停止させ、別のESX Server上で再起動

　　する機能である。これにより、サーバの障害が起きた時点

　　からのサービス（仮想サーバ）の停止時間が最小化され、

　　かつ、この機能をすべての仮想サーバに提供することが可

　　能となる。

(２) VMware VMotion

　　　VMotionは、あるESX Server上で動作している仮想

　　サーバを、停止することなく別のESX Serverに移動させ

　　るホット・マイグレーション機能である。VMotionを利

　　用すれば、仮想サーバを停止することなくハードウェアの

　　メンテナンスが可能になる。

(３) VMware DRS（Distributed Resource Scheduler）

　　　DRSは、Virtual Center配下の複数のハードウェアリ

　　ソースから論理的なリソースプール（グループ）を作成し、

　　そのリソースプール全体の負荷を最適化し、システムの安

　　定稼動を図る機能である。ストレージから仮想サーバを展

　　開する際に自動的に空いているESX Server上に展開した

　　り、負荷が集中しているESX Server上の仮想サーバを自

　　動的に別のESX Server上にVMotionで移動させたり

　　する。

(４) VMware Converter

　　　Converterは、VMware社が提供しているWindows用

　　のP２V(1)ソフトウェアである。VI３を購入すると無償で

　　利用することができ、物理サーバを本番稼働可能な仮想

　　サーバに変換するために必要となるすべての変換処理を

　　実行する。

VMotionセグメント

管理セグメント

ユーザセグメント 基幹ネットワークへ

VMware ESX Server

仮想サーバ 仮想サーバ

VMware ESX Server
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VMware
Virtual
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図１  典型的なVI3の構成例
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図２  パフォーマンス実測例
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ローカルディスクの利用
ローカルディスクは、iSCSI共有ストレー

ジに比べI/Oパフォーマンスが良いため、

開発案件など、まとまったリソースを長時

間必要とする場合に利用する。

共有ストレージと違いVMotionができな

いためサーバ間で動的な運用ができない。

共有ストレージの利用
各ESXサーバのローカルディスクに比

べI/Oパフォーマンスは低いが、サーバ

間で共有して利用できる。

このディスクに配置されている仮想OSは、

VMotionが可能であり、起動時も負荷

の少ないESXサーバを選んで起動する。

常時起動していない保守用のサーバや

短期検証等に用いている。

ローカルディスクの利用
共有ストレージの利用

（SLES 10sp1）

図３  VI3構成図

（1）P2V (Physical to Virtual)：「物理環境から仮想環境へ」サーバを移行すること。また、その移行のソリューションを総称してP2Vという

（2）LAMP：Webアプリケーションのプラットフォームスタックとして、Linux, Apahce, MySQL, PHP (Perl, Python) の頭文字をとったもの
（3）SMP (Symmetric Multiple Processor)：複数のCPUが同等な立場で処理を分担するマルチプロセッサ手法
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特集 IT基盤の最適化

5. おわりに

概要
　サーバの仮想化技術は2007年が“仮想化元年”と呼ばれるほど注目を集めている。サーバの高性能化に加え、

増え続けるサーバの集約ニーズの高まりで一気に導入が進んでいくものと考えられる。

　本論文では、サーバの仮想化で代表的なOSであるVMware社のVMware Infrastructure 3（VI3）を利用した

IT基盤構築事例として、「基幹系システム」と「開発・保守・検証環境」の2件を紹介する。それらの事例により確

認できた仮想化の効果と、構築・運用することによりえられた課題と対策について述べる。

(1) サーバハードウェアの選定

　 メモリネックになりやすいため、メモリ搭載量に注意する。また、ネットワーク構成を柔軟にするため、NICポート数

　 がポイントになる。

(2) ソフトウェアライセンス

　 ライセンス方式により、必要なライセンス数が増えることがある。

(3) ネットワーク設計

　 サーバ設計だけではなく、ネットワークを含めた総合的な設計能力が求められる。

(4) ストレージ設計

　 拡張性を考慮してVMFS領域を確保する。また、バックアップ方式にも配慮が必要である。

(5) 仮想サーバ割り当て

　 性能面だけでなく、運用条件を含めて仮想サーバを割り当てることが望ましい。
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1.1  VI3の構成
　VMware社のVMware Infrastructure（以下、VI３）はサーバ

の仮想化と仮想サーバの運用管理を統合するソフトウェア群で

ある。図1にVI３の典型的な構成例を示す。VI３は複数の仮想ホ

ストサーバ ：VMware ESX Server（以下、ESX Server） と 

１台の管理サーバ ：VMware Virtual Center（以下、Virtual 

Center）で構成する。 ESX Server上で仮想サーバが稼働し、

それをVirtual Centerで管理することができる。ESX Server

は ２CPU以上、各ESX Server間で共有可能なストレージ資源

を必要とする。また管理セグメント 、動的仮想サーバ移動

（VMotion）用セグメント として専用のネットワークを推奨して

いる。

2.1 仮想化導入の経緯
　N社（以下、お客さま）では、今まで利用してきた関連会社

との共同システムから独立し、基幹系システムを、新たに

センターを設けてインフラからアプリケーションまですべて

新規に構築・運用することとなり、当社データセンターでの

システム移行・構築を開始した。当初は、ブレードサーバに

システム移行・構築を実施してきたが、様々な業務を IT化し

たことで、サーバやストレージの台数が急激に増加し、以下

のような問題点が持ち上がってきた。

(１) データセンター内のサーバ設置スペースの不足

(２) サーバ管理費用などのコストの急増

　 （消費電力、冷却装置、ネットワーク・ストレージ インフ 

　　 ラストラクチャなど）

(３) 新規サーバ導入時にかかる機器調達の時間・コストが増大

　そこで、これらの問題点を解決するソリューションとして

VI３導入を検討した。

2.2 導入に対する懸念点とそれを解決する標準機能
　VI３を導入する上で、お客さまが最も懸念されたのは、「シ

ステムの信頼性・可用性が仮想環境で確保できるのか」とい

う点である。1台の物理サーバ上で複数台の仮想サーバを稼働

させるため、物理サーバが障害により稼働できなくなった場合、

複数台の仮想サーバの停止に直結する可能性が高く、業務へ

の影響が非常に大きい。VI３導入にあたり、「たとえ何らか

の障害が発生した場合にも、業務への影響を最低限に抑える」

ことが大前提であった。

　これらの課題を解決するため、VI３では、HAや、VMotion

といった機能が標準で実装されている。VI３提案時には、

サーバの信頼性に対して不安を感じられていたお客さまであ

るが、このような点を高く評価され、今後に向けたサーバ統

合のインフラとしてVI３の導入を決断された。

2.3 構成
2.3.1 構成環境
　今回は、日本アイ・ビー・エム社製ブレードサーバ上に６台

のESX Serverを導入した。導入時点で２０台の仮想サーバ 

(Windows/Linux) が稼働し、Virtual Centerを使用して集

中管理を行うシステムである。また、万全の信頼性を確保す

るために、ネットワーク、スイッチは冗長構成を採用した。

2.3.2 構築上のポイント
　サーバ仮想化・統合は、比較的業務に影響の少ないDNS 

(Domain Name Server) やDHCP(Dynamic Host 

Configuration Protocol) などのネットワークサービスを

提供するシステムから着手した。導入当初は、仮想化に対する

不安があったため、まとめて移行するのではなく、仮想サーバ

の動作を確認しつつ、徐々に移行していく方針をとった。

　このサーバ統合で威力を発揮したのが、Converterである。

新規にサーバを構築し直すことも可能だが、これでは構築に時

間がかかる。Converterを使用するとサーバ1台あたり１時間

程度で物理サーバから仮想サーバへの移行を完了することがで

きた。

2.4 導入効果
　VI３を導入したメリットとして、大きく以下の５つが挙げ

られる。

(１) 設備コストの削減を実現

　　　２００８年1月時点で、４０台のサーバを６台のESX Server

　　上に統合した。ハードウェアの台数を削減できたことで、

　　物理的な設置スペースのコストや消費電力、電気代などを

　　削減できた。

(２) 運用管理の効率化に貢献

　　　VI３環境では、新規サーバ構築毎に、ハードウェアを調

　　達する必要がない。そのため、機器調達にかかる時間やコ

　　ストを削減できた。また、新しいサーバが必要になった場

　　合、VI３環境は半日程度でサーバ（仮想サーバ）を用意で

　　きるため、急なサーバ提供にも対応が可能となった。

(３) 柔軟で動的なリソース割り当てによる、サーバリソースの

　　有効活用を実現

　　　VI３環境では、サーバの利用効率・目的に応じて、メモ

　　リ使用量の増加・削減、ハードディスクの増設等、構成変

　　更が簡単にできる。必要な分のリソースを必要な時に仮想

　　サーバに割り当て可能なため、余剰のリソースが無駄に蓄

　　積されることがなくなった。

(４) Virtual CenterとVMotionを使用したシステムの集中管

　　理の実現

　　　Virtual Centerを利用することで、仮想サーバの構築

　　も含め、ほとんどの作業をリモートで行える。ハードウェアの

　　稼働状態を監視する「パフォーマンスチャート」機能を使

　　用すると、CPUやメモリなどの利用状況を一目で把握する

　　ことができる。また、VMotionを利用することで、通常

　　の業務中であってもメンテナンスが可能であるなど、運用

　　管理性が向上した。

(5) レガシーOS の安定性とレスポンスの向上

　　　業務システムの中には、Windows NT ４.０ Server（以

　　下、NT４.０）やWindows ２０００ Serverなど、旧バー

　　ジョンのOSで構築されたものも少なくない。しかもNT４.０

　　の場合、新しいサーバに載せ替えたくとも、もうドライバ

　　が提供されていないといったケースもあり得る。しかし

　　VI３を利用すれば、こうした業務システムも新しいサーバ

　　へ移行可能である。しかも最新のハードウェアの上に移行

　　できるため、物理環境の時よりも、安定性が格段に向上し、

　　レスポンスも大きく向上したと、お客さまから大きく評価

　　を得ている。

2.5 パフォーマンス実測結果
　VI３を導入した実際の運用環境で、ESX Serverの物理

リソースが、どの程度利用されているのか、ここでその結果を示す。

　１台のESX Serverでは、Intel Xeonプロセッサ８CPU×

１.８６６GHzと１６GBのメモリを積んでいる。そしてESX Server

上には、仮想サーバ９台（Windows）が稼働している。また、すべ

ての仮想サーバに１CPUを割り当てており、メモリに関しては、ドメ

インコントローラやDNS、認証サーバなどの８台の仮想サーバにそ

れぞれ1GBを割り当て、DHCPサーバに２GBを割り当てている。

　この時のCPU利用率、及び、メモリ使用率を図２に示す。

　この結果から、CPUリソースに関しては、１０%も使用して

おらず、リソースにまだまだ余裕があることがわかる。メモリ

リソースに関しても、３９%～４５％内で収まっており、リソースに

余裕があることがわかる。１２時すぎから、若干メモリの使用

率があがるのは、このお客さまはグローバルに展開している

企業であるため、日本時間の１２時以降に、海外での利用者数

が増えるためである。

2.6 考察
　既に、VI３を導入して1年経過しているが、システムの稼働

状況にまったく問題は起きていない。導入当初、お客さまが

抱いていた不安を払拭することができ、『VMware　ESX 

Server』の信頼性・安定性については大いに満足頂いている。

そのため当初は業務に影響の少ないシステムから統合を始め

たが、現在では、Active DirectoryやNT４.０で稼働している

基幹系システム、または、基幹系システムのバックアップ機

などの移行も開始している。

　また、性能評価の結果からもわかるように、CPU及びメモ

リリソースにはまだまだ余裕があり、まだまだ仮想サーバを

増やすことが可能である。今後も、VI３ のサーバ統合を加速

し ITリソースの有効活用をさらにすすめていく。

　有効活用するために仮想サーバを増やすときに注意しなけ

ればならないことがある。それは、「ESX Serverのメモリ不

足が、仮想サーバのパフォーマンス低下につながる」という

ことである。ESX Serveも通常のサーバと同様に、仮想サーバ

がメモリ不足状態になると、自動的にディスクにスワップ

させる。VI３では、実際の物理メモリ容量よりも多くの仮想

メモリを仮想サーバに割り当てることが可能なように設計さ

れてはいるが、メモリ消費量の激しいWindowsのDBサーバ

などを仮想環境に移行した場合には、スワップが原因でパフォー

マンス低下が生じる可能性もある。メモリの使用率は、ESX 

Serverが何台の仮想サーバをホストできるかを決める1つの

ポイントとなってくるため、注意する必要がある。

3.1 仮想化導入の経緯
　ITプラットフォームサービス事業部(以下、ITPS)では、こ

れまで仮想化基盤における様々な検証を行なってきた。また、

検証を行なうと共に事業部内に散在していたサーバの集約・

統合も進めてきた。これは、今後お客さまに仮想化基盤をご

提供する上で、実際に仮想化技術を活用し、その技術ノウハウ、

運用ノウハウを蓄積することが何よりの検証作業であると考

えたからである。

3.2. 仮想化基盤の構築と導入
3.2.1 導入に至った経緯
　ITPSでは事業の遂行に必要なサーバ機器を多く抱えていた。

その利用目的とおよその台数は以下のとおりである。

　　● 開発環境用サーバ…５～１０台(システムインテグレーション

　　案件ごとのステージング環境)

　　● 保守環境用サーバ…６台(リリース済みシステムの保守環境)

　　● 検証環境用サーバ…数台(他社製パッケージソフトウェア、

　　オープンソースソフトウェア等の検証 )

　　● 事業部内情報共有サーバ…５台(ポータルサイト、インス

　　タントメッセンジャー等)

　サーバの台数は事業の拡大と共に、増える一方であったため、

導入コスト、運用・維持コストの増大が大きな問題となって

いた。

3.2.2  VI3 の採用
　仮想化ソリューションは、商用製品、オープンソースなど様々

であるが、今回は早期から検証を行なっていたことに加え、管

理面での優位性からVI３ を採用することになった。

　開発プロジェクトで使用していた既存の日本ヒューレット・

パッカード社製のラックマウントサーバ５台を再利用し、内４台に

VMware ESX Server ３を導入した。残る1台には、Linuxを

導入し、オープンソースの iSCSIソフトウェアターゲットを用

いた共有ストレージを構築した。

　仮想化基盤システムの構成は図３のとおりである。実際に

４台のESX Server上で仮想サーバが稼動することとなる。

　またストレージに関しては、ローカルストレージ、共有スト

レージを使い分ける設計となっている。特にディスク I/O

パフォーマンスが要求されるDBなど、主に開発用途のサーバ

はローカルストレージにその仮想サーバのイメージを配置し、

ディスク I/Oの負荷が軽いであろうサーバや、不定期利用とな

る保守環境用サーバは共有ディスク上に配置する運用とした。

本構成の特徴は以下のとおりである。

(１) Virtual Center を仮想化基盤上に構築

　　　物理サーバの削減を目的とする。Virtual Center専用

　　に物理サーバを確保すれば、より運用面の安定度が増すが、

　　開発環境が主であることに加え、リソース利用効率の最適

　　化のため、仮想環境内に構築した。

(２) オープンソースで構築した安価な iSCSI共有ストレージの

　　活用

　　　ローカルストレージと比べ、I/Oパフォーマンスは低く

　　なるが、VMotion、DRS等の付加価値の高い機能を利用

　　することが可能になる。Linuxディストリビューションに

　　はSUSE LINUX Enterprise Server １０ sp1を採用して

　　いる。

(３) Active Directoryサーバとの連携

　　　管理負荷軽減、柔軟な運用を目的としてVirtualCenter

　　を当社従業者のIDを管理しているActive Directoryサーバ

　　と連携させている。従業者は社内ポータルサイトやメール

　　サービスと同様の ID、パスワードを用いて仮想環境利用

　　の認証が行なえる。

3.3. 導入効果
3.3.1 サーバの統合・集約
　２００８年1月現在、仮想化基盤は、１０を超える案件で、その

開発や保守の環境として利用されている。また仮想サーバの数

も５０を超え、常時３０台ほどの仮想サーバが４台の物理サーバ

上で稼動している。仮想化基盤導入の浸透と共に、事業部内の

PCサーバも徐々にその数を減らしていった。ハードウェアの

老朽化が目立つサーバを優先的に仮想環境に移行し、さらに

リース契約の切れるサーバについても、更新手続きを行なわず、

随時仮想化基盤へと移行していった。（今後もリース契約切れ

となるサーバの統合を進める予定である。）

3.3.2 更なる導入効果
　ここまで述べた導入効果で、3.2.1項で述べた導入・運用・

維持コスト増大の問題を解決し、当初の導入目的を達成してい

た。しかし、仮想化基盤導入の効果はこれだけには留まらず、

様々な副次的効果をもたらし、業務の効率化に大きく貢献した。

(１) 迅速なプロビジョニング

　　　プロビジョニングとは、供給、準備、設備、対策、引き

　　当てなどを意味する言葉である。今回の仮想化基盤導入に

　　よる最大の効果は、サーバリソースにおける迅速なプロビ

　　ジョニングであった。これまで、開発等によりサーバが必

　　要になった場合、そのリソースの確保のため、少なくとも

　　２週間程度の時間を要していた。しかし、仮想化基盤を導

　　入したことにより、数分でそのリソースを提供することが

　　可能になった。

　　　さらに、事前にOS、ミドルウェアをインストールした

　　仮想サーバのイメージを作成しておけば、そのイメージの

　　コピーのみでことが済む。特にLAMP(2)環境など基盤

　　スタックが定まっている場合に効果的であった。また、予

　　算や時間的な制限により諦めていた小さな検証作業なども、

　　積極的に行なえるようになった。

(２) 拡張性の確保

　　　実際にサーバを使い始めると、メモリの増強や、ハード

　　ディスクの追加などの多様な拡張要求がユーザから発生す

　　る。なかにはSMP(3)環境でないと検証できないので

　　CPUの数を増やして欲しいといった要望もあった。これ

　　らの要求に対しても、仮想化基盤の優位性が発揮され、必

　　要なリソースを必要な時に与えることができる。そのため、

　　初期導入時の過剰な投資や、追加投資のリスクが軽減される。

(３) OSレベルでの世代管理

　　　ある開発プロジェクトでは、VMwareのスナップショット

　　機能が役に立った。スナップショット機能を用いると、

　　仮想サーバで使われているOS・アプリケーションの状態、

　　設定情報およびディスクの内容を時系列で保持することが

　　できる。この機能を活用することにより、後戻りの効かな

　　いパッチの適用や、戻すために大きな手間を要する設定変

　　更を気軽に試すことが可能となる。

　　　OSレベルでのシステムバックアップを簡単に世代管理

　　できるのである。この機能も開発効率の向上に大きな効果

　　があった。

3.4. 考察
　ここまで述べたように、開発・保守・検証環境に仮想化基盤

を用いることは大いに有効である。仮想化基盤の導入は、コス

ト削減と、開発スピード、開発効率の向上など多くのメリット

をもたらし、競争力の強化に繋げてくれるソリューションである。

　ただし、仮想化基盤の導入は良い面ばかりではない。基盤を

集約したことにより、基盤管理者が担う責任は益々大きなもの

となる。1台の物理サーバの停止が複数のサービスの停止につ

ながるからである。管理や運用を間違えば、複数の開発プロジェ

クトの進捗を止めてしまうことになりかねない。複数プロジェ

クトが円滑にリソースを共有できるようにキャパシティープラ

ンニングを行なうことが大切であり、管理する仮想サーバが増

えるにつれプランニングは複雑なものとなっていく。

4. 構築上の注意点
　サーバの仮想化技術は実用レベルに達しているが、利用環

境として、ソフトウェアライセンスやソフトウェアサポート

の考え方、運用管理などの面ではまだまだ発展途上である。

仮想環境を活用するためには、幅広いIT基盤の仮想化技術の

習得とともに製品動向への注視を欠かせない。

　また、サーバ統合による直接的なコストダウンに過大な期

待を持たず、可用性の向上や、運用管理の柔軟性など、仮想

化の優位性を理解したうえで、仮想基盤構築サービスを提供

していく所存である。

4.1 ハードウェア選定の注意点
　サーバハードウェアを選定するにあたっての注意点は以下

のとおりである。

(１) VMware社のサポートを受けるためVMware社で検証済

　　みのサーバを選ぶこと

(２) 仮想サーバが増えた場合CPUよりもメモリネックになる 

　　ことが多いことから、メモリ搭載量が大きいこと

(３) 柔軟にネットワークを構成するため NIC(Network

　　Interface Card) のポート数が多いこと

4.2ソフトウェアライセンスの注意点
　ソフトウェアライセンスは仮想サーバ環境に配慮にしたも

のは少ないため、予想外に必要なライセンスが増えてしまう

ことがある。

(１) 物理サーバのCPUコア数によって必要なライセンス数が

　　決まる場合、仮想サーバに１個のCPUしか割り当ててい

　　なくてもESX Serverのコア数必要となる場合がある。例

　　えば1CPUの物理サーバを仮想化し、複数のCPUを積ん

　　だESX Serverに統合する場合、CPUライセンスが不足

　　し、コストメリットが相殺されてしまうことになる。

(２) Windows ServerのOSはハードウェア廃棄時を除き物理

　　サーバ間でのライセンス移動は９０日間に１回しか認めら

　　れていない。VMotion機能やDRS機能を使う場合、移動

　　先のESX ServerにもOSライセンスが必要となる。

(３) 仮想サーバに有利なライセンス体系もある。

　　物理サーバにライセンスがあれば、仮想サーバ数には制

　　限がないものがある。ただし、仮想サーバが１台だけの場合も、

　　HA機能やVMotion機能を使う場合は移動先の物理サーバ

　　にライセンスが必要なため、最低２つのライセンスが必

　　要となる。

　ソフトウェアのライセンスの考え方は、提供各社により大

きく異なっているので、注意を要する。特に物理サーバで稼

働中のシステムをConverterをはじめとするP２Vソフトウェア

で移行する場合は、ライセンスを変更する必要性を忘れがち

なので要注意である。

4.3ネットワーク設計の注意点
　性能面からはコンソール・VMotion・各仮想サーバに１枚

のNICが割り当てられることが望ましいが、実際には複数の

サーバでNICを共有することが多い。冗長性などにも配慮し仮

想スイッチのVLAN設計を行う必要がある。従来、サーバ技術

者はネットワーク設計にタッチしていない場合も多く見られた。

しかし、仮想サーバ設計にはサーバ設計だけではなく、ネット

ワークを含めた総合的な設計能力が求められる。

4.4ストレージ設計の注意点
　ストレージはハードウェア・ベンダーによって実装方法など

が異なり、ネットワークとは違ってハードウェア・ベンダーの

技術者に実装を頼ることが多い。論理ディスクの定義のたびに

ハードウェア・ベンダーの技術者を呼ぶ必要があっては、仮想

サーバの長所であるコスト削減や、実装の短時間化が損なわれ

る。このため、あらかじめ拡張性を考慮してVMFS領域を確

保しておくとよい。VMFS領域は仮想化されたストレージそ

のものであり、必要なときサーバ技術者が必要な領域を確保で

きることは運用性の向上に欠かせない。

　ストレージのバックアップは物理サーバ上とまったく同じ手

法で取ることも可能であるが、VMware専用のバックアップ

ツールを使うと非常に簡便にシステムのバックアップをオンラ

インで取ることが可能である。ただし、ストレージのスナップ

ショットなどの機能を使ってコピーする場合は、論理ユニット

単位でのバックアップとなるため、ディスクの定義をrawモード

にし、仮想OSのフォーマット（例えばNTFSフォーマット）

で論理ユニットを定義しておく必要がある。

　DBサーバなどの場合、性能面だけでなく、バックアップ方

式にも特に配慮が必要である。

4.5仮想サーバ割り当ての注意点
　１台のESX Serverにどの仮想サーバを組み合わせるか、性

能面だけで決めてしまいがちであるが、運用性の異なるサーバ

を組み合わせた場合、ESX Serverのメンテナンス時間を確保

することが難しくなる。このため、運用条件が同じサーバを組

み合わせることが望ましい。

　複数のサーバが連携して１つのサービスを提供しているよう

な場合には、それらのサーバを複数台のESX Serverに分散し

て配置しても、１台のESX Serverの停止がシステム全体に及

ぶことになり、サーバを分散して配置する意味がない。このよ

うな観点で仮想サーバを割り当てていく必要がある。

1.2  VI3の代表的な機能
　VI３では、VMware HA（High Availability）（以下、HA）

や、VMware VMotion（以下、VMotion）、VMware DRS

（Distributed Resource Scheduler）（以下、DRS）、

VMware Converter（以下、Converter）といった特徴的な

機能が実装されている。ここでは、簡単にこれらの機能につい

て紹介する。

(１) VMware HA（High Availability）

　　　HAは、各ESX Serverの稼働状態を監視し、ネットワーク

　　障害やハードウェア障害など、仮想サーバ稼働にかかわる

　　障害を検知すると、障害のあるESX Server上で動作して

　　いた仮想サーバを停止させ、別のESX Server上で再起動

　　する機能である。これにより、サーバの障害が起きた時点

　　からのサービス（仮想サーバ）の停止時間が最小化され、

　　かつ、この機能をすべての仮想サーバに提供することが可

　　能となる。

(２) VMware VMotion

　　　VMotionは、あるESX Server上で動作している仮想

　　サーバを、停止することなく別のESX Serverに移動させ

　　るホット・マイグレーション機能である。VMotionを利

　　用すれば、仮想サーバを停止することなくハードウェアの

　　メンテナンスが可能になる。

(３) VMware DRS（Distributed Resource Scheduler）

　　　DRSは、Virtual Center配下の複数のハードウェアリ

　　ソースから論理的なリソースプール（グループ）を作成し、

　　そのリソースプール全体の負荷を最適化し、システムの安

　　定稼動を図る機能である。ストレージから仮想サーバを展

　　開する際に自動的に空いているESX Server上に展開した

　　り、負荷が集中しているESX Server上の仮想サーバを自

　　動的に別のESX Server上にVMotionで移動させたり

　　する。

(４) VMware Converter

　　　Converterは、VMware社が提供しているWindows用

　　のP２V(1)ソフトウェアである。VI３を購入すると無償で

　　利用することができ、物理サーバを本番稼働可能な仮想

　　サーバに変換するために必要となるすべての変換処理を

　　実行する。

VMotionセグメント

管理セグメント

ユーザセグメント 基幹ネットワークへ

VMware ESX Server

仮想サーバ 仮想サーバ

VMware ESX Server

仮想サーバ 仮想サーバ

VMware
Virtual
Center

ESX
OS

ESX
OS

VMFS VMFS
共有ストレージ

仮想ディスク仮想ディスク

SAN

図１  典型的なVI3の構成例
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図２  パフォーマンス実測例

各ESXサーバのスペック

CPU:Xeon3GHz×2

Mem:ESX1～3  8Gbyte

         ESX4        6Gbyte

Virtual Center
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iSCSI共有ストレージサーバ

813Gbyte

ESXサーバ1 ESXサーバ1 ESXサーバ3 ESXサーバ4
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ローカルディスクの利用
ローカルディスクは、iSCSI共有ストレー

ジに比べI/Oパフォーマンスが良いため、

開発案件など、まとまったリソースを長時

間必要とする場合に利用する。

共有ストレージと違いVMotionができな

いためサーバ間で動的な運用ができない。

共有ストレージの利用
各ESXサーバのローカルディスクに比

べI/Oパフォーマンスは低いが、サーバ

間で共有して利用できる。

このディスクに配置されている仮想OSは、

VMotionが可能であり、起動時も負荷

の少ないESXサーバを選んで起動する。

常時起動していない保守用のサーバや

短期検証等に用いている。

ローカルディスクの利用
共有ストレージの利用

（SLES 10sp1）

図３  VI3構成図

（1）P2V (Physical to Virtual)：「物理環境から仮想環境へ」サーバを移行すること。また、その移行のソリューションを総称してP2Vという

（2）LAMP：Webアプリケーションのプラットフォームスタックとして、Linux, Apahce, MySQL, PHP (Perl, Python) の頭文字をとったもの
（3）SMP (Symmetric Multiple Processor)：複数のCPUが同等な立場で処理を分担するマルチプロセッサ手法
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1.  VI3とは

2. 基幹系システムの仮想化事例

3. 開発・保守・検証環境の仮想化事例

 

特集 IT基盤の最適化

5. おわりに

概要
　サーバの仮想化技術は2007年が“仮想化元年”と呼ばれるほど注目を集めている。サーバの高性能化に加え、

増え続けるサーバの集約ニーズの高まりで一気に導入が進んでいくものと考えられる。

　本論文では、サーバの仮想化で代表的なOSであるVMware社のVMware Infrastructure 3（VI3）を利用した

IT基盤構築事例として、「基幹系システム」と「開発・保守・検証環境」の2件を紹介する。それらの事例により確

認できた仮想化の効果と、構築・運用することによりえられた課題と対策について述べる。

(1) サーバハードウェアの選定

　 メモリネックになりやすいため、メモリ搭載量に注意する。また、ネットワーク構成を柔軟にするため、NICポート数

　 がポイントになる。

(2) ソフトウェアライセンス

　 ライセンス方式により、必要なライセンス数が増えることがある。

(3) ネットワーク設計

　 サーバ設計だけではなく、ネットワークを含めた総合的な設計能力が求められる。

(4) ストレージ設計

　 拡張性を考慮してVMFS領域を確保する。また、バックアップ方式にも配慮が必要である。

(5) 仮想サーバ割り当て

　 性能面だけでなく、運用条件を含めて仮想サーバを割り当てることが望ましい。

特
集
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集

特
集
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1.1  VI3の構成
　VMware社のVMware Infrastructure（以下、VI３）はサーバ

の仮想化と仮想サーバの運用管理を統合するソフトウェア群で

ある。図1にVI３の典型的な構成例を示す。VI３は複数の仮想ホ

ストサーバ ：VMware ESX Server（以下、ESX Server） と 

１台の管理サーバ ：VMware Virtual Center（以下、Virtual 

Center）で構成する。 ESX Server上で仮想サーバが稼働し、

それをVirtual Centerで管理することができる。ESX Server

は ２CPU以上、各ESX Server間で共有可能なストレージ資源

を必要とする。また管理セグメント 、動的仮想サーバ移動

（VMotion）用セグメント として専用のネットワークを推奨して

いる。

2.1 仮想化導入の経緯
　N社（以下、お客さま）では、今まで利用してきた関連会社

との共同システムから独立し、基幹系システムを、新たに

センターを設けてインフラからアプリケーションまですべて

新規に構築・運用することとなり、当社データセンターでの

システム移行・構築を開始した。当初は、ブレードサーバに

システム移行・構築を実施してきたが、様々な業務を IT化し

たことで、サーバやストレージの台数が急激に増加し、以下

のような問題点が持ち上がってきた。

(１) データセンター内のサーバ設置スペースの不足

(２) サーバ管理費用などのコストの急増

　 （消費電力、冷却装置、ネットワーク・ストレージ インフ 

　　 ラストラクチャなど）

(３) 新規サーバ導入時にかかる機器調達の時間・コストが増大

　そこで、これらの問題点を解決するソリューションとして

VI３導入を検討した。

2.2 導入に対する懸念点とそれを解決する標準機能
　VI３を導入する上で、お客さまが最も懸念されたのは、「シ

ステムの信頼性・可用性が仮想環境で確保できるのか」とい

う点である。1台の物理サーバ上で複数台の仮想サーバを稼働

させるため、物理サーバが障害により稼働できなくなった場合、

複数台の仮想サーバの停止に直結する可能性が高く、業務へ

の影響が非常に大きい。VI３導入にあたり、「たとえ何らか

の障害が発生した場合にも、業務への影響を最低限に抑える」

ことが大前提であった。

　これらの課題を解決するため、VI３では、HAや、VMotion

といった機能が標準で実装されている。VI３提案時には、

サーバの信頼性に対して不安を感じられていたお客さまであ

るが、このような点を高く評価され、今後に向けたサーバ統

合のインフラとしてVI３の導入を決断された。

2.3 構成
2.3.1 構成環境
　今回は、日本アイ・ビー・エム社製ブレードサーバ上に６台

のESX Serverを導入した。導入時点で２０台の仮想サーバ 

(Windows/Linux) が稼働し、Virtual Centerを使用して集

中管理を行うシステムである。また、万全の信頼性を確保す

るために、ネットワーク、スイッチは冗長構成を採用した。

2.3.2 構築上のポイント
　サーバ仮想化・統合は、比較的業務に影響の少ないDNS 

(Domain Name Server) やDHCP(Dynamic Host 

Configuration Protocol) などのネットワークサービスを

提供するシステムから着手した。導入当初は、仮想化に対する

不安があったため、まとめて移行するのではなく、仮想サーバ

の動作を確認しつつ、徐々に移行していく方針をとった。

　このサーバ統合で威力を発揮したのが、Converterである。

新規にサーバを構築し直すことも可能だが、これでは構築に時

間がかかる。Converterを使用するとサーバ1台あたり１時間

程度で物理サーバから仮想サーバへの移行を完了することがで

きた。

2.4 導入効果
　VI３を導入したメリットとして、大きく以下の５つが挙げ

られる。

(１) 設備コストの削減を実現

　　　２００８年1月時点で、４０台のサーバを６台のESX Server

　　上に統合した。ハードウェアの台数を削減できたことで、

　　物理的な設置スペースのコストや消費電力、電気代などを

　　削減できた。

(２) 運用管理の効率化に貢献

　　　VI３環境では、新規サーバ構築毎に、ハードウェアを調

　　達する必要がない。そのため、機器調達にかかる時間やコ

　　ストを削減できた。また、新しいサーバが必要になった場

　　合、VI３環境は半日程度でサーバ（仮想サーバ）を用意で

　　きるため、急なサーバ提供にも対応が可能となった。

(３) 柔軟で動的なリソース割り当てによる、サーバリソースの

　　有効活用を実現

　　　VI３環境では、サーバの利用効率・目的に応じて、メモ

　　リ使用量の増加・削減、ハードディスクの増設等、構成変

　　更が簡単にできる。必要な分のリソースを必要な時に仮想

　　サーバに割り当て可能なため、余剰のリソースが無駄に蓄

　　積されることがなくなった。

(４) Virtual CenterとVMotionを使用したシステムの集中管

　　理の実現

　　　Virtual Centerを利用することで、仮想サーバの構築

　　も含め、ほとんどの作業をリモートで行える。ハードウェアの

　　稼働状態を監視する「パフォーマンスチャート」機能を使

　　用すると、CPUやメモリなどの利用状況を一目で把握する

　　ことができる。また、VMotionを利用することで、通常

　　の業務中であってもメンテナンスが可能であるなど、運用

　　管理性が向上した。

(5) レガシーOS の安定性とレスポンスの向上

　　　業務システムの中には、Windows NT ４.０ Server（以

　　下、NT４.０）やWindows ２０００ Serverなど、旧バー

　　ジョンのOSで構築されたものも少なくない。しかもNT４.０

　　の場合、新しいサーバに載せ替えたくとも、もうドライバ

　　が提供されていないといったケースもあり得る。しかし

　　VI３を利用すれば、こうした業務システムも新しいサーバ

　　へ移行可能である。しかも最新のハードウェアの上に移行

　　できるため、物理環境の時よりも、安定性が格段に向上し、

　　レスポンスも大きく向上したと、お客さまから大きく評価

　　を得ている。

2.5 パフォーマンス実測結果
　VI３を導入した実際の運用環境で、ESX Serverの物理

リソースが、どの程度利用されているのか、ここでその結果を示す。

　１台のESX Serverでは、Intel Xeonプロセッサ８CPU×

１.８６６GHzと１６GBのメモリを積んでいる。そしてESX Server

上には、仮想サーバ９台（Windows）が稼働している。また、すべ

ての仮想サーバに１CPUを割り当てており、メモリに関しては、ドメ

インコントローラやDNS、認証サーバなどの８台の仮想サーバにそ

れぞれ1GBを割り当て、DHCPサーバに２GBを割り当てている。

　この時のCPU利用率、及び、メモリ使用率を図２に示す。

　この結果から、CPUリソースに関しては、１０%も使用して

おらず、リソースにまだまだ余裕があることがわかる。メモリ

リソースに関しても、３９%～４５％内で収まっており、リソースに

余裕があることがわかる。１２時すぎから、若干メモリの使用

率があがるのは、このお客さまはグローバルに展開している

企業であるため、日本時間の１２時以降に、海外での利用者数

が増えるためである。

2.6 考察
　既に、VI３を導入して1年経過しているが、システムの稼働

状況にまったく問題は起きていない。導入当初、お客さまが

抱いていた不安を払拭することができ、『VMware　ESX 

Server』の信頼性・安定性については大いに満足頂いている。

そのため当初は業務に影響の少ないシステムから統合を始め

たが、現在では、Active DirectoryやNT４.０で稼働している

基幹系システム、または、基幹系システムのバックアップ機

などの移行も開始している。

　また、性能評価の結果からもわかるように、CPU及びメモ

リリソースにはまだまだ余裕があり、まだまだ仮想サーバを

増やすことが可能である。今後も、VI３ のサーバ統合を加速

し ITリソースの有効活用をさらにすすめていく。

　有効活用するために仮想サーバを増やすときに注意しなけ

ればならないことがある。それは、「ESX Serverのメモリ不

足が、仮想サーバのパフォーマンス低下につながる」という

ことである。ESX Serveも通常のサーバと同様に、仮想サーバ

がメモリ不足状態になると、自動的にディスクにスワップ

させる。VI３では、実際の物理メモリ容量よりも多くの仮想

メモリを仮想サーバに割り当てることが可能なように設計さ

れてはいるが、メモリ消費量の激しいWindowsのDBサーバ

などを仮想環境に移行した場合には、スワップが原因でパフォー

マンス低下が生じる可能性もある。メモリの使用率は、ESX 

Serverが何台の仮想サーバをホストできるかを決める1つの

ポイントとなってくるため、注意する必要がある。

3.1 仮想化導入の経緯
　ITプラットフォームサービス事業部(以下、ITPS)では、こ

れまで仮想化基盤における様々な検証を行なってきた。また、

検証を行なうと共に事業部内に散在していたサーバの集約・

統合も進めてきた。これは、今後お客さまに仮想化基盤をご

提供する上で、実際に仮想化技術を活用し、その技術ノウハウ、

運用ノウハウを蓄積することが何よりの検証作業であると考

えたからである。

3.2. 仮想化基盤の構築と導入
3.2.1 導入に至った経緯
　ITPSでは事業の遂行に必要なサーバ機器を多く抱えていた。

その利用目的とおよその台数は以下のとおりである。

　　● 開発環境用サーバ…５～１０台(システムインテグレーション

　　案件ごとのステージング環境)

　　● 保守環境用サーバ…６台(リリース済みシステムの保守環境)

　　● 検証環境用サーバ…数台(他社製パッケージソフトウェア、

　　オープンソースソフトウェア等の検証 )

　　● 事業部内情報共有サーバ…５台(ポータルサイト、インス

　　タントメッセンジャー等)

　サーバの台数は事業の拡大と共に、増える一方であったため、

導入コスト、運用・維持コストの増大が大きな問題となって

いた。

3.2.2  VI3 の採用
　仮想化ソリューションは、商用製品、オープンソースなど様々

であるが、今回は早期から検証を行なっていたことに加え、管

理面での優位性からVI３ を採用することになった。

　開発プロジェクトで使用していた既存の日本ヒューレット・

パッカード社製のラックマウントサーバ５台を再利用し、内４台に

VMware ESX Server ３を導入した。残る1台には、Linuxを

導入し、オープンソースの iSCSIソフトウェアターゲットを用

いた共有ストレージを構築した。

　仮想化基盤システムの構成は図３のとおりである。実際に

４台のESX Server上で仮想サーバが稼動することとなる。

　またストレージに関しては、ローカルストレージ、共有スト

レージを使い分ける設計となっている。特にディスク I/O

パフォーマンスが要求されるDBなど、主に開発用途のサーバ

はローカルストレージにその仮想サーバのイメージを配置し、

ディスク I/Oの負荷が軽いであろうサーバや、不定期利用とな

る保守環境用サーバは共有ディスク上に配置する運用とした。

本構成の特徴は以下のとおりである。

(１) Virtual Center を仮想化基盤上に構築

　　　物理サーバの削減を目的とする。Virtual Center専用

　　に物理サーバを確保すれば、より運用面の安定度が増すが、

　　開発環境が主であることに加え、リソース利用効率の最適

　　化のため、仮想環境内に構築した。

(２) オープンソースで構築した安価な iSCSI共有ストレージの

　　活用

　　　ローカルストレージと比べ、I/Oパフォーマンスは低く

　　なるが、VMotion、DRS等の付加価値の高い機能を利用

　　することが可能になる。Linuxディストリビューションに

　　はSUSE LINUX Enterprise Server １０ sp1を採用して

　　いる。

(３) Active Directoryサーバとの連携

　　　管理負荷軽減、柔軟な運用を目的としてVirtualCenter

　　を当社従業者のIDを管理しているActive Directoryサーバ

　　と連携させている。従業者は社内ポータルサイトやメール

　　サービスと同様の ID、パスワードを用いて仮想環境利用

　　の認証が行なえる。

3.3. 導入効果
3.3.1 サーバの統合・集約
　２００８年1月現在、仮想化基盤は、１０を超える案件で、その

開発や保守の環境として利用されている。また仮想サーバの数

も５０を超え、常時３０台ほどの仮想サーバが４台の物理サーバ

上で稼動している。仮想化基盤導入の浸透と共に、事業部内の

PCサーバも徐々にその数を減らしていった。ハードウェアの

老朽化が目立つサーバを優先的に仮想環境に移行し、さらに

リース契約の切れるサーバについても、更新手続きを行なわず、

随時仮想化基盤へと移行していった。（今後もリース契約切れ

となるサーバの統合を進める予定である。）

3.3.2 更なる導入効果
　ここまで述べた導入効果で、3.2.1項で述べた導入・運用・

維持コスト増大の問題を解決し、当初の導入目的を達成してい

た。しかし、仮想化基盤導入の効果はこれだけには留まらず、

様々な副次的効果をもたらし、業務の効率化に大きく貢献した。

(１) 迅速なプロビジョニング

　　　プロビジョニングとは、供給、準備、設備、対策、引き

　　当てなどを意味する言葉である。今回の仮想化基盤導入に

　　よる最大の効果は、サーバリソースにおける迅速なプロビ

　　ジョニングであった。これまで、開発等によりサーバが必

　　要になった場合、そのリソースの確保のため、少なくとも

　　２週間程度の時間を要していた。しかし、仮想化基盤を導

　　入したことにより、数分でそのリソースを提供することが

　　可能になった。

　　　さらに、事前にOS、ミドルウェアをインストールした

　　仮想サーバのイメージを作成しておけば、そのイメージの

　　コピーのみでことが済む。特にLAMP(2)環境など基盤

　　スタックが定まっている場合に効果的であった。また、予

　　算や時間的な制限により諦めていた小さな検証作業なども、

　　積極的に行なえるようになった。

(２) 拡張性の確保

　　　実際にサーバを使い始めると、メモリの増強や、ハード

　　ディスクの追加などの多様な拡張要求がユーザから発生す

　　る。なかにはSMP(3)環境でないと検証できないので

　　CPUの数を増やして欲しいといった要望もあった。これ

　　らの要求に対しても、仮想化基盤の優位性が発揮され、必

　　要なリソースを必要な時に与えることができる。そのため、

　　初期導入時の過剰な投資や、追加投資のリスクが軽減される。

(３) OSレベルでの世代管理

　　　ある開発プロジェクトでは、VMwareのスナップショット

　　機能が役に立った。スナップショット機能を用いると、

　　仮想サーバで使われているOS・アプリケーションの状態、

　　設定情報およびディスクの内容を時系列で保持することが

　　できる。この機能を活用することにより、後戻りの効かな

　　いパッチの適用や、戻すために大きな手間を要する設定変

　　更を気軽に試すことが可能となる。

　　　OSレベルでのシステムバックアップを簡単に世代管理

　　できるのである。この機能も開発効率の向上に大きな効果

　　があった。

3.4. 考察
　ここまで述べたように、開発・保守・検証環境に仮想化基盤

を用いることは大いに有効である。仮想化基盤の導入は、コス

ト削減と、開発スピード、開発効率の向上など多くのメリット

をもたらし、競争力の強化に繋げてくれるソリューションである。

　ただし、仮想化基盤の導入は良い面ばかりではない。基盤を

集約したことにより、基盤管理者が担う責任は益々大きなもの

となる。1台の物理サーバの停止が複数のサービスの停止につ

ながるからである。管理や運用を間違えば、複数の開発プロジェ

クトの進捗を止めてしまうことになりかねない。複数プロジェ

クトが円滑にリソースを共有できるようにキャパシティープラ

ンニングを行なうことが大切であり、管理する仮想サーバが増

えるにつれプランニングは複雑なものとなっていく。

4. 構築上の注意点
　サーバの仮想化技術は実用レベルに達しているが、利用環

境として、ソフトウェアライセンスやソフトウェアサポート

の考え方、運用管理などの面ではまだまだ発展途上である。

仮想環境を活用するためには、幅広いIT基盤の仮想化技術の

習得とともに製品動向への注視を欠かせない。

　また、サーバ統合による直接的なコストダウンに過大な期

待を持たず、可用性の向上や、運用管理の柔軟性など、仮想

化の優位性を理解したうえで、仮想基盤構築サービスを提供

していく所存である。

4.1 ハードウェア選定の注意点
　サーバハードウェアを選定するにあたっての注意点は以下

のとおりである。

(１) VMware社のサポートを受けるためVMware社で検証済

　　みのサーバを選ぶこと

(２) 仮想サーバが増えた場合CPUよりもメモリネックになる 

　　ことが多いことから、メモリ搭載量が大きいこと

(３) 柔軟にネットワークを構成するため NIC(Network

　　Interface Card) のポート数が多いこと

4.2ソフトウェアライセンスの注意点
　ソフトウェアライセンスは仮想サーバ環境に配慮にしたも

のは少ないため、予想外に必要なライセンスが増えてしまう

ことがある。

(１) 物理サーバのCPUコア数によって必要なライセンス数が

　　決まる場合、仮想サーバに１個のCPUしか割り当ててい

　　なくてもESX Serverのコア数必要となる場合がある。例

　　えば1CPUの物理サーバを仮想化し、複数のCPUを積ん

　　だESX Serverに統合する場合、CPUライセンスが不足

　　し、コストメリットが相殺されてしまうことになる。

(２) Windows ServerのOSはハードウェア廃棄時を除き物理

　　サーバ間でのライセンス移動は９０日間に１回しか認めら

　　れていない。VMotion機能やDRS機能を使う場合、移動

　　先のESX ServerにもOSライセンスが必要となる。

(３) 仮想サーバに有利なライセンス体系もある。

　　物理サーバにライセンスがあれば、仮想サーバ数には制

　　限がないものがある。ただし、仮想サーバが１台だけの場合も、

　　HA機能やVMotion機能を使う場合は移動先の物理サーバ

　　にライセンスが必要なため、最低２つのライセンスが必

　　要となる。

　ソフトウェアのライセンスの考え方は、提供各社により大

きく異なっているので、注意を要する。特に物理サーバで稼

働中のシステムをConverterをはじめとするP２Vソフトウェア

で移行する場合は、ライセンスを変更する必要性を忘れがち

なので要注意である。

4.3ネットワーク設計の注意点
　性能面からはコンソール・VMotion・各仮想サーバに１枚

のNICが割り当てられることが望ましいが、実際には複数の

サーバでNICを共有することが多い。冗長性などにも配慮し仮

想スイッチのVLAN設計を行う必要がある。従来、サーバ技術

者はネットワーク設計にタッチしていない場合も多く見られた。

しかし、仮想サーバ設計にはサーバ設計だけではなく、ネット

ワークを含めた総合的な設計能力が求められる。

4.4ストレージ設計の注意点
　ストレージはハードウェア・ベンダーによって実装方法など

が異なり、ネットワークとは違ってハードウェア・ベンダーの

技術者に実装を頼ることが多い。論理ディスクの定義のたびに

ハードウェア・ベンダーの技術者を呼ぶ必要があっては、仮想

サーバの長所であるコスト削減や、実装の短時間化が損なわれ

る。このため、あらかじめ拡張性を考慮してVMFS領域を確

保しておくとよい。VMFS領域は仮想化されたストレージそ

のものであり、必要なときサーバ技術者が必要な領域を確保で

きることは運用性の向上に欠かせない。

　ストレージのバックアップは物理サーバ上とまったく同じ手

法で取ることも可能であるが、VMware専用のバックアップ

ツールを使うと非常に簡便にシステムのバックアップをオンラ

インで取ることが可能である。ただし、ストレージのスナップ

ショットなどの機能を使ってコピーする場合は、論理ユニット

単位でのバックアップとなるため、ディスクの定義をrawモード

にし、仮想OSのフォーマット（例えばNTFSフォーマット）

で論理ユニットを定義しておく必要がある。

　DBサーバなどの場合、性能面だけでなく、バックアップ方

式にも特に配慮が必要である。

4.5仮想サーバ割り当ての注意点
　１台のESX Serverにどの仮想サーバを組み合わせるか、性

能面だけで決めてしまいがちであるが、運用性の異なるサーバ

を組み合わせた場合、ESX Serverのメンテナンス時間を確保

することが難しくなる。このため、運用条件が同じサーバを組

み合わせることが望ましい。

　複数のサーバが連携して１つのサービスを提供しているよう

な場合には、それらのサーバを複数台のESX Serverに分散し

て配置しても、１台のESX Serverの停止がシステム全体に及

ぶことになり、サーバを分散して配置する意味がない。このよ

うな観点で仮想サーバを割り当てていく必要がある。

1.2  VI3の代表的な機能
　VI３では、VMware HA（High Availability）（以下、HA）

や、VMware VMotion（以下、VMotion）、VMware DRS

（Distributed Resource Scheduler）（以下、DRS）、

VMware Converter（以下、Converter）といった特徴的な

機能が実装されている。ここでは、簡単にこれらの機能につい

て紹介する。

(１) VMware HA（High Availability）

　　　HAは、各ESX Serverの稼働状態を監視し、ネットワーク

　　障害やハードウェア障害など、仮想サーバ稼働にかかわる

　　障害を検知すると、障害のあるESX Server上で動作して

　　いた仮想サーバを停止させ、別のESX Server上で再起動

　　する機能である。これにより、サーバの障害が起きた時点

　　からのサービス（仮想サーバ）の停止時間が最小化され、

　　かつ、この機能をすべての仮想サーバに提供することが可

　　能となる。

(２) VMware VMotion

　　　VMotionは、あるESX Server上で動作している仮想

　　サーバを、停止することなく別のESX Serverに移動させ

　　るホット・マイグレーション機能である。VMotionを利

　　用すれば、仮想サーバを停止することなくハードウェアの

　　メンテナンスが可能になる。

(３) VMware DRS（Distributed Resource Scheduler）

　　　DRSは、Virtual Center配下の複数のハードウェアリ

　　ソースから論理的なリソースプール（グループ）を作成し、

　　そのリソースプール全体の負荷を最適化し、システムの安

　　定稼動を図る機能である。ストレージから仮想サーバを展

　　開する際に自動的に空いているESX Server上に展開した

　　り、負荷が集中しているESX Server上の仮想サーバを自

　　動的に別のESX Server上にVMotionで移動させたり

　　する。

(４) VMware Converter

　　　Converterは、VMware社が提供しているWindows用

　　のP２V(1)ソフトウェアである。VI３を購入すると無償で

　　利用することができ、物理サーバを本番稼働可能な仮想

　　サーバに変換するために必要となるすべての変換処理を

　　実行する。

VMotionセグメント

管理セグメント

ユーザセグメント 基幹ネットワークへ

VMware ESX Server
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VMware
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図１  典型的なVI3の構成例
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図２  パフォーマンス実測例
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ローカルディスクの利用
ローカルディスクは、iSCSI共有ストレー

ジに比べI/Oパフォーマンスが良いため、

開発案件など、まとまったリソースを長時

間必要とする場合に利用する。

共有ストレージと違いVMotionができな

いためサーバ間で動的な運用ができない。

共有ストレージの利用
各ESXサーバのローカルディスクに比

べI/Oパフォーマンスは低いが、サーバ

間で共有して利用できる。

このディスクに配置されている仮想OSは、

VMotionが可能であり、起動時も負荷

の少ないESXサーバを選んで起動する。

常時起動していない保守用のサーバや

短期検証等に用いている。

ローカルディスクの利用
共有ストレージの利用

（SLES 10sp1）

図３  VI3構成図

（1）P2V (Physical to Virtual)：「物理環境から仮想環境へ」サーバを移行すること。また、その移行のソリューションを総称してP2Vという

（2）LAMP：Webアプリケーションのプラットフォームスタックとして、Linux, Apahce, MySQL, PHP (Perl, Python) の頭文字をとったもの
（3）SMP (Symmetric Multiple Processor)：複数のCPUが同等な立場で処理を分担するマルチプロセッサ手法
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3. 開発・保守・検証環境の仮想化事例

 

特集 IT基盤の最適化

5. おわりに

概要
　サーバの仮想化技術は2007年が“仮想化元年”と呼ばれるほど注目を集めている。サーバの高性能化に加え、

増え続けるサーバの集約ニーズの高まりで一気に導入が進んでいくものと考えられる。

　本論文では、サーバの仮想化で代表的なOSであるVMware社のVMware Infrastructure 3（VI3）を利用した

IT基盤構築事例として、「基幹系システム」と「開発・保守・検証環境」の2件を紹介する。それらの事例により確

認できた仮想化の効果と、構築・運用することによりえられた課題と対策について述べる。

(1) サーバハードウェアの選定

　 メモリネックになりやすいため、メモリ搭載量に注意する。また、ネットワーク構成を柔軟にするため、NICポート数

　 がポイントになる。

(2) ソフトウェアライセンス

　 ライセンス方式により、必要なライセンス数が増えることがある。

(3) ネットワーク設計

　 サーバ設計だけではなく、ネットワークを含めた総合的な設計能力が求められる。

(4) ストレージ設計

　 拡張性を考慮してVMFS領域を確保する。また、バックアップ方式にも配慮が必要である。

(5) 仮想サーバ割り当て

　 性能面だけでなく、運用条件を含めて仮想サーバを割り当てることが望ましい。
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1.1  VI3の構成
　VMware社のVMware Infrastructure（以下、VI３）はサーバ

の仮想化と仮想サーバの運用管理を統合するソフトウェア群で

ある。図1にVI３の典型的な構成例を示す。VI３は複数の仮想ホ

ストサーバ ：VMware ESX Server（以下、ESX Server） と 

１台の管理サーバ ：VMware Virtual Center（以下、Virtual 

Center）で構成する。 ESX Server上で仮想サーバが稼働し、

それをVirtual Centerで管理することができる。ESX Server

は ２CPU以上、各ESX Server間で共有可能なストレージ資源

を必要とする。また管理セグメント 、動的仮想サーバ移動

（VMotion）用セグメント として専用のネットワークを推奨して

いる。

2.1 仮想化導入の経緯
　N社（以下、お客さま）では、今まで利用してきた関連会社

との共同システムから独立し、基幹系システムを、新たに

センターを設けてインフラからアプリケーションまですべて

新規に構築・運用することとなり、当社データセンターでの

システム移行・構築を開始した。当初は、ブレードサーバに

システム移行・構築を実施してきたが、様々な業務を IT化し

たことで、サーバやストレージの台数が急激に増加し、以下

のような問題点が持ち上がってきた。

(１) データセンター内のサーバ設置スペースの不足

(２) サーバ管理費用などのコストの急増

　 （消費電力、冷却装置、ネットワーク・ストレージ インフ 

　　 ラストラクチャなど）

(３) 新規サーバ導入時にかかる機器調達の時間・コストが増大

　そこで、これらの問題点を解決するソリューションとして

VI３導入を検討した。

2.2 導入に対する懸念点とそれを解決する標準機能
　VI３を導入する上で、お客さまが最も懸念されたのは、「シ

ステムの信頼性・可用性が仮想環境で確保できるのか」とい

う点である。1台の物理サーバ上で複数台の仮想サーバを稼働

させるため、物理サーバが障害により稼働できなくなった場合、

複数台の仮想サーバの停止に直結する可能性が高く、業務へ

の影響が非常に大きい。VI３導入にあたり、「たとえ何らか

の障害が発生した場合にも、業務への影響を最低限に抑える」

ことが大前提であった。

　これらの課題を解決するため、VI３では、HAや、VMotion

といった機能が標準で実装されている。VI３提案時には、

サーバの信頼性に対して不安を感じられていたお客さまであ

るが、このような点を高く評価され、今後に向けたサーバ統

合のインフラとしてVI３の導入を決断された。

2.3 構成
2.3.1 構成環境
　今回は、日本アイ・ビー・エム社製ブレードサーバ上に６台

のESX Serverを導入した。導入時点で２０台の仮想サーバ 

(Windows/Linux) が稼働し、Virtual Centerを使用して集

中管理を行うシステムである。また、万全の信頼性を確保す

るために、ネットワーク、スイッチは冗長構成を採用した。

2.3.2 構築上のポイント
　サーバ仮想化・統合は、比較的業務に影響の少ないDNS 

(Domain Name Server) やDHCP(Dynamic Host 

Configuration Protocol) などのネットワークサービスを

提供するシステムから着手した。導入当初は、仮想化に対する

不安があったため、まとめて移行するのではなく、仮想サーバ

の動作を確認しつつ、徐々に移行していく方針をとった。

　このサーバ統合で威力を発揮したのが、Converterである。

新規にサーバを構築し直すことも可能だが、これでは構築に時

間がかかる。Converterを使用するとサーバ1台あたり１時間

程度で物理サーバから仮想サーバへの移行を完了することがで

きた。

2.4 導入効果
　VI３を導入したメリットとして、大きく以下の５つが挙げ

られる。

(１) 設備コストの削減を実現

　　　２００８年1月時点で、４０台のサーバを６台のESX Server

　　上に統合した。ハードウェアの台数を削減できたことで、

　　物理的な設置スペースのコストや消費電力、電気代などを

　　削減できた。

(２) 運用管理の効率化に貢献

　　　VI３環境では、新規サーバ構築毎に、ハードウェアを調

　　達する必要がない。そのため、機器調達にかかる時間やコ

　　ストを削減できた。また、新しいサーバが必要になった場

　　合、VI３環境は半日程度でサーバ（仮想サーバ）を用意で

　　きるため、急なサーバ提供にも対応が可能となった。

(３) 柔軟で動的なリソース割り当てによる、サーバリソースの

　　有効活用を実現

　　　VI３環境では、サーバの利用効率・目的に応じて、メモ

　　リ使用量の増加・削減、ハードディスクの増設等、構成変

　　更が簡単にできる。必要な分のリソースを必要な時に仮想

　　サーバに割り当て可能なため、余剰のリソースが無駄に蓄

　　積されることがなくなった。

(４) Virtual CenterとVMotionを使用したシステムの集中管

　　理の実現

　　　Virtual Centerを利用することで、仮想サーバの構築

　　も含め、ほとんどの作業をリモートで行える。ハードウェアの

　　稼働状態を監視する「パフォーマンスチャート」機能を使

　　用すると、CPUやメモリなどの利用状況を一目で把握する

　　ことができる。また、VMotionを利用することで、通常

　　の業務中であってもメンテナンスが可能であるなど、運用

　　管理性が向上した。

(5) レガシーOS の安定性とレスポンスの向上

　　　業務システムの中には、Windows NT ４.０ Server（以

　　下、NT４.０）やWindows ２０００ Serverなど、旧バー

　　ジョンのOSで構築されたものも少なくない。しかもNT４.０

　　の場合、新しいサーバに載せ替えたくとも、もうドライバ

　　が提供されていないといったケースもあり得る。しかし

　　VI３を利用すれば、こうした業務システムも新しいサーバ

　　へ移行可能である。しかも最新のハードウェアの上に移行

　　できるため、物理環境の時よりも、安定性が格段に向上し、

　　レスポンスも大きく向上したと、お客さまから大きく評価

　　を得ている。

2.5 パフォーマンス実測結果
　VI３を導入した実際の運用環境で、ESX Serverの物理

リソースが、どの程度利用されているのか、ここでその結果を示す。

　１台のESX Serverでは、Intel Xeonプロセッサ８CPU×

１.８６６GHzと１６GBのメモリを積んでいる。そしてESX Server

上には、仮想サーバ９台（Windows）が稼働している。また、すべ

ての仮想サーバに１CPUを割り当てており、メモリに関しては、ドメ

インコントローラやDNS、認証サーバなどの８台の仮想サーバにそ

れぞれ1GBを割り当て、DHCPサーバに２GBを割り当てている。

　この時のCPU利用率、及び、メモリ使用率を図２に示す。

　この結果から、CPUリソースに関しては、１０%も使用して

おらず、リソースにまだまだ余裕があることがわかる。メモリ

リソースに関しても、３９%～４５％内で収まっており、リソースに

余裕があることがわかる。１２時すぎから、若干メモリの使用

率があがるのは、このお客さまはグローバルに展開している

企業であるため、日本時間の１２時以降に、海外での利用者数

が増えるためである。

2.6 考察
　既に、VI３を導入して1年経過しているが、システムの稼働

状況にまったく問題は起きていない。導入当初、お客さまが

抱いていた不安を払拭することができ、『VMware　ESX 

Server』の信頼性・安定性については大いに満足頂いている。

そのため当初は業務に影響の少ないシステムから統合を始め

たが、現在では、Active DirectoryやNT４.０で稼働している

基幹系システム、または、基幹系システムのバックアップ機

などの移行も開始している。

　また、性能評価の結果からもわかるように、CPU及びメモ

リリソースにはまだまだ余裕があり、まだまだ仮想サーバを

増やすことが可能である。今後も、VI３ のサーバ統合を加速

し ITリソースの有効活用をさらにすすめていく。

　有効活用するために仮想サーバを増やすときに注意しなけ

ればならないことがある。それは、「ESX Serverのメモリ不

足が、仮想サーバのパフォーマンス低下につながる」という

ことである。ESX Serveも通常のサーバと同様に、仮想サーバ

がメモリ不足状態になると、自動的にディスクにスワップ

させる。VI３では、実際の物理メモリ容量よりも多くの仮想

メモリを仮想サーバに割り当てることが可能なように設計さ

れてはいるが、メモリ消費量の激しいWindowsのDBサーバ

などを仮想環境に移行した場合には、スワップが原因でパフォー

マンス低下が生じる可能性もある。メモリの使用率は、ESX 

Serverが何台の仮想サーバをホストできるかを決める1つの

ポイントとなってくるため、注意する必要がある。

3.1 仮想化導入の経緯
　ITプラットフォームサービス事業部(以下、ITPS)では、こ

れまで仮想化基盤における様々な検証を行なってきた。また、

検証を行なうと共に事業部内に散在していたサーバの集約・

統合も進めてきた。これは、今後お客さまに仮想化基盤をご

提供する上で、実際に仮想化技術を活用し、その技術ノウハウ、

運用ノウハウを蓄積することが何よりの検証作業であると考

えたからである。

3.2. 仮想化基盤の構築と導入
3.2.1 導入に至った経緯
　ITPSでは事業の遂行に必要なサーバ機器を多く抱えていた。

その利用目的とおよその台数は以下のとおりである。

　　● 開発環境用サーバ…５～１０台(システムインテグレーション

　　案件ごとのステージング環境)

　　● 保守環境用サーバ…６台(リリース済みシステムの保守環境)

　　● 検証環境用サーバ…数台(他社製パッケージソフトウェア、

　　オープンソースソフトウェア等の検証 )

　　● 事業部内情報共有サーバ…５台(ポータルサイト、インス

　　タントメッセンジャー等)

　サーバの台数は事業の拡大と共に、増える一方であったため、

導入コスト、運用・維持コストの増大が大きな問題となって

いた。

3.2.2  VI3 の採用
　仮想化ソリューションは、商用製品、オープンソースなど様々

であるが、今回は早期から検証を行なっていたことに加え、管

理面での優位性からVI３ を採用することになった。

　開発プロジェクトで使用していた既存の日本ヒューレット・

パッカード社製のラックマウントサーバ５台を再利用し、内４台に

VMware ESX Server ３を導入した。残る1台には、Linuxを

導入し、オープンソースの iSCSIソフトウェアターゲットを用

いた共有ストレージを構築した。

　仮想化基盤システムの構成は図３のとおりである。実際に

４台のESX Server上で仮想サーバが稼動することとなる。

　またストレージに関しては、ローカルストレージ、共有スト

レージを使い分ける設計となっている。特にディスク I/O

パフォーマンスが要求されるDBなど、主に開発用途のサーバ

はローカルストレージにその仮想サーバのイメージを配置し、

ディスク I/Oの負荷が軽いであろうサーバや、不定期利用とな

る保守環境用サーバは共有ディスク上に配置する運用とした。

本構成の特徴は以下のとおりである。

(１) Virtual Center を仮想化基盤上に構築

　　　物理サーバの削減を目的とする。Virtual Center専用

　　に物理サーバを確保すれば、より運用面の安定度が増すが、

　　開発環境が主であることに加え、リソース利用効率の最適

　　化のため、仮想環境内に構築した。

(２) オープンソースで構築した安価な iSCSI共有ストレージの

　　活用

　　　ローカルストレージと比べ、I/Oパフォーマンスは低く

　　なるが、VMotion、DRS等の付加価値の高い機能を利用

　　することが可能になる。Linuxディストリビューションに

　　はSUSE LINUX Enterprise Server １０ sp1を採用して

　　いる。

(３) Active Directoryサーバとの連携

　　　管理負荷軽減、柔軟な運用を目的としてVirtualCenter

　　を当社従業者のIDを管理しているActive Directoryサーバ

　　と連携させている。従業者は社内ポータルサイトやメール

　　サービスと同様の ID、パスワードを用いて仮想環境利用

　　の認証が行なえる。

3.3. 導入効果
3.3.1 サーバの統合・集約
　２００８年1月現在、仮想化基盤は、１０を超える案件で、その

開発や保守の環境として利用されている。また仮想サーバの数

も５０を超え、常時３０台ほどの仮想サーバが４台の物理サーバ

上で稼動している。仮想化基盤導入の浸透と共に、事業部内の

PCサーバも徐々にその数を減らしていった。ハードウェアの

老朽化が目立つサーバを優先的に仮想環境に移行し、さらに

リース契約の切れるサーバについても、更新手続きを行なわず、

随時仮想化基盤へと移行していった。（今後もリース契約切れ

となるサーバの統合を進める予定である。）

3.3.2 更なる導入効果
　ここまで述べた導入効果で、3.2.1項で述べた導入・運用・

維持コスト増大の問題を解決し、当初の導入目的を達成してい

た。しかし、仮想化基盤導入の効果はこれだけには留まらず、

様々な副次的効果をもたらし、業務の効率化に大きく貢献した。

(１) 迅速なプロビジョニング

　　　プロビジョニングとは、供給、準備、設備、対策、引き

　　当てなどを意味する言葉である。今回の仮想化基盤導入に

　　よる最大の効果は、サーバリソースにおける迅速なプロビ

　　ジョニングであった。これまで、開発等によりサーバが必

　　要になった場合、そのリソースの確保のため、少なくとも

　　２週間程度の時間を要していた。しかし、仮想化基盤を導

　　入したことにより、数分でそのリソースを提供することが

　　可能になった。

　　　さらに、事前にOS、ミドルウェアをインストールした

　　仮想サーバのイメージを作成しておけば、そのイメージの

　　コピーのみでことが済む。特にLAMP(2)環境など基盤

　　スタックが定まっている場合に効果的であった。また、予

　　算や時間的な制限により諦めていた小さな検証作業なども、

　　積極的に行なえるようになった。

(２) 拡張性の確保

　　　実際にサーバを使い始めると、メモリの増強や、ハード

　　ディスクの追加などの多様な拡張要求がユーザから発生す

　　る。なかにはSMP(3)環境でないと検証できないので

　　CPUの数を増やして欲しいといった要望もあった。これ

　　らの要求に対しても、仮想化基盤の優位性が発揮され、必

　　要なリソースを必要な時に与えることができる。そのため、

　　初期導入時の過剰な投資や、追加投資のリスクが軽減される。

(３) OSレベルでの世代管理

　　　ある開発プロジェクトでは、VMwareのスナップショット

　　機能が役に立った。スナップショット機能を用いると、

　　仮想サーバで使われているOS・アプリケーションの状態、

　　設定情報およびディスクの内容を時系列で保持することが

　　できる。この機能を活用することにより、後戻りの効かな

　　いパッチの適用や、戻すために大きな手間を要する設定変

　　更を気軽に試すことが可能となる。

　　　OSレベルでのシステムバックアップを簡単に世代管理

　　できるのである。この機能も開発効率の向上に大きな効果

　　があった。

3.4. 考察
　ここまで述べたように、開発・保守・検証環境に仮想化基盤

を用いることは大いに有効である。仮想化基盤の導入は、コス

ト削減と、開発スピード、開発効率の向上など多くのメリット

をもたらし、競争力の強化に繋げてくれるソリューションである。

　ただし、仮想化基盤の導入は良い面ばかりではない。基盤を

集約したことにより、基盤管理者が担う責任は益々大きなもの

となる。1台の物理サーバの停止が複数のサービスの停止につ

ながるからである。管理や運用を間違えば、複数の開発プロジェ

クトの進捗を止めてしまうことになりかねない。複数プロジェ

クトが円滑にリソースを共有できるようにキャパシティープラ

ンニングを行なうことが大切であり、管理する仮想サーバが増

えるにつれプランニングは複雑なものとなっていく。

4. 構築上の注意点
　サーバの仮想化技術は実用レベルに達しているが、利用環

境として、ソフトウェアライセンスやソフトウェアサポート

の考え方、運用管理などの面ではまだまだ発展途上である。

仮想環境を活用するためには、幅広いIT基盤の仮想化技術の

習得とともに製品動向への注視を欠かせない。

　また、サーバ統合による直接的なコストダウンに過大な期

待を持たず、可用性の向上や、運用管理の柔軟性など、仮想

化の優位性を理解したうえで、仮想基盤構築サービスを提供

していく所存である。

4.1 ハードウェア選定の注意点
　サーバハードウェアを選定するにあたっての注意点は以下

のとおりである。

(１) VMware社のサポートを受けるためVMware社で検証済

　　みのサーバを選ぶこと

(２) 仮想サーバが増えた場合CPUよりもメモリネックになる 

　　ことが多いことから、メモリ搭載量が大きいこと

(３) 柔軟にネットワークを構成するため NIC(Network

　　Interface Card) のポート数が多いこと

4.2ソフトウェアライセンスの注意点
　ソフトウェアライセンスは仮想サーバ環境に配慮にしたも

のは少ないため、予想外に必要なライセンスが増えてしまう

ことがある。

(１) 物理サーバのCPUコア数によって必要なライセンス数が

　　決まる場合、仮想サーバに１個のCPUしか割り当ててい

　　なくてもESX Serverのコア数必要となる場合がある。例

　　えば1CPUの物理サーバを仮想化し、複数のCPUを積ん

　　だESX Serverに統合する場合、CPUライセンスが不足

　　し、コストメリットが相殺されてしまうことになる。

(２) Windows ServerのOSはハードウェア廃棄時を除き物理

　　サーバ間でのライセンス移動は９０日間に１回しか認めら

　　れていない。VMotion機能やDRS機能を使う場合、移動

　　先のESX ServerにもOSライセンスが必要となる。

(３) 仮想サーバに有利なライセンス体系もある。

　　物理サーバにライセンスがあれば、仮想サーバ数には制

　　限がないものがある。ただし、仮想サーバが１台だけの場合も、

　　HA機能やVMotion機能を使う場合は移動先の物理サーバ

　　にライセンスが必要なため、最低２つのライセンスが必

　　要となる。

　ソフトウェアのライセンスの考え方は、提供各社により大

きく異なっているので、注意を要する。特に物理サーバで稼

働中のシステムをConverterをはじめとするP２Vソフトウェア

で移行する場合は、ライセンスを変更する必要性を忘れがち

なので要注意である。

4.3ネットワーク設計の注意点
　性能面からはコンソール・VMotion・各仮想サーバに１枚

のNICが割り当てられることが望ましいが、実際には複数の

サーバでNICを共有することが多い。冗長性などにも配慮し仮

想スイッチのVLAN設計を行う必要がある。従来、サーバ技術

者はネットワーク設計にタッチしていない場合も多く見られた。

しかし、仮想サーバ設計にはサーバ設計だけではなく、ネット

ワークを含めた総合的な設計能力が求められる。

4.4ストレージ設計の注意点
　ストレージはハードウェア・ベンダーによって実装方法など

が異なり、ネットワークとは違ってハードウェア・ベンダーの

技術者に実装を頼ることが多い。論理ディスクの定義のたびに

ハードウェア・ベンダーの技術者を呼ぶ必要があっては、仮想

サーバの長所であるコスト削減や、実装の短時間化が損なわれ

る。このため、あらかじめ拡張性を考慮してVMFS領域を確

保しておくとよい。VMFS領域は仮想化されたストレージそ

のものであり、必要なときサーバ技術者が必要な領域を確保で

きることは運用性の向上に欠かせない。

　ストレージのバックアップは物理サーバ上とまったく同じ手

法で取ることも可能であるが、VMware専用のバックアップ

ツールを使うと非常に簡便にシステムのバックアップをオンラ

インで取ることが可能である。ただし、ストレージのスナップ

ショットなどの機能を使ってコピーする場合は、論理ユニット

単位でのバックアップとなるため、ディスクの定義をrawモード

にし、仮想OSのフォーマット（例えばNTFSフォーマット）

で論理ユニットを定義しておく必要がある。

　DBサーバなどの場合、性能面だけでなく、バックアップ方

式にも特に配慮が必要である。

4.5仮想サーバ割り当ての注意点
　１台のESX Serverにどの仮想サーバを組み合わせるか、性

能面だけで決めてしまいがちであるが、運用性の異なるサーバ

を組み合わせた場合、ESX Serverのメンテナンス時間を確保

することが難しくなる。このため、運用条件が同じサーバを組

み合わせることが望ましい。

　複数のサーバが連携して１つのサービスを提供しているよう

な場合には、それらのサーバを複数台のESX Serverに分散し

て配置しても、１台のESX Serverの停止がシステム全体に及

ぶことになり、サーバを分散して配置する意味がない。このよ

うな観点で仮想サーバを割り当てていく必要がある。

1.2  VI3の代表的な機能
　VI３では、VMware HA（High Availability）（以下、HA）

や、VMware VMotion（以下、VMotion）、VMware DRS

（Distributed Resource Scheduler）（以下、DRS）、

VMware Converter（以下、Converter）といった特徴的な

機能が実装されている。ここでは、簡単にこれらの機能につい

て紹介する。

(１) VMware HA（High Availability）

　　　HAは、各ESX Serverの稼働状態を監視し、ネットワーク

　　障害やハードウェア障害など、仮想サーバ稼働にかかわる

　　障害を検知すると、障害のあるESX Server上で動作して

　　いた仮想サーバを停止させ、別のESX Server上で再起動

　　する機能である。これにより、サーバの障害が起きた時点

　　からのサービス（仮想サーバ）の停止時間が最小化され、

　　かつ、この機能をすべての仮想サーバに提供することが可

　　能となる。

(２) VMware VMotion

　　　VMotionは、あるESX Server上で動作している仮想

　　サーバを、停止することなく別のESX Serverに移動させ

　　るホット・マイグレーション機能である。VMotionを利

　　用すれば、仮想サーバを停止することなくハードウェアの

　　メンテナンスが可能になる。

(３) VMware DRS（Distributed Resource Scheduler）

　　　DRSは、Virtual Center配下の複数のハードウェアリ

　　ソースから論理的なリソースプール（グループ）を作成し、

　　そのリソースプール全体の負荷を最適化し、システムの安

　　定稼動を図る機能である。ストレージから仮想サーバを展

　　開する際に自動的に空いているESX Server上に展開した

　　り、負荷が集中しているESX Server上の仮想サーバを自

　　動的に別のESX Server上にVMotionで移動させたり

　　する。

(４) VMware Converter

　　　Converterは、VMware社が提供しているWindows用

　　のP２V(1)ソフトウェアである。VI３を購入すると無償で

　　利用することができ、物理サーバを本番稼働可能な仮想

　　サーバに変換するために必要となるすべての変換処理を

　　実行する。
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VMware ESX Server
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Virtual
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図１  典型的なVI3の構成例
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図２  パフォーマンス実測例

各ESXサーバのスペック

CPU:Xeon3GHz×2
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         ESX4        6Gbyte
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ローカルディスクの利用
ローカルディスクは、iSCSI共有ストレー

ジに比べI/Oパフォーマンスが良いため、

開発案件など、まとまったリソースを長時

間必要とする場合に利用する。

共有ストレージと違いVMotionができな

いためサーバ間で動的な運用ができない。

共有ストレージの利用
各ESXサーバのローカルディスクに比

べI/Oパフォーマンスは低いが、サーバ

間で共有して利用できる。

このディスクに配置されている仮想OSは、

VMotionが可能であり、起動時も負荷

の少ないESXサーバを選んで起動する。

常時起動していない保守用のサーバや

短期検証等に用いている。

ローカルディスクの利用
共有ストレージの利用

（SLES 10sp1）

図３  VI3構成図

（1）P2V (Physical to Virtual)：「物理環境から仮想環境へ」サーバを移行すること。また、その移行のソリューションを総称してP2Vという

（2）LAMP：Webアプリケーションのプラットフォームスタックとして、Linux, Apahce, MySQL, PHP (Perl, Python) の頭文字をとったもの
（3）SMP (Symmetric Multiple Processor)：複数のCPUが同等な立場で処理を分担するマルチプロセッサ手法


