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株式会社ベンチャー・リンク様
VAX構想における

ブレードサーバ導入事例
Adoption Case of Blade Server System for Venture Link Co.,Ltd.'s VAX Plan

概要
　近年、多くの企業がITインフラの最適化という命題に悩まされている。株式会社ベンチャー・リンク様（以下、

お客さま）においても、様々なフランチャイズ事業を展開しており、そのフランチャイズ事業を支える最適なITインフラ

の構築が求められていた。

　そこでグループの全体最適を目指した「VAX（Venture-Link Adaptive eXecution）」というITインフラ構想を

2006年8月に打ち出し、当社はその要求に応えるため、日本ヒューレット・パッカード社（以下、HP社）と組み、ストレー

ジの仮想化技術を利用した「ブレードサーバ＋共有ストレージ＋SANブート」によるITインフラの最適化、統合集

約化を提案し、導入に至った。

　本稿では、「ブレードサーバ＋共有ストレージ＋SANブート」の採用に至った経緯から、実際の構築技術なども

紹介するとともに、その導入効果なども紹介する。
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3. ITインフラの選定

4. システム設計、構築上のポイント
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（1）SAN（Storage Area Network）：Fibre Channelというデータ転送方式の技術を利用して、外部記憶装置とサーバ間などを結ぶ高速なネットワーク。

図１  HP BladeSystem c-Class Server

図４  全体の構成図

5. ITインフラの統合集約化の効果

　今回のブレードサーバ＋共有ストレージ導入で、(１)短期間、

低コストでのシステム拡張、(２)リソースの有効活用・効率運

用（運用コスト削減）を実現することができた。

　また、その他の特徴として、SANブート、N+1のスタンバ

イ、共有ストレージを選択したことにより、(３)短時間での復

旧、(４)最小限の予備機、(５)バックアップリカバリーの一元

管理、(６)OS領域データ信頼性の向上、(７)当社への技術蓄

積なども実現することができた。

5.1 システム構築・導入の面
　　● OS（Windows）のインストール時間短縮

　　　Windowsサーバではsysprepという機能を使い、OS

　　を初期セットアップ前の状態にし、EVA（仮想ストレージ）

　　内でOS領域をコピー（ビジネス・コピー）することで、

　　1回のOSインストールで複数台のWindowsを作成するこ

　　とができる。

　　　一方、Linuxサーバではsysprepのような機能がないた

　　め時間短縮はできなかった。

　　● ケーブリング

　　　従来はサーバ毎に電源ケーブルを接続していたため、配

　　線が複雑であった。ブレードはエンクロージャ単位に電源

　　ケーブルを接続するため、配線が簡素化された。

5.2 運用保守の面
　　● 容易なシステムバックアップ

　　　EVA内にOS領域のコピーを作成することで、いままで

　　長時間のサービス停止が必要だったシステムバックアップ

　　が数分で取得可能となった。

　　● データバックアップ中のサービス停止時間短縮

　　　EVAのビジネス・コピー機能を使い、データ領域のコピー

　　を作成し、コピーボリュームをバックアップ管理サーバに

　　マウントしバックアップすることで、サービスを停止する

　　ことなくデータバックアップが可能となった。

　　● 障害復旧時間の短縮（データ編）

　　　データ領域に障害が発生し、データをリストアする場合、

　　従来はテープからリストアするため時間がかかったが、

　　EVA内のコピーボリュームを正とし、ビジネス・コピー

　　することで短時間にリカバリが可能となった。

　　● 障害復旧時間の短縮（ハード編）

　　　ブレード単体のハードウェア障害が発生した場合、従来

　　はベンダーCEが到着しパーツ交換が完了するまで、サー

　　ビスが停止していたが、予備のブレードと交換し、EVA

　　のマッピングを変更することで短時間でのサービス再開が

　　可能となった。

6. 今後の課題
　今回の ITインフラ構築はブレードサーバによるサーバの集約

化と共有ストレージへのデータ再配置である。これらを支える

ハードウェア技術としてストレージの仮想化技術（Enterprise 

Virtual Array（EVA）による仮想ディスクなど）を採用して

いるが、今後はさらに複数サーバの物理的な統合やハードウェ

アリソースの有効活用化、定期的な運用保守時にも止まらない

システムの実現など、システム全体での仮想化を図り、さらに

ビジネスアダプティブな ITインフラとして適用をさせつつ

より少ないコストで実現できるソリューションの展開を検討し

ていく予定である。

7. おわりに
　今回の ITインフラ構築は、HP社の高い技術力と、全面的な

協力無しでは実現不可能なものである。HP社の協力で検証施

設でのパフォーマンス検証や、構築実施検証などを実施したこ

とにより、本来ベンダーが持つ設計・構築技術を習得すること

ができ、インフラ環境構築作業を当社のみで実施するという良

い事例となった。

　今後は、このインフラ環境構築技術の展開を図り、技術体制

を整備し、ブレードサーバ＋共有ストレージ構成を、当社のス

タンダード・ソリューションとして発展させていきたい。
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　共有ストレージ構成、サーバ配置、スタンバイ機構成などで、

いくつか工夫をしたので紹介する。

4.1 共有ストレージ構成
　設計のポイントとなるのは、当然、ディスク構成である。

今回採用した共有ストレージEVAは、同一ディスク・グルー

プ内の物理ディスクの本数を多くすることで性能面が優位に

なる。しかし、本番領域とバックアップ領域を同一ディスク・

グループ内で構成することによるバックアップ領域での障害

が本番領域に及ぼす影響が懸念され、ディスク・グループを２

つに分けることにした。その上で、EVAの性能を十分引き出

せるディスク構成を検討し、本番領域として７２GBのディスク

５６本でVRAID1を構成し、バックアップ領域として１４６GBの

ディスク２８本でVRAID５を構成した。コスト、性能、信頼性

を組み合わせたベスト・プラクティスを採用した。

4.2 ブレードサーバ配置
　ブレードサーバ配置設計では、エンクロージャ内に配置され

るサーバと接続されるネットワーク構成が設計ポイントで

あった。

　今回のシステム構成では、1つのエンクロージャ内で各ブレー

ドサーバの接続先ネットワークが異なっていた。また、1つの

サーバでも異なる２系統のネットワークアドレスを使用して

いた。

　ブレードサーバにオンボードさているネットワークインタフェー

スカードは、サーバ背面のインターコネクトスイッチとの物理

接続位置が固定となってしまうため、そのままでは複数ネット

ワークへ接続することができなかった。そのため、接続先毎に

インターコネクトスイッチを用意するか、インターコネクトス

イッチにてVLANを設定するか、あるいはパススルーモジュー

ルを用いて、インターコネクトスイッチをスルーさせ、サーバ

と外部スイッチを直接接続させる方法を選択する必要があった。

　今回は、コスト、および運用保守の容易さも考慮して、パス

スルーモジュールを使用し、外部スイッチに直接接続する方法

を選択することにした。

4.3 スタンバイ機構成
　N+1のスタンバイ構成の実現で、スタンバイ機への切り替

え方法、スタンバイ機に切り替え後の運用をどのように設計す

るかがポイントであった。

　今回は、障害時には手動にてブレードサーバを物理的に抜き

差しして、スタンバイ機に切り替える手法を採用した。

　これにより万が一の障害時にスタンバイ機と切り替えた場合

であっても、本番機でのサーバ位置が変わらず、運用保守の容

易性が高まるとともに、SANスイッチのゾーニングについて

も設定変更の必要がなく、ネットワーク接続を意識せずに差し

替えができ、かつ切り替に要する時間についても、サーバの物

理的な抜き差しの時間のみであるため、論理的な構成変更によ

る場合と比して、最小限に押さえられるメリットが得られた。

4.4 全体構成
　最終的なシステム構成を図４に示す。エンクロージャ２台に、

インターネット系９台とイントラネット系１０台の合計１９台の

ブレードサーバを収納し、共有ストレージとしてバックアップ

領域を含めて合計３TBのEVA８０００を導入した。その他、ラッ

クマウントサーバとして、バックアップ管理サーバ２台、シス

テムバックアップ管理サーバ１台、EVA管理サーバの合計４台、

テープ・バックアップ装置としてLTOライブラリ１台を導入した。

3.2 共有ストレージ
　HP社製のディスク・ストレージ・システム（EVA８０００）

を選択した主な理由として以下のことが挙げられる。

　　● HP社独自の仮想化技術(VRAID)を使用することにより、

　　効率的にディスクを使用可能である。

　　● 複雑な物理設計が不要であり、当社にてディスクボリュー

　　ムの作成、拡張、削除を容易に実施可能である。

　　● ダイナミックにディスク拡張が可能である。

　　● 瞬時のデータ・コピーをビジネス・コピーで実現できる。

　　● ディスク障害時に自動でRAID再構成を行い、迅速な最適

　　化が可能である。

3.3 ブレードサーバ＋共有ストレージ＋SANブート
　ブレードサーバ＋共有ストレージにSANブートを組み合わ

せることによって、運用管理面(障害対応、バックアップ、保

守など)での有用性について、以下のことが挙げられる。

　　● OS領域を堅牢な共有ストレージ上に配置することで、ビ

　　ジネス・コピーとの組み合わせにより、OS領域のバック

　　アップも共有ストレージ上に取得可能で、OS領域の障害

　　に対して復旧時間の短縮が図れる。

　　● OS領域が共有ストレージ上にあるので、サーバ単体のハー

　　ドウェア障害の際には、別のブレードサーバ（スタンバ

　　イ機）を用いて、共有ディスク上の同じブート領域から

起動することで復旧時間の短縮が図れる。また、サーバスペッ

クが同一であれば複数のサーバに対して、１台のスタンバイ機

を共有することが可能となる。N+1のスタンバイ構成により、

冗長化コストを削減できる（図３参照）。

　また、当社にとって安全かつ容易に運用保守し続けられると

いうのも重要であった。

　既存システムが当該ベンダーの製品で構成されており、運用

監視、保守業務において当社での経験が豊富であり、「変更作

業の容易さ」、「保守作業の安定性」という点も、当該製品の

選定理由として挙げられる。

　VAX構想を支えるITインフラの構築にあたり、ビジネスア

ダプティブ（市場需要などの変化にビジネスが迅速に適用対応

できること）、現状のサービスレベルを維持しながら、拡張変

更などの俊敏な対応に優れ、かつ、より少ないコストで信頼性

の向上も実現できる ITインフラを選定する必要があった。

　これらの要件から、現時点での最適な構成として、『「ブレー

ドサーバ＋共有ストレージ＋SAN(1)ブート」による ITインフ

ラの統合集約化』を提案コンセプトとして検討を開始し、主要

ハードウェアベンダーと「ブレードサーバ＋共有ストレージ＋

SANブート」の組み合わせによるシステム構成の有用性など

を検討した。

　今回のお客さまに一番適した ITインフラの統合集約化が実

現できる製品として、HP社製のブレードサーバ（図１、HP 

BladeSystem c-Class BL４６０C/BL４８０C/BL６８５C）と

ディスク・ストレージ・システム（図２、EVA８０００）を選定すること

となった。

3.1 ブレードサーバ
　ブレードサーバを選定した主な理由は以下のことが挙げられる。

　　● ブレード・エンクロージャに空きがあれば、同じ規格のサー

　　バを短期間で導入可能である。

　　● 同じ規格のサーバで構成されるため、スタンバイ機を共有

　　でき、障害時の交換が容易である。

　　● 省スペースかつ省電力仕様であるため、月次設備費用の抑

　　止が可能である。

　　● 導入済みのブレード・エンクロージャへのサーバ増設作業

　　が容易なため、設置費用の抑止が可能である。

図３  SANブート環境
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図２  HP StorageWorks Enterprise Virtual Array ８０００

　従来、お客さまでは、各フランチャイズの業務にあわせて個

別にシステムを構築していた。そのため、それぞれにサーバや

ストレージなどの ITインフラが必要となり、IT資産が増大して

いくことによる運用コストの増大などが、フランチャイズ展開

の足かせとなっていた。

　そこで、お客さまは、２００６年８月、グループ全体最適の観

点から、各フランチャイズ情報を収集し、グループ全体で共有

することを目的としたVAX構想を打ち出した。

　VAX構想では、変化の激しいフランチャイズ事業に対応

するために、「低コスト」、「短期構築」、「拡張・縮小」を

可能とする柔軟で俊敏で最適な ITインフラの構築が求められた。

　そこで当社は、HP社と組み、ブレードサーバ＋共有スト

レージ（BL４６０他×１９台、EVA８０００×１台）による ITインフ

ラの最適化を含めた統合ソリューションを提案し、受注に

至った。

　お客さまは、新たな事業を創造する「NEW BUSINESS 

CREATOR」として、１９８６年に創立した。女性専用３０分間

フィットネスの「カーブス」、幅広い年齢層に支持されてい

る日常食レストランの「まいどおおきに食堂」など、さまざ

まな業態のフランチャイズ事業を展開している。

　お客さまのフランチャイズ事業は、低予算、短期間で

の立ち上げを基本としており、年間数件の案件を開発し

ている。そのため ITインフラも、ビジネスに合わせて「低

コスト」、「短期構築」、「拡張・縮小」が要求されて

いた。



第 8 号

第 8 号

60 61

64 65

62 63

個
別
論
文

個
別
論
文

第 8 号

個別論文

株式会社ベンチャー・リンク様
VAX構想における

ブレードサーバ導入事例
Adoption Case of Blade Server System for Venture Link Co.,Ltd.'s VAX Plan

概要
　近年、多くの企業がITインフラの最適化という命題に悩まされている。株式会社ベンチャー・リンク様（以下、

お客さま）においても、様々なフランチャイズ事業を展開しており、そのフランチャイズ事業を支える最適なITインフラ

の構築が求められていた。

　そこでグループの全体最適を目指した「VAX（Venture-Link Adaptive eXecution）」というITインフラ構想を

2006年8月に打ち出し、当社はその要求に応えるため、日本ヒューレット・パッカード社（以下、HP社）と組み、ストレー

ジの仮想化技術を利用した「ブレードサーバ＋共有ストレージ＋SANブート」によるITインフラの最適化、統合集

約化を提案し、導入に至った。

　本稿では、「ブレードサーバ＋共有ストレージ＋SANブート」の採用に至った経緯から、実際の構築技術なども

紹介するとともに、その導入効果なども紹介する。

1. ITインフラ最適化の背景

個
別
論
文

2. ITインフラ最適化の目的

MINAGAWA Michinori

源川　道典 

● 株式会社アンフェイク
● 株式会社インテック　SI事業本部　
　カスタマソリューション部にてインフラ業務に従事

TAKASHIMA Toshio

高島　敏生

● ネットワーク＆アウトソーシング事業本部
　カスタマサービス部マネージドサービス課

KITANO Takahiro

北野　剛裕

● SI事業本部 カスタマソリューション部 システム第一課

YAMAZAKI Takahiro

山崎　貴弘

● SI事業本部 システムアーキテクト部
　ITアーキテクト／インフラストラクチャアーキテクチャ

ARIGA Mutsumi

有賀　睦

● SI事業本部 カスタマソリューション部 システム第一課
　課長代理

　 有賀　睦　　　   　　　　 山崎　貴弘　　   　　　　北野　剛裕
ARIGA Mutsumi　　　　　　YAMAZAKI Takahiro　　　　　　KITANO Takahiro　

3. ITインフラの選定

4. システム設計、構築上のポイント

　  高島　敏生　　　　　　源川　道典
TAKASHIMA Toshio　　　MINAGAWA Michinori

（1）SAN（Storage Area Network）：Fibre Channelというデータ転送方式の技術を利用して、外部記憶装置とサーバ間などを結ぶ高速なネットワーク。

図１  HP BladeSystem c-Class Server

図４  全体の構成図

5. ITインフラの統合集約化の効果

　今回のブレードサーバ＋共有ストレージ導入で、(１)短期間、

低コストでのシステム拡張、(２)リソースの有効活用・効率運

用（運用コスト削減）を実現することができた。

　また、その他の特徴として、SANブート、N+1のスタンバ

イ、共有ストレージを選択したことにより、(３)短時間での復

旧、(４)最小限の予備機、(５)バックアップリカバリーの一元

管理、(６)OS領域データ信頼性の向上、(７)当社への技術蓄

積なども実現することができた。

5.1 システム構築・導入の面
　　● OS（Windows）のインストール時間短縮

　　　Windowsサーバではsysprepという機能を使い、OS

　　を初期セットアップ前の状態にし、EVA（仮想ストレージ）

　　内でOS領域をコピー（ビジネス・コピー）することで、

　　1回のOSインストールで複数台のWindowsを作成するこ

　　とができる。

　　　一方、Linuxサーバではsysprepのような機能がないた

　　め時間短縮はできなかった。

　　● ケーブリング

　　　従来はサーバ毎に電源ケーブルを接続していたため、配

　　線が複雑であった。ブレードはエンクロージャ単位に電源

　　ケーブルを接続するため、配線が簡素化された。

5.2 運用保守の面
　　● 容易なシステムバックアップ

　　　EVA内にOS領域のコピーを作成することで、いままで

　　長時間のサービス停止が必要だったシステムバックアップ

　　が数分で取得可能となった。

　　● データバックアップ中のサービス停止時間短縮

　　　EVAのビジネス・コピー機能を使い、データ領域のコピー

　　を作成し、コピーボリュームをバックアップ管理サーバに

　　マウントしバックアップすることで、サービスを停止する

　　ことなくデータバックアップが可能となった。

　　● 障害復旧時間の短縮（データ編）

　　　データ領域に障害が発生し、データをリストアする場合、

　　従来はテープからリストアするため時間がかかったが、

　　EVA内のコピーボリュームを正とし、ビジネス・コピー

　　することで短時間にリカバリが可能となった。

　　● 障害復旧時間の短縮（ハード編）

　　　ブレード単体のハードウェア障害が発生した場合、従来

　　はベンダーCEが到着しパーツ交換が完了するまで、サー

　　ビスが停止していたが、予備のブレードと交換し、EVA

　　のマッピングを変更することで短時間でのサービス再開が

　　可能となった。

6. 今後の課題
　今回の ITインフラ構築はブレードサーバによるサーバの集約

化と共有ストレージへのデータ再配置である。これらを支える

ハードウェア技術としてストレージの仮想化技術（Enterprise 

Virtual Array（EVA）による仮想ディスクなど）を採用して

いるが、今後はさらに複数サーバの物理的な統合やハードウェ

アリソースの有効活用化、定期的な運用保守時にも止まらない

システムの実現など、システム全体での仮想化を図り、さらに

ビジネスアダプティブな ITインフラとして適用をさせつつ

より少ないコストで実現できるソリューションの展開を検討し

ていく予定である。

7. おわりに
　今回の ITインフラ構築は、HP社の高い技術力と、全面的な

協力無しでは実現不可能なものである。HP社の協力で検証施

設でのパフォーマンス検証や、構築実施検証などを実施したこ

とにより、本来ベンダーが持つ設計・構築技術を習得すること

ができ、インフラ環境構築作業を当社のみで実施するという良

い事例となった。

　今後は、このインフラ環境構築技術の展開を図り、技術体制

を整備し、ブレードサーバ＋共有ストレージ構成を、当社のス

タンダード・ソリューションとして発展させていきたい。
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　共有ストレージ構成、サーバ配置、スタンバイ機構成などで、

いくつか工夫をしたので紹介する。

4.1 共有ストレージ構成
　設計のポイントとなるのは、当然、ディスク構成である。

今回採用した共有ストレージEVAは、同一ディスク・グルー

プ内の物理ディスクの本数を多くすることで性能面が優位に

なる。しかし、本番領域とバックアップ領域を同一ディスク・

グループ内で構成することによるバックアップ領域での障害

が本番領域に及ぼす影響が懸念され、ディスク・グループを２

つに分けることにした。その上で、EVAの性能を十分引き出

せるディスク構成を検討し、本番領域として７２GBのディスク

５６本でVRAID1を構成し、バックアップ領域として１４６GBの

ディスク２８本でVRAID５を構成した。コスト、性能、信頼性

を組み合わせたベスト・プラクティスを採用した。

4.2 ブレードサーバ配置
　ブレードサーバ配置設計では、エンクロージャ内に配置され

るサーバと接続されるネットワーク構成が設計ポイントで

あった。

　今回のシステム構成では、1つのエンクロージャ内で各ブレー

ドサーバの接続先ネットワークが異なっていた。また、1つの

サーバでも異なる２系統のネットワークアドレスを使用して

いた。

　ブレードサーバにオンボードさているネットワークインタフェー

スカードは、サーバ背面のインターコネクトスイッチとの物理

接続位置が固定となってしまうため、そのままでは複数ネット

ワークへ接続することができなかった。そのため、接続先毎に

インターコネクトスイッチを用意するか、インターコネクトス

イッチにてVLANを設定するか、あるいはパススルーモジュー

ルを用いて、インターコネクトスイッチをスルーさせ、サーバ

と外部スイッチを直接接続させる方法を選択する必要があった。

　今回は、コスト、および運用保守の容易さも考慮して、パス

スルーモジュールを使用し、外部スイッチに直接接続する方法

を選択することにした。

4.3 スタンバイ機構成
　N+1のスタンバイ構成の実現で、スタンバイ機への切り替

え方法、スタンバイ機に切り替え後の運用をどのように設計す

るかがポイントであった。

　今回は、障害時には手動にてブレードサーバを物理的に抜き

差しして、スタンバイ機に切り替える手法を採用した。

　これにより万が一の障害時にスタンバイ機と切り替えた場合

であっても、本番機でのサーバ位置が変わらず、運用保守の容

易性が高まるとともに、SANスイッチのゾーニングについて

も設定変更の必要がなく、ネットワーク接続を意識せずに差し

替えができ、かつ切り替に要する時間についても、サーバの物

理的な抜き差しの時間のみであるため、論理的な構成変更によ

る場合と比して、最小限に押さえられるメリットが得られた。

4.4 全体構成
　最終的なシステム構成を図４に示す。エンクロージャ２台に、

インターネット系９台とイントラネット系１０台の合計１９台の

ブレードサーバを収納し、共有ストレージとしてバックアップ

領域を含めて合計３TBのEVA８０００を導入した。その他、ラッ

クマウントサーバとして、バックアップ管理サーバ２台、シス

テムバックアップ管理サーバ１台、EVA管理サーバの合計４台、

テープ・バックアップ装置としてLTOライブラリ１台を導入した。

3.2 共有ストレージ
　HP社製のディスク・ストレージ・システム（EVA８０００）

を選択した主な理由として以下のことが挙げられる。

　　● HP社独自の仮想化技術(VRAID)を使用することにより、

　　効率的にディスクを使用可能である。

　　● 複雑な物理設計が不要であり、当社にてディスクボリュー

　　ムの作成、拡張、削除を容易に実施可能である。

　　● ダイナミックにディスク拡張が可能である。

　　● 瞬時のデータ・コピーをビジネス・コピーで実現できる。

　　● ディスク障害時に自動でRAID再構成を行い、迅速な最適

　　化が可能である。

3.3 ブレードサーバ＋共有ストレージ＋SANブート
　ブレードサーバ＋共有ストレージにSANブートを組み合わ

せることによって、運用管理面(障害対応、バックアップ、保

守など)での有用性について、以下のことが挙げられる。

　　● OS領域を堅牢な共有ストレージ上に配置することで、ビ

　　ジネス・コピーとの組み合わせにより、OS領域のバック

　　アップも共有ストレージ上に取得可能で、OS領域の障害

　　に対して復旧時間の短縮が図れる。

　　● OS領域が共有ストレージ上にあるので、サーバ単体のハー

　　ドウェア障害の際には、別のブレードサーバ（スタンバ

　　イ機）を用いて、共有ディスク上の同じブート領域から

起動することで復旧時間の短縮が図れる。また、サーバスペッ

クが同一であれば複数のサーバに対して、１台のスタンバイ機

を共有することが可能となる。N+1のスタンバイ構成により、

冗長化コストを削減できる（図３参照）。

　また、当社にとって安全かつ容易に運用保守し続けられると

いうのも重要であった。

　既存システムが当該ベンダーの製品で構成されており、運用

監視、保守業務において当社での経験が豊富であり、「変更作

業の容易さ」、「保守作業の安定性」という点も、当該製品の

選定理由として挙げられる。

　VAX構想を支えるITインフラの構築にあたり、ビジネスア

ダプティブ（市場需要などの変化にビジネスが迅速に適用対応

できること）、現状のサービスレベルを維持しながら、拡張変

更などの俊敏な対応に優れ、かつ、より少ないコストで信頼性

の向上も実現できる ITインフラを選定する必要があった。

　これらの要件から、現時点での最適な構成として、『「ブレー

ドサーバ＋共有ストレージ＋SAN(1)ブート」による ITインフ

ラの統合集約化』を提案コンセプトとして検討を開始し、主要

ハードウェアベンダーと「ブレードサーバ＋共有ストレージ＋

SANブート」の組み合わせによるシステム構成の有用性など

を検討した。

　今回のお客さまに一番適した ITインフラの統合集約化が実

現できる製品として、HP社製のブレードサーバ（図１、HP 

BladeSystem c-Class BL４６０C/BL４８０C/BL６８５C）と

ディスク・ストレージ・システム（図２、EVA８０００）を選定すること

となった。

3.1 ブレードサーバ
　ブレードサーバを選定した主な理由は以下のことが挙げられる。

　　● ブレード・エンクロージャに空きがあれば、同じ規格のサー

　　バを短期間で導入可能である。

　　● 同じ規格のサーバで構成されるため、スタンバイ機を共有

　　でき、障害時の交換が容易である。

　　● 省スペースかつ省電力仕様であるため、月次設備費用の抑

　　止が可能である。

　　● 導入済みのブレード・エンクロージャへのサーバ増設作業

　　が容易なため、設置費用の抑止が可能である。

図３  SANブート環境
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図２  HP StorageWorks Enterprise Virtual Array ８０００

　従来、お客さまでは、各フランチャイズの業務にあわせて個

別にシステムを構築していた。そのため、それぞれにサーバや

ストレージなどの ITインフラが必要となり、IT資産が増大して

いくことによる運用コストの増大などが、フランチャイズ展開

の足かせとなっていた。

　そこで、お客さまは、２００６年８月、グループ全体最適の観

点から、各フランチャイズ情報を収集し、グループ全体で共有

することを目的としたVAX構想を打ち出した。

　VAX構想では、変化の激しいフランチャイズ事業に対応

するために、「低コスト」、「短期構築」、「拡張・縮小」を

可能とする柔軟で俊敏で最適な ITインフラの構築が求められた。

　そこで当社は、HP社と組み、ブレードサーバ＋共有スト

レージ（BL４６０他×１９台、EVA８０００×１台）による ITインフ

ラの最適化を含めた統合ソリューションを提案し、受注に

至った。

　お客さまは、新たな事業を創造する「NEW BUSINESS 

CREATOR」として、１９８６年に創立した。女性専用３０分間

フィットネスの「カーブス」、幅広い年齢層に支持されてい

る日常食レストランの「まいどおおきに食堂」など、さまざ

まな業態のフランチャイズ事業を展開している。

　お客さまのフランチャイズ事業は、低予算、短期間で

の立ち上げを基本としており、年間数件の案件を開発し

ている。そのため ITインフラも、ビジネスに合わせて「低

コスト」、「短期構築」、「拡張・縮小」が要求されて

いた。
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概要
　近年、多くの企業がITインフラの最適化という命題に悩まされている。株式会社ベンチャー・リンク様（以下、

お客さま）においても、様々なフランチャイズ事業を展開しており、そのフランチャイズ事業を支える最適なITインフラ

の構築が求められていた。

　そこでグループの全体最適を目指した「VAX（Venture-Link Adaptive eXecution）」というITインフラ構想を

2006年8月に打ち出し、当社はその要求に応えるため、日本ヒューレット・パッカード社（以下、HP社）と組み、ストレー

ジの仮想化技術を利用した「ブレードサーバ＋共有ストレージ＋SANブート」によるITインフラの最適化、統合集

約化を提案し、導入に至った。

　本稿では、「ブレードサーバ＋共有ストレージ＋SANブート」の採用に至った経緯から、実際の構築技術なども

紹介するとともに、その導入効果なども紹介する。
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図１  HP BladeSystem c-Class Server

図４  全体の構成図

5. ITインフラの統合集約化の効果

　今回のブレードサーバ＋共有ストレージ導入で、(１)短期間、

低コストでのシステム拡張、(２)リソースの有効活用・効率運

用（運用コスト削減）を実現することができた。

　また、その他の特徴として、SANブート、N+1のスタンバ

イ、共有ストレージを選択したことにより、(３)短時間での復

旧、(４)最小限の予備機、(５)バックアップリカバリーの一元

管理、(６)OS領域データ信頼性の向上、(７)当社への技術蓄

積なども実現することができた。

5.1 システム構築・導入の面
　　● OS（Windows）のインストール時間短縮

　　　Windowsサーバではsysprepという機能を使い、OS

　　を初期セットアップ前の状態にし、EVA（仮想ストレージ）

　　内でOS領域をコピー（ビジネス・コピー）することで、

　　1回のOSインストールで複数台のWindowsを作成するこ

　　とができる。

　　　一方、Linuxサーバではsysprepのような機能がないた

　　め時間短縮はできなかった。

　　● ケーブリング

　　　従来はサーバ毎に電源ケーブルを接続していたため、配

　　線が複雑であった。ブレードはエンクロージャ単位に電源

　　ケーブルを接続するため、配線が簡素化された。

5.2 運用保守の面
　　● 容易なシステムバックアップ

　　　EVA内にOS領域のコピーを作成することで、いままで

　　長時間のサービス停止が必要だったシステムバックアップ

　　が数分で取得可能となった。

　　● データバックアップ中のサービス停止時間短縮

　　　EVAのビジネス・コピー機能を使い、データ領域のコピー

　　を作成し、コピーボリュームをバックアップ管理サーバに

　　マウントしバックアップすることで、サービスを停止する

　　ことなくデータバックアップが可能となった。

　　● 障害復旧時間の短縮（データ編）

　　　データ領域に障害が発生し、データをリストアする場合、

　　従来はテープからリストアするため時間がかかったが、

　　EVA内のコピーボリュームを正とし、ビジネス・コピー

　　することで短時間にリカバリが可能となった。

　　● 障害復旧時間の短縮（ハード編）

　　　ブレード単体のハードウェア障害が発生した場合、従来

　　はベンダーCEが到着しパーツ交換が完了するまで、サー

　　ビスが停止していたが、予備のブレードと交換し、EVA

　　のマッピングを変更することで短時間でのサービス再開が

　　可能となった。

6. 今後の課題
　今回の ITインフラ構築はブレードサーバによるサーバの集約

化と共有ストレージへのデータ再配置である。これらを支える

ハードウェア技術としてストレージの仮想化技術（Enterprise 

Virtual Array（EVA）による仮想ディスクなど）を採用して

いるが、今後はさらに複数サーバの物理的な統合やハードウェ

アリソースの有効活用化、定期的な運用保守時にも止まらない

システムの実現など、システム全体での仮想化を図り、さらに

ビジネスアダプティブな ITインフラとして適用をさせつつ

より少ないコストで実現できるソリューションの展開を検討し

ていく予定である。

7. おわりに
　今回の ITインフラ構築は、HP社の高い技術力と、全面的な

協力無しでは実現不可能なものである。HP社の協力で検証施

設でのパフォーマンス検証や、構築実施検証などを実施したこ

とにより、本来ベンダーが持つ設計・構築技術を習得すること

ができ、インフラ環境構築作業を当社のみで実施するという良

い事例となった。

　今後は、このインフラ環境構築技術の展開を図り、技術体制

を整備し、ブレードサーバ＋共有ストレージ構成を、当社のス

タンダード・ソリューションとして発展させていきたい。
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　共有ストレージ構成、サーバ配置、スタンバイ機構成などで、

いくつか工夫をしたので紹介する。

4.1 共有ストレージ構成
　設計のポイントとなるのは、当然、ディスク構成である。

今回採用した共有ストレージEVAは、同一ディスク・グルー

プ内の物理ディスクの本数を多くすることで性能面が優位に

なる。しかし、本番領域とバックアップ領域を同一ディスク・

グループ内で構成することによるバックアップ領域での障害

が本番領域に及ぼす影響が懸念され、ディスク・グループを２

つに分けることにした。その上で、EVAの性能を十分引き出

せるディスク構成を検討し、本番領域として７２GBのディスク

５６本でVRAID1を構成し、バックアップ領域として１４６GBの

ディスク２８本でVRAID５を構成した。コスト、性能、信頼性

を組み合わせたベスト・プラクティスを採用した。

4.2 ブレードサーバ配置
　ブレードサーバ配置設計では、エンクロージャ内に配置され

るサーバと接続されるネットワーク構成が設計ポイントで

あった。

　今回のシステム構成では、1つのエンクロージャ内で各ブレー

ドサーバの接続先ネットワークが異なっていた。また、1つの

サーバでも異なる２系統のネットワークアドレスを使用して

いた。

　ブレードサーバにオンボードさているネットワークインタフェー

スカードは、サーバ背面のインターコネクトスイッチとの物理

接続位置が固定となってしまうため、そのままでは複数ネット

ワークへ接続することができなかった。そのため、接続先毎に

インターコネクトスイッチを用意するか、インターコネクトス

イッチにてVLANを設定するか、あるいはパススルーモジュー

ルを用いて、インターコネクトスイッチをスルーさせ、サーバ

と外部スイッチを直接接続させる方法を選択する必要があった。

　今回は、コスト、および運用保守の容易さも考慮して、パス

スルーモジュールを使用し、外部スイッチに直接接続する方法

を選択することにした。

4.3 スタンバイ機構成
　N+1のスタンバイ構成の実現で、スタンバイ機への切り替

え方法、スタンバイ機に切り替え後の運用をどのように設計す

るかがポイントであった。

　今回は、障害時には手動にてブレードサーバを物理的に抜き

差しして、スタンバイ機に切り替える手法を採用した。

　これにより万が一の障害時にスタンバイ機と切り替えた場合

であっても、本番機でのサーバ位置が変わらず、運用保守の容

易性が高まるとともに、SANスイッチのゾーニングについて

も設定変更の必要がなく、ネットワーク接続を意識せずに差し

替えができ、かつ切り替に要する時間についても、サーバの物

理的な抜き差しの時間のみであるため、論理的な構成変更によ

る場合と比して、最小限に押さえられるメリットが得られた。

4.4 全体構成
　最終的なシステム構成を図４に示す。エンクロージャ２台に、

インターネット系９台とイントラネット系１０台の合計１９台の

ブレードサーバを収納し、共有ストレージとしてバックアップ

領域を含めて合計３TBのEVA８０００を導入した。その他、ラッ

クマウントサーバとして、バックアップ管理サーバ２台、シス

テムバックアップ管理サーバ１台、EVA管理サーバの合計４台、

テープ・バックアップ装置としてLTOライブラリ１台を導入した。

3.2 共有ストレージ
　HP社製のディスク・ストレージ・システム（EVA８０００）

を選択した主な理由として以下のことが挙げられる。

　　● HP社独自の仮想化技術(VRAID)を使用することにより、

　　効率的にディスクを使用可能である。

　　● 複雑な物理設計が不要であり、当社にてディスクボリュー

　　ムの作成、拡張、削除を容易に実施可能である。

　　● ダイナミックにディスク拡張が可能である。

　　● 瞬時のデータ・コピーをビジネス・コピーで実現できる。

　　● ディスク障害時に自動でRAID再構成を行い、迅速な最適

　　化が可能である。

3.3 ブレードサーバ＋共有ストレージ＋SANブート
　ブレードサーバ＋共有ストレージにSANブートを組み合わ

せることによって、運用管理面(障害対応、バックアップ、保

守など)での有用性について、以下のことが挙げられる。

　　● OS領域を堅牢な共有ストレージ上に配置することで、ビ

　　ジネス・コピーとの組み合わせにより、OS領域のバック

　　アップも共有ストレージ上に取得可能で、OS領域の障害

　　に対して復旧時間の短縮が図れる。

　　● OS領域が共有ストレージ上にあるので、サーバ単体のハー

　　ドウェア障害の際には、別のブレードサーバ（スタンバ

　　イ機）を用いて、共有ディスク上の同じブート領域から

起動することで復旧時間の短縮が図れる。また、サーバスペッ

クが同一であれば複数のサーバに対して、１台のスタンバイ機

を共有することが可能となる。N+1のスタンバイ構成により、

冗長化コストを削減できる（図３参照）。

　また、当社にとって安全かつ容易に運用保守し続けられると

いうのも重要であった。

　既存システムが当該ベンダーの製品で構成されており、運用

監視、保守業務において当社での経験が豊富であり、「変更作

業の容易さ」、「保守作業の安定性」という点も、当該製品の

選定理由として挙げられる。

　VAX構想を支えるITインフラの構築にあたり、ビジネスア

ダプティブ（市場需要などの変化にビジネスが迅速に適用対応

できること）、現状のサービスレベルを維持しながら、拡張変

更などの俊敏な対応に優れ、かつ、より少ないコストで信頼性

の向上も実現できる ITインフラを選定する必要があった。

　これらの要件から、現時点での最適な構成として、『「ブレー

ドサーバ＋共有ストレージ＋SAN(1)ブート」による ITインフ

ラの統合集約化』を提案コンセプトとして検討を開始し、主要

ハードウェアベンダーと「ブレードサーバ＋共有ストレージ＋

SANブート」の組み合わせによるシステム構成の有用性など

を検討した。

　今回のお客さまに一番適した ITインフラの統合集約化が実

現できる製品として、HP社製のブレードサーバ（図１、HP 

BladeSystem c-Class BL４６０C/BL４８０C/BL６８５C）と

ディスク・ストレージ・システム（図２、EVA８０００）を選定すること

となった。

3.1 ブレードサーバ
　ブレードサーバを選定した主な理由は以下のことが挙げられる。

　　● ブレード・エンクロージャに空きがあれば、同じ規格のサー

　　バを短期間で導入可能である。

　　● 同じ規格のサーバで構成されるため、スタンバイ機を共有

　　でき、障害時の交換が容易である。

　　● 省スペースかつ省電力仕様であるため、月次設備費用の抑

　　止が可能である。

　　● 導入済みのブレード・エンクロージャへのサーバ増設作業

　　が容易なため、設置費用の抑止が可能である。

図３  SANブート環境
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図２  HP StorageWorks Enterprise Virtual Array ８０００

　従来、お客さまでは、各フランチャイズの業務にあわせて個

別にシステムを構築していた。そのため、それぞれにサーバや

ストレージなどの ITインフラが必要となり、IT資産が増大して

いくことによる運用コストの増大などが、フランチャイズ展開

の足かせとなっていた。

　そこで、お客さまは、２００６年８月、グループ全体最適の観

点から、各フランチャイズ情報を収集し、グループ全体で共有

することを目的としたVAX構想を打ち出した。

　VAX構想では、変化の激しいフランチャイズ事業に対応

するために、「低コスト」、「短期構築」、「拡張・縮小」を

可能とする柔軟で俊敏で最適な ITインフラの構築が求められた。

　そこで当社は、HP社と組み、ブレードサーバ＋共有スト

レージ（BL４６０他×１９台、EVA８０００×１台）による ITインフ

ラの最適化を含めた統合ソリューションを提案し、受注に

至った。

　お客さまは、新たな事業を創造する「NEW BUSINESS 

CREATOR」として、１９８６年に創立した。女性専用３０分間

フィットネスの「カーブス」、幅広い年齢層に支持されてい

る日常食レストランの「まいどおおきに食堂」など、さまざ

まな業態のフランチャイズ事業を展開している。

　お客さまのフランチャイズ事業は、低予算、短期間で

の立ち上げを基本としており、年間数件の案件を開発し

ている。そのため ITインフラも、ビジネスに合わせて「低

コスト」、「短期構築」、「拡張・縮小」が要求されて

いた。
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株式会社ベンチャー・リンク様
VAX構想における

ブレードサーバ導入事例
Adoption Case of Blade Server System for Venture Link Co.,Ltd.'s VAX Plan

概要
　近年、多くの企業がITインフラの最適化という命題に悩まされている。株式会社ベンチャー・リンク様（以下、

お客さま）においても、様々なフランチャイズ事業を展開しており、そのフランチャイズ事業を支える最適なITインフラ

の構築が求められていた。

　そこでグループの全体最適を目指した「VAX（Venture-Link Adaptive eXecution）」というITインフラ構想を

2006年8月に打ち出し、当社はその要求に応えるため、日本ヒューレット・パッカード社（以下、HP社）と組み、ストレー

ジの仮想化技術を利用した「ブレードサーバ＋共有ストレージ＋SANブート」によるITインフラの最適化、統合集

約化を提案し、導入に至った。

　本稿では、「ブレードサーバ＋共有ストレージ＋SANブート」の採用に至った経緯から、実際の構築技術なども

紹介するとともに、その導入効果なども紹介する。

1. ITインフラ最適化の背景
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2. ITインフラ最適化の目的
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源川　道典 

● 株式会社アンフェイク
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　カスタマソリューション部にてインフラ業務に従事
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高島　敏生

● ネットワーク＆アウトソーシング事業本部
　カスタマサービス部マネージドサービス課

KITANO Takahiro

北野　剛裕

● SI事業本部 カスタマソリューション部 システム第一課

YAMAZAKI Takahiro

山崎　貴弘
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3. ITインフラの選定

4. システム設計、構築上のポイント

　  高島　敏生　　　　　　源川　道典
TAKASHIMA Toshio　　　MINAGAWA Michinori

（1）SAN（Storage Area Network）：Fibre Channelというデータ転送方式の技術を利用して、外部記憶装置とサーバ間などを結ぶ高速なネットワーク。

図１  HP BladeSystem c-Class Server

図４  全体の構成図

5. ITインフラの統合集約化の効果

　今回のブレードサーバ＋共有ストレージ導入で、(１)短期間、

低コストでのシステム拡張、(２)リソースの有効活用・効率運

用（運用コスト削減）を実現することができた。

　また、その他の特徴として、SANブート、N+1のスタンバ

イ、共有ストレージを選択したことにより、(３)短時間での復

旧、(４)最小限の予備機、(５)バックアップリカバリーの一元

管理、(６)OS領域データ信頼性の向上、(７)当社への技術蓄

積なども実現することができた。

5.1 システム構築・導入の面
　　● OS（Windows）のインストール時間短縮

　　　Windowsサーバではsysprepという機能を使い、OS

　　を初期セットアップ前の状態にし、EVA（仮想ストレージ）

　　内でOS領域をコピー（ビジネス・コピー）することで、

　　1回のOSインストールで複数台のWindowsを作成するこ

　　とができる。

　　　一方、Linuxサーバではsysprepのような機能がないた

　　め時間短縮はできなかった。

　　● ケーブリング

　　　従来はサーバ毎に電源ケーブルを接続していたため、配

　　線が複雑であった。ブレードはエンクロージャ単位に電源

　　ケーブルを接続するため、配線が簡素化された。

5.2 運用保守の面
　　● 容易なシステムバックアップ

　　　EVA内にOS領域のコピーを作成することで、いままで

　　長時間のサービス停止が必要だったシステムバックアップ

　　が数分で取得可能となった。

　　● データバックアップ中のサービス停止時間短縮

　　　EVAのビジネス・コピー機能を使い、データ領域のコピー

　　を作成し、コピーボリュームをバックアップ管理サーバに

　　マウントしバックアップすることで、サービスを停止する

　　ことなくデータバックアップが可能となった。

　　● 障害復旧時間の短縮（データ編）

　　　データ領域に障害が発生し、データをリストアする場合、

　　従来はテープからリストアするため時間がかかったが、

　　EVA内のコピーボリュームを正とし、ビジネス・コピー

　　することで短時間にリカバリが可能となった。

　　● 障害復旧時間の短縮（ハード編）

　　　ブレード単体のハードウェア障害が発生した場合、従来

　　はベンダーCEが到着しパーツ交換が完了するまで、サー

　　ビスが停止していたが、予備のブレードと交換し、EVA

　　のマッピングを変更することで短時間でのサービス再開が

　　可能となった。

6. 今後の課題
　今回の ITインフラ構築はブレードサーバによるサーバの集約

化と共有ストレージへのデータ再配置である。これらを支える

ハードウェア技術としてストレージの仮想化技術（Enterprise 

Virtual Array（EVA）による仮想ディスクなど）を採用して

いるが、今後はさらに複数サーバの物理的な統合やハードウェ

アリソースの有効活用化、定期的な運用保守時にも止まらない

システムの実現など、システム全体での仮想化を図り、さらに

ビジネスアダプティブな ITインフラとして適用をさせつつ

より少ないコストで実現できるソリューションの展開を検討し

ていく予定である。

7. おわりに
　今回の ITインフラ構築は、HP社の高い技術力と、全面的な

協力無しでは実現不可能なものである。HP社の協力で検証施

設でのパフォーマンス検証や、構築実施検証などを実施したこ

とにより、本来ベンダーが持つ設計・構築技術を習得すること

ができ、インフラ環境構築作業を当社のみで実施するという良

い事例となった。

　今後は、このインフラ環境構築技術の展開を図り、技術体制

を整備し、ブレードサーバ＋共有ストレージ構成を、当社のス

タンダード・ソリューションとして発展させていきたい。
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　共有ストレージ構成、サーバ配置、スタンバイ機構成などで、

いくつか工夫をしたので紹介する。

4.1 共有ストレージ構成
　設計のポイントとなるのは、当然、ディスク構成である。

今回採用した共有ストレージEVAは、同一ディスク・グルー

プ内の物理ディスクの本数を多くすることで性能面が優位に

なる。しかし、本番領域とバックアップ領域を同一ディスク・

グループ内で構成することによるバックアップ領域での障害

が本番領域に及ぼす影響が懸念され、ディスク・グループを２

つに分けることにした。その上で、EVAの性能を十分引き出

せるディスク構成を検討し、本番領域として７２GBのディスク

５６本でVRAID1を構成し、バックアップ領域として１４６GBの

ディスク２８本でVRAID５を構成した。コスト、性能、信頼性

を組み合わせたベスト・プラクティスを採用した。

4.2 ブレードサーバ配置
　ブレードサーバ配置設計では、エンクロージャ内に配置され

るサーバと接続されるネットワーク構成が設計ポイントで

あった。

　今回のシステム構成では、1つのエンクロージャ内で各ブレー

ドサーバの接続先ネットワークが異なっていた。また、1つの

サーバでも異なる２系統のネットワークアドレスを使用して

いた。

　ブレードサーバにオンボードさているネットワークインタフェー

スカードは、サーバ背面のインターコネクトスイッチとの物理

接続位置が固定となってしまうため、そのままでは複数ネット

ワークへ接続することができなかった。そのため、接続先毎に

インターコネクトスイッチを用意するか、インターコネクトス

イッチにてVLANを設定するか、あるいはパススルーモジュー

ルを用いて、インターコネクトスイッチをスルーさせ、サーバ

と外部スイッチを直接接続させる方法を選択する必要があった。

　今回は、コスト、および運用保守の容易さも考慮して、パス

スルーモジュールを使用し、外部スイッチに直接接続する方法

を選択することにした。

4.3 スタンバイ機構成
　N+1のスタンバイ構成の実現で、スタンバイ機への切り替

え方法、スタンバイ機に切り替え後の運用をどのように設計す

るかがポイントであった。

　今回は、障害時には手動にてブレードサーバを物理的に抜き

差しして、スタンバイ機に切り替える手法を採用した。

　これにより万が一の障害時にスタンバイ機と切り替えた場合

であっても、本番機でのサーバ位置が変わらず、運用保守の容

易性が高まるとともに、SANスイッチのゾーニングについて

も設定変更の必要がなく、ネットワーク接続を意識せずに差し

替えができ、かつ切り替に要する時間についても、サーバの物

理的な抜き差しの時間のみであるため、論理的な構成変更によ

る場合と比して、最小限に押さえられるメリットが得られた。

4.4 全体構成
　最終的なシステム構成を図４に示す。エンクロージャ２台に、

インターネット系９台とイントラネット系１０台の合計１９台の

ブレードサーバを収納し、共有ストレージとしてバックアップ

領域を含めて合計３TBのEVA８０００を導入した。その他、ラッ

クマウントサーバとして、バックアップ管理サーバ２台、シス

テムバックアップ管理サーバ１台、EVA管理サーバの合計４台、

テープ・バックアップ装置としてLTOライブラリ１台を導入した。

3.2 共有ストレージ
　HP社製のディスク・ストレージ・システム（EVA８０００）

を選択した主な理由として以下のことが挙げられる。

　　● HP社独自の仮想化技術(VRAID)を使用することにより、

　　効率的にディスクを使用可能である。

　　● 複雑な物理設計が不要であり、当社にてディスクボリュー

　　ムの作成、拡張、削除を容易に実施可能である。

　　● ダイナミックにディスク拡張が可能である。

　　● 瞬時のデータ・コピーをビジネス・コピーで実現できる。

　　● ディスク障害時に自動でRAID再構成を行い、迅速な最適

　　化が可能である。

3.3 ブレードサーバ＋共有ストレージ＋SANブート
　ブレードサーバ＋共有ストレージにSANブートを組み合わ

せることによって、運用管理面(障害対応、バックアップ、保

守など)での有用性について、以下のことが挙げられる。

　　● OS領域を堅牢な共有ストレージ上に配置することで、ビ

　　ジネス・コピーとの組み合わせにより、OS領域のバック

　　アップも共有ストレージ上に取得可能で、OS領域の障害

　　に対して復旧時間の短縮が図れる。

　　● OS領域が共有ストレージ上にあるので、サーバ単体のハー

　　ドウェア障害の際には、別のブレードサーバ（スタンバ

　　イ機）を用いて、共有ディスク上の同じブート領域から

起動することで復旧時間の短縮が図れる。また、サーバスペッ

クが同一であれば複数のサーバに対して、１台のスタンバイ機

を共有することが可能となる。N+1のスタンバイ構成により、

冗長化コストを削減できる（図３参照）。

　また、当社にとって安全かつ容易に運用保守し続けられると

いうのも重要であった。

　既存システムが当該ベンダーの製品で構成されており、運用

監視、保守業務において当社での経験が豊富であり、「変更作

業の容易さ」、「保守作業の安定性」という点も、当該製品の

選定理由として挙げられる。

　VAX構想を支えるITインフラの構築にあたり、ビジネスア

ダプティブ（市場需要などの変化にビジネスが迅速に適用対応

できること）、現状のサービスレベルを維持しながら、拡張変

更などの俊敏な対応に優れ、かつ、より少ないコストで信頼性

の向上も実現できる ITインフラを選定する必要があった。

　これらの要件から、現時点での最適な構成として、『「ブレー

ドサーバ＋共有ストレージ＋SAN(1)ブート」による ITインフ

ラの統合集約化』を提案コンセプトとして検討を開始し、主要

ハードウェアベンダーと「ブレードサーバ＋共有ストレージ＋

SANブート」の組み合わせによるシステム構成の有用性など

を検討した。

　今回のお客さまに一番適した ITインフラの統合集約化が実

現できる製品として、HP社製のブレードサーバ（図１、HP 

BladeSystem c-Class BL４６０C/BL４８０C/BL６８５C）と

ディスク・ストレージ・システム（図２、EVA８０００）を選定すること

となった。

3.1 ブレードサーバ
　ブレードサーバを選定した主な理由は以下のことが挙げられる。

　　● ブレード・エンクロージャに空きがあれば、同じ規格のサー

　　バを短期間で導入可能である。

　　● 同じ規格のサーバで構成されるため、スタンバイ機を共有

　　でき、障害時の交換が容易である。

　　● 省スペースかつ省電力仕様であるため、月次設備費用の抑

　　止が可能である。

　　● 導入済みのブレード・エンクロージャへのサーバ増設作業

　　が容易なため、設置費用の抑止が可能である。

図３  SANブート環境
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図２  HP StorageWorks Enterprise Virtual Array ８０００

　従来、お客さまでは、各フランチャイズの業務にあわせて個

別にシステムを構築していた。そのため、それぞれにサーバや

ストレージなどの ITインフラが必要となり、IT資産が増大して

いくことによる運用コストの増大などが、フランチャイズ展開

の足かせとなっていた。

　そこで、お客さまは、２００６年８月、グループ全体最適の観

点から、各フランチャイズ情報を収集し、グループ全体で共有

することを目的としたVAX構想を打ち出した。

　VAX構想では、変化の激しいフランチャイズ事業に対応

するために、「低コスト」、「短期構築」、「拡張・縮小」を

可能とする柔軟で俊敏で最適な ITインフラの構築が求められた。

　そこで当社は、HP社と組み、ブレードサーバ＋共有スト

レージ（BL４６０他×１９台、EVA８０００×１台）による ITインフ

ラの最適化を含めた統合ソリューションを提案し、受注に

至った。

　お客さまは、新たな事業を創造する「NEW BUSINESS 

CREATOR」として、１９８６年に創立した。女性専用３０分間

フィットネスの「カーブス」、幅広い年齢層に支持されてい

る日常食レストランの「まいどおおきに食堂」など、さまざ

まな業態のフランチャイズ事業を展開している。

　お客さまのフランチャイズ事業は、低予算、短期間で

の立ち上げを基本としており、年間数件の案件を開発し

ている。そのため ITインフラも、ビジネスに合わせて「低

コスト」、「短期構築」、「拡張・縮小」が要求されて

いた。
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株式会社ベンチャー・リンク様
VAX構想における

ブレードサーバ導入事例
Adoption Case of Blade Server System for Venture Link Co.,Ltd.'s VAX Plan

概要
　近年、多くの企業がITインフラの最適化という命題に悩まされている。株式会社ベンチャー・リンク様（以下、

お客さま）においても、様々なフランチャイズ事業を展開しており、そのフランチャイズ事業を支える最適なITインフラ

の構築が求められていた。

　そこでグループの全体最適を目指した「VAX（Venture-Link Adaptive eXecution）」というITインフラ構想を

2006年8月に打ち出し、当社はその要求に応えるため、日本ヒューレット・パッカード社（以下、HP社）と組み、ストレー

ジの仮想化技術を利用した「ブレードサーバ＋共有ストレージ＋SANブート」によるITインフラの最適化、統合集

約化を提案し、導入に至った。

　本稿では、「ブレードサーバ＋共有ストレージ＋SANブート」の採用に至った経緯から、実際の構築技術なども

紹介するとともに、その導入効果なども紹介する。

1. ITインフラ最適化の背景

個
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2. ITインフラ最適化の目的

MINAGAWA Michinori

源川　道典 

● 株式会社アンフェイク
● 株式会社インテック　SI事業本部　
　カスタマソリューション部にてインフラ業務に従事

TAKASHIMA Toshio

高島　敏生

● ネットワーク＆アウトソーシング事業本部
　カスタマサービス部マネージドサービス課

KITANO Takahiro

北野　剛裕

● SI事業本部 カスタマソリューション部 システム第一課

YAMAZAKI Takahiro

山崎　貴弘

● SI事業本部 システムアーキテクト部
　ITアーキテクト／インフラストラクチャアーキテクチャ

ARIGA Mutsumi

有賀　睦

● SI事業本部 カスタマソリューション部 システム第一課
　課長代理

　 有賀　睦　　　   　　　　 山崎　貴弘　　   　　　　北野　剛裕
ARIGA Mutsumi　　　　　　YAMAZAKI Takahiro　　　　　　KITANO Takahiro　

3. ITインフラの選定

4. システム設計、構築上のポイント

　  高島　敏生　　　　　　源川　道典
TAKASHIMA Toshio　　　MINAGAWA Michinori

（1）SAN（Storage Area Network）：Fibre Channelというデータ転送方式の技術を利用して、外部記憶装置とサーバ間などを結ぶ高速なネットワーク。

図１  HP BladeSystem c-Class Server

図４  全体の構成図

5. ITインフラの統合集約化の効果

　今回のブレードサーバ＋共有ストレージ導入で、(１)短期間、

低コストでのシステム拡張、(２)リソースの有効活用・効率運

用（運用コスト削減）を実現することができた。

　また、その他の特徴として、SANブート、N+1のスタンバ

イ、共有ストレージを選択したことにより、(３)短時間での復

旧、(４)最小限の予備機、(５)バックアップリカバリーの一元

管理、(６)OS領域データ信頼性の向上、(７)当社への技術蓄

積なども実現することができた。

5.1 システム構築・導入の面
　　● OS（Windows）のインストール時間短縮

　　　Windowsサーバではsysprepという機能を使い、OS

　　を初期セットアップ前の状態にし、EVA（仮想ストレージ）

　　内でOS領域をコピー（ビジネス・コピー）することで、

　　1回のOSインストールで複数台のWindowsを作成するこ

　　とができる。

　　　一方、Linuxサーバではsysprepのような機能がないた

　　め時間短縮はできなかった。

　　● ケーブリング

　　　従来はサーバ毎に電源ケーブルを接続していたため、配

　　線が複雑であった。ブレードはエンクロージャ単位に電源

　　ケーブルを接続するため、配線が簡素化された。

5.2 運用保守の面
　　● 容易なシステムバックアップ

　　　EVA内にOS領域のコピーを作成することで、いままで

　　長時間のサービス停止が必要だったシステムバックアップ

　　が数分で取得可能となった。

　　● データバックアップ中のサービス停止時間短縮

　　　EVAのビジネス・コピー機能を使い、データ領域のコピー

　　を作成し、コピーボリュームをバックアップ管理サーバに

　　マウントしバックアップすることで、サービスを停止する

　　ことなくデータバックアップが可能となった。

　　● 障害復旧時間の短縮（データ編）

　　　データ領域に障害が発生し、データをリストアする場合、

　　従来はテープからリストアするため時間がかかったが、

　　EVA内のコピーボリュームを正とし、ビジネス・コピー

　　することで短時間にリカバリが可能となった。

　　● 障害復旧時間の短縮（ハード編）

　　　ブレード単体のハードウェア障害が発生した場合、従来

　　はベンダーCEが到着しパーツ交換が完了するまで、サー

　　ビスが停止していたが、予備のブレードと交換し、EVA

　　のマッピングを変更することで短時間でのサービス再開が

　　可能となった。

6. 今後の課題
　今回の ITインフラ構築はブレードサーバによるサーバの集約

化と共有ストレージへのデータ再配置である。これらを支える

ハードウェア技術としてストレージの仮想化技術（Enterprise 

Virtual Array（EVA）による仮想ディスクなど）を採用して

いるが、今後はさらに複数サーバの物理的な統合やハードウェ

アリソースの有効活用化、定期的な運用保守時にも止まらない

システムの実現など、システム全体での仮想化を図り、さらに

ビジネスアダプティブな ITインフラとして適用をさせつつ

より少ないコストで実現できるソリューションの展開を検討し

ていく予定である。

7. おわりに
　今回の ITインフラ構築は、HP社の高い技術力と、全面的な

協力無しでは実現不可能なものである。HP社の協力で検証施

設でのパフォーマンス検証や、構築実施検証などを実施したこ

とにより、本来ベンダーが持つ設計・構築技術を習得すること

ができ、インフラ環境構築作業を当社のみで実施するという良

い事例となった。

　今後は、このインフラ環境構築技術の展開を図り、技術体制

を整備し、ブレードサーバ＋共有ストレージ構成を、当社のス

タンダード・ソリューションとして発展させていきたい。
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　共有ストレージ構成、サーバ配置、スタンバイ機構成などで、

いくつか工夫をしたので紹介する。

4.1 共有ストレージ構成
　設計のポイントとなるのは、当然、ディスク構成である。

今回採用した共有ストレージEVAは、同一ディスク・グルー

プ内の物理ディスクの本数を多くすることで性能面が優位に

なる。しかし、本番領域とバックアップ領域を同一ディスク・

グループ内で構成することによるバックアップ領域での障害

が本番領域に及ぼす影響が懸念され、ディスク・グループを２

つに分けることにした。その上で、EVAの性能を十分引き出

せるディスク構成を検討し、本番領域として７２GBのディスク

５６本でVRAID1を構成し、バックアップ領域として１４６GBの

ディスク２８本でVRAID５を構成した。コスト、性能、信頼性

を組み合わせたベスト・プラクティスを採用した。

4.2 ブレードサーバ配置
　ブレードサーバ配置設計では、エンクロージャ内に配置され

るサーバと接続されるネットワーク構成が設計ポイントで

あった。

　今回のシステム構成では、1つのエンクロージャ内で各ブレー

ドサーバの接続先ネットワークが異なっていた。また、1つの

サーバでも異なる２系統のネットワークアドレスを使用して

いた。

　ブレードサーバにオンボードさているネットワークインタフェー

スカードは、サーバ背面のインターコネクトスイッチとの物理

接続位置が固定となってしまうため、そのままでは複数ネット

ワークへ接続することができなかった。そのため、接続先毎に

インターコネクトスイッチを用意するか、インターコネクトス

イッチにてVLANを設定するか、あるいはパススルーモジュー

ルを用いて、インターコネクトスイッチをスルーさせ、サーバ

と外部スイッチを直接接続させる方法を選択する必要があった。

　今回は、コスト、および運用保守の容易さも考慮して、パス

スルーモジュールを使用し、外部スイッチに直接接続する方法

を選択することにした。

4.3 スタンバイ機構成
　N+1のスタンバイ構成の実現で、スタンバイ機への切り替

え方法、スタンバイ機に切り替え後の運用をどのように設計す

るかがポイントであった。

　今回は、障害時には手動にてブレードサーバを物理的に抜き

差しして、スタンバイ機に切り替える手法を採用した。

　これにより万が一の障害時にスタンバイ機と切り替えた場合

であっても、本番機でのサーバ位置が変わらず、運用保守の容

易性が高まるとともに、SANスイッチのゾーニングについて

も設定変更の必要がなく、ネットワーク接続を意識せずに差し

替えができ、かつ切り替に要する時間についても、サーバの物

理的な抜き差しの時間のみであるため、論理的な構成変更によ

る場合と比して、最小限に押さえられるメリットが得られた。

4.4 全体構成
　最終的なシステム構成を図４に示す。エンクロージャ２台に、

インターネット系９台とイントラネット系１０台の合計１９台の

ブレードサーバを収納し、共有ストレージとしてバックアップ

領域を含めて合計３TBのEVA８０００を導入した。その他、ラッ

クマウントサーバとして、バックアップ管理サーバ２台、シス

テムバックアップ管理サーバ１台、EVA管理サーバの合計４台、

テープ・バックアップ装置としてLTOライブラリ１台を導入した。

3.2 共有ストレージ
　HP社製のディスク・ストレージ・システム（EVA８０００）

を選択した主な理由として以下のことが挙げられる。

　　● HP社独自の仮想化技術(VRAID)を使用することにより、

　　効率的にディスクを使用可能である。

　　● 複雑な物理設計が不要であり、当社にてディスクボリュー

　　ムの作成、拡張、削除を容易に実施可能である。

　　● ダイナミックにディスク拡張が可能である。

　　● 瞬時のデータ・コピーをビジネス・コピーで実現できる。

　　● ディスク障害時に自動でRAID再構成を行い、迅速な最適

　　化が可能である。

3.3 ブレードサーバ＋共有ストレージ＋SANブート
　ブレードサーバ＋共有ストレージにSANブートを組み合わ

せることによって、運用管理面(障害対応、バックアップ、保

守など)での有用性について、以下のことが挙げられる。

　　● OS領域を堅牢な共有ストレージ上に配置することで、ビ

　　ジネス・コピーとの組み合わせにより、OS領域のバック

　　アップも共有ストレージ上に取得可能で、OS領域の障害

　　に対して復旧時間の短縮が図れる。

　　● OS領域が共有ストレージ上にあるので、サーバ単体のハー

　　ドウェア障害の際には、別のブレードサーバ（スタンバ

　　イ機）を用いて、共有ディスク上の同じブート領域から

起動することで復旧時間の短縮が図れる。また、サーバスペッ

クが同一であれば複数のサーバに対して、１台のスタンバイ機

を共有することが可能となる。N+1のスタンバイ構成により、

冗長化コストを削減できる（図３参照）。

　また、当社にとって安全かつ容易に運用保守し続けられると

いうのも重要であった。

　既存システムが当該ベンダーの製品で構成されており、運用

監視、保守業務において当社での経験が豊富であり、「変更作

業の容易さ」、「保守作業の安定性」という点も、当該製品の

選定理由として挙げられる。

　VAX構想を支えるITインフラの構築にあたり、ビジネスア

ダプティブ（市場需要などの変化にビジネスが迅速に適用対応

できること）、現状のサービスレベルを維持しながら、拡張変

更などの俊敏な対応に優れ、かつ、より少ないコストで信頼性

の向上も実現できる ITインフラを選定する必要があった。

　これらの要件から、現時点での最適な構成として、『「ブレー

ドサーバ＋共有ストレージ＋SAN(1)ブート」による ITインフ

ラの統合集約化』を提案コンセプトとして検討を開始し、主要

ハードウェアベンダーと「ブレードサーバ＋共有ストレージ＋

SANブート」の組み合わせによるシステム構成の有用性など

を検討した。

　今回のお客さまに一番適した ITインフラの統合集約化が実

現できる製品として、HP社製のブレードサーバ（図１、HP 

BladeSystem c-Class BL４６０C/BL４８０C/BL６８５C）と

ディスク・ストレージ・システム（図２、EVA８０００）を選定すること

となった。

3.1 ブレードサーバ
　ブレードサーバを選定した主な理由は以下のことが挙げられる。

　　● ブレード・エンクロージャに空きがあれば、同じ規格のサー

　　バを短期間で導入可能である。

　　● 同じ規格のサーバで構成されるため、スタンバイ機を共有

　　でき、障害時の交換が容易である。

　　● 省スペースかつ省電力仕様であるため、月次設備費用の抑

　　止が可能である。

　　● 導入済みのブレード・エンクロージャへのサーバ増設作業

　　が容易なため、設置費用の抑止が可能である。

図３  SANブート環境
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図２  HP StorageWorks Enterprise Virtual Array ８０００

　従来、お客さまでは、各フランチャイズの業務にあわせて個

別にシステムを構築していた。そのため、それぞれにサーバや

ストレージなどの ITインフラが必要となり、IT資産が増大して

いくことによる運用コストの増大などが、フランチャイズ展開

の足かせとなっていた。

　そこで、お客さまは、２００６年８月、グループ全体最適の観

点から、各フランチャイズ情報を収集し、グループ全体で共有

することを目的としたVAX構想を打ち出した。

　VAX構想では、変化の激しいフランチャイズ事業に対応

するために、「低コスト」、「短期構築」、「拡張・縮小」を

可能とする柔軟で俊敏で最適な ITインフラの構築が求められた。

　そこで当社は、HP社と組み、ブレードサーバ＋共有スト

レージ（BL４６０他×１９台、EVA８０００×１台）による ITインフ

ラの最適化を含めた統合ソリューションを提案し、受注に

至った。

　お客さまは、新たな事業を創造する「NEW BUSINESS 

CREATOR」として、１９８６年に創立した。女性専用３０分間

フィットネスの「カーブス」、幅広い年齢層に支持されてい

る日常食レストランの「まいどおおきに食堂」など、さまざ

まな業態のフランチャイズ事業を展開している。

　お客さまのフランチャイズ事業は、低予算、短期間で

の立ち上げを基本としており、年間数件の案件を開発し

ている。そのため ITインフラも、ビジネスに合わせて「低

コスト」、「短期構築」、「拡張・縮小」が要求されて

いた。
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株式会社ベンチャー・リンク様
VAX構想における

ブレードサーバ導入事例
Adoption Case of Blade Server System for Venture Link Co.,Ltd.'s VAX Plan

概要
　近年、多くの企業がITインフラの最適化という命題に悩まされている。株式会社ベンチャー・リンク様（以下、

お客さま）においても、様々なフランチャイズ事業を展開しており、そのフランチャイズ事業を支える最適なITインフラ

の構築が求められていた。

　そこでグループの全体最適を目指した「VAX（Venture-Link Adaptive eXecution）」というITインフラ構想を

2006年8月に打ち出し、当社はその要求に応えるため、日本ヒューレット・パッカード社（以下、HP社）と組み、ストレー

ジの仮想化技術を利用した「ブレードサーバ＋共有ストレージ＋SANブート」によるITインフラの最適化、統合集

約化を提案し、導入に至った。

　本稿では、「ブレードサーバ＋共有ストレージ＋SANブート」の採用に至った経緯から、実際の構築技術なども

紹介するとともに、その導入効果なども紹介する。

1. ITインフラ最適化の背景
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2. ITインフラ最適化の目的
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● 株式会社アンフェイク
● 株式会社インテック　SI事業本部　
　カスタマソリューション部にてインフラ業務に従事

TAKASHIMA Toshio

高島　敏生

● ネットワーク＆アウトソーシング事業本部
　カスタマサービス部マネージドサービス課

KITANO Takahiro

北野　剛裕

● SI事業本部 カスタマソリューション部 システム第一課

YAMAZAKI Takahiro

山崎　貴弘

● SI事業本部 システムアーキテクト部
　ITアーキテクト／インフラストラクチャアーキテクチャ

ARIGA Mutsumi

有賀　睦

● SI事業本部 カスタマソリューション部 システム第一課
　課長代理

　 有賀　睦　　　   　　　　 山崎　貴弘　　   　　　　北野　剛裕
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3. ITインフラの選定

4. システム設計、構築上のポイント

　  高島　敏生　　　　　　源川　道典
TAKASHIMA Toshio　　　MINAGAWA Michinori

（1）SAN（Storage Area Network）：Fibre Channelというデータ転送方式の技術を利用して、外部記憶装置とサーバ間などを結ぶ高速なネットワーク。

図１  HP BladeSystem c-Class Server

図４  全体の構成図

5. ITインフラの統合集約化の効果

　今回のブレードサーバ＋共有ストレージ導入で、(１)短期間、

低コストでのシステム拡張、(２)リソースの有効活用・効率運

用（運用コスト削減）を実現することができた。

　また、その他の特徴として、SANブート、N+1のスタンバ

イ、共有ストレージを選択したことにより、(３)短時間での復

旧、(４)最小限の予備機、(５)バックアップリカバリーの一元

管理、(６)OS領域データ信頼性の向上、(７)当社への技術蓄

積なども実現することができた。

5.1 システム構築・導入の面
　　● OS（Windows）のインストール時間短縮

　　　Windowsサーバではsysprepという機能を使い、OS

　　を初期セットアップ前の状態にし、EVA（仮想ストレージ）

　　内でOS領域をコピー（ビジネス・コピー）することで、

　　1回のOSインストールで複数台のWindowsを作成するこ

　　とができる。

　　　一方、Linuxサーバではsysprepのような機能がないた

　　め時間短縮はできなかった。

　　● ケーブリング

　　　従来はサーバ毎に電源ケーブルを接続していたため、配

　　線が複雑であった。ブレードはエンクロージャ単位に電源

　　ケーブルを接続するため、配線が簡素化された。

5.2 運用保守の面
　　● 容易なシステムバックアップ

　　　EVA内にOS領域のコピーを作成することで、いままで

　　長時間のサービス停止が必要だったシステムバックアップ

　　が数分で取得可能となった。

　　● データバックアップ中のサービス停止時間短縮

　　　EVAのビジネス・コピー機能を使い、データ領域のコピー

　　を作成し、コピーボリュームをバックアップ管理サーバに

　　マウントしバックアップすることで、サービスを停止する

　　ことなくデータバックアップが可能となった。

　　● 障害復旧時間の短縮（データ編）

　　　データ領域に障害が発生し、データをリストアする場合、

　　従来はテープからリストアするため時間がかかったが、

　　EVA内のコピーボリュームを正とし、ビジネス・コピー

　　することで短時間にリカバリが可能となった。

　　● 障害復旧時間の短縮（ハード編）

　　　ブレード単体のハードウェア障害が発生した場合、従来

　　はベンダーCEが到着しパーツ交換が完了するまで、サー

　　ビスが停止していたが、予備のブレードと交換し、EVA

　　のマッピングを変更することで短時間でのサービス再開が

　　可能となった。

6. 今後の課題
　今回の ITインフラ構築はブレードサーバによるサーバの集約

化と共有ストレージへのデータ再配置である。これらを支える

ハードウェア技術としてストレージの仮想化技術（Enterprise 

Virtual Array（EVA）による仮想ディスクなど）を採用して

いるが、今後はさらに複数サーバの物理的な統合やハードウェ

アリソースの有効活用化、定期的な運用保守時にも止まらない

システムの実現など、システム全体での仮想化を図り、さらに

ビジネスアダプティブな ITインフラとして適用をさせつつ

より少ないコストで実現できるソリューションの展開を検討し

ていく予定である。

7. おわりに
　今回の ITインフラ構築は、HP社の高い技術力と、全面的な

協力無しでは実現不可能なものである。HP社の協力で検証施

設でのパフォーマンス検証や、構築実施検証などを実施したこ

とにより、本来ベンダーが持つ設計・構築技術を習得すること

ができ、インフラ環境構築作業を当社のみで実施するという良

い事例となった。

　今後は、このインフラ環境構築技術の展開を図り、技術体制

を整備し、ブレードサーバ＋共有ストレージ構成を、当社のス

タンダード・ソリューションとして発展させていきたい。
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　共有ストレージ構成、サーバ配置、スタンバイ機構成などで、

いくつか工夫をしたので紹介する。

4.1 共有ストレージ構成
　設計のポイントとなるのは、当然、ディスク構成である。

今回採用した共有ストレージEVAは、同一ディスク・グルー

プ内の物理ディスクの本数を多くすることで性能面が優位に

なる。しかし、本番領域とバックアップ領域を同一ディスク・

グループ内で構成することによるバックアップ領域での障害

が本番領域に及ぼす影響が懸念され、ディスク・グループを２

つに分けることにした。その上で、EVAの性能を十分引き出

せるディスク構成を検討し、本番領域として７２GBのディスク

５６本でVRAID1を構成し、バックアップ領域として１４６GBの

ディスク２８本でVRAID５を構成した。コスト、性能、信頼性

を組み合わせたベスト・プラクティスを採用した。

4.2 ブレードサーバ配置
　ブレードサーバ配置設計では、エンクロージャ内に配置され

るサーバと接続されるネットワーク構成が設計ポイントで

あった。

　今回のシステム構成では、1つのエンクロージャ内で各ブレー

ドサーバの接続先ネットワークが異なっていた。また、1つの

サーバでも異なる２系統のネットワークアドレスを使用して

いた。

　ブレードサーバにオンボードさているネットワークインタフェー

スカードは、サーバ背面のインターコネクトスイッチとの物理

接続位置が固定となってしまうため、そのままでは複数ネット

ワークへ接続することができなかった。そのため、接続先毎に

インターコネクトスイッチを用意するか、インターコネクトス

イッチにてVLANを設定するか、あるいはパススルーモジュー

ルを用いて、インターコネクトスイッチをスルーさせ、サーバ

と外部スイッチを直接接続させる方法を選択する必要があった。

　今回は、コスト、および運用保守の容易さも考慮して、パス

スルーモジュールを使用し、外部スイッチに直接接続する方法

を選択することにした。

4.3 スタンバイ機構成
　N+1のスタンバイ構成の実現で、スタンバイ機への切り替

え方法、スタンバイ機に切り替え後の運用をどのように設計す

るかがポイントであった。

　今回は、障害時には手動にてブレードサーバを物理的に抜き

差しして、スタンバイ機に切り替える手法を採用した。

　これにより万が一の障害時にスタンバイ機と切り替えた場合

であっても、本番機でのサーバ位置が変わらず、運用保守の容

易性が高まるとともに、SANスイッチのゾーニングについて

も設定変更の必要がなく、ネットワーク接続を意識せずに差し

替えができ、かつ切り替に要する時間についても、サーバの物

理的な抜き差しの時間のみであるため、論理的な構成変更によ

る場合と比して、最小限に押さえられるメリットが得られた。

4.4 全体構成
　最終的なシステム構成を図４に示す。エンクロージャ２台に、

インターネット系９台とイントラネット系１０台の合計１９台の

ブレードサーバを収納し、共有ストレージとしてバックアップ

領域を含めて合計３TBのEVA８０００を導入した。その他、ラッ

クマウントサーバとして、バックアップ管理サーバ２台、シス

テムバックアップ管理サーバ１台、EVA管理サーバの合計４台、

テープ・バックアップ装置としてLTOライブラリ１台を導入した。

3.2 共有ストレージ
　HP社製のディスク・ストレージ・システム（EVA８０００）

を選択した主な理由として以下のことが挙げられる。

　　● HP社独自の仮想化技術(VRAID)を使用することにより、

　　効率的にディスクを使用可能である。

　　● 複雑な物理設計が不要であり、当社にてディスクボリュー

　　ムの作成、拡張、削除を容易に実施可能である。

　　● ダイナミックにディスク拡張が可能である。

　　● 瞬時のデータ・コピーをビジネス・コピーで実現できる。

　　● ディスク障害時に自動でRAID再構成を行い、迅速な最適

　　化が可能である。

3.3 ブレードサーバ＋共有ストレージ＋SANブート
　ブレードサーバ＋共有ストレージにSANブートを組み合わ

せることによって、運用管理面(障害対応、バックアップ、保

守など)での有用性について、以下のことが挙げられる。

　　● OS領域を堅牢な共有ストレージ上に配置することで、ビ

　　ジネス・コピーとの組み合わせにより、OS領域のバック

　　アップも共有ストレージ上に取得可能で、OS領域の障害

　　に対して復旧時間の短縮が図れる。

　　● OS領域が共有ストレージ上にあるので、サーバ単体のハー

　　ドウェア障害の際には、別のブレードサーバ（スタンバ

　　イ機）を用いて、共有ディスク上の同じブート領域から

起動することで復旧時間の短縮が図れる。また、サーバスペッ

クが同一であれば複数のサーバに対して、１台のスタンバイ機

を共有することが可能となる。N+1のスタンバイ構成により、

冗長化コストを削減できる（図３参照）。

　また、当社にとって安全かつ容易に運用保守し続けられると

いうのも重要であった。

　既存システムが当該ベンダーの製品で構成されており、運用

監視、保守業務において当社での経験が豊富であり、「変更作

業の容易さ」、「保守作業の安定性」という点も、当該製品の

選定理由として挙げられる。

　VAX構想を支えるITインフラの構築にあたり、ビジネスア

ダプティブ（市場需要などの変化にビジネスが迅速に適用対応

できること）、現状のサービスレベルを維持しながら、拡張変

更などの俊敏な対応に優れ、かつ、より少ないコストで信頼性

の向上も実現できる ITインフラを選定する必要があった。

　これらの要件から、現時点での最適な構成として、『「ブレー

ドサーバ＋共有ストレージ＋SAN(1)ブート」による ITインフ

ラの統合集約化』を提案コンセプトとして検討を開始し、主要

ハードウェアベンダーと「ブレードサーバ＋共有ストレージ＋

SANブート」の組み合わせによるシステム構成の有用性など

を検討した。

　今回のお客さまに一番適した ITインフラの統合集約化が実

現できる製品として、HP社製のブレードサーバ（図１、HP 

BladeSystem c-Class BL４６０C/BL４８０C/BL６８５C）と

ディスク・ストレージ・システム（図２、EVA８０００）を選定すること

となった。

3.1 ブレードサーバ
　ブレードサーバを選定した主な理由は以下のことが挙げられる。

　　● ブレード・エンクロージャに空きがあれば、同じ規格のサー

　　バを短期間で導入可能である。

　　● 同じ規格のサーバで構成されるため、スタンバイ機を共有

　　でき、障害時の交換が容易である。

　　● 省スペースかつ省電力仕様であるため、月次設備費用の抑

　　止が可能である。

　　● 導入済みのブレード・エンクロージャへのサーバ増設作業

　　が容易なため、設置費用の抑止が可能である。

図３  SANブート環境
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図２  HP StorageWorks Enterprise Virtual Array ８０００

　従来、お客さまでは、各フランチャイズの業務にあわせて個

別にシステムを構築していた。そのため、それぞれにサーバや

ストレージなどの ITインフラが必要となり、IT資産が増大して

いくことによる運用コストの増大などが、フランチャイズ展開

の足かせとなっていた。

　そこで、お客さまは、２００６年８月、グループ全体最適の観

点から、各フランチャイズ情報を収集し、グループ全体で共有

することを目的としたVAX構想を打ち出した。

　VAX構想では、変化の激しいフランチャイズ事業に対応

するために、「低コスト」、「短期構築」、「拡張・縮小」を

可能とする柔軟で俊敏で最適な ITインフラの構築が求められた。

　そこで当社は、HP社と組み、ブレードサーバ＋共有スト

レージ（BL４６０他×１９台、EVA８０００×１台）による ITインフ

ラの最適化を含めた統合ソリューションを提案し、受注に

至った。

　お客さまは、新たな事業を創造する「NEW BUSINESS 

CREATOR」として、１９８６年に創立した。女性専用３０分間

フィットネスの「カーブス」、幅広い年齢層に支持されてい

る日常食レストランの「まいどおおきに食堂」など、さまざ

まな業態のフランチャイズ事業を展開している。

　お客さまのフランチャイズ事業は、低予算、短期間で

の立ち上げを基本としており、年間数件の案件を開発し

ている。そのため ITインフラも、ビジネスに合わせて「低

コスト」、「短期構築」、「拡張・縮小」が要求されて

いた。


