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■ 論文要旨 ■ 

数年前より進めているサーバ仮想化、統合化を阻害する大きな原因の一つとして、都度、ストレ

ージの増強を行う必要があったり、多めに領域を確保するなど、ストレージ環境が柔軟でないことが

挙げられていた。今回、この問題を解決するために、ストレージの仮想化を図り、よりフレキシブル

にディスク資源を活用できるプライベートクラウド環境を構築した。また、この結果、社内の WAN を

超えたフォルダ共有スペースを容易に切り出せる環境にも活用できている。 
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１．はじめに 

 世界はクラウドの時代に突入し、オンプレミスからパブリッククラウドに移行する企業

が増えてきているが、その費用対効果への疑問や、移行の際に発生するであろう様々なリ

スク、ユーザ影響を鑑みて二の足を踏んでいる企業も少なくない。また、現実問題、クラ

ウド化自体が目的となってしまうと大きなデメリットを蒙る危険性があるとも言える。 

 そんな中、クラウドの「良いとこ取り」をしてオンプレミスのシステムに多少の色付け

を加えることで、お手軽、かつ、ローリスクなプライベートクラウド環境を実現すること

も可能であろう。このような考えに基づいて構築したお手軽プライベートクラウド環境に

ついて以下に述べる。 

 

２．背景と目的  

 当社では数年前からブレードサーバを導入し、サーバの集約・仮想化プロジェクトを進

めてきたが、物理サーバのリースアップ等のタイミングで仮想化を検討した結果、結局ま

た物理サーバを選択するといったことも多く、今一つ、仮想化が進んでいるとは言えなか

った。 

 一方、社員からは WAN 越しのファイル共有環境などの要望も多く、ネットワーク帯域が

向上しているにもかかわらず、ストレージの増設コストや物理サーバの設置スペースの問

題等で容易に環境を提供することができなかった。 

 こういった背景を受け、サーバをより仮想化しやすく、かつ、社員の要望に気軽に応え

られる環境構築を目的とした。 

 

３．サーバ仮想化の現状 

３．１ 仮想化状況 

 現在までの仮想化の遷移を図１に示す。 

 ブレードを導入（仮想サーバ用のブレードは 3 台）し、43 台中 19 台を仮想化し、メー

ルサーバ、人事給与サーバの計 6 台を物理的にブレードに集約した。また、増加した 5 台

のサーバ中 4台は当初より仮想化して実装している。 

 

３．２ 仮想化を妨げるもの  

 現状、仮想化されていない物理サーバの一覧を表１に示す。表中に示すように、ほとん

どが仮想化対象サーバであるにも関わらず、前回のリプレイスのタイミングで仮想化を検

討したものの、結局物理サーバを選択したものが多くある。この主な原因としては、以下

の３つに大別される。 

 

① ストレージの追加が必要となり、必要容量が少ない割にコストが高くなる。 

② ミドルウェア、データベース・ソフトの動作保証がない。 

③ アクセス集中が起こりやすく、パフォーマンス等で仮想化に不安がある。 
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図１ サーバ仮想化の遷移 

 

表１ 仮想化されていない物理サーバ一覧 

 

No 業務システム名
1 ドメインコントローラ1
2 ドメインコントローラ2
3 ドメインコントローラ3
4 ドメインコントローラ4
5 メール1
6 メール2
7 バックアップサーバ1
8 ウイルス対策
9 外部向けDNS1

10 外部向けDNS2
11 Proxy、内部DNS1
12 Proxy、内部DNS2
13 SSL認証サーバ
14 SSL認証DBサーバ
15 バックアップサーバ2
16 監視サーバ
17 検索システム
18 ワークフロー1
19 ワークフロー2
20 バックアップサーバ2
21 帳票システム
22 工事管理システム
23 現地伝票
24 IT統制ログ収集1
25 IT統制ログ収集2
26 人事給与AP
27 人事給与DB
28 中工種,貯蔵品システム
29 社内イントラポータル
30 人事WebAP
31 人事WebDB
32 NEOSS（電子帳票)
33 AutoCADライセンスサーバ
34 統合DB-AP
35 統合DB-DB
36 jennifer
37 E-Leaning
38 現地伝票2
39 固定資産
40 統合DB-検索
41 工事情報DB
42 基幹システムAP
43 基幹システムDB

仮想化前
No 業務システム名

1 ドメインコントローラ1
2 ドメインコントローラ2
3 ドメインコントローラ3
4 ドメインコントローラ4
5 メール1
6 メール2
7 バックアップサーバ1
8 ウイルス対策
9 外部向けDNS1

10 外部向けDNS2
11 Proxy、内部DNS1
12 Proxy、内部DNS2
13 SSL認証サーバ
14 SSL認証DBサーバ
15 バックアップサーバ2
16 監視サーバ
17 検索システム
18 ワークフロー1
19 ワークフロー2
20 バックアップサーバ2
21 帳票システム
22 工事管理システム
23 現地伝票
24 IT統制ログ収集1
25 IT統制ログ収集2
26 人事給与AP
27 人事給与DB
28 中工種,貯蔵品システム
29 社内イントラポータル
30 人事WebAP
31 人事WebDB
32 NEOSS（電子帳票)
33 AutoCADライセンスサーバ
34 統合DB-AP
35 統合DB-DB
36 jennifer
37 E-Leaning
38 現地伝票2
39 固定資産
40 統合DB-検索
41 工事情報DB
42 基幹システムAP
43 基幹システムDB

44 VMサーバ1

45 VMサーバ2
46 VMサーバ3
47 VM監視サーバ
48 ファイルサーバ最適化
49 統合DB-検索開発用1
50 統合DB-検索開発用2
51 固定資産開発用

現在

仮想化済

物理（ブレード）

物理（単体）

新サーバ

No 業務システム名 仮想化可否 仮想化しない（しなかった）理由

1 メール1 可 アクセス集中、パフォーマンスに不安
2 メール2 可 アクセス集中、パフォーマンスに不安
3 バックアップサーバ1 可 ストレージが高価
4 バックアップサーバ2 可 ストレージが高価
5 検索システム 可 ストレージが高価
6 ワークフロー1 可 データベースが保証外、ストレージが高価
7 ワークフロー2 可 データベースが保証外、ストレージが高価
8 バックアップサーバ3 可 ストレージが高価
9 帳票システム 可 データベースが保証外、ストレージが高価

10 GAIA 不可 USBキーを物理的に使用
11 現地伝票 可 データベースが保証外、ストレージが高価
12 IT統制ログ収集1 可 ストレージが高価
13 IT統制ログ収集2 可 ストレージが高価
14 人事給与AP 可 ミドルウェアが保証外
15 人事給与DB 可 ミドルウェアが保証外
16 中工種,貯蔵品システム 可 データベースが保証外、ストレージが高価
17 人事WebAP 可 ミドルウェアが保証外
18 人事WebDB 可 ミドルウェアが保証外
19 統合DB-AP 可 データベースが保証外、ストレージが高価
20 統合DB-DB 可 データベースが保証外、ストレージが高価
21 固定資産 可 データベースが保証外、ストレージが高価
22 統合DB-検索 可 データベースが保証外、ストレージが高価
23 基幹システムAP 可 OSがSolaris
24 基幹システムDB 可 OSがSolaris
25 VM監視サーバ 可 データベースが保証外、ストレージが高価

ブレードに統合（物理）
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仮想環境が一般化してきた現在では、②については、保証対応が取れてきている。また、

③については今後のハードウェア・リプレイス時にしっかりとサイジングすることにより

解決が可能と思われる。 

最も大きな問題と言えるのは①で、このストレージ・コストの問題が仮想化を妨げる大

きな足かせとなっていると言える。また従来の環境ではシン・プロビジョニング等の機能

がなく、ハードディスクのフレキシブルな割り当てが困難なため、あらかじめ多めに確保

するという無駄も生じていた。 

 

４．ストレージ仮想化 

４．１ 要件とスケジュール  

このような問題を解決するため、ストレージの仮想化に着手した。要件概要を以下に示

す。 

 

① 現状、ブレードサーバに仮想サーバと物理サーバが混在している。また、別に単体サ

ーバが十数台あり、今後、リプレイスのタイミングで、可能であれば仮想化、もしく

は、ブレードサーバに順次統合していく方針である。 

② 今後の単体サーバの仮想化、統合化を行いやすいように、統合用のストレージを用意

するとともに、リプレイス対象のバックアップ環境を置き換えることで効率的なバッ

クアップ環境を築きたい。 

③ ストレージについては、容量の増（減）がしやすく、シン・プロビジョニング機能、

階層化等ができる仕組みが望ましい。また、現行ストレージ環境の有効利用も望まれ

る。 

 

具体的な容量等の要件を以下に示す。 

 

① 単体サーバをブレードに集約していくためのストレージ環境の構築 

既存ブレード用 SANストレージも統合し、全体を仮想化することが望ましい 

必要容量 ＝ 25TB程度 

※ 現行のブレード用 SANストレージ ＝ 14TB 

※ 単体サーバの総容量（約 12TB） × 60% ＝ 7.2TB 

※ 仮想統合ストレージ内にバックアップ環境を構築する場合は＋必要量 

② 構成の割合 

FC相当＝50%、SATA相当＝50%程度 

③ あると望ましい機能 

・容易なディスク増設（オンライン） 

・仮想化 

・シン・プロビジョニング（使用中にディスク割り当てを柔軟に増やせる仕組み） 

・割り当て容量の容易な増（減） 

・（自動）階層化 

④ 既存ストレージの有効活用 
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・仮想化ボリュームとして取り込む・・・ 

・Ｄ２Ｄバックアップエリアとしての利用・・・など 

 

スケジュールを図２に示す。 

 

図２ ストレージ仮想化スケジュール 

 

従来のブレードサーバで使用していたストレージのリースアップ（再リース）にタイミ

ングを合わせ、ある程度コスト増を吸収しつつ、今後の物理サーバの統合を視野に入れた

容量を確保することとした。 

 

４．２ 選定 

 上記の要件を主とした RFP を作成し、５社のコンペとした。提案における比較表を表２

に示す。 

表２ 提案の比較 

 

 

 一時選定として、既存ストレージを有効活用する案で 10Gbpsの iSCSIを盛り込んだ A社

A社 B社 C社 D社 E社

ストレージ HP P2000 G3MSA CDS1220/CDS1330D IBM DS3950/DS3512 EMC VNX5300 IBM V7000

仮想化 あり あり あり なし あり

コントローラー HP SANsymphony SVM11 SVC － IBM V7000

接続方式 FC/iSCSI(10GB) FC FC FC FC

既存DS4700の扱い 統合して仮想化 統合して仮想化 統合して仮想化 撤去（ファイナンス優遇等） 物理サーバはそのまま利用

既存データの移行 あり あり あり あり あり（ESX分のみ）

拡張性 ○ ○ ○ ○ ○

提案内容 ◎ ○ ○ ○ ◎

特徴
SW的に仮想化するためスト
レージメーカーを問わない

実績 ○ △ ○ ○ ◎

初期費用（HW/SW) △ △ △ ◎ △

初期費用（構築費） ○ ○ △ ◎ ○

初期費用合計 △ ○ △ ◎ ○

保守費用（初年度） ○ ○ △ ◎ ○

総合評価(A/B/C) A B B- A- A

所見A 提案内容は◎だが、コスト高 実績面で△ コスト高
EMCストレージへの置き換え
にすぎない（やる意味なし？）

移行時の影響◎（第二ステップ
はリースアップ時か）

所見B
iSCSI(10GB)は今後の利用
サーバ拡大には魅力的。

実績面で不安がある。

コストが高い。
DS3950/DS3512を新た
に導入するより、ＳＶＣ配
下で既存ＤＳを増強した
方がすっきりする。

EMC単体の統合型である
が、その中でのストレージの
仮想化としては実現されてい
る。既存のＤＳの扱いをどう
するかの課題はあるが・・・

既存ＤＳと同一メーカーなので
安心感がある。
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と総合的に優れた提案であった E 社、および、抜本的にストレージをリプレイスする D 社

に絞り、二次提案を依頼し、最終的には既存ストレージとの相性とコストを重視して E 社

に決定した。 

 

４．３ 構成 

 今回導入したストレージ・システムの構成を図３に、ハードウェア仕様を表３に示す。 

 

図３ ストレージ・システム構成 

 

表３ 仮想化ストレージのハードウェア仕様 

 
 

ブレードサーバ

SAN-SW1(8Gbps) SAN-SW2(8Gbps)

既存ストレージ 新ストレージ

表 エラー! 指定したスタイルは使われていません。-1 ハードウェア仕様 

項番 機器名称 台数 構成概要 

1 

 

IBM Storwize V7000基本筐体 

1 基本筐体 

600GB 2.5型 10K SAS HDD   x17 

RAID5 

ホットスペア   ×1 

2 

 

IBM Storwize V7000拡張筐体2 

1 拡張筐体2 

600GB 2.5型 10K SAS HDD   x17 

RAID5 

ホットスペア   ×1 

3 

 

IBM Storwize V7000拡張筐体1 

1 拡張筐体1 

2TB 3.5型 7.2K SATA HDD   x10 

RAID6 

ホットスペア   ×2 

4 

 

IBM Storwize V7000拡張筐体3 

1 拡張筐体3 

2TB 3.5型 7.2K SATA HDD   x9 

RAID6 

ホットスペア   ×2 
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 さしあたっての割り当ては、仮想サーバのみとし、ブレードシャーシに物理的に統合し

たサーバ（Exchange 関連、人事システム関連サーバ）については、データ移行時のリスク

や負荷を鑑みて既存ストレージのままとした。いずれ２～３年のうちにリースアップを迎

える際に、仮想化統合とともにストレージ移行を図る予定である。 

 また、まだまだ SSD ディスクが高価であること、および、DB サーバ的な利用方法では自

動階層化のメリットが得にくいことから、自動階層化機能については次のステップとした。 

 

４．４ 構築結果 

 ストレージの仮想化を行った結果について以下に考察する。 

仮想化により物理的な増強がしやすくなったとともに、シン・プロビジョニング機能に

より、ディスク容量におけるミニマムスタートを切りやすくなり、手軽なプライベート・

クラウド環境としての活用ができるようになった。 

また、ストレージ内での FlashCopy 機能は、パフォーマンスとデータの保全性を両立し

ており、かつ、バックアップの取得にも威力を発揮している。 

 

４．５ プライベートクラウドとしての活用 

今回導入したストレージの容量は、現行の物理サーバを仮想化、統合化した場合にも耐

えうる容量を確保している。ただ、物理サーバの統合はリースアップを機としているため、

すぐに使用はなされない。このため、空きディスクの有効活用ということで、従来より要

望の多かった、本社・支店・現場間のファイル共有環境を築いた。 

ユーザからの要望の都度、1 時間足らずのうちにディスクを切り出して提供できるとと

もに、ミニマムスタートを行えるので、使用実態に即したディスクの割り当てが実現でき

ている。 

 

５．今後の展開 

 今回のストレージ増強、および、仮想化により、お手軽なプライベート・クラウド環境

を整備できたと言える。また、物理サーバの仮想化・統合化を行う礎ともなっているため、

今後はリースアップのタイミングでの仮想化、統合化を確実に進められると考えられる。

さしあたり、ブレードサーバの全体的なリプレイスが迫っており、これによってなお一層

のサーバ仮想化環境が整うと予想される。 

 今後は、SSDの低価格化を待って自動階層化も取り入れてみたい。 

 

６．おわりに 

 今回のストレージ仮想化により、当社の仮想化プロジェクトにもいっそうの拍車がかけ

られた。仮想化することによって、物理的なスペースも最小限に収めることができるよう

になり、視覚的にも実にすっきりとしてきた。今後、物理サーバが仮想化されていくたび

に、その効果は大きくなり、ほとんどがオンプレミスであるはずの社内システムのサーバ

群が現行の 7ラックからラック 1台に収まる日もそう遠くないように思われる。 

 


