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■ 論文要旨 ■ 

当社グループ会社では情報システムのセキュリティ対策を目的として、グループ各社

の事業場に設置されたサーバシステムを、データセンタ内に構築された仮想化基盤に

集約するプロジェクトを実施している。 

本論ではプロジェクトの目的、システムの概要、導入の中で得られた知見やノウハウ

を紹介する。 
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１．はじめに 

 １．１ 当社、および当社グループの概要  

当社は，中部エリアのお客さまに対して電気を中心としたエネルギーを安定的にお届け

することを使命とした公益企業である。 

また当社は国内外にグループ会社を設立し、共同で電力事業、電力外事業を営んでいる。 

 

 １．２ 当社グループを取り巻く状況  

当社グループ会社においては業務情報のシステム化が進行しており、グループ各社の規

模に応じて、一定数の業務システムが存在している。 

昨今の情報システムのセキュリティ事故の事例や、情報の取り扱いに関する安全対策の

要請により、当社グループでは「中部電力グループ 情報セキュリティ共同声明」を策定

し、利用ルールの整備等の情報セキュリティ対策に取り組んでいる。 

また 2011 年の浜岡原発全号機運転停止に伴う収支の悪化を踏まえて徹底的なグループ内

での ITコストの削減が喫緊の課題となっている。 

 

１．３ 現状の課題  

上述のように当社グループではすでに情報セキュリティ共同声明の策定等、情報セキュ

リティ対策をグループ横断で検討、実施してきた。 

その過程において当社が主体となってセキュリティ対策ポリシー等を策定し、グループ

各社に対してセキュリティ対策の実装を勧告するスタイルのセキュリティ強化対策の推進

では以下のような課題が判明した。 

 利用するソフトウェアパッケージや方式についてグループ各社で差異があり、当社が策

定したセキュリティポリシーを実装する過程において、ポリシーの解釈をめぐって

異なる実装が取られることがある。 

 グループ会社により企業体力や情報システム導入の経緯が異なり、各グループ会社それ

ぞれでセキュリティ対策を行う負担が高い。 

 

１．４ 対策  

これらの課題を受けて、当社グループではセキュリティポリシーの策定、実装の勧告に

とどまらず、当社グループの基準を満たしたセキュリティ対策済みのシステムをサービ

スとしてグループ会社に提供することによりグループ会社全体のセキュリティレベルの

底上げを図ることとし、グループ会社の業務システムをホストする仮想化基盤（クラウ

ド）をサービスとして提供する「グループ IT クラウドプラットフォーム」が企画された。 

 

２．グループ IT クラウドプラットフォームの概要 

 ２．１  施策の効果 

上述のように各社の自助努力によるセキュリティ対策の限界をカバーするため、各社の

業務システムを構築するインフラ基盤をサービスとして提供することによりインフラ面で

のセキュリティ対策を担保する形態を採用した。これにより以下の効果を創出する。 



 

- 4 - 

 データセンタファシリティの提供 

サーバ関連のハードウェア設備をデータセンタに集約することにより物理的なセキ

ュリティが確保される。当社が利用しているデータセンタでは訪問者の入退室管理、

ラックごとの施錠、鍵管理を行っており、各社の事業場の一角にサーバ類を設置す

る現状に比べて物理的なセキュリティが向上する。 

また各社個別に設置スペースを確保し、電源設備、空調設備を導入／維持する必要

がなくなるため、ファシリティコストが削減される。 

 専門スタッフによる運用オペレーション 

グループ IT サービスとしてインフラの運用をデータセンタに常駐する専門スタッフ

に委任することにより、管理者権限の厳重な管理の実施やオペレーションミスによ

るセキュリティインシデントの発生を抑制する。 

また従来各社の担当者が行っていた IT インフラの検討、導入、運用を専門スタッフ

に移譲することにより当該分野に関するノウハウの集積、オペレーションの効率化

によりインフラ運用のコスト削減を実現する。 

 高セキュリティ仮想化サーバ 

サーバ仮想化技術を採用することにより OS のテンプレート化が容易になる。これに

より予め当社が策定したセキュリティポリシーに合致するセキュリティ対策済みの

OS イメージをもとに各社がシステムを導入することになりインフラレベルでのセキ

ュリティ対策の均一化、省力化が可能になる。 

また仮想化技術を採用することによりハードウェア類が有効活用され、グループ全

体での IT 設備のボリュームの縮小を実現する。加えてサーバ仮想化技術によりシス

テム改修／再構築のタイミングがハードウェアの取替と同期する必要がなくなり、

アプリケーションライフサイクルの柔軟性と弾力性が向上する。 

図１にクラウドサービスの概要を示す。 

業務サーバ パソコン

グループ各社事業場

中電CTI データセンタ

グループ各社事業場

パソコン

仮想サーバ群

運用担当スタッフ

移
行

セキュリティ対策済
OSテンプレート

•堅牢なデータセンタ利用
サーバ運用に特化した専用データ
センタ利用によりセキュリティ、安
定性を確保。事業場でサーバ設置
エリアの確保が不要。

•専門運用スタッフが担当
運用監視、バックアップ等を専門
スタッフが対応。高度な運用ノウハ
ウに基づく安定運用を実現。

•高セキュリティサーバ
グループセキュリティポリシー等に
準拠したOSテンプレートをもとに展
開。個別のセキュリティ検討、実装、
評価を省力化。

 

図１．クラウドサービス概要 
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２．２ クラウドのコンセプト 

提供するクラウドの形態について、技術トレンドの調査と本施策の目的確認、グループ

会社の状況をヒアリングを行い、以下のように検討をした。 

 

他社事例等を調査・研究すると、一般的にクラウドは以下の種類が知られている。 

 利用者の母集団による分類 

 パブリッククラウド…利用者の母集団を選別しない。一般的には専門の事業者が

運営する。 

 プライベートクラウド…特定の企業、団体が単独で運営、利用する。運営者と利

用者が同一組織体。 

 コミュニティクラウド…特定の事業目的を持つ企業グループ、または同業種の複

数企業、団体が利用する。運営するのは企業グループ内の企業、または専門事

業者。 

本施策は当社グループ会社を対象にしたセキュリティレベルの向上、およびグルー

プ外キャッシュアウトの削減を目的とする中部電力グループ コミュニティクラウド

と定義した。 

 

 提供するシステムレイアによる分類 

 SaaS…アプリケーションそのものを提供する。 

 PaaS…プラットフォーム（データベースパッケージやアプリケーションフレーム

ワーク）を提供し、利用者が提供されたプラットフォーム上で独自のアプリケ

ーションを構築する。 

 IaaS…インフラを提供する。インフラの定義についてはサービス提供者により異

なるが一般的には仮想ハードウェアを指す場合が多い。場合によっては仮想ハ

ードウェア上で稼働するオペレーティングシステムも含めて IaaS とするケース

もある。 

当社グループ会社では基本的に各社が主体となってシステムの企画を行っている。また

要件とのフィット・ギャップ分析を行ったうえでベンダの提供する業務パッケージを採

用するケースも多いため、SaaS や PaaS では導入が難しく、IaaS として提供することと

した。ただしインフラレベルでのセキュリティ対策を行うため、単純な仮想ハードウェ

アの提供ではなく、OS のセキュリティ対策設定やアンチウィルスソフト、バックアップ

の仕組み等を包括的にパッケージングして提供することを志向し、一般的な IaaS よりは

やや上位のソフトウェアコンポーネントを含む、という意味合いにおいて MaaS

（Middleware as a Service）というコンセプトを確立した。 

 

３．サーバ集約における方法論と課題 

 ３．１ サーバ集約の実施プロセス概要  

以下の流れで集約を実施するよう計画化した。なお、本施策は現在進行中であり、本論

執筆時点で⑤まで進行している状態である。 

① 対象グループ会社の選別 
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② 対象グループ各社のサーバ資産調査 

③ 施策のグランドデザイン、サービス内容の策定 

④ 各社システムごとの移行スケジュールの計画化 

⑤ クラウド基盤の構築 

⑥ 既存システムの移行 

 

３．２ 対象グループ会社の選別  

本施策はセキュリティ対策としての目的が強く、事前に各社にヒアリングを行い、単独

で特にセキュリティ対策の実施が困難である中小規模のグループ会社 19社（サーバ台数で

100 台程度）を初期集約の対象とした。（将来的には設備／要員コスト削減のため大規模

グループ会社も対象にすることを視野に入れる。） 

 

３．３ 対象グループ各社のサーバ資産調査  

対象となるサーバ数の把握、構築するクラウド設備の規模感の把握のため各社の既存の

サーバ資産の調査を行った。 

この施策の開始以前に当社はグループ各社の IT 投資計画の把握のため、サーバ台数ベー

スでの調査を行っており、それをベースに詳細なヒアリング、実機の確認を行った。 

調査の結果、対象グループ会社のサーバはサーバ台数ベースで７０％が WindowsOS で稼

働しており、２０％が Linux、残り１０％が Solaris 等の UNIX であった。これによりメイ

ンのターゲットとして Windows、Linuxを対象としたインテルアーキテクチャ（IA）ベース

とすることとした。 

またこのタイミングでシステムの形態として以下のようなものは除外することとした。 

 特殊なハードウェアデバイス等が接続されていて仮想化されたサーバで利用が難しいシ

ステム（FAXサーバや制御系デバイスと直接接続されているサーバなど） 

 ネットワーク帯域やレスポンスタイムにシビアで WAN を介した利用が困難であるシステ

ム（FA系のシステム等） 

 可用性要件がシビアなシステム 

これらの仮想化されたクラウドから除外されたシステムの一部は別途ハウジングサービ

スを提供し、データセンタに各社資産として集約することとした。（WAN を介した利用が

困難なシステムは各社事業場に残置） 

 

対象システムの絞り込みを行った後、クラウド基盤のサイジングのために既存システム

のハードウェアリソース調査を行った。具体的には既存システムを実行しているサーバ

の CPU、メモリ量、ディスク使用量等の確認を行った後、稼働しているサーバに OS 標準

機能（Windows のパフォーマンスモニタや Linuxの sar 等）をベースにしたリソース使用

量を把握するためのツールをインストールし、１か月間稼働状況のモニタリングを行い、

サーバ別に性能情報カルテを作成して集約後の必要リソース量について分析を行った。 

分析の結果、CPU、ディスクについてはサーバを集約することにより１／２に保有リソー

ス量が削減することがわかった。ただし、メモリについては最新の OS への置き換えやセ

キュリティ対策ソフト等の導入により現状より２倍弱増加することがわかった。 

図２に集約によるリソース最適化効果の割合を示す。 
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適正値削減
可能

CPUについては近年の半導体技術

の向上により設備導入する最小単位
がシステムの要求を上回っており
（例：システムで必要なコア数は１だ
が、購入できるCPUが２コア以上）、
設備が有効利用できていないケース
が多いが、集約により仮想化技術を
利用してCPU利用を効率化できる。

メモリについては設備集約後の最新
OSテンプレートの適用、セキュリティ
対策ソフトの一律導入などを受けて、
既存より4割強メモリ容量が増加とな
る。

ストレージについては小規模システ
ムでは最小購入単位が大きく、また
個別システム単位でのデータ量の増
加を想定した余裕率を考慮したサイ
ジングをしているため空き容量が多
い。ストレージ仮想化技術による集
約により予備領域を含めた容量の最
適化を図る。

適正値

削減可能

増加分 既存分

 

図２．集約によるリソース最適化効果 

 

分析の過程で、既存システムの CPU の最新の CPU に置き換えかたについて単純にコア数、

クロック数のみで判断するのではなく、富士通殿に CPU の世代別のパフォーマンス係数

を提供いただき、より精緻に綿密なサイジングを行うことができた。この種の情報はユ

ーザ企業では入手が難しく、SIer のノウハウ提供を受けることにより、より品質の高い

計画を行うことができた。 

 

 

３．４ 施策のグランドデザイン、サービス内容の策定  

これまで述べてきたように、本施策ではグループ各社が事業場に設置／運用しているサ

ーバ類をデータセンタに構築した仮想化基盤に移行する。サービス提供に際し、以下の

方針を策定した。 

 

 サービス提供内容 

 仮想ハードウェア、セキュリティ対策済みオペレーティングシステムの提供 

 共通インフラ機能（NTP、SMTP、DNS）の提供 

 アンチウィルス機能の提供 

 システムデータのバックアップ、リストア機能の提供 

 サーバの可用性と各種ログの監視、通知 

 パフォーマンスレポートの提供 

一般的な IaaS と比較して、セキュリティ対策やバックアップ・リストア、監視等のイ

ンフラサービスとして求められることが多い内容を標準サービスとして一律に提供す

るのが特徴である。 

 

図３にサービスの提供する範囲について模式図を示す。 
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図３．サービスの提供する範囲 

 

 提供単位 

仮想サーバ１台単位で提供する。料金体系を簡素化するために CPU/メモリリソース

量別に S（1Core/3GB）/M（2Core/6GB）/L（4Core/12GB）のサイズを設定した。予め

既存サーバの必要リソース量を調査して最もムダが出ない組み合わせをサイズメニ

ューとして定義した。 

ディスクの使用量についてはパフォーマンス要件とはニーズが異なるため(データの

処理量と保有データ量は比例しない)、S/M/L のサイズとは連動せず、10GB 単位で課

金することとした。 

図４に既存資産の調査結果から導出したサイズメニューを示す。 
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調査結果に基づく各社既存資産の適正リソース
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•集約効率、サーバ分割デザインのわかりや
すさのため、リソース比率はS:M:L=1:2:4とす
る。

•CPU、メモリの割当は整数値とする。
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図４。既存資産の調査結果から導出したサイズメニュー 

 

 移行方針 

各社のシステムに対して一律的にインフラセキュリティ対策を実施するため、物理

環境から仮想化環境への移行でよく利用されるシステムイメージレベルでのコピー

（P2V）は実施せず、予めセキュリティ対策設定、アンチウィルスソフトをインスト

ールしたシステムイメージテンプレートを作成し、テンプレートをもとに各仮想シ

ステムイメージを払い出し、そのうえで各社がアプリケーションの移植を行う方針

とした。 

この方針の採用により各社が負担する移行コストが大きくなることが予想されたた

め集約のタイミングは各システムごととし、既存システムのハードウェア保守限界

による取替、業務アプリケーションの再構築等に同期してクラウド環境へ移行する

こととした。 

 

３．５ クラウド基盤の構築 

上述のグランドデザインのもと、基盤の構築を行った。以下に採用パッケージや実装方

式などを紹介する。 

 

 仮想化基盤 

 サーバ仮想化ミドルウェア 

上述のように本施策で対象となるのは IA アーキテクチャの Windows、Linux と

なるため、それらの環境に適合し、他社実績の多い VMWare を仮想化基盤として

採用した。 

グループ IT クラウドプラットフォームでは一部のサーバオペレーション（サー

バの起動停止、コンソール接続）をグループ各社の担当者に開放することとし

ており、VMWare の機能であるユーザごとの柔軟で粒度の細かい権限管理により

これを実現した。（例えばＡ社の担当者にはＡ社所有のサーバの起動停止とコ

ンソール接続は許可するが、ハードウェア構成の変更は許可しない等） 

これは単一の企業体で完結するプライベートクラウドではなく、参加する会社

それぞれが独立したセキュリティドメインを維持するマルチテナント環境であ

るグループＩＴクラウドプラットフォームにおいては重要なファクターである。 

 

 ネットワーク仮想化基盤 

本施策実施前から当社グループではグループ内用ネットワークとして各社事業

場からデータセンタへ広域 Ethernet網を利用した回線が敷設されている。 

グループ IT クラウドプラットフォームではこの広域 Ethernet 網を延長して、

仮想化基盤内に VLAN 技術を用いて各社のプライベートネットワーク空間を引き

込み、これによりシステムオーナーであるグループ会社以外のユーザはネット

ワーク的にアクセスできないセキュアな環境を構築している。 

 

 クラウドポータル 
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予め構築したセキュリティ対策済みシステムイメージをサイズメニュー

（S/M/L）と掛け合わせて仮想サーバのデプロイメントを行うため、富士通社製

クラウドミドルウェア ServerView Resource Orchestrator を採用した。これに

よりリクエストからデプロイメント完了までのデリバリー時間を従来のシステ

ム導入に比べて大幅に短縮したほか、デプロイメントにかかわるオペレーショ

ンミスの低減、オペレーション工数の削減が可能となった。 

またクラウドポータル上でハードウェアの利用状況、遊休リソース量がビジュ

アルで把握できるため、運営上の需給見通し、設備増強計画の計画化に活用で

きると考えられる。 

 

 ハードウェアリソースに対して課金されるソフトウェアの扱い 

各社のサーバ資産の調査の結果、一部のソフトウェアがハードウェアリソースに対

して課金されていることが判明した。具体的には Oracle 社が提供する Oracle 

Database（Standard Edition）はインストールされているサーバの CPU ソケットの

数に応じて課金される。グループ IT クラウドプラットフォームでは物理的には設備

のフットプリント削減のため２CPU ソケットのサーバの導入を検討していたが、この

場合 Oracle Database を利用するシステムは利用するしないに関わらず２ソケット

分のソフトウェアライセンスを購入する必要がある。 

利用していないにもかかわらず、仮想化クラウドという形態ゆえに各社のコストが

増加することを許容することは難しいため、やむを得ず Oracle 専用の１ソケットサ

ーバを特別に用意することで移行に伴うライセンス料の増加を回避した。 

今回対象となっているシステムでこのようなハードウェアリソースに対して課金さ

れるのは Oracle Database のみであったが、今後新規のシステム導入等でライセン

ス違反が発生しないようクラウドプラットフォームの物理構成も開示し、導入前に

ソフトウェアベンダに確認するようグループ各社に呼びかけた。 

仮想化技術を用いてサーバの集約を実施するうえで、このようなソフトウェアライ

センス体系は大きな足枷となる。利用していないにもかかわらず追加でライセンス

フィーを支払う必要があるというのは理不尽であるため、ソフトウェアベンダ各社

に善処していただきたいと考える。 

 

４．今後の展開 

これまで述べてきたように、グループ ITクラウドプラットフォームは主にセキュリティ施

策として、各社の事業場に設置されているサーバシステムを堅牢なデータセンタ内のクラ

ウド基盤に移行することにより、物理的セキュリティレベルの向上、セキュリティ対策済

みシステムイメージの展開によるインフラセキュリティレベルの向上、副次的にハードウ

ェアリソース集約によるグループ内でのインフラコストの削減、運用サービス化による運

用コストの低減を実現しつつある。 

 

これに加えて、3.11 東日本大震災以降、業務継続性の担保が情報システム部門では大きな

テーマになっている。当社グループにおいても経営戦略の視点でグループ会社も含めた、
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大規模災害時における事業継続について取り組んでおり、情報システム部門においても IT

の観点における災害時の事業継続について検討をしている。 

このような動きの中で、グループ各社の IT設備をデータセンタに集約していく本施策は大

きな影響力を持っているといえる。1 か所のデータセンタに IT システムが集中するため、

被災によりデータセンタがダウンした場合、グループ各社のシステムはまったく使えなく

なってしまうこともあり得るし、また 1 か所にまとめたため、まとめてデータを別の拠点

にコピーすることも容易になった。 

事業継続の検討は想定する被災シナリオや、大規模災害が発生した場合にどのような優先

順位で業務を復旧させるか等、上位の事業レベルでの検討が重要となるが、その結果とし

て ITインフラに期待される部分も大きいと考えられる。そのため今後、本施策の延長線上

で IT-BCP施策の実現を担っていく必要があると考える。 

 

５．おわりに 

ここまで当社の施策であるグループ ITクラウドプラットフォームの概要について紹介して

きた。本論がこれからコミュニティクラウドの導入を考えている方の参考になれば幸いで

ある。 

本文中にも述べたとおり、本施策は構築中でありこれから既存システムの移行が始まる。

企業グループ内でのコミュニティクラウドという国内の事例が少ない形態のプロジェクト

であるがゆえに、実際移行作業を進めていく上では当初検討していないような課題やトラ

ブルが発生する可能性はあるが、施策のコンセプトに沿ってひとつづつ解決していきたい

と考える。 


