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運用管理のイノベーション

クラウド時代はIT基盤運用が
これまで以上に複雑になる

　IT基盤をプライベートクラウドとし
て再構築する動きが盛んである。プラ
イベートクラウドでは、仮想化技術に
よってIT基盤を統合し、TCO（総所有
コスト）を低減させることができる。
　しかし、プライベートクラウドに再構
築したIT基盤で、運用に悩むお客様は
多い。プライベートクラウドでは、ハー
ドウエアは減らせても、システム（アプ
リケーション、OS）の数は変わらない。
むしろ論理（仮想化）/物理の混在環境
であること、オンデマンドでリソースを
提供することなどで、運用管理要素は
増え、複雑化する。
　米国の標準化団体NISTによるクラ
ウドの定義を基に、クラウド時代におけ
るIT基盤の運用管理要素を示したの

が図1である。これを見ると、オレンジ
色で示した運用管理要素が新しく必要
になることが分かる。従来は、設計・構
築のエンジニアが行っていた部分が運
用管理要素になっている。
　例えば、プライベートクラウドでは運
用管理の一環として、論理的な（仮想
化した）リソースの提供を行うが、これ
は実質的には仮想化技術によるシステ
ムの「構築」に相当する。
　クラウド時代の運用管理では、この
ような新しい運用管理要素へ、いかに
効果的に対処するかが問われる。
　クラウドでは仮想化技術によって物
理的なハードウエアの制約を飛び越え
てシステムを配備・構成することがで
きる。そのような環境下で、必要なとき
に必要なだけサーバー資源をアプリ
ケーションに割り当て、使い終わった資

源を解放する、というような作業をす
べて人手で対応していては、多大な手
間とコストが発生する。
　コストや効率性のみならず、ミスなく
安定してシステムを維持運用するため
には、運用管理の自動化を中心とした
イノベーションが不可欠だ。

クラウド環境に対応した
運用管理ツールが不可欠に

　当社はそうしたクラウド時代の新し
い運用管理要素に早くから気付き、研
究開発に取り組んできた（図2）。
　まず2005年にはNSGUC（NS Grid/
Utility Computing Center）を設立。大
量のシステムリソースをオンデマンドで
利用する研究を始めている。さらに
2007年には、IT基盤サービス（IaaS）と
してabsonneを開始した。2009年に運
用ダッシュボード機能を、2010年にセ
ルフサービス＆ポータル機能を追加し、
カスタマイズが容易なメンバーシップク
ラウドへ進化させている。
　運用ダッシュボードは、複数の機器
やミドルウエアを連動させて、運用管理
作業のシナリオを管理・実行するRun 
Book Automation（RBA）やRBAに基
づいて配備したリソースの構成情報を
記録する統合CMDB（構成管理データ
ベース）といった技術で構成する仕組
みである。

　セルフサービス＆ポータルは、クラウ
ドサービスの利用者が、必要なリソース
を自ら配備するためのインタフェースを
提供する仕組みだ。
　現在は、次世代absonne（absonne 
2.0）に向けて、「キャパシティプランニン
グ支援ツール」「障害分析支援ツール」
といった、より高度なツールの社内テス
トを開始したところだ。
　併せて、プライベートやパブリックな
どの複数のクラウドを一つのツールを
通じて一元管理する「ハイブリッドクラ
ウド」の実現に向けて「クラウド管理ツー
ル」の設計・開発に取り組んでいる。

効率的なリソース割り当てを行う
キャパシティプランニング支援ツール

　次に、それらのツールについて説明
しよう。当社はクラウド時代の運用管理
に必要な機能要素を図3のようにまとめ
ている。統合CMDB/CMSと呼ぶ、構
成情報を一元管理するデータベースを
軸に、多数の機能要素が必要になる。
　キャパシティプランニング支援ツー
ルは、このうち「RBA」や「キャパシティ
管理」といった機能要素を実現するツー
ルと位置付けている。
　ビジネスの状況によって、システムが
必要とするリソースは変動する。クラウ
ドでは、その変動にダイナミックに追随
してリソースを割り当てるが、拡張と縮
小を繰り返すと、リソースの分散や部
分欠損が発生しがちだ。
　これを放置すると、冗長化のため二
つにした仮想マシンAとBが同一の物
理サーバー上に配置されたり、密に連
携する仮想マシンCとDが離れたデー
タセンターやラックにあるサーバーに分
散されたりする。期待した可用性や性
能は得られず、リソースが空いていて
も割り当てることはできない。
　対策は、本来の目的に合うルールに
沿い、オンデマンドでリソースを配置・
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■図1 クラウド時代におけるIT基盤の運用管理要素
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■図2 クラウドサービスに対する当社の取り組みの変遷
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■図3 クラウド時代の運用管理に必要な機能要素と開発中のツールの位置付け
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再配置することだ。リソースの配置・
再配置方法はいくつか種類があるが、
当社は、小中規模のプライベートクラウ
ドに向く、アドホック・最適化アプロー
チを採用した（図4）。
　このアプローチでは、サービスの利用
者が申請したリソース要求情報（要求
スペック、予約情報、利用期間）に基づ
いて、自動的にサーバーの再配置を行
い、リソースの断片化を解消する。それ
によって、リソースの割り当て効率を向
上させるとともに、可用性や性能の低
下を防ぐ。
　不特定多数の利用者が使うパブリッ
ククラウドでは統計分析的アプローチ
が、ハイパフォーマンスコンピューティ
ングプラットフォームでは動的負荷分
散アプローチが有効だが、これはそれ
らの中間的な手法である。
　実際のキャパシティプランニング支
援ツールの処理例を図5に示す。ここで
は、クラウドリソース管理者が三つの仮
想マシンから成るシステムをクラウド
IT基盤に配備すると想定した。
　図5上の画面は、リソースの分散や部
分欠損が発生しており、三つの仮想マ
シンを同時に稼働させるリソースをうま
く確保できない状態だ。そこでこのツー
ルにより、リソースを最適に配備できる
ように、予約済みのシステムのリソース
割り当て計画を変更する。
　その処理結果が図5下の画面で、三
つの仮想マシンを同時に効率よく配置
することができるようになった。数十台
の物理マシンでも、稼働する仮想マシ
ンは数百に及び、とても人手では処理
できない計算が必要だ。

障害切り分けをスピードアップする
障害分析支援ツール

　障害分析支援ツールは、「イベント管
理」と「ITコンポーネント管理」という
機能要素を実現するツールと位置付け

ることができる。
　クラウドIT基盤では、物理的なリソー
スと論理的なリソースが混在し、ダイナ
ミックに変化する。その環境を監視す
るとともに、障害発生時は原因の切り
分けを支援するツールである。
　物理環境を想定した従来のシステム
管理ツールでクラウドIT基盤を監視す
ると、大量のメッセージが発生し、静的
なフィルタリング手法では分類・対処
できなくなるという課題がある。障害
発生時は、数十のメッセージが同時に
出現し、原因究明も困難だ（図6）。
　対策は、サーバーやOS、ミドルウエア
といったITコンポーネントからサービス
までの構成を、視覚化することである。
サービスとシステム構造の関係が見え
れば、障害発生時に関係をたどること
で、「あるサービスの応答速度が低下し
た原因は、サーバーが1台停止したため」
のように原因が特定可能になる。逆に、
あるサーバーが停止した場合の影響範
囲も迅速に把握できる。
　当社はこの障害分析支援ツールを、
OSSを中心に構成し、OSS連携プラット
フォームとしての「QosmoNavire（コス
モナヴィール）」を独自に開発中である

（図7）。
　商用の障害分析ツールは多機能だ
が、サーバー、ストレージ、ネットワーク
といった管理対象ごとに、連携の仕組
みを作り込む必要がある。一方、OSS
の管理ツールは単機能だが、総合的に
考えれば、OSSツールを組み合わせる
方法が最適と判断した。

クラウド管理ツールで
ハイブリッドクラウドを実現

　最後に設計・開発中の「クラウド管
理ツール」について説明する。
　これは、absonneおよび当社のIT基
盤統合フレームワーク「NSGRANDIR+

（エヌエスグランディールプラス）」を中

心として、ハイブリッドクラウドを実現
するツールである（図8）。
　ハイブリッドクラウドの利点は、用途
に応じ、クラウドサービスやオンプレミ
ス（自社構築）システムを組み合わせら
れる点だ。
　例えば、データベースシステムはオン
プレミスやプライベートクラウド上のシ
ステムとして構築。安定性を要求する
アプリケーションサーバーはメンバー
シップクラウド上に構築し、Webサー
バーのように負荷が変動するものはパ
ブリッククラウドに構築する、といった

構成が可能である。
　当社が開発するクラウド管理ツール
や同ツールが実現する運用プロセスは、
次世代absonneとNSGRANDIR+で共
通に利用できるようにする。従って、
NSGRANDIR+で構築したオンプレミ
スおよびプライベートクラウド、および
absonneを使ったメンバーシップクラウ
ドは、このクラウド管理ツールで一元管
理できる。Amazon EC2のようなパブ
リッククラウドも、クラウドAPIを介し
てこのクラウド管理ツールから管理可
能にする計画である。

ダイナミックなクラウド基盤は稼働後、 時間の経過とともに運用の複雑性が増大

■図4 リソース割り当ての課題と対策
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■図7 障害分析支援ツールの概要
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■図5 キャパシティプランニング支援ツールの概要
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■図8 次世代absonneによるハイブリッドクラウドの実現イメージ

次世代absonneを通して各クラウドのリソースを透過的に利用
DR：災害復旧

■図6 障害分析の課題と対策

物理・論理が混在し、ダイナミックに
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