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仮想化リーダーシップ
―次世代エンタープライズ・データセンターにおける仮想化の重要性 ―
今後のデータセンターの在り方を示した「次世代エン
タープライズ・データセンター」（以下 NEDC）では 4
つの重要分野として「仮想化・統合」、「エネルギー効
率化」、「事業継続」、「サービス管理」を上げており、

Article
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Leadership in Virtualization
Importance of Virtualization Technologies in the
New Enterprise Data Center

特に重要となるテクノロジーが仮想化技術です。 仮想
化技術をベースとした製品を活用することで、サーバー
を統合して簡素化を進め、統合環境を共有化して柔軟
性を強化し、最終段階ではサービスを仮想化して経営と
IT の一体化を狙い、ダイナミックな IT を実現していく、
これが NEDC 化のステップです。そのすべての段階に
おいて必要な仮想化とは何か。ここでは、NEDC にお
ける仮想化の重要性とリーダーシップについて歴史を踏
まえて解説し、3 つのステージそれぞれにおける仮想化
の役割と関連製品についてご紹介します。

In the New enterprise data center (NEDC) concepts that has
four important fields, i.e. “Virtualization and Integration”,
“Energy efficiency improvement”, “Business continuance”,
and “Service management”, the most important technology in
NEDC is “Virtualization”. By utilizing the products based on
the virtualization technologies, servers could be consolidated
and simplified at the first stage, the data center could
enhance flexibilities by sharing at the second stage, be more
closely synegy of the management strategy and IT by
vitualizing services at the third stage, and realizing
“Dynamic”. This is an approach to NEDC. What is the
“Virtualization” that is required at each stage? This article
describes the leadership in Virtualization historically, and
describes the products and implementations of virtualization
technologies at each stage.

❶ 次世代エンタープライズ・データセンター
と仮想化

次世代エンタープライズ・データセンターがフォーカスし
ている 4 つの重要分野の中で、仮想化が最も根本的か
つ重要なテクノロジーであり、NEDC を実現する上です
日本アイ・ビー・エム株式会社
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べての基礎となる技術です。2005 年 7 月に発表しました
「IBM Systems Agenda」では、IBM が今後 5 年間
のコミットメントとして、「仮想化への取り組み」を一つの
重要なテーマとして取り上げました［1］。IBM Systems
Agenda は、システム全体にわたり仮想化技術を適用
することで、IT インフラストラクチャーの複雑さを解消し、
運用・管理の最適化と、ビジネス環境の変化に柔軟に対
応できる IT を実現させる方向性を示しており、仮想化が
今後のシステムにおいて最も重要なテクノロジーであると
位置付けています（図 1）。NEDC は、IBM Systems

Agenda のコミットメントを具現化するためのビジョンを示し

No.56 では、IT インフラストラクチャー最適化の観点から

たものであり、仮想化は NEDC 構想の中で広範囲に適

仮想化を解説しておりますのでご参照ください［3］。

用されています。NEDC へのステップとして、
「簡素化」、

既存の技術や製品に加えて、今後 NEDC のビジョ

「共有化」、そして「ダイナミック」という3 つのステージ

ンに則して開発される製品・サービスなどを組み合わせ

がありますが、その各段階で適用されている仮想化技術

ることで、そのビジョンは具現化されます。既存の製品

については 3 章で解説します。

を仮想化技術の観点で整理したものを図 2 に示します。
ハードウェアやソフトウェアなどのシステム・インフラストラク

IBMの5年間のコミットメント
（2005/07発表）

チャーにおける仮想化と、サービス指向アーキテクチャー

システム全体にわたる仮想化技術の適用によ

仮想化への取り組み

（SOA）に代表されるアプリケーションの仮想化に大別さ

り、ITインフラストラクチャーの複雑さを解消

Virtualize Everything

れます。システム・インフラストラクチャーにおいては、ネッ

し、運用・管理の最適化と高い柔軟性を実現

トワーク、ストレージ、サーバー・ハードウェア、OS、ミド
オープンへの取り組み
Commit to Openness

オープン・コミュニティーへの参画・貢献や
設立

ルウェア、管理ツールなどのレイヤーにおいて、それぞれ

業界標準技術の積極的な実装

仮想化技術が適用されています。全体最適を考慮しな
がら仮想化製品を組み合わせることで、NEDC 化の各

パートナーとの協業により、お客様のビジネ

パートナーとの協業
Collaborate to Innovate

段階を実現していきます。

ス変革を支援する、IBM の技術とソリュー
ションを提供

❷ 仮想化の歴史とリーダーシップ

図 1. IBM Systems Agenda

Wikipedia によれば、「仮想化」とはコンピューター

NEDC のキー・テクノロジーである仮想化技術は、古

においてリソースの抽象化を表す用語であり［2］
、一つ

くて新しいテクノロジーであり、IBM がメインフレームの長

の装置を論理的に分割して複数の装置として使う、ある

い歴史の中で熟成してきたものです。

いは複数の装置を論理的に束ねて一つの大きな装置とし

コンピューターは、課題の解決を目的として効率的に処

て利用できるようにする技術です。この技術を応用すれ

理するために、物事を抽象化して論理的にとらえ、それ

ば、システムの稼働率を高めたり、動的な変更などにより

を計算処理によって結果を出します。その抽象化する手

柔軟性を高めたり、仮想統合によって運用効率を高めた

法が仮想化であり、物理と論理のセマンティック・ギャップ

りすることができ、それらによってコスト削減やエネルギー

（Semantic Gap）を埋める技術といえます。コンピュー

消費の削減効果が期待できるため、昨今では最も注目さ

ターの歴史は、仮想化の歴史だといっても過言ではあり

れている技術の一つとなっています。当誌 PROVISION

ませんが、仮想化の紀元としては、IBM メインフレーム
である System/360 ™上で稼働した
Control Program-67/Cambridge

各レイヤーでの最適化と仮想化テクノロジー
■ 全体最適を考える切り口
ー 資源の種類
ー 論理レイヤー
ー ピークなどの時間

Monitor System（CP-67/CMS ）
分散仮想化／スケールアウト

集中仮想化／スケールアップ

だといわれています［4］。40 年前の

Service Oriented Architecuture
（SOA）

当時はコンピューターが非常に高価

アプリケーションの仮想化

であったため、限られたハードウェア
資源をいかに効率的に使い切るか、

Javaレベル仮想化
WAS XD

ミドルウェア

DB

仮想マシン
IFL/VM

OS

ファイル

ファイル仮想化
SAN PS

仮想マシン
LPAR

サーバー

ストレージ

ボリューム仮想化
SAN VC

ワークロード管理
EWLM

プロビジョニング
TPM/TIO

ネットワーク
Service Oriented Infrastrucure

図 2. 各レイヤーでの仮想化技術

DB統合化
WebSphere Ⅱ

ネット機器仮想化
Cisco Catalyst

あるいは複数のユーザーがいかに効
率的に使うかが課題でした。それを
解決するために、1960 年前後より研
究されていたタイム・シェアリング（時
分割処理）を応用して CPU を仮想
化し、限られたメモリーを効率的に
使用するために仮想記憶を実装しま
した。つまり、限られた資源を、そ
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の機能や特徴を損なわずに効率的に使うためのテクノロ

用です。これはハードウェア機能というよりはソフトウェア、

ジーとして、仮想化が生まれたのです。S/370 ™ハード

多くはミドルウェアによって実装されるものですが、DB2

ウェアでは、命令セット・アーキテクチャーにおいてマイク

Sysplex をはじめさまざまな製品にクラスター技術を適用

ロ・プログラム方式が採用されましたが、これによってハー

するとともに、Globus Toolkit の開発などグリッドのコミュ

ドウェアの実装が隠ぺいされ、古いマシンのエミュレーショ

ニティーにおいても IBM はリーダーシップを発揮していま

ンをしたり、逆に古いマシン上で新しいマシンの回路をエ

す。ストレージにおいても、古くからテープやディスクの仮

ミュレーションすることも可能になりました。これはハードウェ

想化を行っており、近年では拡張性や移行容易性あるい

ア・アーキテクチャーの仮想化であり、互換性の維持や

は異機種間接続など、管理運用性を重視して仮想化を

過去資産の継承によるお客様投資の保護の観点から重

実装しており、SAN ボリューム・コントローラーを用いて

要なテクノロジーとなっています。また、入出力装置（I/

複数ベンダーの異なる製品を集約できるなど、業界内で

O 装置）についても仮想化を適用しており、I/O 装置を

も注目される製品を送り出しています。

すべて仮想化することで分割・共有が容易になりました。

このように、IBM は仮想化の 40 年の歴史を作ってき

例えばディスク装置を小さな論理ディスクとして分割して

ただけでなく、今後の新技術の開発においても努力を続

も、その論理ディスクは一人前のディスクとして仮想的に

けています。

使用できますし、その論理ディスクを複数の OS で共有し
て使用することもできます。このように分割したり、あるい
は共用したり、稼働中に動的な構成変更ができるのも、
仮想化によって実装置が抽象化されソフトウェアから切り
離されているため可能になるのです。
1980 年代から 90 年代にかけて、コンピューターが急
速にコモディティー化する中で、テクノロジーの進歩ととも

❸ NEDC 化へのステップ
「簡素化」、
「共有化」、
「ダイナミック」の 3 つのステー
ジそれぞれについて、それらを実現するために仮想化技
術がどのように適用されるのか、具体的な製品を例示しな
がら説明します。

にハードウェアの価格も下がり、資源を効率的に使うとい
うところに労力を使うよりも、安価な新規マシンを購入して
増やしたほうが、コストの観点では有利であるという考え

簡素化は、データセンターにおける経済的効果を追

方に変わりました。これがダウンサイジングの潮流です。

求して、仮想化技術をベースに統合化を推進します。

しかしながら、昨今では総所有コスト（TCO）の観点で

具 体 的 に は、System z ™ や Power ™ Systems で

は必ずしもダウンサイジングが有利とはいえず、サーバー

実 装されている LPAR（ 論 理 区 画 ） や、z/VM や

台数の増加が運用コスト増大やサービスレベル低下を招

PowerVM ™ Edition、VMware、Xen などの仮想化

き、TCO 増大の傾向になっていることが報告されていま

ソフトウェアによって、物理的なサーバー台数を減らしま

す（12 ページ：マネジメント最前線 2、図 2 参照）。

す。また、4 月に米国で発表された iDataPlex ™のよう

分散してしまったサーバー群を仮想化によって統合す

に高集積化によって消費電力や設置スペースを削減する

ることは、この 20 年間にダウンサイジングを進めてきたも

方法もあります。統合することでハードウェア資源の稼働

のを統合して簡素化し、システムの単純さを取り戻すこ

率は向上しますが、万が一のトラブル時には、統合環境

とを意味します。歴史の皮肉なのかもしれませんが、こ

では全面障害に至るリスクが大きくなりますし、1 台で複

れはメインフレームが志向してきた集中型への回帰といえ

数システムが稼働しているとメンテナンス時でも止められ

ます。システムが単純であれば運用・管理も容易となり、

なくなります。従って、統合先であるハードウェア環境は、

変化への対応も素早くできるようになります。メインフレー

より高レベルな RAS（信頼性、可用性、保守性）が求

ムのような集中型システム形態へと統合化を進めること

められます。System z は 44 年という長い歴史の中で、

が、NEDC への第一歩といえるでしょう。

改善に改善を重ねて究極の RAS を実現していますし、

また、分散コンピューティングの世界で、コンピューター・

26

3.1 簡素化を実現する技術とアプローチ

Power Systems や System x ™ はメインフレームで培っ

クラスターやグリッド・コンピューティングがあります。これ

た RAS 技術を適用することで高いコストパフォーマンス

らも仮想化の一形態であり、複数の資源をまとめて一つ

と信頼性の共存を実現しています。また、統合による効

の大きな資源として利用できるようにする仮想化技術の応

率化は、結果として消費電力や設置スペースが削減で
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きるだけでなく、IBM サーバーを統合管理する Active

なストレージ製品を一つの大きな仮想ストレージ・プールと

Energy Manager を使用することで、サーバーの消費

して管理します。これにより、
OS やソフトウェアからストレー

電力を監視しながら制御し、さらなる消費電力の削減や

ジが抽象化され、例えばフラッシュ・コピーやメトロ・ミラー、

消費予測なども可能にします。

グローバル・ミラーなどのディスク・コピー機能が多種混

簡素化のステップは、既に存在する仮想化機能によっ

在のストレージ環境でも利用できるようになります。

て実現可能であり、実践することは比較的容易です。し

共有化は、高度に仮想化された大きな共有資源プー

かしながら、NEDC におけるダイナミックの実現を見据え

ルで、その中で柔軟に自動調整しながら複数のシステム

て実践する必要があり、このステップで採用する製品や

が効率的に稼働できるようにアンサンブルによって実現しま

テクノロジーは、単なる物理統合のために安易に選ぶも

す。仮想化技術は、分割するだけでなく、共有するた

のではなく、NEDC のビジョンを実現するための次なるス

めの重要な技術でもあるのです。

テップを意識して選択を行うべきと考えます。

3.3 ダイナミックを実現する技術とアプローチ
ダイナミックは、NEDC において最終ステージであり、

3.2 共有化を実現する技術とアプローチ
共有化のステップでは、変化への迅速な対応のた

サービスの仮想化によって経営と IT の一体化を目指す

めに、IT サービス管理の統合化や高度な仮想化によ

と同時に、IT コスト効率の最適化も実現します。アプリ

る共有資源プールを活用します。System z や Power

ケーションの仮想化によって、WebSphere XD を用い

Systems で提供される LPAR では、動的に CPU、メモ

てオンライン処理とバッチ処理の間でサーバー資源を共

リー割り当てを変更できますので、あるサーバー区画で急

有管理し、Objectgrid としてノード・グループごとに

に資源が必要になったときなどに迅速に対応ができます。

動的に配置を行います。運用管理の観点では、仮想

また、Power Systems で 実 装された Live Partition

化されたさまざまなリソースが混在する中で、一元的に

Mobility や AIX

集中管理して自動化していく仕組みが必要になります。

の Live Application Mobility、

VMware の VMotion などは、アプリケーションを停止せ

Tivoli

Provisioning Manager（TPM）によりIT リ

ずにパーティションをマシン間で移動させることができるた

ソース（サーバー、スイッチ、アプリケーションなど）の

め、保守時や稼働効率の観点での片寄せなどにおいて

導入や構成を一元化して自動化し、変更などの操作も

柔軟な運用を可能にしています。ストレージにおいては、

容易となり、あらゆる資源をダイナミックに調整して変化

SAN ボリューム・コントローラー（SVC）によって仮想ボ

に柔軟かつ迅速に対応することができます（ 図 3 ）。こ

リューム群を構成し、さまざまなベンダー製品や多種多様

のプロビジョニングにおいても、仮想化技術が前提であ
り、 仮 想 化なくして自動 化や
柔軟性は実現できません。

Web アプリケーション

データウェア・ハウス

CRM

さらに、ダイナミックにおい
て前提となる重要なパラダイム
はクラウド・コンピューティング
です。クラウド・コンピューティ
ングの ベ ースとなる Web2.0

ワークフローにより、

管理リソースの構成

TPMサーバー

情報を保持
構成情報

ITリソースを自動的

や SOA は、IT サ ービス 仮

に変更して配備

想化のための重要なテクノロ
ジーであり、 物 理 的 なサ ー

ワークフロー

バーの場 所や能 力を隠 ぺい
する上で重要なアプリケーショ
ン仮 想 化 の 技 術です。アプ
サーバー

スイッチ

ストレージ

リソース・プール

図 3. プロビジョニングによるあらゆる資源のダイナミック化

ソフトウェア

リケーションを仮想化すること
で、実行場所であるサーバー
を選ばなくなります。アプリケー
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ション単位でのサービス化や、使用した分だけ課金さ

ナミックな NEDC においては、幾重にも仮想化技術が折

れるようなユーティリティー・コンピューティングにより、ク

り重なった環境となるでしょう。仮想化にはオーバーヘッド

ラウド・コンピューティングは具体化していくでしょう。ア

というマイナス要因があるため、今後は全体最適を行う

プリケーションやサービスは、仮想化によって分散コン

上で、オーバーヘッドをいかに軽減するか、ということも

ピューティングの方向に進み、システム・インフラストラ

重要なテーマとなってきます。

クチャーや運用管理面では仮想化によって統合化・集

NEDC を実現するための製品やサービス、ソリューショ

中化の方向に進んでいくと考えられます。クラウド・コン

ンにおいては、IBM の仮想化は圧倒的な深さと広がりを

ピューティングと共有化を実現したデータセンターが融

持っていると自負しています（図 4）。ハードウェア、ソフ

合することで、次なるステージであるダイナミック化され

トウェア、サービス、そしてソリューションすべてが密接に

た NEDC へと変ぼうを遂げるでしょう。

連携し効率化を追及していく必要があり、お客様の目指
す高度に最適化された NEDC の実現に向けて、IBM

❹ NEDC と仮想化の方向性・将来像
仮想化は、IBM が 40 年以上かけて熟成してきたテク

はベンダーとしての総合的なご提案ができるように、トータ
ル・ソリューションとしてさまざまな製品やサービスを整備
してご提供いたします。

ノロジーであり、今後もさらなる発展が見込まれる技術エ
リアでもあります。40 年前の仮想化は、限られた資源を
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いかに分割して効率的に共有利用できるか、という発想
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で発展しましたが、現在の仮想化は、複雑で混沌とした
環境をいかに単純にして効率化するか、というところに焦
点が当てられています。たくさんの分散したサーバー群を
まとめて大きなプールに見立て、プールの中から必要な
資源を必要な分だけ動的に割り当てて利用するというダイ

サービス
● IT最適化アセスメント
● サーバー統合、
ストレージ統合
● サーバー統合効率化スタディー
● VMware、PowerVM、IBM Director など
仮想化製品の導入支援サービス
● Microsoft & Xen仮想化（将来）

統合化・仮想化
サービス＆サポート

ソフトウェア
● Tivoli Monitoring
● Tivoli Provisioning Manager
● Tivoli UAM
● Tivoli Service Management
● WebSphere XD

仮想化ソリューション
ソリューション
● 稼働率向上のための仮想化統合推進
● 柔軟かつ堅固なITインフラストラクチャー
実現のための仮想化検討

・IBM Systems Director 製品群
・ISVパートナーシップ（Vmwareなど）

Power Systems
PowerVM

System x

System Storage

BladeCenter
iDataplex

SAN Volume
Controller

仮想化プロダクト
統合化・仮想化のためのサービス

仮想化アセスメント
図 4. IBM の仮想化・統合オファーリング
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System z
z10、z/VM

● Migretion Factories for POWER
● ITO Migration Factory
● デザイン・センター
● ラボ・サービス

