
 
 

 
 

IT基盤TRIOLEの目指すITインフラ最適化 

IT Infrastructure TRIOLE toward IT Optimization 

あらまし  

オープン化の進展により，様々な企業内の部門・業務にITが浸透してきた。これにより，

業務改善や経営のスピードアップが実現され，経営とITの関係は切っても切り離せないも

のとなっている。このような状況において，富士通のIT基盤TRIOLEの活動では，過去4年
間で約9000件に及ぶ提案実績を様々な切り口で収集している。これらの情報を分析し，お

客様の利用シーンを浮き彫りにすることでインフラの全体像を明確にしてきた。お客様の

ITインフラの使われ方を製品の切り口ではなく，「利用シーン」として分かりやすくするこ

とで，サーバ，ストレージ，ネットワーク，セキュリティ，運用など，すべての要素を総合

的に組み合わせたインフラ最適化モデルを開発した。従来，部分最適でしか論じられていな

かったITインフラの最適化を全体最適化の観点から論じることで，ますます高度化するIT
を経営のニーズに合わせてスピーディに対応していく。 

本稿では，TRIOLEが推進しているインフラ最適化の手法とそれを支えるプラット

フォームの取組みについて紹介する。 

Abstract 

IT has spread into the segments and businesses of various enterprises thanks to the progress 
made by open systems.  This has improved business and accelerated management capability, 
and made inseparable the relation between management and IT.  Fujitsu’s IT infrastructure 
TRIOLE activities have collected about 9000 proposals from various points of view over the past 
four years.  Upon being analyzed, the data revealed the scenes where customers use IT and 
showed an overall image of their IT infrastructure.  The comprehensive IT infrastructure of 
customers can be seen when categorized by scenes of usage and not by products.  As a result, an 
IT infrastructure optimization model consisting of all elements of IT, such as servers, storages, 
networks, security, and operations was developed.  By discussing IT infrastructure optimization 
from the viewpoint of total optimization, increasingly evolving IT can quickly correspond to the 
needs of management.  This paper describes the IT infrastructure optimization method of 
TRIOLE and introduces the IT platform measures that support TRIOLE. 
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ま え が き 

 オープン化の進展により，経営とITの関係は，

ますます切り離せないものとなっており，各企業内

は様々な業務でのIT活用拡大により，業務改善や

経営のスピードアップを実現している。一方，IT
の運用コスト増大や業務継続，セキュリティなどに

対する課題も浮き彫りになり，ITは経営を支える

最適なインフラとなることを求められている。 
 本稿では，富士通のIT基盤TRIOLE(1)の活動で推

進しているITインフラ最適化のアプローチ手法と，

それらを実現するための製品群およびテクノロジの

ポイントについて紹介する。 

ITインフラ最適化の必要性 
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図-1 システムに関する要件定義の変化 

Fig.1-Change in requirement definition concerning system. 

 企業においてITの導入が進む一方，多くのサー

バやストレージが氾
はん

濫し，運用や保守に多大な手

間・コストがかかり，セキュリティやデータ保全な

どが十分に考慮されていない業務システムも散在し

ている。このような状況において，昨今，企業の

ITに対するガバナンスを問われる事件が多発し，

個人情報保護法やいわゆるJ-SOX法など企業活動

を牽
けん

制する動きが強まっており，ITガバナンスは

最優先の経営課題となっている。以下，情報システ

ム部門が抱える悩みとITインフラ最適化について

述べる。 
● 情報システム部門が抱える悩み 
 情報システム部門はITガバナンスへの対応など，

様々な悩みを抱えている。これらは，システムを横

断した課題であり，従来の個別業務システム構築・

運用ノウハウとは異なったITインフラ構築・運用

スキルが要求される。とくに，ITの高度化・多様

化の中で，選択肢が無限にあると言っても過言では

なく，さらにサーバ，ストレージ，ネットワークな

どが複雑に絡み合い，技術的にも対応のハードルを

高くしている（図-1）。技術の進歩は更にスピード

を増し，習得してもすぐにその技術は陳腐化してし

まい，スキルを維持することも困難になっている。

また， IT 投資の抑制｛ TCO （ Total Cost of 
Ownership）削減｝に対する要求も強く，ITイン

フラ全体の最適化を何からどのように進めたらよい

のか，要件を明確にし，計画することが非常に難し

くなっている。 
● インフラ最適化が求めるもの 
 従来，ITは性能やハードウェア・ミドルウェア

自身の機能・コストパフォーマンスを中心とした評

価になっていたが，これからのITインフラに求め

られるものは，部分の最適ではなく，いかに企業全

体のシステムを最適化するかという視点，すなわち

TCO削減やITガバナンスに耐えられるかというこ
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とが中心となる。そのためには，サーバ，ストレー

ジ，ネットワーク，ミドルウェア単体ではなく，そ

れら全体をどう組み合わせて最適なものにしていく

かという視点が重要となる。 
 当然それに伴って，各製品に求められるものも変

化する。いかに変化に強いシステムを実現するか，

いかに効率良くシステムを運用できるか，アプリ

ケーションを変化の激しいITからどう守るかなど

である。TRIOLEでは，このような状況に対して，

次章以降で述べるいくつかのチャレンジをしている。 

ITインフラ最適化に向けたアプローチ 

 ITインフラの全体像を具体的に提示するには，

お客様のITインフラの使われ方を製品の切り口で

はなく，「利用シーン」として分かりやすく，使い

やすくすることが大切であり，サーバ，ストレージ，

ネットワーク，セキュリティ，運用などすべての要

素を総合的に組み合わせたモデルでなければならな

い。そして，具体的なインフラ最適化の検討要素を

導入の切り口から明示することが必要になる。今回，

その最適なITインフラの全体像を提供するために

開発したのが「ITインフラ最適化システムモデ

ル」である。 
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図-2 システム商談の収集・分析 

Fig.2-System proposals collection and analysis. 

 この開発に当たり，大きく二つの点を考慮した。

一つは，実際のシステム提案をベースにすることで，

できるだけお客様のニーズや利用シーンに沿ったも

のにすることである。また，ITインフラの全体像

を指し示すために，過去4年間で約9000件に及ぶ提

案を様々な切り口で収集した。これらの情報を分析

することで，お客様の利用シーンを浮き彫りにする

ことができ，目的に合ったものとなる。 
 もう一つは，様々なITインフラ最適化の要素と

なるシステムモデルをパターン化する上で，例えば

サーバ集約（規模）のモデルでは，ネットワークや

ストレージ，セキュリティ，運用などの要素を含め

た，総合的なモデルにすることである。同じように，

ネットワーク最適化のモデルでは，サーバ，スト

レージ，セキュリティ，運用などの要素を考慮する

ことになる。こうすることで，どのような導入切り

口であっても，ITインフラ全体を見据えたものと

なり，目的とするITインフラ全体最適化を実現す

るモデルとなる（図-2）。 

ITインフラ最適化モデルの特長 

 前章で述べたプロセスを経てできたのが，図-3に
示す26の利用シーンである。その上位である大分

類は，お客様のITインフラに対する関心事であり，

サーバ最適化，ストレージ最適化，ネットワーク最

適化など12分類から成る。例えば，サーバ最適化

には，散在しているサーバをまとめて，資源の有効

活用や運用の効率化を図る「サーバ集約（規模）」

や，サーバ台数はそれほど多くないが，信頼性を高

めたい，セキュリティへの配慮をしたいなどの「小

規模業務サーバ」などの利用シーンが含まれている。

「インフラ最適化のガバナンス」では，システムだ

けでなく，サーバ/ストレージ統合方針や導入ルー
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図-3 インフラ最適化のテーマと利用シーンレベル 

Fig.3-Theme and use scene level of infrastructure optimization. 
 

ルなどの情報システムの運営にかかわるものもモデ

ル化している。そして，利用シーンの表現方法にも

工夫を凝らし，各利用シーンを6レベルに分割した。

お客様は，個々に様々なニーズ，企業特性に応じた

課題があり，一律のモデルでは，表せないと考えた

からである。 
 この6レベルは，前述した9000件を分析・分類し

たシステム商談をコスト，信頼性，性能，運用，管

理レベルなど様々な視点から判断して並べたもので，

レベル2，3での分布が中心になるように工夫して

いる。この26の利用シーン×6レベルにより，ITイ
ンフラ全般の課題や方向感を明示することで，お客

様は，システムの現状と将来像を明確化することが

でき，ITインフラに対する企画を容易に立案，計

画することが可能となる。 
 さらに，利用シーン，レベルごとに具体的な構成

サンプルなどを社内蓄積しており，お客様の目指す

べきレベルに応じたITインフラを構成する製品の

選択・組合せの提案が容易に行える。 
 

ITインフラ最適化システムモデルの具体的活用 

 前章で述べた26の利用シーンと6レベル（これを

利用シーンレベル全集と呼ぶ）の具体的な活用イ

メージを紹介する。この利用シーンレベル全集は，

お客様のITインフラにかかわる課題のほぼ全体を

表すことができる。例えば，「今，サーバ集約（規

模）のうちのレベルは2だな，最終的にはレベル4
を目指したいが，まず運用面での緊急の課題を解決

するためにレベル3を目指そう。バックアップ管理

は，今レベル2だな，将来ディザスタ・リカバリな

どを考慮すると，もう少しレベルを上げておきたい，

でもその前にネットワーク最適化のレベルを上げて

おかないと，まずいな」という具合である。 
 ITインフラ全体を俯瞰

ふ か ん

しながら，様々な要素を

考慮し，ITインフラの将来のあるべき姿を容易に

検討できることがお分かりいただけると思う。実際，

著者らがお客様とともに活用しているイメージを

図-4に示す。これは通称AsIs，ToBe，Target表と

呼んでおり，利用シーンレベル全集を活用して表記

したものである。点線部分が現状，実線部分が将来
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ルールに沿った
システムオペレーションを実施

サーバのシステム監視を
リアルタイムに実施

サーバの稼働状況を
定期的にチェック

サーバごとに担当者の
個別スキルで運用

ＩＴ窓口を一元化し
ＩＴＩＬマネジメントを体系的に実施

ＩＴＩＬ手法を導入し
アプリ保守レベルを維持改善

アプリ保守の実施状況を可視化保守担当者の役割を明確にし，
ルールに基づいて対応

保守担当者が個別に対応開発担当者が必要時に
アプリを継続保守

標準規格を適用し複数企業間で
情報共有／トレーサビリティの実現

組織全体規模で
タグ情報を収集し全体効率化

複数の部署や場所で
タグ情報を収集し部分効率化

特定部署又は一部の箇所で
タグを利用し省力化

読み・書き中心の基礎検証RFID未導入／導入検討中「RFID活用」における
システム導入RFID活用

ユ
ビ
キ
タ
ス

オープンパッケージによる
業務再構築

既存アプリを活かし
基幹業務をオープン化

オフコンを活かしたセキュリティ強化オープンパッケージの活用複数台のオフコン業務を集約使い慣れたオフコンの業務を
そのまま活用オフコンシステム移行

メインフレーム並の
運用性，長期稼動

業務サーバの高信頼集約業務サーバ集約機能アプリケーション集約機能サーバ集約UNIXサーバを個別に導入
UNIXシステム移行

メインフレーム並の
運用性，長期稼動

メインフレームに残った業務を
マイグレーション

メインフレームを業務単位で
オープン化

メインフレームのDBを
オープンと共用

メインフレームのフロント部分を
オープン化

利用者環境からオープン化メインフレーム
オープン化

様々な環境や個々の要件に
合わせて，全ての帳票を集約

文字環境を意識しない運用を
パッケージにより実現

帳票電子化により，
セキュアな帳票環境を構築

印刷物の拠点配信により，
物流コスト削減とスピードアップ

マルチベンダ環境で，
印刷物のセキュリティを強化

紙ベースの帳票運用
帳票インフラ最適化

帳票インフラ
最適化

複数業務での高信頼システムハード／ソフトのトラブル時に
速やかに業務復旧

ハードウェアトラブルからの完全解放データ保護に加え，
部品故障による停止リスクを低減

データの保護を中心に故障対策故障発生時に対処
小規模業務サーバ

セキュリティ区画を横断した
サーバ統合

仮想化によりサーバ追加・変更へ
容易に対応

各拠点サーバのセンターへの
移設・統合

サーバにあわせた
センターネットワークの最適化

ネットワークはそのままで
サーバを最適化

業務ごとにシステムを導入
ネットワーク最適化

ネットワーク
最適化

ﾙｰﾙの浸透に加え，

共通IT機能をｼｪｱｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ化

運用標準書を作成し，

ﾙｰﾙに沿った運用・保守が浸透

選定標準書を作成し，

ﾙｰﾙに沿ったｲﾝﾌﾗ導入が浸透

最適化方針に沿ってインフラを整備AsIs，ToBeを決め，

全体ロードマップを共通認識

システムの構成を開発部門が把握

基幹システムにユビキタス技術
（携帯電話，RFID）を本格導入

内線・外線を意識せずに
携帯電話を利用

音声データをIP化してどこからでも
音声システムを利用

外出先から携帯電話で
業務システムを活用

出張先や移動中でも業務システムを活用どの事務所からでも業務システムを活用ユビキタス
ネットワーク環境

ユビキタス
ネットワーク

インフラ最適化のガバナンス

ISO27001／ISMSの認証を取得し，

取組みを対外的に証明

役割に応じた操作制限を

さらにきめ細かくアクセス制御

複数業務のID／パスワードを
統合管理し，確実な本人認証

改竄を許さない公開サーバの堅牢化

広域の故障・災害に対して

業務継続

データのコンプライアンス対応と

災害対策の実施

災害対策への発展

メインフレーム／オープンの業務
を統合

超大量データ
（データ量のスケールアウト）

グローバルなサーバ配置

レベル５

メインフレームによる
高信頼システムの追求

リアルタイム連携による
業務切り出し

一括連携による業務切り出しメインフレーム業務のGUI化／Web化最新メインフレームへの
レベルアップメインフレーム活用

１０００端末以上
（端末台数のスケールアウト）

数１００端末で利用複数機能が稼働２～３機能が稼働１機能が稼働
サーバ集約（規模）

イ
ン
フ
ラ
最
適
化

サーバ最適化

データベースへの不正操作を

常に監視

運用管理の操作ログを採取し，

役割に応じて操作制限

運用管理端末からの不正操作を

制限し，情報を守る

サーバルームへの入退室管理ID／パスワードのみで

利用者を制限システム管理部門に
おけるセキュリティ対策

分散している監査ログを集中管理業務のIDを統合管理し，

効率良く運用

セキュリティポリシーを

全社員・職員に徹底

セキュリティポリシーを策定し，

体制を整備

セキュリティポリシー未策定セキュリティ管理／
セキュリティ監査

重要情報を扱う
業務や部署を絞って操作制限

端末側にデータは置かず，
ファイルサーバで集中管理

社員・職員の不正な操作を制限し，
情報を守る

端末構成の状況を把握し，
ウイルス対策を徹底

ID／パスワードのみで
利用者を制限

一般社員・職員に対する
セキュリティ対策

データセンターと災害対策センター
に設置

データセンターに設置マシンコーナに設置オフィス内に設置個人の作業場所に設置
サーバ設置環境

外部からの攻撃に
対するセキュリティ対策

ビジネス継続・
災害対策実現

ファイルサーバ最適化

バックアップ管理

小分類 レベル４レベル３レベル２レベル１レベル０

情報
セキュリティ
ガバナンス

災害対策

ストレージ
最適化

大分類

ファイアーウォールの設置

故障・災害に対して

部分的な対策を実施

ファイルデータが

各PCやサーバに存在

バックアップを現場ごとの判断で

実施

利用者のなりすまし対策強化２４時間体制で万が一の事態にも
速やかに対処

イントラ内への不正侵入や
ウイルス侵入を遮断

公開サーバのOS・アプリの
脆弱性に対処

内
部
統
制
・
環
境

広域の故障・災害に対して

復旧可能

サイト内の故障・災害に対して

業務継続

サイト内の故障・災害に対して

復旧可能

故障・災害に対して

復旧のためのデータを保護
安心
安全

ファイルサーバの

運用・セキュリティ対策を向上

各拠点サーバの

運用・バックアップ工数を削減

拠点内サーバ統合による

運用工数の削減

ルールを統一して現場ごとに運用

業務を止めずにバックアップ，
リストアは超高速

バックアップ／リストア時間を短縮バックアップサーバを導入し

運用を集中管理

サーバごとに決められたルールで

バックアップ管理

カテ
ゴリ

AsIs(現状)

ToBe(将来)

Target
(目標)

図-4 将来ToBe，現状AsIs，目標Targetの認識 
Fig.4-Recognition of ToBe, AsIs, and Target. 

 

目指すべきところ，矢印が当面のターゲットを表し

ている。お客様は，この表と利用シーンレベル全集

を活用しながら，富士通の営業・SEと会話いただ

くことで，従来とは比べ物にならないスピードと品

質でITインフラ最適化を企画・立案することが可

能となる。さらに，この表から投資や課題の大きさ

などを考慮して，ロードマップ化することで，業界

動向，法制度，技術動向を視野に入れつつ，直近の

課題と将来を見渡したITインフラ計画を具体化す

ることができる（図-5）。 
 このように，従来，部分最適でしか論じられてい

なかったITインフラの最適化を全体最適化の観点

から常に論じることで，ますます高度化するITを

経営のニーズに対応してスピーディに構築すること

が可能となる。これは，富士通が総合ITベンダで

あり，様々なお客様の声をいただいているからこそ

実現できることであると自負している。 

ITインフラ最適化を支えるプラットフォーム 

 本章では，TRIOLEの目指すITインフラ最適化

を支えるプラットフォームとしての三つのキーワー

ドについて紹介する。このキーワードは，後の本特

集号の論文(2)-(10)の導入部分としても参照いただけ

れば幸いである（図-6）。 
● お客様のIT資産を継承するラインアップ 
 一つ目のキーワードは，サーバ，ストレージ，

ネットワークなどIT資産を継承するラインアップ

である。一つ一つの製品が高品質・高信頼であるこ

とは，もちろん当たり前のことであるが，各製品群

に対する考え方が重要となる。とくにサーバのライ

ンアップについては，お客様の膨大なアプリケー

ションやデータ資産を継承し，維持し続けることは，

TRIOLEとしての重要なミッションである。

TRIOLEでは，メインフレーム，UNIX，IAの各

サーバについて，常にお客様のニーズに合わせた最

適な品質・性能を実現し提供し続けていく。そのた

め，個別の製品ではITインフラ最適化を実現する

ための様々な特長を有している。例えば，

PRIMEQUESTは，オープンでありながら様々な

機構を2重化することで，ミッションクリティカル
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サーバ

ストレージ

ネットワーク

2006 2007 2008 2009 2010

ファイル
サーバ集約

周辺系
サーバ集約

基幹系
サーバ集約（再構築）

音声（交換機）との
融合(SIP)

セキュリティ
AD，LDAP

再構築
ID統合
管理

バックアップ方法の統一

ALL IP化

遠隔地
ディザスタリカバリ

10 Gbpsイーサ化

法制度 ▲J-SOX法▲会社法改正

技術動向
10 Gbps 100 Gbps

VM リソース制御 ビジネスグリッド技術
SAN，NAS融合 ストレージ仮想化技術マルチコア

運用 資産の整理
ＩＴＩＬ準拠

運用システム

AD：Active Directory

ITIL：Information Technology Infrastructure Library

LDAP：Lightweight Directory Access Protocol

NAS：Network Attached Storage

SAN：Storage Area Network 

SIP：Session Initiation Protocol

VM：Virtual Machine

 
図-5 将来像と実現ステップの明確化 

Fig.5-Clarification of image of future and achievement step. 
 

業務

ＩＴインフラ

仮想化

サーバ
ストレージ
ネットワーク

運 用 管 理
ミドルウェア

実行系 運用系

業務・サービス

＜お客様のIT資産を継承するラインアップ＞

＜重要テクノロジ仮想化技術＞ ＜自律的な運用管理技術＞

ライフサイクル
マネジメント

みえる化

自動化

 
図-6 インフラ最適化を実現するプラットフォームのキーワード 

Fig.6-Key word of platform where infrastructure optimization is achieved. 
 

な業務にも十分に対応できる信頼性を実現している。 
 コンパクトサーバPRIMERGY TX120は，性能

だけでなく，静音性や設置面積など耐環境性に重き

を置いた製品になっている。UNIX機については，

よりコストパフォーマンスを上げワールドワイドな

展開をするため，Sun Microsystems社との共同開

発サーバ“SPARC Enterprise”の出荷を開始した。

これらTRIOLEの活動は，対外的な評価も高く，

「インテルサーバイノベーションアワード/コンパク

トサーバPRIMERGY TX120」（2007年4月18日），

「2006年（第49回）日刊工業新聞十大新製品賞日本

力（にっぽんぶらんど）賞/ストレージETERNUS 
4000/8000」（2007年1月4日），内閣総理大臣表彰

「ものづくり日本大賞」第一回（2005年8月）や新

技術開発財団「第38回市村産業賞」（2006年4月28
日）でSPARC64 Vが受賞など各種表彰を受賞して

いる。 
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● 重要テクノロジ仮想化技術 
 二つ目のキーワードは，仮想化技術である。

CPUの性能が日々向上する中で，複数のアプリ

ケーションが効率良くCPUを利用することがサー

バ仮想化技術の基本であるが，ITインフラ最適化

の視点から見ると様々なお客様のニーズが存在する

（図-7）。サーバ集約のニーズは，現在の大きなトレ

ンドである。企業に散在した様々なサーバを分類ご

とにブレードサーバなどに集約し，TCO削減をね

らいとしている。また，資産継承/延命のニーズも

急増している。保守打切りとなった古いOSがその

ままでは，新しいハードウェア上で動作できず，

ハードウェアの老朽化との板挟みの中で，暫定的に

アプリケーション資産を継続して利用したい場合に，

仮想化技術によってアプリケーションの延命処置を

取れる可能性が出てくる。そのほかにも，リソース

の最適化，開発環境への対応などのITインフラ最

適化ニーズに対して，仮想化技術が適用される。 
 TRIOLEではこれらのニーズに対して，様々な仮

想化技術を提供している。高密度集約を実現するブ

レードサーバや，複数のOSを一つのサーバ上で動

作させるVMware，Xen，Microsoftなどの仮想化

ソフトウェアの提供，また，ハードウェアのパー

ティション機能により物理的な分割を実現する技術

などである。これらの技術をお客様のニーズに合わ

せて，最適に組み合わせることで，ITインフラ最

適化を実現できる。 
● 自律的な運用管理技術 
 三つ目のキーワードは，運用管理技術である。

TCOを削減するために，サーバ集約やストレージ

統合を推進することになるが，せっかく物理的な統

合を進めても導入や運用の手間が同じであれば，そ

の効果は相殺される。多くのサーバや業務を効率良

く，自動的に運用する機能が今まで以上に大切な技

術となる。図-8のようなライフサイクル視点と自律

視点でのトータルな管理機能がITインフラ最適化

を真に実現するために必要不可欠である。 
 TRIOLEの取組みでは，Systemwalker Resource 
Coordinator(11)によりシステムの導入，運用，保守

までサポートすることで，これらのニーズを実現し

ている。その中で，二つの重要なポイントを述べて

おきたい。一つは，システム全体を統合管理できる

ことである。サーバ，ストレージ，ネットワークな

どを統合的にみえる化できなければ，結局運用の手

間がかかってしまう。富士通は，サーバ，ストレー

ジ，ネットワーク技術を提供できる数少ない総合ベ

ンダであるからこそ実現できると考えている。もう

一つは，仮想環境を含めたみえる化の実現である。

 

1.サーバ集約

2.資産継承/延命

3.リソース最適化

4.開発環境

類似サーバの集約
　(ファイルサーバ/店舗サーバ)

部門サーバ集約

●開発/テスト環境維持

　費用を低減したい

●乱立した小型サーバの

　 TCOを低減したい

●ハードウェア増設せず
に遊休資源を有効
活用/削減したい

●古いアプリケーションや　

　 OSを継続して使いたい

NT4.0延命
VBアプリケーション継承
サーバリプレース時の
アプリケーション検証，

　 コスト削減

待機系を仮想化し活用
ASP/CoDモデル
(従量制課金モデル)
性能検証

ERPシステムの検証環境
開発環境品質の統一
トラブル調査

パーティション
技術
仮想化技術

X86アーキテクチャかつ
集積度の高いサーバ

仮想化ソフト
（VMware，Xen，
　Microsoft）

 
図-7 仮想環境導入に向けた四つのシナリオ 

Fig.7-Four scenarios for introduction of virtual environment. 
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Ａ
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務
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務
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備

Ａ
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務

Ｃ
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務

Ｂ
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務

障害箇所の　
迅速な特定　

品質劣化
原因の特定

障害対応　
リソース最適化　

■システムのライフサイクル（導入，運用，保守）を一貫サポート

負
荷
増
大

 
図-8 自律システム管理のイメージ 

Fig.8-Image of autonomous system management. 
 

Systemwalker Resource Coordinatorでは，2007
年9月からサーバ仮想環境を含めた統合運用管理機

能を提供する。これにより，どのようなIT基盤で

あっても最適な運用管理機能が実現できると考えて

いる。 

む  す  び 

 ユビキタス社会も本格化し，ますます経営とIT
の一体化が進んでいる。同時に，コンプライアンス

などの規制も強くなり，それに伴って，ITの役割

がますます大きくなっている。また，サーバ，スト

レージ，ネットワークなどのITの進化もまだまだ

衰えを見せない。そのような時代において，先進の

ITを企業経営に活用し，ビジネス拡大に貢献する

ための手法とテクノロジキーワードを紹介した。本

特集号では，それらの詳細についての論文が掲載さ

れており，お客様のITインフラ最適化への推進の

一助になればと願っている。 
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