
 
 

 
 

仮想化システム環境における自動化技術 

Automation Technology for Virtualized Systems 

あらまし  

近年，ITインフラの 適化，システム投資の効率化に加え，サーバ省電力化への対応と

して，拡大したシステムをブレードサーバに集約し，集積効率や運用効率を向上させること

への関心が高まっている。また，マルチコア化によるCPU性能の向上や，仮想化技術の進

化に伴い，集約できるシステム（業務）の数は増加している。しかし，システムの集約には，

整合性の取れた各種の構成変更や安定した運用が必要となり，サーバの集約に伴うシステム

管理者の負担は増す一方である。このような背景から，富士通は，システム管理者の負担を

軽減し，ブレードサーバシステムの運用性，可用性の大幅な向上を実現するサーバ仮想化管

理ソフトウェアであるSystemwalker Resource Coordinator Virtual server Editionを開発

し，販売を開始した。 
本稿では，従来製品の技術について簡単に触れた後で，本製品の統合サーバ管理，SAN

仮想化管理，リソースの割当てや変更を自動化するサーバオーケストレーションのそれぞれ

の技術を紹介する。 

Abstract 

To optimize IT infrastructures, maximize system investment efficiency, and reduce server 
energy consumption, there has been a recent trend to consolidate burgeoning systems onto 
blade servers.  This trend heightens the demand to increase the efficiency of system 
integration and operation.  Furthermore, with the increased performance of multi-core 
CPUs and advances in virtualization technology, the number of systems being consolidated 
onto blade servers is increasing.  However, this consolidation brings the need to make 
configuration changes while balancing overall system resources and maintaining stable 
operation.  As a result, the consolidation is greatly increasing the workload of system 
managers.  Fujitsu’s Systemwalker Resource Coordinator Virtual server Edition is a new 
package that reduces the system manager workload and dramatically increases the 
manageability and availability of blade server systems.  This paper introduces the 
technologies of this package and then describes its core technologies in more detail. 
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ま え が き 

 近年，ITインフラの 適化，システム投資の効

率化に加え，サーバ省電力化への対応として，拡大

したシステムをブレードサーバに集約し，集積効率

や運用効率を向上させることへの関心が高まって

いる。 
 また，マルチコア化によるCPU性能の向上や，

仮想化技術の進化に伴い，集約できるシステム（業

務）の数は増加している。しかし，システムの集約

には，システム全体にわたって整合性の取れた各種

の構成変更や安定した運用が必要となり，サーバの

集約に伴うシステム管理者の負担は増す一方である。 
 このような背景から富士通は，今般，Systemwalker 
Resource Coordinator（リソース制御ソフトウェ

ア製品：以下，SRC）(1)を強化し，ブレードサーバ

の仮想化を実現する「Systemwalker Resource 
Coordinator Virtual server Edition（以下，SRC 
VE）」(2),(3)を開発し，販売を開始した。 
 本製品は，サーバ集約を行う際のシステム管理者

の負担を軽減するとともに，インフラ 適化に向け

た中核ソフトウェアとして，サーバの自動復旧など

のシステム運用の自動化技術により，ブレードサー

バシステムの運用性・可用性の大幅な向上を実現

する。 
 本稿では，SRC VEの基本的な技術を解説する。 

SRC VEの価値 

 SRC VEはサーバ仮想化管理ソフトウェアとして

以下の価値を提供する。 
● 物理・仮想を問わず，ブレードサーバの可視

化・制御を統一的に実現 
 統一された運用管理ビューの提供により，物理

サーバ・仮想サーバの混在環境を一括して管理し，

物理サーバでも仮想サーバでも同じ操作でシステム

の監視と運用ができる。利用者は，ハードウェアの

故障が影響する仮想サーバの特定や，サーバの起

動・停止やバックアップといった定常的な業務を，

物理サーバ・仮想サーバの違いを意識することなく，

同一の操作で行うことができる。 
● ブレードサーバのSAN（Storage Area Network）

接続の強化でサーバ管理作業を省力化 
 ファイバチャネルデバイス大手のEmulex社と共

同開発したSAN接続仮想化機能により，ブレード

サーバの追加や交換時に従来行っていたSANの変

更が必要なくなり，SAN管理者への依頼が不要に

なるため，サーバの管理作業が省力化できる。この

仮 想 化 機 能 は ， 富 士 通 の デ ィ ス ク ア レ イ

“ETERNUS”はもとより，既存の他社ストレージ

環境にも適用できる。 
● 低コストで可用性に優れたブレードサーバシス

テムを実現 
 サーバ仮想化技術やSAN環境の仮想化技術を取

り込むことにより，物理環境・仮想環境にかかわら

ず，低コストで高可用なブレードサーバシステム運

用が可能になる。 
・異常検知から予備サーバでの業務立上げまでを自

動実行し，管理者を煩わせることなく，業務を継

続することができる。本機能は標準搭載のため，

追加ソフトウェアの購入や面倒なスクリプトの作

成は不要である。 
・VMware HA（VMwareの高可用向け機能）との

連携により，物理・仮想の混在環境においても，

1台の予備サーバを共用できる。このため，ほか

のサーバ管理ソフトウェアに比べ，より経済性に

優れた高可用システム（N ＋1スタンバイシステ

ム）を構築できる。 

製品の技術 

 SRC VEは，従来製品であるSRCの技術に基づい

て開発されている。本章では，従来のSRCの技術

を簡単に紹介した後，SRC VEの技術を紹介する。 
● SRCの技術 
 SRCは，サーバ，ストレージ，ネットワークか

ら成るシステム全体のリソースを管理するソフト

ウェアである。サーバ，ストレージ，ネットワーク

をそれぞれ管理する統合サーバ管理，統合ストレー

ジ管理，統合ネットワーク管理という要素管理と，

システム全体を管理するシステムオーケストレー

ションで構成されている（図-1）。 
 それぞれの要素管理とシステムオーケストレー

ションは連携して，サーバ，ストレージ，ネット

ワークごとに，以下に述べる統一的な管理を行う。 
（1） 統合サーバ管理 
 サーバとサーバ上で動作するソフトウェアを統一

的に管理する。 
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統合ストレージ管理統合ストレージ管理 統合ネットワーク管理統合ネットワーク管理
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図-1 SRCの構成 

Fig.1-Architecture overview of SRC. 
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図-2 SRC VEの構成 

Fig.2-Architecture overview of SRC VE. 
 

 サーバの種別にかかわらず，構成やイベントを自

動的に収集して，一つの運用管理画面でサーバ情報

（筐
きょう

体，モデル，異常の有無）とソフトウェア情

報（OS，バージョン）を可視化する。また，OSや
アプリケーションをマスタイメージ（起動ディス

ク）として管理し，この単位でサーバの導入・設定，

バックアップを行う。 
（2） 統合ストレージ管理 
 ストレージ装置とサーバからストレージへのアク

セス経路を統一的に管理する。 
 装置の種別にかかわらず，構成，イベント，アク

セス経路を自動的に収集して可視化する。また，

サーバへのディスク割当てや経路の変更を行う。 
（3） 統合ネットワーク管理 
 ネットワーク装置とトポロジー（サーバ間のネッ

トワーク接続）を管理する。 
 装置の種別にかかわらず，構成，イベント，トポ

ロジーを自動的に収集して可視化し，トポロジーの

変更を行う。 
（4） システムオーケストレーション 
 それぞれの要素管理との連携により，システムを

構成する複数の独立したリソース（サーバ，スト

レージ，ネットワーク）の整合性を取りながら，

様々な局面における一連の管理作業を自動化する。

管理作業とは，例えば，初期導入・増設時の設定や，

保守時のバックアップ，故障時の復旧のために，各

種リソースを操作することである。 
● SRC VEの技術 
 SRC VEは既に使用されているストレージ資産，

ネットワーク資産とも柔軟に組み合わせられるよう

に，SRCから統合ストレージ管理と統合ネット

ワーク管理を分離し，サーバ側でSANとLANが管

理できるよう仮想化を強化したサーバ仮想化管理ソ

フトウェアである。 
 物理サーバに加えて，仮想サーバの管理に対応し

た統合サーバ管理，サーバとストレージとの接続パ

スを仮想化するSAN仮想化管理，サーバとネット

ワークとの接続パスを仮想化するLAN仮想化管理，

サーバ全体を管理するサーバオーケストレーション

で構成される（図-2）。 
【統合サーバ管理】 

 物理・仮想混在環境においても，サーバとサーバ

上で動作するソフトウェアを統一的に管理する（

図-3）。 
 サーバ仮想化ソフトウェア（VMwareなど）から

構成やイベントを自動的に収集して，一つの運用管

理画面で物理サーバと同じように仮想サーバのサー

バ情報（筐体，モデル，異常の有無）をステータ

ス・ビュー，ツリー・ビュー，およびリスト・

ビューで表示したり，ソフトウェア情報（OS，

バージョン）を表示したりする。 
 また，導入・設定，バックアップをマスタイメー
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図-3 統合サーバ管理の管理対象 

Fig.3-Managed resource of integrated server management. 
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図-4 SRC VEの画面例（ステータス・ビューとツリー・ビュー） 

Fig.4-Example of SRC VE GUI screen (Status-view and Tree-view). 
 

ジ（起動ディスク）の単位で行うため，物理サーバ

と仮想サーバを意識せずに扱うことができる。 
 ステータス・ビューは，管理するサーバの全台数

とサーバの状態（異常，警告，停止，起動）に分け

た台数を表示することで，システム全体の状況が一

目で把握できる。 
 ツリー・ビューは，サーバ筐体，物理サーバ，お

よび仮想サーバの関係を階層的に表示し，リソース

の状態をアイコンで表示することで，ハードウェア

障害の影響が及ぶ仮想サーバを特定できる（図-4）。 
 また，ツリー・ビューでサーバを選択しメニュー

から操作を実行すると，仮想サーバへの操作は管理

ソフトであるVMwareのWebインタフェースで指示，

物理サーバへの操作は物理サーバの管理インタ

フェースで指示して，サーバの起動・停止，バック

アップといったサーバ管理者の定常的な運用操作を

物理・仮想の区別なく行える。 
 リスト・ビューは，予備として共用されている

サーバなど，自動切替えの設定状況を表示する

（図-5）。 
【SAN仮想化管理】 

 SAN仮想化とは，サーバとSANとの関係をサー

バ側で隠ぺいし，サーバをSANから分離・独立さ

せる技術で，サーバの追加・変更時にSANスト

レージ側の変更を不要にすることができる。 
 富士通は，ファイバチャネルのアダプタ（サーバ

をSANに接続するための部品）に対して，従来の

固定アドレスに代わって，仮想的なWWN（World 
Wide Name）を割り当てて管理する，SAN仮想化

管理技術を開発した。 
 WWNとは，ファイバチャネルアダプタに付けら

れている固有なアドレスのことで，SAN（スイッ

434 FUJITSU.58, 5, (09,2007) 



 
仮想化システム環境における自動化技術 

PHHost02
VMGuest01_01 VMGuest01_02

VMHost01

blade01 blade02

chassis01 （サーバ筐体）

blade03

共用の予備

サーバ構成

自動切替えの設定自動切替えの設定
リスト・ビュー

 
図-5 SRC VEの画面例（リスト・ビュー） 

Fig.5-Example of SRC VE GUI screen (List-view). 
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図-6 WWNと仮想WWNの設定の仕組み 
Fig.6-Mechanism of WWN and virtualized WWN configuration. 

 

チ装置，ストレージ装置）がサーバを区別するため

に使用される。 
 例えば，故障したサーバの業務を別のサーバで再

び立ち上げる場合，WWNがAからBへ変わってし

まうため，SAN側に設定されたWWNを変更しなけ

ればならない｛図-6（a）｝。これに対して，SRC 
VEは仮想WWNを自動的に引き継ぐため，SAN側

の設定を一切変更する必要はない｛図-6（b）｝。 
 本機能は，PRIMERGYブレードサーバの「SAN
接続仮想化オプション」とSRC VEを組み合わせる

ことで利用できる。本オプションは，富士通のベン

ダIDとして唯一性を保証した，仮想WWNアドレス

を提供する。SRC VEは，仮想WWNの割付けや変

更を行う（図-7）。 
【サーバオーケストレーション】 

 サーバオーケストレーションは，統合サーバ管理，

SAN仮想化管理，LAN仮想化管理との連携により，

サーバ全体を構成するリソースの整合性を取りなが

ら，サーバの割当てや変更作業を自動化する（図-2）。 
 利用者は業務に必要なリソース情報を抽象化した

システムデザインに定義するだけで，共用管理する

リソースからシステムデザインに合ったものを選ん

で，効率的に割り当てる。 
 システムデザインとリソース情報は，富士通が開

発した RCXML （ Resource Control eXtensible 
Markup Language）という言語を使って一元的に

管理されている（図-8）。 
 システムデザインを定義する方法として，大規模

に適した表形式による方法と，小規模に適した

GUIによる方法がある。 
 表形式による方法は，実際にハードウェアが設置

されているデータセンタへ行く前にオフィスでシス
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図-7 SAN仮想化管理の利用形態 

Fig.7-Components for virtualized SAN management. 
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SAN 　冗長・非冗長，占有・共用，容量
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サーバ 　物理サーバ，仮想サーバ
ソフトウェア　マスタイメージ（起動ディスク）
SAN 　仮想WWN
LAN 　IPアドレス，VLAN ID

 
図-8 システムデザインと共用するリソースの実装 

Fig.8-Implementation overview of system design and shared resources. 
 

オフィス データセンタ

システムデザイン

ファイル

表形式

サーバ定義サーバ定義

ソフトウェア定義ソフトウェア定義

SAN定義SAN定義

LAN定義LAN定義

図-9 システムデザインの定義例（ワークシート） 
Fig.9-Example of creating system design definition 

(Worksheet). 
 

 
図-10 システムデザインの定義例（GUI） 

Fig.10-Example of creating system design definition 
(GUI). 

 

テム設計作業ができる。作成したシステムデザイン

情報をファイルに保存し，データセンタではファイ

ルを読み込むことで，システムの設定が完了する。

このため，利用者はミスなく効率的に作業すること

ができる（図-9）。 

 また，GUIによる方法は，特別なスキルがなく

ても手軽にシステムを定義できる。例えば，サーバ

故障時に使われる予備サーバの定義は，対象となる

運用サーバと予備サーバを「選択する」だけで完了

する（図-10）。 
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 こうしたシステムデザインに基づいて，サーバの

異常検知から予備サーバでの業務立上げまでを自動

化し，管理者を煩わせることのない，高可用なシス

テムを実現する。具体的には，以下の六つの項目を

自動化する（図-11）。 
（1） 異常検知 
 定常的な監視結果と故障時に物理サーバから通知

される SNMP （ Simple Network Management 
Protocol）トラップを解析し，異常を検知する。 
（2） サーバ停止 
 共有するリソースのサーバの情報に基づいて，故

障が発生したサーバを特定し，停止する。 
（3） 予備サーバ選択 
 システムデザインの定義に基づいて予備サーバを

選択し，予備サーバでほかのソフトウェア（VMware 
HAなど）による切替え処理が動作していないこと

を確認する。 
（4） ストレージ設定 
 共用リソースのSANの情報に基づいて，故障し

たサーバが使用していた仮想WWNを予備サーバに

割り当てることで，業務サーバのディスクを予備

サーバに切り替える。 
（5） ネットワーク設定 
 共用リソースのLANの情報に基づいて，予備

サーバが接続されているLANスイッチのポートに，

故障したサーバと同じネットワーク設定（VLAN 
ID）を割り当てることで，LANの接続を予備サー

バへ切り替える。 
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図-11 システムデザインに基づく自動化 

Fig.11-Automated procedure for server recovery 
based on system design. 

（6） 業務の再立上げ 
 予備サーバの電源を投入する。 
 サーバ仮想化ソフトウェアのHA機能（VMware 
HAなど）は仮想サーバのみを管理する。このため，

仮想サーバと物理サーバの混在環境では，仮想サー

バと物理サーバの予備サーバは別々に用意する必要

がある｛図-12（a）｝。 
 SRC VEはVMwareと連携し，仮想サーバが動作

するサーバに異常が発生した場合にはVMware HA
が切替え，物理サーバに異常が発生した場合には

SRC VEが切り替えることで，予備サーバを共用し

てサーバをより効率的に使用できる｛図-12（b）｝。
また，予備サーバを電源OFF状態で待機させる省

電力モードを用意しており，環境（省電力）にも配

慮している。 
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（b）PRIMERGYブレードサーバ（a）一般のブレードサーバ  
図-12 物理・仮想混在における予備サーバ形態の違い 

Fig.12-Difference of spare server usage in mixed environment of physical and virtual servers. 
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仮想化システム環境における自動化技術 

む  す  び 

 本稿では，サーバ仮想化管理ソフトウェア

Systemwalker Resource Coordinator Virtual 
server Editionの基本的な技術を紹介した。 
 主要なOSで仮想化機能の標準提供が予定される

など，企業におけるサーバ統合，リソース効率化に

対して仮想化への期待が更に高まることが予想さ

れる。 
 富士通は仮想化技術について，業界標準技術の採

用，ベンダ/コミュニティとの協業を行い，オープ

ン 化 を 推 進 す る 。 さ ら に ， Systemwalker 
Resource Coordinator Virtual server Editionに

よってより多くのお客様に仮想化のメリットを享受

していただけるよう，常にお客様を軸に発想し，現

状の情報システムニーズに応えるマーケットインの

姿勢で仮想化への深耕を進めていく。 
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