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あ ら ま し

今後，あらゆるものがインターネットでつながり，膨大な量の情報がやり取りされて

いく。この世界では，刻々と伝達される情報を価値に変えるイノベーションの創出が企

業のビジネス拡大と社会の発展にとって重要となる。富士通は，人・情報・インフラと

いう三つの経営資源がイノベーション創出の要素であると考え，これらを融合・活用す

るICT商品を提供しており，その体系をMobile Initiative，Big Data Initiative，Cloud 
Initiative，Security Initiativeとして発表してきた。体系の中でソリューションやシス
テムの基盤となるミドルウェアには，多様なサービスやネットワーク，モバイルデバイ

スなどを連携・統合し，安全で容易な運用を実現する役割が求められている。また，今

後は各企業の現場でのビジネスのイノベーションをサポートする役割も求められている。

このニーズに応えるため，社内外での実践を通じて得られたノウハウを組み込んで，ミ

ドルウェアを進化させてきた。

本稿では，四つのInitiativeを支える富士通のミドルウェアについて概説する。

Abstract

Looking to the future, all manner of things will come to be connected to the 
Internet, resulting in the exchange of massive amounts of information.  In that 
world, innovative approaches to converting constant streams of information into real 
value will play a major role in growing a company’s business and promoting social 
development.  Believing that the three management resources of people, information, 
and infrastructure are the key elements driving innovation, Fujitsu has announced 
a Mobile Initiative, Big Data Initiative, Cloud Initiative, and Security Initiative as 
a system for providing information and communications technology (ICT) products 
that integrate and use those elements.  In this system, middleware̶the foundation of 
solutions and systems̶will be given the role of coordinating and integrating a wide 
variety of services, networks, and mobile devices and of achieving safe and easy-to-
manage operations.  It will also have the role of supporting innovation in the field 
for corporate business.  Fujitsu is leveraging the know-how it has accumulated in 
implementing systems both inside and outside the company to promote the further 
evolution of middleware.  This paper describes Fujitsu middleware that supports these 
four initiatives. 
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な協働を可能にする。
（2） 情報に対して
最先端技術と高度なデータ分析力により，ビッ
グデータから新たな知識を創造し，お客様と社会
のイノベーションを支える。また，情報を活用す
る上でますます重要になる信頼性を確保するため，
認証基盤の充実，プライバシー保護，セキュリティ・
インテリジェンスの三つの柱でお客様の安心・安
全なICT環境の運用を支援する。
（3） インフラに対して
あらゆるものがインターネットに接続される

IoT（Internet of Things）時代に，モノや社会イ
ンフラを連動させて，変化に柔軟かつ機動的に対
応できるICT環境を提供する。あらゆる人・情報・
モノをつないで，互いに連携し合うためのプラッ
トフォームとしてのクラウドに注力していく。そ
のために，システムを高度に自動化し，電力消
費，環境負荷を含め，全体として最適化したデー
タセンターを提供し，更に，Software-Defi ned 
Connected Infrastructure（SDCI）の考え方に基
づき，データセンターから広域ネットワーク，そ
してモバイルデバイスという複数の領域にまたが
る広域分散コンピューティング環境を最適化し，
お客様に一貫したサービスを提供する。
富士通は，上記の技術とサービスを社内横断
的に開発・強化しており，その体系をMobile 
Initiative，Big Data Initiative，Cloud Initiative，
Security Initiativeとして順次発表してきた。各

ま　え　が　き

世界中の多くの人や多種多様のモノが複雑に絡
み合い相互依存性を増し，あらゆるものがインター
ネットでつながって膨大な量の情報をやり取りす
るようになってきている。世界経済フォーラムで
は，これを「ハイパーコネクテッド・ワールド」
と呼び，未来に大きな影響を与えると指摘してい
る。この世界では，刻々と伝達される膨大な情報
を新たな価値に変えるイノベーションの創出が，
企業のビジネス拡大と社会の発展にとって重要に
なると考えられている。（1）

このような中，富士通は，「ヒューマンセントリッ
ク・インテリジェントソサエティ」をビジョンに
掲げ，Fujitsu Technology and Service Visionとし
て体系的にイノベーションに向けたICTの技術開発
に取り組んでいる。（2）富士通は，人・情報・インフ
ラの三つの経営資源をイノベーション創出の重要
な要素だと考え，この三つの要素を融合・活用す
るICT商品とサービスを提供している（図-1）。
（1） 人に対して

ICTの力によって人の創造性や生産性を向上させ
る。技術ノウハウを持つ富士通のシステムエンジ
ニアが技術とサービスを最適にインテグレーショ
ンしてお客様のイノベーションを実現する。また，
最も身近なツールであるモバイルデバイスを活用
して，いつでもどこでもICTによって人の判断や行
動を支援し，組織や地域の制限を越えたオープン

ま　え　が　き
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図-1　イノベーション創出の重要な要素
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が持つ情報を活用することが重要な鍵となる。
例えば，スマートフォンやタブレットの急速な
普及によって，外出先からスケジュールやメール
などのオフィスシステムを利用するだけでなく，
お客様先での提案・プレゼンテーションの質向上
や，保守・点検などの現場作業の効率・生産性向
上などへのモバイルデバイス活用が現実のものと
なってきている。そのために，業務システムにあ
る顧客データや在庫データ，保守記録などをモバ
イルデバイスから参照・更新する必要が生じてい
る。現場の利用シーンでは，シンクライアントに
よって単に従来システムの画面をモバイルデバイ
スから使えるようにするだけでは使いづらく，モ
バイルデバイス向けアプリケーションやサービス
の構築が必須となってきた。
このようなお客様ニーズに対応するため，モ
バイルデバイスを活用して現場利用に最適な解
を提供する製品・サービスを体系化したものが
FUJITSU Mobile Initiativeである（図-2）。（4）この
中でミドルウェアは，安全性を確保しつつ，どこ
にいても効率良く業務データを活用するための機
能を提供している。以下に，この新しい価値を提
供するミドルウェアの概要を説明する。
● 現場業務の質と速さを革新するAR

AR（Augmented Reality：拡張現実）とは，人
間の五感で得られる情報（現実）に，デジタル情

Initiativeは，ソリューションのオファリング，コ
ンサルティング，アプリケーション，それらのプ
ラットフォームとなるクラウドやミドルウェア，
サービス，ハードウェアなどで構成される。
本特集では，これまでに発表してきたInitiative
に含まれるミドルウェアとその技術を説明してい
る。従来，ミドルウェアには，企業の基幹系シス
テムを支える堅ろう性や大量のトランザクション
を安定して処理する性能などが求められてきた。（3）

しかし今後はそれに加えて，各企業の現場でのビ
ジネスのイノベーションをサポートする役割が求
められている。富士通では，このニーズに応える
ため，社内外での実践を通じて得られたノウハウ
を組み込んで，ミドルウェアを進化させてきた。
本稿では，その新しいミドルウェアの概要を説明
する。

Mobile Initiativeを支えるミドルウェア

人の創造性や生産性を向上させ，より効率的で
快適なワークスタイルへと変革していくためには，
人が携帯するモバイルデバイスを活用し，オフィ
ス内だけでなく屋外や作業現場で人の判断や行動
を支援することが求められる。そのためには，外
部からのサイバー攻撃や不注意・事故による情報
漏えいなどの脅威・リスクから守られた状態を維
持しつつ，モバイルデバイスから業務システム群
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図-2　FUJITSU Mobile Initiativeの体系とミドルウェア
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のアクセスを許可する際のセキュリティ確保が大
きな課題になる。
この課題を解決するため，富士通は，従来か
ら提供してきたミドルウェアであるFUJITSU 
Software WSMGR for Webをモバイルデバイス向
けに拡張するのに加え，セキュアなモバイル接続
環境やクラウドサービスをオールインワンで提供
している。

Big Data Initiativeを支えるミドルウェア

お客様のビジネスにとって，日々発生する大量
な情報から新たな価値を創出することがますます
重要になってきている。価値創出を支援するため
には，従来からの業務システムを含めた社内の各
種データに加え，SNSなどの外部データ，モバ
イルデバイスやセンサーから情報など多種多様な
データを組み合わせて分析し，企画や業務プロセ
ス改革に役立つ知見を見出せるようにしていかな
ければならない。
このようなお客様ニーズに応えるため，ビッグ
データ活用の製品・サービス群を体系化したもの
がFUJITSU Big Data Initiativeである（図-3）。（5）

ビッグデータ活用のテーマごとに最適な製品・サー
ビスを体系的にそろえている。この中でミドルウェ
アは，オープンな技術と富士通の技術を組み合わ
せ，大量のデータを高速に，かつ手間なく手軽に
活用するための機能を提供している。以下に，こ
の新しい価値を提供するミドルウェアの概要を説
明する。
● ビッグデータ利活用ソリューション
ビッグデータ活用とは，業務データ，外部デー
タ，センサーデータなどの多種・多量のデータの
分析活用領域をいう。しかし，実際には，情報シ
ステム部門でのバッチ処理高速化に代表される既
存データ処理への技術適用から始まった。現在で
は，営業やマーケティングなどの業務部門の担当
者が自ら分析を行い，試行錯誤やシミュレーショ
ンによるプロセス改善や，リアルタイムな変化に
対応するマーケティング施策の立案など，ビジネ
スに生かそうとする要件が増えてきている。
富士通は，社内データや，外部データを組み合
わせた高度なビッグデータ分析を，ICTツールの
操作ノウハウを持たなくても簡単に実行できる

Big Data Initiativeを支えるミドルウェア

報を重ねて人間の知覚を拡張・強化する技術で
ある。例えば，設備の保守・点検の現場で，モバ
イルデバイスのカメラを通して配管を見ると，現
実の映像に重ねてセンサーで得られた温度や圧力
を表示したり，その配管についての申し送り事
項や修理履歴を表示したりする。富士通は，製造
や流通，データセンターなどの現場で発生する業
務課題を解決するため，AR技術の統合基盤であ
るFUJITSU Software Interstage AR Processing 
Serverを提供している。
● モバイル向けアプリケーション基盤ミドル

ウェア
モバイルデバイスを活用するシーンでは，優れ
たユーザーインターフェースを持ったアプリケー
ションが必要となる。現場業務での利用シーンを
分析すると，現場作業や移動中での使い勝手の良
さに加えて，データ漏えい防止などのセキュリティ
確保，メッセージ到着を確実に保証できるプッシュ
通知，多様なデバイス向けに共通開発できる生産
性向上が大きな要件となってくる。
これらの要件の背景には，PCに比べて持ち歩き
やすくなったことでモバイルデバイス自体を紛失
するリスクが増大したことや，走行中車両や地下
など電波状態が安定しない場所での作業を前提と
せざるを得ないことなど，モバイル特有の使用環
境がある。また，ハードウェアやOSの進化が速く，
頻繁に提供される新機種や新OSへの素早い追従が
欠かせない。
富士通は，このようなモバイル利用特有のニー
ズに応え，セキュリティを確保した使い勝手と開
発生産性を向上させるモバイル向けアプリケー
ション基盤としてFUJITSU Software Interstage 
Mobile Application Serverお よ び サ ー ビ ス 基
盤 で あ るFUJITSU Cloud PaaS MobileSUITE
（MobileSUITE）を提供している。

● モバイル環境からのメインフレーム活用
在庫確認，配送状況確認，発注，修理完了報告
など，モバイルデバイスを活用して社外で業務を
行う際に，従来からある業務システムへのアクセ
スが必要となるケースが多い。業務システムには
メインフレームで構築されたものも数多く稼働し
ており，モバイルデバイスでの活用には，端末画
面のユーザーインターフェースの乖離や外部から
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の性能や使い勝手は大きく向上してきた。しかし，
大量のデータ登録や処理に耐えられる高性能なDB
を構築し，日々データの安全性を確保しながら運
用を続けるには，ハードウェアとDBを最適に組み
合わせ，要求に応じたバックアップやリカバリー
手順を設計する高度な運用スキルが必要となる。

FUJITSU Integrated System HA Database 
Readyは，富士通が基幹システム向けのDB構築経
験で培ったDB技術と最新ハードウェアを統合し，
高性能・高可用でありながら，業務部門でも導入・
設計・運用できる容易性も兼ね備えた垂直統合型
のDBである。
● InfiniBandを使用した超高速データ管理
ビッグデータ分析の基となるデータは，eコマー
スなどのWebシステムで発生するのが典型的であ
る。インターネットから不特定多数の要求を受け
付けるWebシステムでは，リクエスト量が増大し
ても，利用者を待たせることなく確実に受注処理
する必要がある。そのため，スーパーコンピュー
タ分野などで適用が広がっているネットワーク技
術のInfiniBandを使用した超高速インメモリデー
タ管理技術を使い，数百マイクロ秒オーダーの低
レイテンシーでのトランザクションを実現してい
るミドルウェアがFUJITSU Software Primesoft 
Serverである。

ようにするソリューションFUJITSU Business 
Application Operational Data Management & 
Analyticsを提供している。
● 多様なデータ統合，リアルタイム情報活用を

実現
業務部門でのリアルタイムな情報利活用に向け
て，既存の業務データに加えて，日報などの社内
データ，SNSなどのオープンな外部データといっ
た多種多様な大量のデータを，分析に向けて素早
く準備し，容易に管理できるようにする必要が
ある。
そのために，富士通では，様々なデータソース
から多様な形式のデータを収集・蓄積できるデー
タストレージ，データウェアハウス向けの高速な
カラムストア型のデータベースエンジン，直感
的なGUI（Graphical User Interface）ベースの
データ加工ツール，それらの運用管理ソフトな
どデータ管理関連機能を一つに統合し，素早く利
用を開始できるハードウェアアプライアンス製品
FUJITSU Integrated System Analytics Readyを
提供している。
● 垂直統合型データベースシステム
大量のデータを確実に蓄積し，高速に処理する
ためにデータベースシステム（DB）が最も幅広く
利用されている。近年，CPU，メモリ，ストレー
ジ，ネットワークの高速化・大容量化により，DB

図-3　FUJITSU Big Data Initiativeの体系とミドルウェア
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Cloud Initiativeを支えるミドルウェア

クラウドに代表されるIoT時代のサービス基盤に
よって，今後あらゆる人・情報・モノがつながり，
必要なタイミングで必要な情報・サービスが利用
できるようになる。これが「オンデマンド・エブ
リシング」である。急速に変化するビジネス要件
に応じて，システムの追加・変更を素早く容易に
行える特長を持つことから，クラウドはビジネス
や社会の中でイノベーション創出を支える重要な
基盤となっていく。一方，スケールアウト可能な
アプリケーション設計，ハードウェアやソフトウェ
アの障害を見込んだ運用を行う必要があるなど，
従来のオンプレミス型業務システムの構築・運用
経験だけではノウハウが不足する問題が明らかに
なってきている。
このような課題に対応し，お客様にクラウド活
用の最適解を提供するために，製品・サービス群
を体系化したものがFUJITSU Cloud Initiativeで
ある（図-4）。（6）この中でミドルウェアは，オープ
ンな標準技術に基づいて，環境変化に柔軟かつ高
信頼なクラウド運用機能を提供している。以下に，
この新しい価値を提供するミドルウェアの概要を
説明する。
● OpenStackを活用したクラウドリソース管理
富士通は，クラウドを支えるリソース管理ミド

Cloud Initiativeを支えるミドルウェア
ルウェアとして，FUJITSU Software ServerView 
Resource Orchestratorを提供してきた。この製品
の技術は，富士通の提供するパブリッククラウド
であるFUJITSU Cloud IaaS Trusted Public S5に
も共通して適用されている。
近年，クラウド領域ではオープンソースソフト
ウェア（OSS）を利用する動きが活発になって
おり，その代表がOpenStackである。富士通も
OpenStackコミュニティに参画し，技術面で貢献
している。
今後，多くのクラウドのインフラ機構がオープ
ンな仕様で使えるようになって，お客様資産の移
植性が高まる方向に進むであろう。この流れの
中で， ServerView Resource Orchestrator にも
OpenStack技術を取り入れ，オープンなAPIを提
供するとともに，従来から取り組んできたリソー
スの設定簡易化や可視化などの技術を組み合わせ，
信頼性が高く利用しやすいクラウドのインフラ構
築を可能としていく。
● SDNによる柔軟かつ運用が容易なクラウド
クラウド上でのリソース配備に柔軟性を高める
ための中核技術が，ソフトウェアによってネット
ワーク構成や設定を動的に制御するSDN（Software 
Defi ned Network）である。
富士通のSDNアーキテクチャ FINCA（FUJITSU 

Inte l l igent  Networking  and  Comput ing 

クラウドの種類

お客様先 データセンター

プライベートクラウド
（オンプレミス）

プライベートクラウド
（ホステッドサービス）

お客様専用 お客様専用 お客様共用

データセンター/FUJITSU Security Solution

ネットワーク

デバイス

FUJITSU Managed Infrastructure Service FENICS

PC/タブレット/スマートフォン

DC/セキュリティ

FUJITSU Cloud IaaS

運用

導入

アプリケーション
（SaaS）

プラットフォーム
（PaaS）

インフラ
（IaaS）

各種SaaS（約100種）

FUJITSU Software FUJITSU Cloud PaaS

クラウドインテグレーションサービス
（マルチベンダー/ハイブリッド/統合運用/業種特化）

Dynamic Integrated Systems

HA Database Ready

Cloud Ready Blocks

A5 for Microsoft AzureSmart Biz Connect

MobileSUITE パートナー
クラウド

A5 for Microsoft Azure

オフコンサービス

Trusted Public S5

S5専用サービス
Private
Hosted

RunMyProcess

HyConnect/
オープンパブリック

NIFTY Cloud

ミドルウェア

パブリッククラウド

図-4　FUJITSU Cloud Initiativeの体系とミドルウェア
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Architecture）に基づくクラウド基盤管理ソフト
ウェア（ServerView Resource Orchestrator）と
ハードウェア（CFX，IPCOM VX）によって，柔
軟で容易に運用できるクラウドシステムやデー
タセンターを実現する｡ 今後は，オープンなク
ラウドを活用したISV（Independent Software 
Vendor）と連携したエコシステム強化に加え，物
理と仮想ネットワークの関係性，およびネットワー
クトラブルの影響範囲の把握を容易にするため，
物理・論理のネットワークを可視化し，また，利
用者に応じたセルフサービスを強化することによ
り，クラウド運用の更なる向上に貢献していく。
● ハイブリッドクラウドのライフサイクル管理
企業でのクラウド活用が本格的に進展するのに
伴い，データセンターにハードウェアリソースや
運用が集約される。データセンターの運用管理者
にとっては，管理対象が飛躍的に増大するととも
に，頻繁に発生する要件追加・変更への運用対処
が必要になる。このため，作業負担が増大し，従
来の運用改善を越える抜本的な運用効率化が求め
られるようになった。
このような課題の解決に向け，富士通は，ク
ラウドを構成するハードウェアと様々な業務シ
ステムを構成する様々なミドルウェアを統合管
理できるライフサイクル基盤ミドルウェアとし
て，FUJITSU Software Systemwalker Software 
Confi guration Managerを提供している。また，オ
ンプレミス，プライベートクラウド，各社パブリッ
ククラウドからなるハイブリッドクラウド環境に
向けた利用者向けポータルを構築できるFUJITSU 
Software Systemwalker Service Catalog Manager
を提供している。
● 環境変化に柔軟に対応できる運用自動化
クラウド環境へシステムが集約されたことで，
運用管理対象のサーバ，OS，ミドルウェアなどの
インフラが増加し，従来の手順書に従っての人手
の作業での運用は限界に近づいている。このため，
インフラが増加しても運用負荷を増大させない自
動化の仕組みを構築しなければならない。しかし，
クラウドへの集約では，多種多様なハードウェア
やミドルウェアが混在することになり，自動化を
阻害してきた。
この課題に対して，富士通は，FUJITSU 

Software Systemwalker Runbook Automationを
提供し，ハードウェア機種やOS，ミドルウェアな
どの違いをシステムとして吸収し，自動化プロセ
スの記述を共通化することで解決を図っている。
また，運用プロセスの任意のポイントで柔軟に中
断や再開できる機能によって，例外事象への対処
も容易にしている。
● クラウド向けの高信頼/高可用クラスタシステム
クラウドでは，サーバの高可用性を確保するた
めに，独立したデータセンター間に配備されたサー
バ間で冗長構成を採るのが一般的になっている。
しかし，クラウド上の業務システムにおいても，
ビジネスの機会損失を防ぐために，サーバの異常
発生時に極めて短時間に待機系への引継ぎを行い，
業務停止の影響を極小化する必要性のあるシステ
ムも多く存在する。そのため，データセンター内
における迅速な異常検出と確実な業務継続を可能
とする高信頼性が必要となる。
このような要件に応えるミドルウェアが

FUJITSU Software PRIMECLUSTERである。

Security Initiativeを支えるミドルウェア

モバイルデバイスやクラウドが普及するにつれ
て，社内だけでなく，どこからでも業務に必要な
データにアクセスできるようになって利便性は向
上した。しかし，一方では，データ詐取やシステ
ム破壊を意図的に狙った標的型のサイバー攻撃が
高度化してきており，セキュリティリスクはます
ます高まっている。セキュリティ対策を怠れば，
モバイルデバイスからの情報漏えいや攻撃者の操
作によるシステム停止の拡大という最悪の事態を
招くおそれがある。このため，脅威を検知した後，
いかに早く攻撃を無効化できるかが重要である。
富士通は，従来からセキュリティ関連製品・サー
ビスを継続的に開発・提供してきた。その運用ノ
ウハウを反映し，お客様のシステムや運用の強化
および教育・訓練を統合的に実現するために，製品・
サービスを体系化したものがFUJITSU Security 
Initiativeである（図-5）。（7）この中でミドルウェアは，
富士通自らの実践に基づいたセキュリティ管理機
能を提供している。以下に，この新しい価値を提
供するミドルウェアの概要を説明する。

Security Initiativeを支えるミドルウェア
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● 実践知に基づくサイバー攻撃対策技術
日々高度になるサイバー攻撃に対しては，侵入
を防ぐ対策はもちろん必要だが，更に，防御策が
あっても侵入を完全には防げないという前提に
立って備えるべきである。侵入されたとしても，
迅速で確実な対応を取ることで被害拡大を抑える
ことが重要である。
富士通では，自社システムがサイバー攻撃を受
けた場合の対処プロセスを規定することで対処の
質を上げ，更にこのプロセスを自動化すること
で初動対処の時間短縮と人的リソースの低減を
実現してきた。この対処プロセスとその自動化
の仕組みを組み込んだミドルウェアがFUJITSU 
Software Systemwalker Security Controlである。
● 情報漏えいを未然に防ぐ端末管理技術
サイバー攻撃は，OSやミドルウェアで発見され
た既知の脆弱性を狙ってくるものが多い。そのた
め，サーバやパソコンなど，ソフトウェアを使う
全てのICTリソースには，最新版への更新や修正
（パッチ）適用が欠かせない。また，モバイルデバ
イスの普及により，個人所有の機器を業務に使用
するBYOD（Bring Your Own Device）や，社給機
器に一般向けのアプリストアからアプリケーショ
ンを入手して利用する使い方を避けられなくなっ
ている。対象となるデバイスやアプリケーション
の種類は増加の一途をたどっており，速やかなパッ

チ適用や，危険なアプリケーションの検知・排除
がシステム管理者にとって非常に難しくなってき
ている。
富士通は，これまで，主として業務で利用される
パソコンを対象に，情報漏えい防止のためのミド
ルウェアとしてFUJITSU Software Systemwalker 
Desktopシリーズを提供してきた。このミドルウェ
アに，上記の課題を解決するためのモバイルデバ
イス向けの管理機能や標的型攻撃に対する防御機
能を追加し，幅広くセキュリティを高めるよう改
善を図った。

む　　す　　び

ミドルウェアを取り巻く環境は大きく変化して
きた。従来の基幹システムで求められた堅ろう性，
高性能に加えて，ビジネス現場でのイノベーショ
ンを実現するため，モバイル，ビッグデータ，ク
ラウド，セキュリティなどの新しい技術要素を組
み込み，安心・安全かつ容易に利用できる基盤と
なる必要が出てきている。
この要求に応えるため，本稿で紹介したミドル
ウェアやソリューションはオープンな技術と従来
から培ってきた高信頼，高性能を実現する技術を
融合して提供し，機能や使いやすさを改善してき
た。今後も，各Initiativeの中核として，実践で
得られたノウハウを製品に組み込むことによって，

む　　す　　び

図-5　FUJITSU Security Initiativeの体系とミドルウェア
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更なる向上に取り組み，お客様のビジネスイノベー
ションを支えるミドルウェアを提供していきたい。
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