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あ ら ま し

企業を取り巻く厳しい環境の中，経営方針に応じた業務プロセスやICTシステムの柔軟
な変更，およびコスト削減が求められていることを背景に，クラウドサービス（以下，ク

ラウド）活用が本格的に進展している。今日では，プライベートクラウドに加え，パブリッ

ククラウドを併用したハイブリッドクラウドを運用する企業も増えつつある。一方，ク

ラウド活用に伴う管理対象の拡大や管理対象リソースのバリエーション増加，管理対象

リソースの変動などにより，ICTシステム全体を鳥瞰した管理が困難になっている。更に，
情報システム部門が企業内の全クラウドを統制しきれず，その結果ICTリソースの全社的
な最適化ができないといった新たな課題も生まれている。

本稿では，こうしたクラウド活用に伴う課題の解決に向け富士通が開発したFUJITSU 
Software Systemwalker Software Configuration Managerと，その特長であるハード
ウェアから仮想環境，OS，ソフトウェアまでの構成情報の一元管理と自動収集技術，
FUJITSU Software Systemwalker Service Catalog Managerによるクラウドの利用統
制実現，および自動配備技術について述べる。

Abstract

The difficult business climate in which companies find themselves today is forcing 
them to make their business and technology processes more flexible and less costly in 
accordance with their business policies.  Many companies are doing this by making 
greater use of cloud computing systems, and there are a growing number of companies 
that use hybrid clouds, which combine a private cloud with a public cloud.  These 
trends are increasing the number and variety of resources that must be managed.  
Moreover, the resources themselves are changing, making it difficult to gain the bird’s 
eye view of the entire information and communications technology (ICT) system that 
is needed to manage it.  Furthermore, new issues are arising, such as the inability of 
information system departments to control all the clouds used within companies, or 
to optimize ICT resources on a company-wide basis.  This paper introduces FUJITSU 
Software Systemwalker Software Configuration Manager, developed by Fujitsu, and 
its technologies for centrally managing and automatically acquiring configuration 
information for everything from hardware to virtual environments, operating systems, 
and software.  It also introduces FUJITSU Software Systemwalker Service Catalog 
Manager and its technologies for controlling cloud usage and automatically deploying 
services. 
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し，契約，運用管理を行うケースが増えている。
こうした，企業内のクラウド環境の複雑化に伴
い，以下のような新たな課題が発生している。こ
れらの課題を解決することが，効果的にクラウド
を活用する第一歩である。
（1） 構成情報の一元管理と見える化

ICTシステムの運用には，システムの構成情報を
把握する必要がある。構成情報は，異常発生時の
影響範囲の特定に用いられるほか，最新の構成情
報から企業内のICTシステム最適化に向け，構成変
更計画の立案に用いられる。構成管理を行わない
場合，インシデントへの対処，トラブルの原因究
明，変更管理などができないといった深刻な問題
に直面する。物理リソースと，仮想化により動的
に変化する論理リソースの構成情報を一元管理し，
常に企業内の構成情報を最新に保つことが重要で
ある。
（2） パッチレベル・パラメーターの維持
サーバ集約による管理対象サーバの増加と，使
用するソフトウェアのオープン化やマルチベン
ダー化により，管理対象のOSとソフトウェアは多
様化・増加傾向にある。更に，ハイブリッドクラ
ウドの利用により，クラウドの動作環境も多様化
し，構成管理は困難さを増している。従来のスプ
レッドシートベースの管理では，情報の反映漏れ
やチェックミスなどによりサービスレベルを低下
させる要因になっている。
各クラウド環境で稼働するOS，ソフトウェアの
パッチレベル，パラメーターを把握し，適切な状
態に保つには，前述の構成管理の一元化が重要で
ある。パッチ，パラメーター情報の自動収集と見
える化に加え，複数のサーバに対するパッチ適用，
パラメーター設定を単一のビューから実行できる
仕組みが必要である。
（3） マルチクラウド環境におけるサービス一元管理
仮想環境だけでなく，業種ごとに様々なサービ
スが数多く提供されている。企業では新たなシス
テムを構築する際に，ビジネスや開発環境の早期
立ち上げの観点から，クラウドの利用を第一に検
討するクラウドファーストの考え方が浸透してき
ている。
一方で，クラウド利用に当たり，営業部門や開
発部門などの利用部門が，パブリッククラウドを

ま　え　が　き

企業を取り巻く厳しい環境の中，経営方針に応
じた業務プロセスやICTシステムの柔軟な変更，お
よびコスト削減が求められ，企業におけるクラウ
ドの活用が本格的に進展している。今日では，プ
ライベートクラウドの利用だけでなく，パブリッ
ククラウドを併用したハイブリッドクラウドを運
用する企業も増えつつある。
一方で運用管理者は，センター集約やソフトウェ
アのマルチベンダー化などにより，管理対象の拡
大，管理対象リソースのバリエーション増加，管
理対象リソースの変動など，ICTシステム全体を鳥
瞰した管理が困難になっている。更に，ハイブリッ
ドクラウドの運用では，情報システム部門が企業
内の全クラウドを統制しきれず，その結果ICTリ
ソースの全社的な最適化ができないといった新た
な課題も生まれている。
富士通では，クラウドのインフラリソースを管
理するFUJITSU Software ServerView Resource 
Orchestrator，（1）稼働監視を行うFUJITSU Software 
Systemwalker Centric Manager（2）といったクラ
ウドの運用・保守で必須となる機能を製品化
し，国内外のクラウド市場に展開してきた。前
述のハイブリッドクラウド環境における運用・保
守上の新たな課題を解決するため，ハードウェ
ア・ソフトウェアを統合管理できる構成管理製
品FUJITSU Software Systemwalker Software 
Confi guration Manager（CF-MG）（3）と，プライ
ベートクラウドとパブリッククラウドのサービス
を一元的に管理できるサービス管理製品FUJITSU 
Software Systemwalker Service Catalog Manager
（CT-MG）（4）に新たな技術を採用した。
本稿では，CF-MGが採用した構成管理技術，お
よびCT-MGが採用したサービス管理技術について
述べる。

クラウド環境における運用・保守の課題

クラウド環境において，ICTシステムは仮想化さ
れた論理リソース上に構築され，機能要求，性能
要求に応じ，システム構成は頻繁に変化する。また，
ハイブリッドクラウド環境では，情報システム部
門の手を離れ，利用部門が独自にクラウドを選択

ま　え　が　き

クラウド環境における運用・保守の課題
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更されるものではなかった。一方，クラウド環境
においては，物理リソースに加え仮想化リソース
を管理する必要がある。ユーザー操作により多様
な仕様の仮想サーバが動的に作成されるのに加
え，仮想化管理ソフトウェアによるリソース最適
化やオートスケーリング機能により頻繁に構成が
変化する。CF-MGは，物理リソースから動的に変
化する仮想リソースの構成情報をディスカバリー
技術によって自動収集・一元管理し，企業内のイ
ンフラ構成情報を常に最新に保つ機能を提供する
（図-2）。
物理サーバの構成情報は，サーバの監視，制御
を行うための標準インターフェースであるIPMI
（Intelligent Platform Management Interface）を
介して自動収集する。これにより，富士通製サー
バだけでなく，他社サーバを管理できる。
ソフトウェアの構成情報は，ユーザーが作成可
能なプラグインにより収集する。富士通製ミド
ルウェア約20製品のパラメーター情報の収集に
標準で対応するほか，プラグイン作成によりISV

独自に契約するケースが増えている。利用部門が
独自に契約したパブリッククラウドは，企業内で
別の部門と共通利用できず，かつ複数の利用部門
が同じクラウドを利用する場合も考えられ，ICTリ
ソースの全社的な最適化を妨げる要因にもなる。

クラウド構成管理への取組み

富士通では，クラウド環境の構成管理を支える
製品としてCF-MGを提供している。

CF-MGは，ハードウェアから仮想環境，OS，ソ
フトウェアまでの構成情報をディスカバリー技術
により自動収集し，一元管理，可視化する製品で
ある。更に，OS，ソフトウェアに対してパッチ適
用，パラメーター設定を一括して行う。これにより，
OS，ソフトウェアのパッチレベル，パラメーター
を常に監視し，設計どおりの状態に保つことがで
きる。CF-MGの概要を図-1に示す。
● インフラ構成情報の自動収集・一元管理
従来の物理リソースをベースとした業務システ
ムの構成は，システム構築時に決まり，頻繁に変

クラウド構成管理への取組み
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め，ツリー構造のデータの格納に適したデータベー
スが必要である。CF-MGでは，データ構造の拡
張が容易で，ツリー構造のデータの格納に適した
XMLデータベース製品であるFUJITSU Software 
Interstage Shunsaku Data Manager（5）をCMDBの
データベースエンジンとして採用している。
（2） トラブル発生時の原因追究，影響範囲把握
物理サーバ，VM（Virtual Machine）ホスト，
ゲストOS，業務システム間の依存関係を収集
し，可視化することでトラブル発生時のトラブル
シューティングを迅速化できる。また，保守作業
時に影響範囲を容易に把握できる（図-3）。
● パッチレベル・パラメーターの維持

OS，ソフトウェアの種類，動作環境の多様化に
より，パッチレベルや，パラメーター情報の管理
が複雑になっている。CF-MGでは，これらの情報

（Independent Software Vendor）ソフトウェアに
も対応する。
構成情報の一元管理により以下が可能となる。

（1） 構成管理データベースとして活用
CF-MGは，自動収集した構成情報をCMDB

（Confi guration Management Database）と呼ぶ
構成管理データベースで管理する。自動収集した
構成情報のほか，データセンター固有の資産情報，
保守情報などをCMDBで管理でき，データセンター
の構成情報データベースとして活用できる。また，
構成情報をファイルに出力でき，台帳やレポート
の作成に活用できる。
データセンターを構成するハードウェア，ソフ
トウェアは多様であり，構成情報のデータ構造を
一意に決めることができない。また，ハードウェア，
ソフトウェアの依存関係を管理する必要があるた

図-3　依存関係の可視化

図-2　ディスカバリーの概念
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いる。CT-MGは，サービス事業者が提供するクラ
ウドや企業内の業務システムをサービスカタログ
として管理し，サービスポータルから利用部門へ
サービスとして提供できる。CT-MGの概要を図-5
に示す。
● クラウドサービスブローカー
従来，情報システム部門の業務は，企業内のシ
ステム構築や利用部門向けのサービス構築が中心
であった。クラウドの利活用が進展した現在，情
報システム部門の業務はクラウドと契約を行い，
サービスカタログを通して，社内の利用部門へク
ラウドを提供するクラウドサービスブローカーと
しての役割が期待されている。
クラウドサービスブローカーとは，サービス事
業者が提供するクラウドを取捨選択し，サービス
利用契約を締結する。契約したクラウドを自社の
サービスカタログを通して利用部門へサービス提
供する仲介モデルである。
以降では，情報システム部門がCT-MGを使用し
て，クラウドの利用統制とサービス配備を自動化
する方法を紹介する（図-6）。
● クラウドの利用統制
利用統制に当たり，情報システム部門は企業内
で利用頻度が高いサービス，必要不可欠なサービ
スなどの要件を把握し，利用するクラウドを選択
する。以降では，情報システム部門がクラウドを
選択後，CT-MGのサービスカタログとサービス利
用申請機能を使用して，クラウドを利用統制する
方法を示す。
（1） サービスカタログへの登録
情報システム部門は，CT-MGを使い利用部門へ
提供するクラウドをサービスカタログに登録する。
サービスカタログには，サービスの内容，利用料
金を定義する。

を自動収集し，CMDBで一元的に管理する。また，
これらの情報を一括設定し，最適な状態に保つこ
とでクラウド環境におけるパッチレベル，パラメー
ターの維持を実現する。
（1） OS/ソフトウェアパッチの一括適用

CF-MGコンソールから，OSやソフトウェアに
適用済みのパッチ情報を確認でき，パッチ適用操
作が行える。適用すべきパッチが適用されていな
いサーバにはアラートが表示されるため，適用漏
れを防ぐことができる。OSパッチは，Windows，
Linux，Solarisに対応し，ソフトウェアについては，
富士通製ミドルウェアに対応しているほか，ISVソ
フトウェアにも今後対応予定である（図-4）。
（2） ソフトウェアパラメーターの一括設定
パラメーターの実態値を収集するディスカバ
リー定義と，パラメーターを設定する設定定義を
対で管理することにより，ディスカバリーによる
実態値をベースとして，パラメーターを設定でき
る。設定後に実態値を再収集することで，設定が
正しく反映されたかどうかを確認できる。また，
パラメーター値をファイル出力することで，パラ
メーターと設計値との比較確認や，サーバ間での
設定値の比較に利用できる。
パラメーターの設定は，富士通製ミドルウェア
約20製品に標準で対応するほか，プラグイン作成
によりISVソフトウェアにも対応する。

マルチクラウド環境のサービス管理技術

富士通では，企業内で使用するサービスを統合
管理できるミドルウェアとしてCT-MGを提供して

マルチクラウド環境のサービス管理技術

図-4　パッチ管理の概念 図-5　CT-MGの概要
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CT-MGが提供するサービスカタログは，Unicode
を用いて複数の言語を設定できる。本機能により，
同一サービスカタログを異なる言語でWebブラウ
ザに表示でき，異なる地域間でも共通のサービス
を提供できる。また，サービス料金の設定では，
ISO 4217に準拠した161の通貨を定義でき，支払・
請求額の計算の際にグローバル拠点で指定した通
貨を用いて計算できる。
情報システム部門がクラウドをサービスカタロ
グへ登録後，利用部門へ公開することで，利用部
門からクラウドの利用申請ができるようになる。
（2） サービス利用申請と承認

CT-MGは，イベント通知インターフェースを具
備している。利用部門がサービスポータルからサー
ビス利用申請を行うと，CT-MGは利用申請イベン
トをWebサービスで指定したエンドポイントへ通
知する。情報システム部門は，CT-MGからの利用
申請イベントを受け付け，企業で定義した承認フ
ローに沿って，申請に対する承認・却下ができる。
● サービス配備の自動化
情報システム部門は，クラウドをワンストップ
で利用部門へ提供できる機能を揃える必要がある。
特に，利用部門がサービス利用申請から即時にク
ラウドを利用できるよう，クラウドへのサービス
配備を自動化しておくことが重要である。
（1） サービス配備の自動化

CT-MGでは， FUJITSU Cloud IaaS Trusted 
Public S5，FUJITSU Cloud A5 for Microsoft 
Azure，OpenStackなどとの連携アダプターを提供

している。連携アダプターを用いることで，サー
ビス配備やオペレーションを自動化できる。サー
ビス利用申請が承認された際，CT-MGは連携アダ
プターを通して，該当クラウドが持つプロビジョ
ニングAPIへ通知し，サービスを自動配備する。自
動化により，情報システム部門はサービス配備に
関わる作業から解放されるとともに，利用部門は
短期間でクラウドを利用できるようになる。
（2） リソースに対するオペレーション自動化
利用部門はCT-MGのサービスポータルから契約
中のリソースに対し，サービスカタログを通して
仮想サーバの起動・停止などのオペレーションを
セルフサービスで実行できる。
・ 仮想サーバの起動・停止
夜間，使用しない仮想サーバは停止しておくな
ど，利用状況に応じて仮想サーバを起動・停止で
きる。
・ 構成変更
配備済の仮想サーバに対し，負荷が増加した際
にサーバを増設するなど，仮想サーバの負荷やシ
ステム拡張などの要望に応じて構成変更できる。

む　　す　　び

本稿では，クラウド活用に伴う課題解決に向け，
富士通が開発したCF-MGが提供するクラウド構成
管理技術，およびCT-MGが提供するサービス管理
技術について述べた。ICTシステムの柔軟な変更，
コスト削減への要求は厳しく，今後クラウドの活
用が必須となっていくと予想される。

む　　す　　び

図-6　クラウドサービスブローカーモデル
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次世代クラウドの運用管理技術

CF-MGでは，今後以下の項目を強化する予定で
ある。
（1） パッチ管理対象の拡充
ファームウェア，ハイパーバイザーのパッチ管
理機能に対応し，インフラからソフトウェアのパッ
チまでを包括的に管理可能とする。
（2） ソフトウェアの配付機能
ソフトウェアを管理対象サーバに配付し，イン
ストール可能とする。
また，CT-MGでは，以下の項目を強化する予定
である。
（1） 連携先クラウドの拡充
クラウド連携アダプターを拡充し，連携先の拡
充と多様化するクラウドを追従する。
（2） 課金シミュレーション
利用部門の利用傾向や特性から，配備したクラ
ウドリソースに対する概算価格を見積もる。
両製品とも，クラウドにおける運用課題解決に

向け，製品開発に取り組んでいきたい。
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