
ソリューション概要
 

FUJITSU* Server PRIMEQUEST* 

2800E2/2400E2の動的構成制御 

機能によって、ビジネスへの影響を 

最小限に抑えつつ、システムの 

信頼性と可用性を最高レベルに 

引き上げることができます。

概 要

RASIS（信頼性、可用性、保守性、完全性、セ
キュリティー）という概念は、クラウド・サービス・
プロバイダーや企業のデータセンター・オペ
レーターにとって、最も重要な考慮点です。統
合環境や仮想化環境では、ハードウェアに1つ
でも不具合があれば、数百台もの仮想マシン
と数十もの顧客の部門アプリケーションが停
止する可能性があります。

Red Hat* Enterprise Linux* 7（RHEL 7）が
動作するミッション・クリティカルなFUJITSU* 
Server PRIMEQUEST* 2800E2/2400E2
で提供される動的構成制御機能は、このよう
な致命的な事態が起こる可能性を大幅に低
減します。この機能により、オペレーティング・
システムをシャットダウンすることなく、プロ
セッサーとメモリーを搭載したシステムボード
や PCIe*カードを搭載した I/Oユニットを活
性挿抜することができます。RHELが動作する
PRIMEQUEST*の耐故障性によって、回復可
能なハードウェアの故障発生後も、システム運
用を継続することができます。動的構成制御に
よって、故障の発生したユニットのみをオフラ
インにして、予期せぬダウンタイムを発生させ
ることなく正常なユニットに交換することが可
能になります。

高度に統合された環境では、オペレーターは、
数多くの仮想マシンを搭載したサーバーを運
用しています。このように大規模なアプリケー

ション環境でシステムダウンが起こると多額の
コスト損失が発生します。そのため、これらの
サーバーでは、極めて高い信頼性と耐故障性
の確保が求められます。Infrastructure as a 
Service（IaaS）を提供するクラウド・オペレー
ターも、標準的な2-wayサーバーで数百台の
仮想マシンを実行している場合などには、同じ
ような状況に直面します。可能性は少ないとは
いえ、不幸にもハードウェア故障が発生してし
まった場合、その上で動作するすべてのアプリ
ケーションが停止する可能性もゼロではありま
せん。オペレーターは通常、サービス契約書に
免責事項を記載することで法的責任を軽減し
ようとしています。しかし、そうすることで短期
的な法的責任は軽減されるかもしれませんが、
サービスレベルが下がることにより、サービス
プロバイダーとしての競争力が低下し、結果と
して、同様の要求を満たす能力を備えた別のプ
ロバイダーに顧客を奪われる可能性があります。

ミッション・クリティカルな業務に携わるオペ
レーターは、このような選択をするべきではあ
りません。極めて信頼性の高いインフラストラ
クチャー・ソリューションを用いて、妥協のない
サービス品質（QoS）を提供する必要があるの
です。動的構成制御は、高度な故障監視と回
復機能を備えており、最新バージョンのRHEL
が動作するPRIMEQUEST*サーバーと他の
競合製品とを差別化します。この機能によって、
ミッション・クリティカルな業務に携わるオペ
レーターは予定外のダウンタイムの発生を減
らすことができます。

動的構成制御でファイブナイン 
（99.999%のアップタイム）を達成
決め手はシステムが動作したままでの動的構成制御
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導入事例

ハードウェア故障の 
ダウンタイム "0"での回復

ハードウェア故障が起こる可能性は必ず存在
します。高可用性システムにとっての目標は、
ハードウェア故障が発生した場合でもアプリ
ケーションの実行を継続できるようにすること
です。PRIMEQUEST* 2800E2/2400E2シ
リーズのシステムボードには、2基のプロセッ
サーとそれに対応するメモリーが搭載されて
います。

PRIMEQUEST*システムボードのメモリーは
ミラーリングされているため、ミラーリングさ

れたセットのどちらか一方に訂正不可能なメ
モリーエラーが発生した場合でも、通常はア
プリケーションの実行を継続できます。Red 
Hat* Enterprise Linux* 7では、ワークロー
ドをシームレスに移行する機能をOSレベルで
サポートしています。しかし、さらに故障が発生
すると、システムボードの故障はシステムダウン
を引き起こすことになります。

PRIMEQUEST*のアーキテクチャーでは、シ
ステムボードにおいて回復可能な故障が発生
した場合、システムを停止させることなく新し
いシステムボードや I/Oユニットを追加また
は削除できます。こうした機能を動的構成制御
（DR）と呼びます。メモリー・ミラーリング機
能に加え、RHELは I/Oのエラーを検知し、そ

れに応じてトラフィックをルーティングする機
能を備えています。新しいサブシステムがオン
ラインになるまでのわずかの間、システムが中
断される可能性はありますが、それでも、オペ
レーティング・システムとアプリケーションは、
それまでの状態を変えることなく実行が再開
されます。

システムを動作させたままアップグレード

動的構成制御によって、オペレーターは、サー
バーへの要求の変化を見越して、動作を継続
させながらシステムボードと I/Oユニットを追
加することもできます。この機能には、次のよ
うな利点があります。

•  新しいサブシステムの接続だけで、メンテ
ナンス・スケジュールの期間以外にシステム
を停止させる必要がない。

•  オペレーティング・システムが新しいハード
ウェアを検知して運用中の構成に追加する
ため、システムを再起動する必要がない。

•  初期導入時点で先行投資をする必要はなく、
必要になった時点でその都度新しいモジュー
ルを購入、追加できる。

システムを動作させたまま 
パーティションのサイズを変更

次に紹介するステップは、2つのパーティション
のサイズを同時に変更する機能です。この一
連の動作では、一方のパーティションのサイズ
を縮小して、もう一方のパーティションのサイ
ズをその分拡大します。この機能によって、ク
リティカルでないアプリケーションを実行して
いるもう一方のパーティションのサイズを縮
小し、クリティカルなアプリケーションを実行
しているパーティションをその分だけ拡大でき
ます。再構成されるモジュールはシステムボー
ドまたは I/Oユニットのいずれかだけでも実
行可能です。システム管理者はコントロール・
グループ（cgroups）などの高度なRHEL機能
を利用して、プロセス、アプリケーション、また
は仮想マシンのリソース・プライオリティーを
設定し、ワークロードのシームレスな移行を実
行できます。

図1.  システムボードの活性挿抜

図2.  I/Oユニットの活性挿抜
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実際の導入事例

ブラジルのある大企業は、次に示すような厳格
な要件に対応するためにRed Hat* Enterprise 
Linux*が動作するPRIMEQUEST*サーバー
を導入しました。

（1）  アプリケーションが求める要件に対応する
ためにハードウェア・リソースを動的に変
更する：この要件に応えるために、「シャッ
トダウン」することなくコンピューティング・
リソースを一方のパーティションから別の
パーティションに移動させています。そうす
ることで、月末には適切なERPサブシステ
ムを実行してスケジュールどおりに決算を
行い、需要のピークが過ぎれば元に戻すこ
とが可能になります。

（2）  季節限定のアプリケーションを実行する：
新しいアプリケーションを実行する余裕を
生み出すために、実行中のパーティション
からリソースを切り分け、需要が満たされ
た時点で解放しています。

（3）  最もクリティカルなアプリケーションが動
作するハードウェア・リソースを動的に増
加する：このアプローチによって、クリティ
カルでないアプリケーションを別のプラッ
トフォームに移行し、解放されたハード
ウェア・リソースを再利用することで、ミッ
ション・クリティカルなアプリケーションの
増加に対応しています。

これらのサーバーでは、データ・ウェアハウス、
POS請求システム、Webポータルなどの基幹
業務アプリケーションが実行されています。こ
の企業ではさらに、PHP（PCIホットプラグ）機
能を使ってPCIカード（HBAおよび LANカー
ド）をサーバー間で追加 /削除することを検討
しています。そうすることで、アプリケーション
をシャットダウンしたり、パーティションやサー
バー全体を再起動することなく、ストレージま
たはネットワーク帯域幅を追加できます。

図3.  システムボードとI/Oユニットのホットアド

図4.  動的構成制御を利用した再構成
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ビジネス継続性のサポート

ビジネス継続性の計画という観点からは、ビジ
ネスプロセスが中断された後で重要となる
パラメーターが2つあります。目標復旧時間
（RTO）と目標復旧時点（RPO）です。RTOと
は、ビジネスプロセスを復元するために想定さ
れる時間です。データは最新のバックアップの
時点までしか復旧できません。これが、目標復
旧時点（RPO）の定義です。保留中のトランザ
クションを除き、すべてが失われます。オペレー
ターはビジネスプロセスが復旧された後で許
容できる最大のデータ損失量を決めなければ
なりません。災害後、最後のバックアップまで
しかデータは復元できません。これがデータ復
元の「粒度」の定義です。頻繁にバックアップを
取ることで、発生する可能性のある最大データ
損失量を制限できます。

業務データを復元するためのセーフティー・ネッ
トとしてオペレーターがバックアップを使用で
きるような短期間の災害であれば、この粒度を
細かく設定することでデータの完全性を保つこ
とができます。例えば、サーバーのクラッシュで
トランザクションが中断されることがあります。
復旧プロセスでは、不完全なトランザクション
がどのような状態であってもロールバックし、
別のサーバーで再実行するか運用が復旧した
後に同じサーバーで再実行します。残念ながら、
構成（メモリー、ストレージなど）によってはこ
のプロセスに数分から数日かかる可能性があ
ります。

サーバーを再起動し、アプリケーションと再
同期するには、数分かかる可能性があります。
これは復旧までの平均時間、つまり平均修
復時間（MTTR）パラメーターで定義される
もので、RTOの粒度をさらに細かくしたもの
です。RHELが動作する FUJITSU* Ser ver 
PRIMEQUEST* 2800E2/2400E2では、避
けられないハードウェア故障が発生した場合
も、運用は継続されます。このサーバーでは、
充実したRAS（信頼性、可用性、保守性）機能
セットを備えたインテル® Xeon® プロセッサー 

E7 ファミリーを使うことで、サーバーの停止回
数を減らすことができます。例えば、インテル® 
Xeon® プロセッサー E7 ファミリー以外のプ
ロセッサーを搭載したサーバーではクラッシュ
の原因となるような、回復不可能なメモリー
エラーが発生した場合にも、Double Device 
Data Correction（DDDC）によってサーバー
は動作を継続することができます。メモリーエ
ラーが発生する前であっても同様です。ハイ
エンドなインテル® Xeon® プロセッサーの
アーキテクチャーでは、Scalable Memor y 
Interconnect（インテル® SMI）レーン・フェイ
ルオーバーとパケットリトライに加え、インテル® 
QuickPath インターコネクト（インテル® QPI）
リンク・トランザクションによるパケットリトラ
イがサポートされています。RHELの機能で
あるマルチパスと組み合わせることで、システ
ム管理者がメンテナンスを行うことを決定す
るかシステム・パフォーマンスが設定されたし
きい値以下になるまで、システムの可用性と、 
さらに重要なデータ・トラフィックが維持され
ます。

FUJITSU* Server PRIMEQUEST* のアーキ
テクチャーによって、オペレーターはプロセッ
サーとメモリーを搭載したシステムボードや
PCIe* カードを搭載した I/Oユニットをシステ
ムの動作中に交換することができます。そのた
め、このプロセス中にアプリケーションが中断
されて、損失が発生することがなくなります。こ
のようなケースでは、MTTRが実質的にゼロま
で短縮されます。予定されているメンテナンス
または予定外のメンテナンスの際に、オペレー
ティング・システムによって正式にサポートさ
れている物理コンポーネントの活性挿抜が可
能になります。

FUJITSU* Server PRIMEQUEST*の 
動的構成制御

前述のビジネス継続を実現する導入事例に対
応するため、Red Hat* Enterprise Linux* 7と組
み合わされたFUJITSU* Server PRIMEQUEST* 
2800E2/2400E2には、システムを運用しなが

らシステムボードとI/Oユニットのオンライン化
（物理的な追加）およびオフライン化（物理的
な削除）を実行する機能が搭載されています。

ソリューション・アーキテクチャー

ハードウェア

FUJITSU* Server PRIMEQUEST* 2800E2/ 
2400E2は、2-wayから8-wayへの拡張が
可能なインテル® プロセッサー・ベースのサー
バーであり、数世代にもわたるコンピューター・
システム開発によって改善され、進化してき
た先進の FUJITSU* アーキテクチャーを使用
してハイエンド機能を提供します。FUJITSU* 
Server PRIMEQUEST* 2800E2/2400E2を
Red Hat* Enterprise Linux* 7と組み合わせ
ることで、メインフレームやUNIX*サーバーなら
ではの信頼性、ハイパフォーマンス・コンピュー
ティング、インメモリー・コンピューティング、
リアルタイム分析という優れた特性を、オー
プンシステムのコストと柔軟性で実現でき
ます。FUJITSU* Ser ver PRIMEQUEST* 
2800E2/2400E2は、Linux* OSでシステム
ボードと I/Oの活性挿抜をサポートする、世
界初のオープン環境のサーバーです。ダウン
タイムを回避できるため、どのようなシナリオ
においてもMTTRを考慮する必要がなくなり
ます。

Red Hat* Enterprise Linux*

世界トップクラスのエンタープライズ向け
Linux*プラットフォームである Red Hat* 
Enterprise Linux*は、比類のない安定性と
柔軟性を提供します。Red Hat*ではエンター
プライズ・ワークロードの要件を対象として、
ソフトウェア・ベースの各種新機能を提供して
います。Red Hat* Enterprise Linux*は最新
のインテル® Xeon® プロセッサーの次世代耐
故障性機能を利用するためには不可欠なオペ
レーティング・システム機能を提供します。こう
したハードウェアとオペレーティング・システ
ムの機能を組み合わせることで、サーバーは、
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物理メモリー、I/O、ファブリックで発生した故
障への耐久性を獲得できます。

また、Red Hat*が提供するRed Hat* Enterprise 
Linux*向けの高可用性クラスター・ソリュー
ション（High Availabilityアドオン）を複数のシ
ステムに導入することで、ビジネス継続性の要
件への対応も可能となり、組織のビジネス・ク
リティカル・ワークロードに求められる高水準
の稼動率を実現できます。

参考資料

リファレンス・アーキテクチャー - 動的構成制
御でファイブナイン（99.999%のアップタイム）
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インテル® テクノロジーの機能と利点はシステム構成によって異なり、対応するハードウェアやソフトウェア、またはサービスの有効化が必要となる場合があります。実際の性能はシステム構成によって異な
ります。絶対的なセキュリティーを提供できるコンピューター・システムはありません。詳細については、各システムメーカーまたは販売店にお問い合わせいただくか、http://www.intel.co.jp/ を参照して
ください。
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インテル® Xeon® プロセッサー E7 ファミリーの詳細については、http://www.intel.co.jp/xeonE7/ を参照してください。
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