
 
 

 
 

基幹 IAサーバ“PRIMEQUEST”のパー
ティショニング技術と動的構成制御機能 

Partitioning Technologies and Dynamic Reconfiguration of  
PRIMEQUEST 

あらまし  

基幹IAサーバ“PRIMEQUEST”では，基幹システムとして必要とされる高性能，高信

頼性，高可用性，柔軟性をオープンプラットフォームにより実現している。とくにメインフ

レームに匹敵する高信頼性を実現する富士通独自の完全自立復旧型の2重化同期化機構

（DSSA：Dual Synchronous System Architecture）の搭載，オープンスタンダードの採用

（OS：Linux，Windows，プロセッサ：Intel Itanium2），データセンタに向けた 適化機

構（フレキシブルなパーティショニング，マルチOSスケールアウト，スケールアップ作業

に対応）を実現している。 
本稿では，これらを実現するための基礎技術を説明し，さらに，一つの筐体内を複数に

分割し，それぞれを独立したシステムとして動作させることができるExtended 
Partitioning（XPAR）と，それらのシステムを停止することなく構成変更を可能とする

Dynamic Reconfiguration（DR）について説明する。 

Abstract 

The PRIMEQUEST series of mission-critical IA servers provide the high performance, 
reliability, availability, and flexibility required for mission-critical systems on an open 
platform.  Particularly, these servers use the dual synchronous system architecture, which 
Fujitsu developed to achieve mainframe-class availability.  The series also adopt open 
standard, optimized functionality for data centers, for example, flexible partitioning, multi-
OS scale out, and scale up.  This paper describes some basic technologies of the 
PRIMEQUEST series and then explains extended partitioning (XPAR) and dynamic 
reconfiguration (DR).  XPAR can provide up to 16 partitions operating as independent 
systems by separately allocating a PRIMEQUEST’s resources, and DR is a mechanism for 
reconfiguring these partitions without needing a system reset. 
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ま え が き 

 富士通の基幹IAサーバ“PRIMEQUEST”(1)-(4)

は，基幹システムとして耐え得る高性能，高信頼性，

高可用性，柔軟性を実現するために各種機能を装備

している。とくに，今日では高性能，高信頼性のみ

ならず，365日24時間ビジネスを継続し，不要なコ

ストを削減して効率良くシステムを運用するために，

可用性，柔軟性に対する要求が厳しくなってきてい

る。これはCPU・IO単体の性能が向上してきてい

るために，より細かい粒度でシステムを構成し資源

を有効活用したい，また，負荷状況に応じてシステ

ムを停止することなく変更したいというお客様の要

求が，強くなってきていることが背景にある。 
 本稿では，PRIMEQUESTの各種機能を支える

基礎技術の概略について述べ，さらに今後強化され

る機能として，システムの可用性，柔軟性を向上さ

せるパーティショニング技術を取り上げる。とくに， 
Physical Partitioning（PPAR）と比較し，より細

分化されたシステム構成が可能な高度なパーティ

シ ョ ニ ン グ 技 術 で あ る XPAR （ Extended 
Partitioning）と，装置を停止させることなく，そ

れらパーティションを構成変更することができる動

的構成制御（DR：Dynamic Reconfiguration）の

二つについて詳細に述べる。 

PRIMEQUESTの基礎技術 

 PRIMEQUEST 580/540/520モデル(5)は筐
きょう

体内

にそれぞれ 大32/16/8個のCPUと 大2 Tバイト/ 
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図-1 PRIMEQUEST580モデルのシステム構成 
Fig.1-System configuration of PRIMEQUEST 580 

model. 

1 Tバイト/256 Gバイトのメモリ， 大32/16/8個の

PCIスロットが搭載可能である。580モデルのシス

テム構成を図-1に示す。システムボード（SB）に

は， 大四つのCPUと32枚のメモリ（DIMM：

Dual Inline Memory Module）が搭載される。IO
ユニット（IOU）には，ハードディスクドライブ

（HDD）やLANなどの周辺装置， 大四つのPCIス
ロットが搭載される。 
 各SBとIOU間はクロスバによって相互に接続さ

れる。また，筐体内には富士通製の6種類の中核

チ ッ プ セ ッ ト （ ASIC ： Application Specific 
Integrated Circuit）が搭載され，SB，IOU，クロ

スバをそれぞれ制御する。 
 以下，PRIMEQUESTを支える，高性能技術，

高信頼性・高可用性技術，および柔軟性向上技術を

紹介する。 
● 高性能技術 
 PRIMEQUESTでは主要バスに1.3 GHz動作の高

速同期パラレルバスを採用している。SB上では

CPUを制御するノースブリッジと呼ばれるASICと，

メモリを制御するASICの2種が搭載され，クロス

バにはアドレス用とデータ用のASIC2種が搭載さ

れる。IOUには，IOを制御するサウスブリッジと

呼ばれるASICとPCI-expressバスとインタフェー

ス用のASICの2種が搭載される。それぞれのASIC
間は本高速同期パラレルバスで接続され，高いバン

ド幅を実現している。 
● 高信頼性・高可用性技術 
 前述の高速同期バスをベースにメモリチップセッ

トASICなどほとんどのユニットを2重化（ミ

ラー）して同期運転するシステムミラー機構と呼ば

れる完全自立復旧型の2重化同期化機構（DSSA：

Dual Synchronous System Architecture）を装備

している。万一，ミラーを構成している片系でエ

ラーが発生しても残りの系で継続動作することで高

信頼性を実現している。 
● 柔軟性向上技術 
（1） パーティショニング機能 
 PRIMEQUESTでは一つの筐体内システムを複

数の独立したシステムに分割するパーティショニン

グ機能をサポートしている。これはサーバを仮想化

する技術の一つである。ハードウェアによるパー

ティショニング機能としてはPPARとXPARの二つ
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のモードを装備する。PPARは，CPUとメモリを搭

載するSB単位でパーティションを構成する。 上

位機種580モデルでは八つのパーティションを持つ

ことが可能である。これに対し，XPARでは，SB
を2分割してパーティションを構成する。これによ

り580モデルでは， 大16までパーティションを持

つことが可能となる。 
（2） フレキシブルIO機構 
 前述のクロスバによりSBとIOUの接続を柔軟に

構成することでフレキシブルIO機構が実現される。

図-2に示すようにSB#0からSB#7より選択した任意

のSB群とIOU#0からIOU#7より選択した任意の

IOU群からパーティションを構成することができ

る。この結果，例えば図-2のパーティション#Aの

ようにPCIカードなど多くのIO資源を必要とする

パーティションには多くのIOUを，反対に図-2の
パーティション#BのようにCPU資源・メモリ資源

を多く必要とし，IO資源が少なくてもよいパー

ティションには少ないIOUを割り当てることがで

きる。このように，適切なハードウェア資源を分配

して無駄な投資を抑えることができる。 
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図-2 フレキシブルIOとパーティション構成例 
Fig.2-Example of Flexible IO and partition 

configuration. 
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Fig.3-Partition configuration. 

（3） 動的構成制御（DR） 
 DRとは，装置を停止することなくパーティショ

ン構成を動的に変更することを可能とする機構であ

る。前述のフレキシブルIO機構と同様，より多く

のハードウェア資源を要求するパーティションには，

資源を動的に追加することができる。反対に少ない

資源でよいパーティションからは動的に資源を切り

離すことが可能となる。またエラーが発生したハー

ドウェア資源を切り離し，待機している資源に入れ

替えることも可能である。これらの動作を動的に行

うことで，柔軟性を高めるだけではなく可用性を同

時に高めることができる。本機能についても後半の

章で詳細を述べる。 

XPARのハードウェア技術 

 本章では，ハードウェアパーティショニング技術

であるPPARとXPARの概要を説明し，続いて，

XPARの詳細を説明する。 
● PPARとXPAR技術 
 近年，CPUはマルチコア・マルチスレッドなど

単体の性能が向上している。 新のインテル製64
ビットCPUであるDual Core Itanium2ではソケッ

トあたり二つの論理CPUコアまで装備している。

今後もこの流れは変わらず，集積度に比例してマル

チコア数・マルチスレッド数が増加していく傾向に

ある。 
 この流れに対し，図-3（a）に示すように，シス
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テムの分割単位をPPAR，つまりボード単位で行う

場合，パーティションあたり 大で四つのCPUを

搭載することになる。Dual Core Itanium2では八

つの論理CPUコアが，一つのパーティションに所

属することになる。これでは，パーティションあた

りの性能は向上させることはできても，小規模だが

多数のアプリケーションを別々のパーティションで

使用したいお客様の要望に十分応えることができな

い。例えば論理CPUコア4個で十分であるアプリ

ケーションに対して8個のCPUコアを割り当てるこ

とは，残りの4個のCPUコアが無駄な投資となる問

題があった。 
 それに対して，図-3（b）に示すようにXPAR機

能を使用すると，SBを2分割にしてパーティション

あたりのCPU数を 大二つ（論理CPUコア数は4）
までに減らすことができる。このようにアプリケー

ション規模に応じて，より細分化してパーティショ

ンを構成することにより，サーバ資源を有効活用す

ることが可能となる。 
● 中核ASICによって実現されるXPAR 
 XPAR機能は，中核となるASICによって実現さ

れる。 
（1） SBの分割 
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Fig.4-Splitting ASIC in XPAR configuration. 

 SB上には，2種のASICが搭載されることは先に

述べた。CPU，DIMM資源の2分割は，これらの

ASICによって実現される（図-4）。四つのCPUを

二つずつパーティション分割する機能は，ノースブ

リッジASICの内部回路を二つに分割するハード

ウェア機能によって実現される。さらにDIMMの

分割は，メモリコントローラASICの内部回路を二

つに分割動作することによって実現される。 
 ノースブリッジASICではシステムミラー機構の

ために2重化されている回路をそれぞれ別々のパー

ティションに割り当てることでXPARを実現する。

これは，ノースブリッジASICでは，CPUバスイン

タフェース部，メモリコントローラインタフェース

部が完全に分離できる機能をハードウェアで実現す

るため，このようなXPAR機能の提供が可能となる。 
 メモリコントローラASICはDIMMインタフェー

スチャネルを四つ装備しているが，そのうちの2
チャネルずつをそれぞれ別々のパーティションに割

り当てることによりXPARを実現している。 
（2） IOUの分割 
 IOU上には，サウスブリッジASIC，システム動

作に必要なレガシーIO部，HDD，ギガビットイー

サネット，PCI-expressインタフェースが実装され

る。XPAR時には，サウスブリッジ内に2対あるレ

ガシーIO，HDD，ギガビットイーサネットインタ

フェースが固定的に 2分割される。またPCI-
expressインタフェースは任意にパーティションに

組み込むことが可能となっている（図-4）。 

XPARの特長 

 XPAR機能を用いることで柔軟かつ堅ろうなシス

テムを構築することができる。 
 本章では，PRIMEQUESTのXPAR機能の特長で

ある， 
（1） サーバリソースの効率の良い配分 
（2） 高性能・高信頼性の維持 
（3） 高保守性の実現 
について説明する。 
（1） サーバリソースの効率の良い配分 
 より細かい単位でパーティション構成を組むこと

ができるため，多くの小規模サーバ機能を1台の

PRIMEQUESTに集約することができる。580モデ

ルでは 大16パーティションを構成できる。この

結果，お客様の使用するアプリケーション負荷に応

じてサーバ資源を効率良く分配することできる。ま

た，この機能により，従来複数のサーバ個別に管理

するために発生していた運用管理コストと管理者の

作業負荷を大幅に削減することが可能となる。 
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（2） 高性能・高信頼性の維持 
 ソフトウェアによるパーティショニングと異なり，

XPARはハードウェア的に実現されている。このた

め，ソフトウェアミスによる障害のみならず，ハー

ドウェア故障によるエラーから他パーティションを

保護することができる。エラー発生パーティション

は停止することになるが，ほかの動作中パーティ

ションは影響を受けず動作継続を行うことができ，

高性能・高信頼性を維持することができる。 
（3） 高保守性の実現 
 PPAR同様，XPARも複数版数のOSを同一筐体内

に混在させることができる。XPAR時には 大16の
OS版数混在が可能となる。この混在環境は，旧版

数OSから新版数OSへの移行をスムーズに実施する

ことを可能とし，高い保守性を実現する。例えば，

あるパーティションでは旧OS版数での本番運用，

別のパーティションでは新OS版数での開発・評価

を同時に行うといった運用が可能となる。各パー

ティション間はエラー保護されているため，新OS
版数の開発用パーティションでソフトウェアのデ

バッグ時にシステム停止しても，本番パーティショ

ンには影響を及ぼさない。このため，開発から本番

運用までをスムーズに移行することが可能となる。

また次章のDR機能と組み合わせてパーティション

移動を行うことにより，ハードウェアの定期保守な

ど業務を継続したままで行うことが可能となる。 

DR機能と必要性 

 DRとは，一般的にOS稼働中のパーティションに

対し，動的にハードウェアリソースの追加，削除，

交換を実施する機能である。 
 PRIMEQUESTは，パーティションの構成を動

的に変更する動的構成制御（DR）機能を実装する。 
 ここでの動的構成制御とは，構成制御の対象とな

るパーティションにおいてリブートは伴わず，その

パーティションの構成を変更する機能をDR機能と

称する。 
 本章では， 
（1） 稼働率低下の改善 
（2） 耐故障性の改善 
（3） 保守性の改善 
の観点から，PRIMEQUESTのDR機能の必要性を

示す。 

（1） 稼働率低下の改善 
 DR機能が備わっていない場合は，業務負荷の変

動に合わせたハードウェアリソースの切離し・組込

みなど，サーバの構成変更を実施する場合，サーバ

での業務停止が必須となる。つまり，サーバのハー

ド構成を変更する場合は，パーティション電源オフ

が必要でありサーバ運用停止となってしまう（静的

構成変更）。 
 また，DR機能が備わったシステムであっても，

運用中のソフトがDR未対応であった場合，DR未

対応ソフトは停止が必要となる（動的構成変更）。 
 したがって，業務を停止せずにリソースの移動・

追加・削除が可能なDR機能が必要となる。 
（2） 耐故障性の改善 
 運用系サーバにおいて障害が発生した場合，処理

能力ダウンとなる。したがって，障害発生箇所に

よっては大きく能力ダウンする場合がある。 
 このため，業務を停止させることなく障害発生

パーティションからリソースの移動・追加・削除が

可能なDR機能が必要となる。 
（3） 保守性の改善 
 サーバにおいての障害発生後の復旧作業は，長時

間を要する場合がある。これは，障害復旧のための

コールドスタンバイ方式での環境反映作業などで，

長時間作業時間の確保が必要となり業務停止につな

がることがある。 
 また，ハイエンドサーバでは，パーティション構

成が大規模になるほどリブート時間が増大するため，

業務を停止せずにリソースの移動・追加・削除が可

能なDR機能が必要である。 

PRIMEQUESTにおけるDRの特長 

 本章では， 
（1） 運用負荷分散・稼働率向上・コストダウン

実現 
（2） 高信頼性・耐故障性の維持 
（3） 高保守性の実現 
について，PRIMEQUESTにおけるDR機能の特長

を示す。 
（1） 運用負荷分散・稼働率向上・コストダウン

実現 
 PRIMEQUESTでは，業務負荷の変動に合わせ

たハードウェアリソースの切離し，組込みが可能で
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ある。 
 例えば，あるパーティションの業務負荷が増加し

てCPU能力が不足してきた場合に，DR機能を使用

して予備SBをそのパーティションに組み込み，

CPU能力を増やすことが可能となる。 
 逆に，あるパーティションの業務負荷が減少して

CPU能力に余剰が発生した場合には，DR機能を使

用してSBをそのパーティションから切り離し，

CPU能力を減らすことが可能となる。 
（2） 高信頼性・耐故障性の維持 
 致命的なハードウェア故障を監視して未然に障害

発生を防ぐ技術である「予兆監視機能」と「DR機

能」を組み合わせた「予防保守」の実現が可能で

ある。 
 例えば，あるパーティションでメモリの1ビット

エラーが頻発している場合，致命的な多ビットエ

ラーが発生する前に，そのメモリを搭載している

SBを動的にパーティションから切り離して，パー

ティションダウンを未然に防ぐことが可能になる。 
 

PRIMEQUESTPRIMEQUEST

SB#0SB#0

LSB

IOU#0IOU#0

LIOU

クロスバクロスバ

CPU

DIMM

パーティションA

SB#1SB#1
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IOU#1IOU#1

LIOU

パーティションB

PRIMEQUESTPRIMEQUEST

SB#0SB#0

LSB

IOU#0IOU#0

LIOU

クロスバクロスバ

CPU

DIMM

パーティションA

SB#1SB#1
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IOU#1IOU#1

LIOU

パーティションB

SB#2SB#2

LSB

追加SB

（a） SB追加前

（b）SB追加後

図-5 DR時のSB Hot-Add例 
Fig.5-Example of Hot-Add on DR. 

（3） 高保守性の実現 
 動作しているOSから資源を取り除いたり，新た

な資源を加えたりできることがDRの特長である。

DR機能の対象は，LSB（Logical System Board），
LIOU（Logical IO Unit）である。パーティション

機能とDR機能により，高保守性機能を実現する。 
 具体的には，故障したハードウェア資源が搭載さ

れているSBを交換のためにパーティションから切

り離し，つぎに，交換されたハードウェア資源を動

作しているパーティションに組み込む，「活性交換

機能」がある。 
 また，追加されたハードウェア資源を動作してい

るパーティションに組み込む，「活性追加機能」や，

パーティションからのハードウェア資源の切離しを

行い，つぎに，別のパーティションへの組込みを行

う，「パーティション間でのハードウェア資源の移

動機能」がある。 

PRIMEQUESTにおけるDR機能の実装 

 本章では，PRIMEQUESTで実装されるDR機能

と適用例について説明する。 
（1） SB Hot-Add 
 OS稼働中のパーティションに，システムを停止

することなくSBを追加する機能である。 

 例えば，あらかじめ準備されている空き状態の

SBを，業務量増加時など，資源の増強が必要と

なった際に指定のパーティションへの追加を行う機

能である。この適用例を図-5に示す。 
 これによりリソース（CPU/DIMM）不足を解消

することができる。 
（2） SB Hot-Replace 
 OS稼働中のパーティション上で，システムを停

止することなく使用中のSBを交換する機能である。 
 具体的には，交換用SBをOSに組み込み，交換元

SB上のCPU/DIMMリソースを交換用SBにコピー

し，交換元SBをOSより切り離す。 
 これにより，SBハード故障発生時にシステム稼

働のまま故障SBを交換できる。 
（3） SB Hot-Remove 
 OS稼働中のパーティションから，システムを停

止することなくSBを削除する機能である。 
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 これにより，間欠障害ハードウェアなどをシステ

ム稼働のまま切り離すことができる。 
（4） IOU Hot-Add 
 OS稼働中のパーティションに，システムを停止

することなくIOUを追加する機能である。 
 これによりIO不足を解消することができる。 
（5） IOU Hot-Remove 
 OS稼働中のパーティションから，システムを停

止することなくIOUを削除する機能である。 
 これにより，間欠障害ハードウェアなどをシステ

ム稼働のまま切り離すことができる。 

む  す  び 

 本稿では，PRIMEQUESTの特長である，XPAR
技術，DR技術について説明した。 
 XPAR機能では，ユーザ要求に合った柔軟性のあ

るパーティション構成が実現でき，DR機能では負

荷変動に合わせた柔軟なリソース割当てが可能で，

効率的な運用が可能であることを述べた。 
 今後も，XPAR機能，DR機能の充実を図り，お

客様にとってより運用しやすいシステムを提供して

いく。 
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２００８年４月２４日 
 

雑誌FUJITSU 2007-9 月号 (VOL.58, NO.5) 掲載内容の補足について 

 

雑誌 FUJITSU 2007-9 月号(VOL58,NO.5)に掲載しました、「基幹 IA サーバ“PRIMEQUEST”
のパーティショニング技術と動的構成制御機能」の記事においての補足事項を以下に示します。 

 
 

 補足内容：DR機能のサポート状況について 
 
－ DR機能のサポートは、OS側の対応状況に依存します。 
－ 現在の各OS毎のDR対応状況は、表－１の通りです。 

 
表－１：動的構成制御機能(Dynamic Reconfiguration：DR *1)サポート一覧 

SB IOU 
OS 

Hot-Add Hot-Replace Hot-Remove Hot-Add Hot-Remove

Windows ○ *2 ○(W2K8) *2 × × × 

RHEL ○  *3 × × × × 

SLES × × × × × 

             ○：サポート  ×：サポート未定 
 
*1：PRIMEQUEST500AシリーズでのDR機能名称は、以下のとおり。  
      → Dynamic Partition ：DP 
*2：Microsoft® Windows Server® 2008 for Itanium-Based Systems以降  
      → 2008年度2Q～  
*3：Red Hat® Enterprise Linux® 5.1 (for Intel Itanium)以降  
      → 2008年度2Q～  
 
 

 
 


