
 
 

 
 

サーバ集約の課題を解決するブレードサー
バPRIMERGY BX620 S4の新技術 

Fujitsu’s PRIMERGY BX620 S4 Blade Server for Solving Server  
Consolidation Problems 

あらまし  

企業のITシステム 適化が進む中，富士通の約9000件の商談分析によるとブレードサー

バがインフラ 適化の重要なIT基盤であり，ブレードサーバ導入の8割がサーバ集約化で

あった。お客様にとっては，サーバ集約には，経営層によるITシステムの全体像把握や

ユーザ部門のサーバ運用負荷からの解放，情報システム部門のITコスト削減の期待がある

一方で，統合によるネットワーク設計の複雑化や情報システム部門の負荷増大などの問題も

ある。富士通は，多くのインフラ 適化商談の経験からこれらサーバ集約の問題を把握し，

この問題を解決するため，ブレードサーバを進化させ，ネットワーク機能の拡張によるIT
システムの柔軟性向上，仮想化技術による運用管理の容易化，低消費電力化を実現したブ

レードサーバPRIMERGY BX620 S4を開発し，販売を開始した。 
本稿では，これらを実現した技術を紹介する。 

Abstract 

Based on an analysis of about 9000 business talks conducted at Fujitsu, we found that 
amid the ongoing IT system optimization at enterprises, the blade server has become an 
increasingly important IT platform for optimizing infrastructure.  We also discovered that 
about 80％ of our customers have introduced blade servers in order to consolidate their own 
servers.  Customers expect to understand their IT systems from the management layer, and 
thereby alleviate the heavy workload of server operation imposed on the user divisions.  
Customers also expect reduced IT investment costs in their information system divisions.  
However, server consolidation entails such problems as a more complex network design and 
increased workload for the information system division.  To solve these problems, Fujitsu’s 
PRIMERGY BX620 S4 blade server provides superior IT system flexibility by expanding the 
functions of a network, utilizing virtualization technology to simplify operation and 
maintenance, and reducing power consumption.  This paper describes the technologies that 
enable this server to provide superior flexibility. 
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ま え が き 

 企業のITシステム 適化が進む中，ブレード

サーバの市場が拡大している。富士通は，企業内に

散在するサーバ集約ニーズやサーバ仮想化技術の進

展を受けて，お客様のITシステムをシステムワイ

ドに保証するTRIOLE BladeServer(1)を体系化し，

運用の自律化・可視化技術，およびサーバの仮想化

技術を軸に，ハードウェア・ソフトウェア一体での

技術革新に取り組んできた。これらの技術は，情報

システム部門におけるIT維持コスト削減および部

門横断のセキュリティ強化をはじめ，ITの「見え

る化」や本来業務へのリソース集中といった経営層，

業務部門への効果も期待される技術であった。富士

通での実践事例において，50台の既存サーバを，

サーバ仮想化技術を適用したブレードサーバ20台
に集約し，TCO（Total Cost of Ownership）を従

来の約55％まで圧縮するという結果を得ることが

できた。 
 一方，サーバ集約を進める中で，新たな課題が見

えてきた。具体的には，大別して以下に挙げる3点
の問題に対して，いかに対応していくかということ

である。 
（1） ネットワーク設計の複雑化 
 従来のブレードサーバの技術では，各サーバで実

際の用途に利用可能なギガビットイーサネットポー

トが，4ポートのみであった。LANの2重化を行っ

た場合，1本のLANを複数の業務で共有するため，

ネットワークの性能干渉や，Tag VLANによる複雑

な設計が必要であった。 
（2） 情報システム部門のサーバ管理者の負荷増加 
 サーバ集約の約50％を占めるブレードとスト

レージエリアネットワーク（SAN）の接続構成に

おいて，サーバの変更時に，SAN側の設定をやり

直す必要があったため，サーバ管理者の負担も増大

した。 
（3） データセンタにおける消費電力の増大 
 これまでのブレードサーバはパフォーマンスに比

例して消費電力も高くなり，センタの消費電力が増

大した。 
 これらサーバ集約の新たな問題を解決するため，

ブレードサーバおよびサーバ管理ソフトウェアの強

化に取り組んだ。その結果，サーバの集約で求めら

れる運用性や可用性を向上し，管理コストや消費電

力などのランニングコストを含めた，お客様の

TCO削減を実現するブレードサーバ“PRIMERGY 
BX620 S4”を開発し，販売を開始した。(2)

 本稿では，本取組みにおける以下の内容について

紹介する。 
（1） ネットワーク機能の拡張による柔軟性向上 
（2） 仮想化技術による運用管理の容易化，業務継

続性の向上 
（3） 低消費電力化への取組み 

ネットワーク機能の拡張による柔軟性向上 

 集約されたサーバへの様々な業務の追加・変更に

伴い，ネットワーク設計の複雑化の問題が浮上して

きた。この問題を解決すべく，PRIMERGY BX620 
S4において，ネットワーク機能の強化を実施した。

以下に，ネットワーク機能の拡張技術について説明

する。 
 まず，ブレードサーバの構造について触れておき

たい。ブレードサーバは，サーバブレード，ブレー

ドシャーシ，およびスイッチブレードから構成され

る（図-1）。サーバブレードは，CPU，メモリ，

ハードディスク，およびI/Oポートなどを備えてお

り，サーバとしての機能を有する。ブレードシャー

シはサーバブレード，スイッチブレード，電源，冷

却用ファン，およびシステム管理を担当するマネジ

メントブレードを格納する筐
きょう

体であり，各要素は

筐体中央部に位置するミッドプレーンを介して接続

されるケーブルレスデザインである。また，スイッ

チブレードはサーバブレードからのI/Oポートをブ

レードシャーシ外部のネットワークに接続する役割

を担う。 
 上記の構造をしたブレードサーバは，ラックマウ

ントサーバと比較し，保守性，消費電力，運用性，

設置性，サーバの追加の容易さの点で優れている。 
 今回，PRIMERGY BX620 S4では，サーバブ

レードのI/Oポート，ブレードシャーシの伝送路

本数，およびスイッチブレードのI/Oポート数を

拡張し，1サーバブレードあたり 大I/Oポート数

を10ポートまで拡張可能とした。 
● サーバブレードのI/Oポート強化 
 大10ポートまで拡張可能なI/Oポートを備える

ことで，LANの冗長構成を行った場合でも，3種類

408 FUJITSU.58, 5, (09,2007) 
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サーバブレード
大10台搭載

ブレードシャーシ ファン・電源・スイッチブレード・
KVM

★
・マネジメントブレードを

ブレードシャーシに内蔵

スイッチブレード(冗長構成可能)

★：キーボード・ビデオ・マウス

マネジメントブレード(冗長構成) 
KVM

★

電源(冗長構成可能)

ミッドプレーン  
図-1 ブレードサーバの構造 

Fig.1-Structure of blade server. 
 

業務1の利用者

業務2の利用者

複数用途のLANを
冗長構成で活用可能

SAN

業務1用
LAN

業務2用
LAN

管理用
LAN

サーバ管理者  
図-2 強化されたネットワークの活用例 

Fig.2-Example use of strengthened network. 
 

までの異なる用途・業務に対して物理的に独立した

ポートを割り当てることを可能とした。例えば，

Web3階層モデルにおいて，ブレードサーバをアプ

リケーションサーバとして適用した場合，Webサー

バ・データベースサーバ・管理サーバ接続用にそれ

ぞれ2ポートのギガビットイーサネットを割り当て

ることができる。これにより，複数の用途・業務を

一つのLAN上で共有することが回避でき，性能干

渉や複雑なネットワーク設定から開放される（

図-2）。 
 また，サーバブレードに搭載する拡張ボードの構

成により，ギガビットイーサネット，4 Gbpsファ

イバチャネル（FC）および10ギガビットイーサ

ネットLAN（将来サポート予定）のいずれかのイ

ンタフェースを追加で2ポート拡張可能である。こ

れにより，ネットワークばかりでなく，SANブー

トなどによるストレージへの接続を可能とした。 
● ブレードシャーシのミッドプレーン強化 
 ブレードシャーシのミッドプレーン上のサーバブ

レードとスイッチブレードを接続する伝送路を強化

した。具体的には，ポート増加分伝送路の本数を拡

張した。その結果，サーバブレードとスイッチブ

レード間の帯域は，従来比で約4.3倍の520 Gbpsと
なり，サーバ集約に求められる柔軟なネットワーク

構成や帯域の確保を可能とした。 
● スイッチブレードの強化 
 スイッチブレード（1 Gbps）側のポート数を強

化した。ダウンリンクポート側はサーバブレードの
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標準搭載LANポート数の拡大に合わせて30ポート

に，アップリンクポートはダウンリンクポート増強

に伴い十分な帯域を確保するために12ポートの拡

張を施した。また，高い信頼性とセキュリティで定

評の富士通製LANスイッチ「SR-Sシリーズ」(3)と

ユーザインタフェースを共通化し，操作性を向上さ

せた。 

運用管理の容易化・業務継続性の向上 

 従来，ブレードサーバとSANとの接続構成にお

いて，サーバの保守交換時にストレージ側の管理者

との調整に時間がかかるなど，運用面の問題があっ

た。今回，新たにSAN接続の仮想化技術を強化し，

運用管理の容易化，および業務継続性の向上を実現

した。以下に，従来からのブレードサーバとSAN
の接続方式と問題について簡単に触れた後，新たな

方式であるSAN接続の仮想化技術について説明

する。 
● 従来のブレードサーバとSANの接続方式 
 ブレードサーバとSAN環境との接続には，サー

バブレードに搭載可能なファイバチャネル拡張ボー

ド（以下，FC拡張ボード），およびブレードシャー

シに内蔵可能なファイバチャネルスイッチブレード

（FCスイッチブレード）を経由して行われる。各

サーバブレードに搭載できるFC拡張ボードにはFC
インタフェースが2ポート備わっており，ブレード

シャーシに2台まで搭載可能なFCスイッチブレード

を経由することで，マルチパスのSAN接続環境を

実現している。ブレードサーバの外側にはSAN接

続対応のディスクアレイ装置をFCスイッチブレー

ドから直接接続する方法と，外部のFCスイッチと

カスケード接続し，その先にディスクアレイ装置を

置く方法の，いずれの構成も可能である。 
 このようなSAN接続環境において，サーバの保

守・交換を手動で行うには，複雑かつ多くの手番が

かかり，ささいな作業ミスが致命的な問題に発展す

ることから，これらの操作を自動化する運用管理ソ

フトウェアSystemwalker Resource Coordinator(4)

を開発した。システムをSANディスクよりブート

するSANブートと，サーバ故障時に自動的に予備

のサーバブレードに切り替えてシステムを復旧する

N ：1の自動リカバリ機能により，システムの復旧

時間の短縮とサーバ保守・交換の自動化による運用

者負担の軽減を可能とした。 
● 従来の接続方式における問題 
 前述の従来方式には，自動リカバリにおける

SAN側の設定変更の問題があった。 
 ブレードサーバの導入時にSANの領域を割り当

てる際に，サーバブレードのFC拡張ボードに固定

で設定されているアドレス（WWN：World Wide 
Name）をSAN側に設定して，個々のサーバブレー

ドとSAN側のボリュームとの1対1の関係付けを

行っている。このため，サーバの変更を行う際に，

SAN側の設定変更が必要であった。例えば，サー

バのN ：1自動リカバリの場合では，稼働中の業務

Aのサーバが故障すると，予備サーバに業務Aを代

替させるために，予備サーバのFC拡張ボードのア

ドレスを業務Aのサーバと認識させる必要がある。

その際，SAN側の業務Aに対応するボリュームのア

ドレス設定を，予備サーバのWWNに切り替えると

いう変更を行っていた（図-3）。 
 あるユーザ事例では，サーバ管理者とSANスト

レージ管理者が分かれているために，サーバの変更

を行う場合でもSANストレージ管理者による対応

が必要となるため，SANストレージ管理者との調

整に時間がかかるなど，サーバ管理者側の負担が増

大した。 
● SAN接続仮想化の実現方式とメリット 
 今回強化したPRIMERGY BX620 S4では，ブ

レードサーバとSAN環境への接続を仮想化するこ

とにより，SAN側の設定変更を行わずにサーバの

切替えなどを可能とした。具体的には，サーバブ

レードに搭載するFC拡張ボードの各ポートに対し

て，一意性を保証し，かつ機器に自由に割付け可能

な「仮想WWN」を，各サーバブレードのFC拡張

ボードの揮発性RAMに書き込み，SAN側から仮想

WWNを認識できるようにした。さらに，各サーバ

ブレードに設定されるべき仮想WWNを管理し，自

動的に設定・制御する運用管理ソフトウェア

Systemwalker Resource Coordinator Virtual 
server Edition(5)を開発した。 
 以下に，具体的な動作を説明する。図-4に示すよ

うに，業務Aのサーバ故障時に予備サーバへ自動で

切り替える場合，業務Aのサーバを停止し，業務A
のサーバに割り振られていた仮想WWNを予備サー

バに設定する。その後，予備サーバを再起動するこ
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業務A

予備

サーバ管理者 サーバブレード

WWN  A

WWN  B

SANストレージ
管理者

予備

業務A
ボリュームA

に切替え

接続先アドレス

に切替え

予備の用途

SANストレージ

★：WWN A， WWN Bは，固定のWorld Wide Name

管理者間の調整が必要

★

WWN B

WWN  A

 
図-3 従来のサーバ切替え方式 

Fig.3-Traditional server switching method. 
 

サーバ管理者 サーバブレード

WWN  v-a

業務A

SANストレージ
管理者

ボリュームA

接続先アドレス

予備の
アドレスを
切替え

SANストレージ

のまま

WWN  v-a

予備

業務A

に切替え

予備の用途

★：WWN v-a， WWN v-bは，仮想World Wide Name

予備

WWN  v-a

WWN  v-b

WWN  v-b

管理者間の調整不要

★

 
図-4 SAN接続仮想化による切替え方式 

Fig.4-Server switching method by virtual SAN connection. 
 

とでサーバの切替えが実現する。 
 これにより，SAN側の設定を変更する必要はな

く，サーバ管理者とSANストレージ管理者が分か

れている場合に必要であったサーバ変更時のSAN
側の調整を不要とした。その結果，これまでサーバ

管理者・SANストレージ管理者間の調整のため，

数時間～数日間かかっていたサーバの構成変更を，

数分で実現できるようにした。 
 後に，FC拡張ボードへのWWNの保持方式に

ついて説明する。著者らは，仮想WWNをFC拡張

ボードの揮発性RAMに毎回書き込むことにより，

FC拡張ボードに固定で設定されているWWNを保

持したまま，SAN側から仮想WWNを認識させるこ

とを可能にした。仮想WWNは電源供給がOFFされ

るとクリアされ，固定アドレスだけが有効な状態と

なる。この方式により，サーバブレードを抜いて，

そのままほかのブレードシステムに移しても，問題

なく利用できるようにした。 
 なお，SAN接続の仮想化を実現するに当たり，

特殊なハードウェアを前提としていない。具体的に

は，業界標準のFCベンダの仕様に準拠したFC拡張

ボード，およびFCスイッチブレードがそのまま活

用できるようにした。これにより，既存の外部

SAN環境との親和性を向上させた。 

低消費電力化への取組み 

 現在，コンプライアンスや不正アクセス・情報漏

えいに対するセキュリティおよび災害からの復旧な

どの事業継続，リスク分散などのニーズが高まるに

伴い，システムの設置場所が急速にデータセンタへ
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消
費

電
力

（
Ｗ

）

クアッドコア
1CPU

（E5310）

低電圧
クアッドコア

1CPU
（L5320）

デュアルコア
2CPU
（5110）

約60％削減

図-5 同等性能プロセッサの消費電力比較 
Fig.5-Comparison of power consumption among 

equal performance processors. 
 

と拡大している。データセンタでは，システムの統

合化，集中設置の観点からラックマウント，ブレー

ド型システムが用いられるケースが多い。 
 データセンタへの集中化が進む中，電気代や空調

設備への投資・管理費などデータセンタのランニン

グコストをいかに削減するかがクローズアップされ

ている。 
 このランニングコスト削減がクローズアップされ

ている背景の一つとして，サーバシステム単体の消

費電力の増大がある。サーバの消費電力はパフォー

マンスに比例して増大し，例えば2006年にはサー

バの消費電力が2002年の2.5倍となった。この消費

電力の増大は，電力コストの増大や排熱量の増加に

より高密度設置の妨げとなっている。 
 これらの問題を解決すべく著者らは低消費電力の

ブレードサーバを開発した。 
 具体的には，ブレードサーバ PRIMERGY 
BX620 S4(2)のサーバブレードにおいて，高性能な

低電圧版クアッドコア インテルXeonプロセッサ

5300 番 台と 2.5 イ ン チ SAS （ Serial Attached 
SCSI）ハードディスクの搭載により実現した。 
 PRIMERGY BX620 S4のサーバブレードでは，

マザーボード設計の段階で，通常のXeonプロセッ

サに加えて低電圧版Xeonプロセッサを考慮した電

気的設計，熱的設計を行った。この結果，CPUの

消費電力を従来の同等性能プロセッサと比較した場

合， 大で約60％低減させた（図-5）。この消費電

力低減により，24時間365日運用の場合，サーバブ

レード1台あたり約1.5万円，ブレードシャーシ全体

では約15万円の電力コスト削減を可能とした。 
 また，ハードディスクのフォームファクタを

2.5インチとすることで，3.5インチハードディス

クと比較して内蔵されているLSIの高集積化によ

る電子回路の省電力化が図られ，同容量，同回転

数の3.5インチSASハードディスクの半分の消費

電力に抑えた。 

む  す  び 

 本稿ではブレードサーバの新たな課題と豊富な

サーバ集約の経験に基づいてその課題を解決した三

つの技術を紹介した。今回はネットワーク機能，仮

想化技術を中心に説明したが， 近はデータセンタ

における低消費電力化・低排熱化，軽量化・高密度

化への要求が更に強くなっている。このため，富士

通は，ブレードサーバで培った省エネ技術，高密度

化技術，仮想化技術を更に進化させ，次世代に向け

魅力あるサーバを開発していく予定である。 
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