
 
 

 
 

エンタープライズストレージ 
ETERNUS8000のテクノロジ 

Technology of Enterprise Storage ETERNUS8000 

あらまし  

近年1台のストレージ装置に搭載されるディスク容量は爆発的に増大し，複数のサーバか

ら接続されるために，サーバは計画的な停止ができても，ストレージ装置は停止できず，

24時間365日の無停止運用が要求される。このため，高性能かつ高信頼な装置の開発が今ま

で以上に重要となり，故障部品交換，ファームウェアによる新規機能の提供，構成の変更に

至るまで装置を止めずに行う必要がある。このような要求を満たすため，富士通は，スト

レージ製品に対して，ハードウェアの冗長構成に徹底的にこだわり，メインフレームで培っ

た高い技術に支えられて，無停止運用に向けた機能，技術を開発してきた。 
本稿では，最新のエンタープライズストレージであるETERNUS8000における無停止運

用を実現するリダンダントコピー，サイクリックミラーリング，活性ファームウェア交換な

どの活性交換技術，ディスク暗号化やRAIDマイグレーションなどのデータ保証へのこだわ

り機能，QuickOPCやSnapOPCなどのバックアップ機能，リモートメンテナンスなど保守

性を高める取組みについて紹介する。 

Abstract 

Recently, there has been an explosive increase in the disk capacity of storage devices, and 
these devices are being connected to more and more servers.  Moreover, storage devices 
need to operate 24/7, even when a server undergoes a scheduled stop.  Fujitsu’s storage 
products meet this requirement for non-stop operation by using an advanced redundant-
hardware configuration.  This paper introduces the technologies of the ETERNUS8000, 
which is the latest enterprises storage device from Fujitsu.  First, it describes the hot-
swapping technology that supports redundant copying, cyclic mirroring, and hot firmware 
swapping for non-stop operation.  Then it describes the data guarantee functions such as 
disk encryption and RAID migration and the QuickOPC and SnapOPC backup functions.  
Lastly, it describes the remote maintenance function that improves the ETERNUS8000’s 
maintainability. 
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ま え が き 

 ビジネスを取り巻く環境の変化に伴い，そのビジ

ネスを支えるITシステムは，複雑化・多様化して

いる。その中でシステムにおけるストレージのデー

タ量は増大し，オープン化の進む中で，ストレージ

装置は様々な環境で複数のサーバに接続されている。

このため，サーバは停止できても，ストレージ装置

は停止できない，といったシステムがますます増え

ている。 
 富士通の最新ストレージ装置ETERNUS8000(1)は，

世界最大級容量のディスク搭載を実現し，その容量

は1台のストレージ装置で最大1 P（ペタ）バイト

を超え，1.36 Pバイトのデータを集約可能とした。

この大容量を格納するストレージ装置では，装置を

停止することによる業務への影響は大きく，部品

交換，ファームウェアの交換，装置構成の変更に

おいても動作し続ける，高い信頼性と運用性，大

量のデータをリード/ライトできる高性能が要求さ

れる。 
 本稿では，いろいろな局面においても可能な限り

停止することなく動作し続けるためのハードウェア

構成，そのハードウェアに支えられた活性交換の技

術，そしてデータ保証へのこだわりなど，

ETERNUS8000を魅力ある製品としているいくつ

かの技術について紹介する。 

ETERNUS8000のハードウェア構成 

 ETERNUS8000では，電源，ファンなどあらゆ

るコンポーネントは，冗長化され，コントローラモ

ジュール（CM，以下，コントローラ）とチャネル

アダプタ（CA），デバイスインタフェース制御部を

一体化したモジュール構造により，データ転送処理

を高速化している。また，各コントローラ間は，最

新の技術に支えられた標準インタフェースである高

性能PCI Expressスイッチを経由して最大で八つの

接続が可能となり，コントローラとディスク間は

FCファブリックスイッチで接続され，ディスクは，

すべてのコントローラからアクセス可能な構造と

なっている（図-1）。 
 装置に採用している基板は，従来の直角に曲がる

配線をなだらかにすることにより，伝送路の減衰，
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図-1 ETERNUS8000ハードウェア構成 

Fig.1-ETERNUS8000 hardware composition. 
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乱れを抑えることに成功した（図-2）。この技術に

より従来の装置に比較して多くのコントローラを接

続可能とし，また4 Gbpsという高速伝送路が実現

可能となった結果，高性能でかつ大規模なストレー

ジ装置を世に送り出すことができた。このハード

ウェア構成により，ETERNUS8000の最上位モデ

ル 2100 は ， 世 界 ト ッ プ レ ベ ル に あ っ た

ETERNUS6000シリーズの性能をはるかにしのぎ，

IO処理性能で約2倍，スループット性能で約3倍の

高性能を持つストレージ装置となった。 
 データ保証に対してもこだわりを追求した。サー

バから受け取ったデータはチャネルアダプタ内の

FCチップでチェックコードを付加し，複数箇所で

データの正当性を確認しながらデータの受け渡しを

行う。従来の装置もチェックコードを付加しデータ

の保全を図ってきたが，さらに装置の入り口に近い

ところでこのチェックコードを付加することにより，

ハードウェアの故障に伴うデータ異常の検出能力を

アップし，より信頼性の高い装置とした。 

冗長性維持，活性交換の技術 

 本章では，冗長性を維持しながらの部品切離し，

冗長性の自動回復機能，システム動作中のファーム

ウェア交換の技術について述べる。 
● リダンダントコピー機能 
 ディスクの異常を検出するとディスクを切り離し

ホットスペアディスクと呼ばれる予備ディスクとの

間でディスクの冗長化を回復する。しかし，この手

法だと冗長化回復中に二つ目のディスクが故障した

り媒体のエラーなどでデータが読めなかったりした

場合，データを失うこととなる。ETERNUS8000
では，ディスク異常や媒体エラーの予兆を検出する

と，予兆のディスクを切り離すことなくデータを

ホットスペアディスクへ退避し，データ退避が完了

した後にディスクを切り離す手法を採用している。

この手法により，万が一データ退避中にディスクの

異常，媒体のエラーが発生してもほかのディスクか

らデータを回復することが可能となり，データを失

う可能性を極小化できる。 
● サイクリックミラーリング機能 
 信頼性の高い技術に支えられて，装置を構成する

主要な部品が徹底的に冗長化され，装置のいかなる

部品故障時もサーバからのアクセスを止めることな

く動作を継続することを可能としている。中でもコ

ントローラが故障した場合には，ほかのコントロー

ラで処理を継続し，サイクリックミラーリング

（図-3）により部品の切離しと同時に残されたコント

ローラによりデータの冗長性を自動で回復する。一

つのコントローラの故障を検出すると，故障したコ

ントローラとミラーの関係にあったほかのコント

ローラは，キャッシュ上のデータを2重化できない

と判断し，キャッシュ上のデータを緊急にディスク

へ退避させた後に，残りのコントローラで再びミ

ラー関係を回復させる。ストレージ装置にとって最

も重要なデータは，この技術によりキャッシュ上で

も常に，2重に保たれている。部品が切り離される

と，保守員により正常な部品に交換され，その部品

の診断を行った後に装置に組み込まれて，すべての

コントローラでミラーリングを回復する。ミラーリ

ングを二つのコントローラで実現するのに比べ三つ以

上のコントローラで実現するのは，比較できないほど

難しい技術である。GR800シリーズ以来，富士通のス

トレージ製品が採用しているこの技術は，コントロー

ラあたり2CPU構成となったETERNUS8000シリー

ズでその完成度が高くなった。 

 

図-2 ETERNUS8000プリント基板における配線 
Fig.2-Wiring in ETERNUS8000 printed board. 

● 予防交換 
 主要な部品が徹底して2重化，多重化されたため

に，故障が発生しても装置は動作し続け，動作中の

装置の故障部品が容易に交換可能であるだけではな

く，寿命部品のバッテリなども運用中に安全に交換

可能である。 
● 活性ファームウェア交換 
 富士通のストレージ装置F6495シリーズから提供
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図-3 コントローラのサイクリックミラーリング 

Fig.3-Cyclic mirroring of controller. 
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図-4 活性ファームウェア交換 
Fig.4-Hot replacement of firmware. 

 

していた装置動作中のファームウェア交換（活性

ファームウェア交換）の技術は，徹底した冗長化構

成により，さらに安全な機能へと進化した。保守用

プログラムからファームウェアの交換を指示された

コントローラは，装置の状態を確認し，すべての構

成部品が正常な状態であると判断すると，冗長化部

品をアクセスパスが失われないように二つのグルー

プに分け，装置の正常性を確認しながら，グループ

間で交互にファームウェアを自動で交換していく。

ファームウェアの交換は，まず，前半部の部品を装

置から切り離し，新しいファームウェアをローディ

ングし，新しいプログラムがローディングされた部

品を再び装置に組み込む｛図-4（a）｝。つぎに，装

置の冗長構成が回復したことを確認し，部品に異常

416 FUJITSU.58, 5, (09,2007) 



 
エンタープライズストレージETERNUS8000のテクノロジ 

な状態がないと判断した後，後半部の部品を切り離

して，後半部に新しいファームウェアのローディン

グを行う｛図-4（b）｝。この後半部の部品が正常に

組み込まれたことを確認し，ファームウェアの交換

は完了する。 
 この活性ファームウェア交換の技術により，停止

できないシステムにおいてもファームウェアが実現

する新規機能の提供，ファームウェアの不具合修正

が可能となった。 

データ保全，セキュリティ強化，安全な運用 

 大量のデータを保持できるETERNUS8000には，

様々な用途のデータが格納されている。用途に応じ

て利用可能ないくつかの技術を紹介する。 
● ディスク暗号化機能（図-5） 
 ボリュームの中には，顧客情報，機密情報などを

蓄えたものが含まれている場合がある。システム管

理者は，こういった機密性が高いデータを十分注意

を払い管理する。従来は，故障などで取り外された

ディスクを管理されたセンタ内から持ち出すに当

たって，システム管理者はディスクのデータが消去

されたか，常に注意を払う必要があった。

ETERNUS8000では，情報漏えい対策として，論

理ボリューム（LUN）単位にディスクの暗号化の

有無を指定する機能を実現した。この機能によりシ

ステム管理者は，ディスク持出しによる情報漏えい

の心配から開放される。 
● MAID（Massive Arrays of Inactive Disks） 
 ディスクは電源を入れて回転しているだけでも，

多くの電力を消費する。例えば，バックアップ用に

構成されたディスクは，一日の内バックアップを取

る時間だけ動いていればよいにもかかわらず，常に

ディスクは回転したままになっていて無駄に電力を

消費している。ディスクの搭載数が多ければ多いほ

ど，その消費電力は大きくなる。ETERNUS8000
は，MAIDの技術を応用し，ディスクの回転停止時

間をスケジュールすることで，装置全体の電力消費

量の削減を可能とした。MAIDは，運用方法により

効果は違うが，20～30％の電力消費量削減も可能

であり，運用コストへのメリットは大きく，環境に

も配慮したユニークな機能である（図-6）。 

 

LUN単位に暗号化有無
の指定が可能

128ビット AES方式を採用

???非暗号化

暗号化
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??? ??? ???

?????????

123 123 123

123 123 123

AES ：Advanced Encryption Standard

図-5 ETERNUS8000におけるディスク暗号化機能 
Fig.5-Encryption function of controller. 

● RAIDマイグレーション機能 
 データ量の増大によりスペースを拡大する必要が

出てきた，あるいはアクセス頻度の増加によるレス

ポンスタイムの悪化を回復させる必要が出てきたよ

うな場合は，データを容量の大きな別ディスクへ移

動させたり，より高速なRAIDへ移動させたりして

問題を回避することが必要となる。従来はデータを

バックアップし，システムを停止して構成を変更し
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図-6 ETERNUS8000におけるMAID機能 
Fig.6-MAID function of ETERNUS8000. 
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た後，バックアップしたデータを戻してシステム

チューニングをしていた。RAIDマイグレーション

機能は，運用中にこういった構成変更を可能とする

機能である。この機能の提供で，24時間365日シス

テムを動かし続けながら，システムのチューニング

を可能とした。 

バックアップ機能，災害対策機能 

 ETERNUS8000では，富士通の提供するスト

レージ管理ソフトウェアETERNUS SF Advanced 
Copy Manager(2)と連携したバックアップ機能，災

害に備えたディザスタリカバリ機能を充実させた。 
 業務要件に合わせて，いくつかのバックアップの

機能を提供している。OPC（One Point Copy）と

呼ばれる機能は，バックアップを取りたい時間に

バックアップを指示すると，瞬時に上位装置にバッ

クアップ完了を報告し，ETERNUS8000がバック

アップを継続する。バックアップ中のボリュームに

更新処理があると，データの更新前にバックアップ

先のボリュームにデータを退避することで，バック

アップデータを保証している。ETERNUS8000か
らは，更新部分のみをコピーするQuickOPC，更新

時に旧データのみをコピーするSnapOPCをサポー

トし，様々なバックアップ運用に対応できるように

なった。 
 従来からのファイバチャネルによる遠隔地のコ

ピー機能に加えてETERNUS8000からは，iSCSI
によるディザスタリカバリもサポートし，iSCSI
カードに暗号化機能を搭載することで，安い公衆回

線の使用が可能となった。 

保守性を高める機能 

 ETERNUSは，過酷な動作環境試験をパスした

部品のみを搭載し生産しているが，どんなに試験を

しても，またどんなに耐久性の良い部品を搭載して

も，部品故障をゼロにはできない。さらに，構成す

る部品を，どんなに冗長化しても故障すれば冗長化

は崩れ，この冗長構成の崩れた状態を長く放置する

ことは，装置にとって危険な状態となる。 
 ETERNUS8000は，従来機同様に遠隔地への通

報機能を持ち，部品故障発生時は装置から部品を切

り離して，診断機能などにより検出した故障の予兆

に伴うイベントを遠隔地のリモート保守センタへ通

報するリモートメンテナンス機能を搭載している。

セキュリティの観点から富士通のリモート保守は，

お客様システムへ外部からアクセスするルートを持

たないことをポリシーとしているため，お客様シス

テムから送られる通報のみで確実に装置状態を把握

し，故障部品の特定，的確な対処を行う必要がある。

ETERNUS6000，ETERNUS3000シリーズからは，

発生したイベントごとに，装置内部のログ情報，装

置情報を自動で送付する機能を搭載し，故障部品の

切分け精度をより確実なものとした。従来の装置は，

保守員が故障を起こした装置の保守を始めるまで装

置の詳細な状況の確認は困難であったが，保守員の

移動中に装置状態の把握が可能となり，短時間でよ

り正確に装置の状態を確認することを可能とした。

また，定期的に装置からログ情報を送付する機能も

搭載しており，部品交換をした装置がその後，問題

なく動いているか，部品故障の予兆はないかなど，

保守員がお客様システムへ出向かなくても監視する

ことを容易にし，お客様のシステム管理者への負荷

を軽減している。 

む  す  び 

 本稿では，ETERNUS8000の提供する機能，技

術の一端を紹介した。富士通のストレージ装置は，

メインフレームで培った高信頼の実績をベースとし

たノウハウとこだわりを，オープンシステムにも継

承している。そしてハイエンド向け装置での技術を

ミッドレンジのストレージ装置にも注入し，高性能，

高信頼の装置を提供している。 
 今後，ますますストレージの容量は拡大し，その

重要性が増してくる。富士通のストレージ装置は，

変化するシステムのニーズに応え，新しい機能を提

供し続けていく。 
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