
 
 

 
 

サーバ仮想化技術とその最新動向 

Server Virtualization Technology and Its Latest Trends 

あらまし  

急激に変化するビジネス環境を支えるITシステムはますます大規模化，複雑化しており，

要件に応じた 適なITインフラの迅速な構築が重要な課題となっている。サーバ仮想化技

術はこれを解決するための基盤技術であり，物理的なハードウェアの制約にとらわれること

なく仮想的なサーバを柔軟に構築する技術である。サーバ仮想化技術により，TCO（Total 
Cost of Ownership）の削減や変化への迅速な対応が可能になる。富士通の基幹IAサーバ

“PRIMEQUEST”およびPCサーバ“PRIMERGY”では，ソフトウェアによるサーバ仮想

化技術として，オープンソースのXenの技術を利用した「仮想マシン機能」を提供している。 
本稿では，サーバ仮想化技術の背景と動向，富士通の仮想マシン機能とXenの構成概要，

および基幹システムへの適用に不可欠な大規模メモリ管理方式への対応，I/O処理の高速

化・機能拡張，RAS強化の開発について解説し， 後に今後の展開を述べる。 

Abstract 

IT systems are becoming larger and more complex, and as a result it is becoming harder to 
build an IT infrastructure in today’s rapidly changing business environment.  Server 
virtualization is a base technology for solving this problem.  It enables a virtual server to be 
flexibly built with almost no hardware limitations and therefore reduces the TCO and makes 
it easier to adapt to the business environment.  Fujitsu provides a range of server 
virtualization technology, for example, the Virtual Machine Function for PRIMEQUEST and 
PRIMERGY, which uses Xen open source technology.  This paper describes the background 
and latest trends of server virtualization and then outlines the Virtual Machine Function 
and Xen.  Next, it describes our development of various technologies for mission-critical 
systems such as large memory management, I/O process optimization and enhancement, 
and RAS enhancement.  Lastly, it describes our future plans for server virtualization. 
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ま え が き 

 急激に変化するビジネス環境において，その基盤

となるITシステムはますます大規模化，複雑化し

ており，ビジネス要件に応じた 適なITインフラ

を迅速に構築することが重要な課題となっている。

サーバ仮想化技術は，この課題を解決するための基

盤技術であり，物理的なハードウェア環境の制約に

とらわれることなく，仮想的なサーバを柔軟に構築

する技術である。サーバ仮想化技術の導入により，

TCO（Total Cost of Ownership）の削減や変化へ

の迅速な対応が可能になる。 
 富士通の基幹IAサーバ“PRIMEQUEST”およ

びPCサーバ“PRIMERGY”では，ソフトウェアに

よるサーバ仮想化技術として「仮想マシン機能」(1),(2)

を提供している。仮想マシン機能は，オープンソー

スのXen(3)の技術を利用しており，富士通もXenコ
ミュニティの主要メンバとして開発に貢献している。

とくに，基幹システム向けの機能・品質強化につい

て，これまでメインフレームの仮想化で培った技

術を生かして推進している。 
 本稿では，サーバ仮想化技術の背景と動向，富士

通の仮想マシン機能とXenの概要，および基幹シス

テムへの適用に当たって不可欠となる機能の拡張に

ついて解説する。また，今後のサーバ仮想化技術の

普及に当たっての展開について述べる。 

サーバ仮想化技術の背景と効果 

 サーバ仮想化技術とは，1台の物理サーバの上に

複数の仮想的なサーバ（仮想マシン）を構築する技

術である。各仮想マシン上では，物理サーバと同じ

ようにOSが動作し，業務システムを動作させるこ

とが可能である。仮想マシンの実現方式としては，

物理サーバをハードウェア的に分割する方式と，ソ

フトウェアで仮想マシンを構築する方式がある。

ハードウェアによる方式の場合，分割された範囲内

でハードウェアの障害や高負荷が発生しても，その

影響が分割の範囲に限定されるという利点がある。

一方，ソフトウェアによる方式では，仮想マシンに

ハードウェア資源（CPUやメモリ，I/O装置など）

を細かい粒度で配分することが可能であり，その設

定を業務の運用中に変更することもできる。また，

ハードウェア資源を特定の仮想マシンに占有させる

構成だけでなく，仮想マシン間で共有する構成も可

能となる。以降，本稿ではソフトウェアによるサー

バ仮想化技術を中心に解説する。 
 サーバ仮想化技術が注目を集める背景としては，

業務システムの構築コスト（費用や時間，場所な

ど）の問題がある。多種多様なビジネス環境に柔軟

かつ迅速に対応させるためには，SOA（Service 
Oriented Architecture）に代表されるように，

サービス単位で構築されたシステムを要件に応じて

柔軟に連携させる設計手法が有効となる。この場合，

業務システム全体を複数のシステムで構成すること

になるが，これらを物理サーバで構築すると，数多

くの物理サーバを購入・設定するためのコストが問

題となる上に，稼働業務のピーク時の負荷に耐え得

る能力を備えた物理サーバを用意する必要があるた

め，時間帯によってはハードウェアの使用率が低く

なり，資源が有効活用されないことが多い。さらに，

業務システムの運用に高可用性が求められる場合，

障害発生時も業務を継続させるために待機系システ

ムを用意する必要があるが，通常はほとんど稼働し

ない待機系システムのためにコストをかけなければ

ならないという問題がある。 
 これらの問題は，サーバ仮想化技術を導入するこ

とで解決可能である。仮想マシンの構築はソフト

ウェアにより実現されるため，図-1に示すように，

複数の仮想マシンを物理サーバ上で共存させること

で，複数の物理サーバを用意する場合に比べて導入

のコストや時間を大幅に削減することができる。ま

た，ハードウェア資源の使用率（例えばCPU使用

率など）が低い複数のシステムを同じ物理サーバ上

で共存させることにより，サーバ資産をより有効に

活用することが可能になる。さらに，負荷の低い業

務や，待機系システムを構成する仮想マシンへの資

源配分を低く設定しておき，負荷の上昇時や障害発

生時には配分を増やすといった変更を即座に実行す

ることが可能である。このようにサーバ仮想化技術

は，TCOを削減するとともに，変化への迅速な対

応を可能にする。 

仮想マシン機能の概要 

 富士通はこれまでハードウェアによる仮想化技術

として，PRIMEQUEST向けにPPAR（Physical 
PARtitioning）およびXPAR（eXtended PARtitioning）
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図-1 サーバ仮想化の背景と効果 

Fig.1-Background and effect of server 
virtualization. 

を提供してきたが，今回新たにソフトウェアによる

仮 想 化 技 術 と し て ， PRIMEQUEST お よ び

PRIMERGY向けに仮想マシン機能の提供を開始し

た。仮想マシン機能は，オープンソースのサーバ仮

想化技術として注目を集めているXenを起源として

いる。Xenは英国ケンブリッジ大学で開発され，

2003年に初版公開，オープンソース化された。そ

の後ベンダ各社が開発に参加して機能・品質強化が

進み，Red HatやNovellのLinuxディストリビュー

ションにも採用され，実運用への適用も始まってい

る。オープンソースは，Linuxの例にも見られるよ

うに，オープンソースコミュニティで多くの開発者

が様々な観点から参加しており，機能・品質強化を

迅速に進められるという特長がある。 
 仮想マシン機能は，Xenのソースを取り込んだ

Red Hat Enterprise Linux 5の仮想化ソフトウェア

をもとに，それに対するサポートやドライバを付加

して提供されている。 
 仮想マシン機能の構成を図-2に示す。仮想マシン

機能では，ハードウェアの上にハイパーバイザと呼

ばれる仮想化ソフトウェアを配置し，サーバの仮想

化を実現する。仮想マシン機能では，仮想マシンを

「ドメイン」と呼び，仮想マシン機能を管理するた

めの特別なドメインを「ドメイン0」，業務を稼働

させる通常のドメインを「ゲストドメイン」と呼ぶ。

ドメイン0では管理OS（Linux）が動作し，運用管

理ツールを使ってゲストドメインの管理を行う。ゲ

ストドメインでは，物理サーバで動作するOS
（LinuxやWindows）がそのままゲストOSとして動

作する。 
 サーバの仮想化では，主にCPU，メモリ，I/Oの

仮想化を行う。CPUの仮想化については，ドメイ

ンに仮想CPUを割り当て，CPUスケジューラによ

り実ハードウェアのCPU（物理CPU）と仮想CPU
の対応付けを切り替えることで，物理CPUの能力

を時分割して配分する。また，メモリについては，

ハードウェアに実装されたメモリのうち指定された
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図-2 仮想マシン機能の構成 

Fig.2-Architecture of Virtual Machine Function. 
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サイズのメモリを各ドメインに割り当てる。さらに，

ディスクやネットワークなどのI/Oの仮想化につい

ては，仮想デバイス方式を採用している。これは，

ゲストOSにPV（Para-virtualized：準仮想化）ド

ライバを導入し，管理OS側の連携用ドライバ

（バックエンドドライバ）を経由して，実デバイス

ドライバからI/Oデバイスを利用する方式である。

この方式では，Linux用に提供される実デバイスド

ライバをそのまま利用できるため，Linuxでサポー

トしている様々なI/O装置をゲストOSから共用でき

るという利点がある。さらに，PVドライバは仮想

マシン上でのI/O処理に 適化されているため，実

運用に当たって十分な性能を達成することができる。 

基幹サーバへの適用 

 Xenの開発は急速に進行しているが，基幹サーバ

への適用に関しては，大規模なハードウェア資源の

管理，性能や信頼性保証，および保守のための機能

が十分でないという課題を抱えていた。そこで富士

通では，基幹サーバへの適用が十分可能なレベルま

で機能・品質を向上させるための開発を行ってきた。

これらの開発の成果はXenコミュニティで採用され

ている。 
 Xenでは様々なプラットフォーム向けの開発が進

んでいるが，開発の主流となっているのは，広く普

及しているx86アーキテクチャである。一方，基幹

システム向けサーバであるPRIMEQUESTは，よ

り信頼性の高いプラットフォームである IPF
（Itanium Processor Family）アーキテクチャを採

用しているため，富士通ではXenコミュニティで

IPF対応を中心に機能の強化を行った。この開発を

通じて得たノウハウを生かし，富士通はIPF向けと

して，世界で初めてXenコミュニティの開発成果を

製品としてサポートしている。以下に，その開発内

容の概要を示す。 
● 大規模メモリ管理方式への対応 
 大規模なメモリを搭載するサーバでは，メモリア

ドレスが不連続となる領域（メモリホール）が生じ

る場合がある。これまでのXenでは，中小規模向け

の開発が主流であったこともあり，メモリホールの

ような大規模メモリ固有のメモリ管理については考

慮されていなかった。そこで，IPF版Xen向けにメ

モリ管理方式を作り替え，メモリホールを正しく扱

うことで大規模メモリを利用できるようにした。こ

れにより，管理OS，ハイパーバイザおよびゲスト

ドメイン合わせて 大2Tバイトのメモリを利用す

ることが可能となった。 
● I/O処理の高速化・機能拡張 
 I/O処理を高速化するためにはPVドライバが必須

となる。Linux版PVドライバについては，Xenコ
ミュニティで公開されたx86版を基にIPF版の開発

を行い，さらにWindows版PVドライバを新規に開

発した。 
 また，テープデバイスなどSCSIデバイスが備え

る各種機能をゲストOSから制御するための仮想

SCSIドライバの開発も進行中である。これにより，

物理サーバの場合と同じように，ゲストOSから

SCSIデバイスの機能を直接利用することが可能に

なる。 
● RAS（Reliability，Availability，Serviceability）

強化 
 基幹サーバへの適用には必須となるRAS機能に

ついては，以下の開発により強化を行った。 
【障害調査ツール】 

 ソフトウェアで万一障害が発生した場合，迅速に

原因を解明して修正を行う必要がある。しかし，基

幹システムで発生する障害は特殊なタイミングで発

生するものが多く，再現テストが困難であり，迅速

な障害調査のためには，障害発生時のダンプ情報

（メモリやCPUのレジスタの内容）を採取する機能

が必須である。しかし，これまでXenにはシステム

全体のダンプ情報を採取・解析する機能がなかった

ため，Xenに対応したダンプ情報採取・解析機能の

開発を行った（図-3）。これらはLinuxの標準ダン

プ機能を拡張する形で開発しているため，ツール開

発工数の削減をしただけでなく，Linuxの障害解析

ノウハウの活用も可能としている。以下に，各機能

の概要を示す。 
（1） ダンプ情報採取機能 
 Linuxの標準的なダンプ情報採取機能の一つであ

るkexec/kdumpの機能を拡張し，管理OSおよびハ

イパーバイザのクラッシュ時にもダンプを採取でき

るようにした。また，PRIMEQUESTについては，

さらに確実にダンプを採取するための機能として

sadumpを備えている。sadump機能についても，管

理OSおよびハイパーバイザのクラッシュ時にダンプ
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図-3 障害調査ツール 
Fig.3-Trouble analysis tools. 

 

情報の採取ができるよう，対応処理を追加している。 
（2） ダンプ情報解析機能 
 障害の原因解析に当たって用いるダンプ情報解析

ツールとしては，Linuxの標準的なダンプ情報解析

ツールであるcrashを拡張した。crashにはこれま

でXenの制御構造（ドメインや仮想CPUの情報な

ど）やトレース情報などを解析する機能がなかった。

そこで，ダンプ情報の中に含まれるドメインの情報

や仮想CPU，トレース情報などを切り分けて解析

する機能を追加した。障害発生時のOSの情報だけ

でなく，Xenの制御構造を併せて解析することで効

率的な原因究明が可能となる。 
【MCA（Machine Check Architecture）強化】 

 IPFが備えるRAS機能の一つに，MCAがある。

これはハードウェアで障害が検出された場合に，そ

の修復を試みるとともに情報をソフトウェアに通知

し，適切な対処を行うための機構である。IPF版

Xenでは，MCAにより通知されたエラーを管理OS
で記録する機能を追加している。これにより，例え

ば自動修復されたハードウェア障害が発生している

場合には，深刻な障害が発生する前に該当箇所を交

換しておくといった対処が可能になる。 
 なお，今後は，運用中のハードウェアの障害を局

所化する（障害の影響を受けるゲストドメインやプ

ロセスのみを縮退運転する）機能なども検討して

いく。 

今後の展開 

 サーバ仮想化技術を利用すると，サーバ環境の複

製や保存・復元，物理サーバ間での移動といった処

理も容易に行うことができるようになる。これによ

り，例えば，待機系でサーバ環境を保存しておき，

障害発生時に復元して稼働させるといった運用を，

高速かつ低コストで実現できる。このようなサーバ

運用効率の改善が進むことで，今後更に適用領域が

拡大していくものと思われる。 
 また，低コストで環境構築可能な数多くの仮想マ

シンを，いかに効率的に管理するかも重要な課題と

なる。Xenの運用管理機能については，オープン

ソースコミュニティでGUIベースの管理ツール

Virtual Machine Manager(4)の開発が進められてい

る。富士通も主要開発メンバとして開発に参加して

おり，仮想マシンの運用管理操作の簡素化を進めて

いる。さらに今後は，運用管理ミドルウェアとの連

携により，仮想化したITインフラの運用管理機能

の強化を進めていく。 

む  す  び 

 サーバ仮想化技術は，ITインフラの 適化に必

要不可欠な技術であり，今後更に重要度を増してい

くとともに，これからのITインフラ構築において

ごく当たり前の技術として導入され，普及していく

と考えられる。今後も，PRIMEQUESTおよび

PRIMERGYの特長を生かした仮想マシン機能の強

化を進めるとともに，ITインフラの運用管理効率

化を実現すべく開発を進めていく。 
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