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あ ら ま し

変化の激しいビジネス競争を勝ち抜くため，柔軟かつ迅速に対応できるICTシステム
が求められている。また，ICTシステムはますます複雑化し，管理・運用コストの低減
が求められている。その中でも，データベースは高い信頼性と性能も求められている。

FUJITSU Integrated System HA Database Readyは，富士通が長年にわたり培ったデー
タベース技術と最新ハードウェアを統合し，「高性能・高信頼」「オープン」「すぐに使える」

の三つを特長として，データベースのインフラ導入・設計・運用コストの大幅な削減を

実現する。

本稿では，高性能・高信頼を支える最新ハードウェアを活用した完全二重化システ

ム，およびそのシステムの導入から運用，監視，異常時対処までの操作を簡易なGUI
（Graphical User Interface）で実現するスマートソフトウェアテクノロジーを紹介する。

Abstract

To survive in a highly competitive, rapidly changing business world, an enterprise 
needs information and communications technology (ICT) systems that can respond 
flexibly and quickly to the market.  However, as ICT systems become increasingly 
complex, the need to reduce their management and operating costs increases.  
Databases, moreover, are ICT systems having high-reliability and high-performance 
requirements.  The FUJITSU Integrated System HA Database Ready product 
integrates database technologies cultivated by Fujitsu over many years with advanced 
hardware.  Providing “high reliability and high performance,” “open standards,” and 
“ready-to-use” features, HA Database Ready can significantly reduce the costs of 
deploying, designing, and operating a database infrastructure.  This paper introduces 
a fully redundant system that uses advanced hardware to support high-reliability and 
high-performance operation and smart software technologies that achieve a full range 
of tasks from system deployment to system operation, monitoring, and troubleshooting 
using simple graphical user interfaces (GUIs).
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証券取引システムのように高性能とともに高度な
信頼性を要求される大規模な社会インフラICTシ
ステムを，富士通の高性能・高信頼データベース
FUJITSU Software Symfoware Server（2）で支えて
きた。（3）そして今，お客様の価値創出には，従来の
ICTシステムと，クラウドやビッグデータ活用など
のソリューション・サービスを柔軟に組み合わせ
ることが重要となってきている。この中で，デー
タベースシステムは既存のICTシステムを支える
とともに，新たな組合せによる新しいサービスを，
柔軟かつ迅速に広げられる基盤として大きな役割
を担っている。
このため，HA Database Readyのデータベー
スソフトウェアには，従来のSymfoware Server
に加えて，オープンソースデータベースの
PostgreSQLにSymfoware Serverの高性能・高信
頼な技術を取り込んだデータベースを採用してい
る。PostgreSQLを使うことにより，様々なソフ
トウェアとの連携性が向上し，システム全体のア
プリケーション開発環境を共通化できる。加えて，
PostgreSQLとSymfoware Serverの高性能・高信
頼な技術を融合させたことにより，ミッションク
リティカルで使えるオープンスタンダードなデー
タベースシステムを実現している。
次章では，HA Database Readyの特長について
解説する。

高性能・高信頼性

● 高いトランザクション性能
一般的に，データベースで最も発生しやすい性
能課題は，I/Oボトルネックである。特に，中規模
から大規模なデータを持つシステムの場合，キャッ
シュに乗るデータがほんの一部に限られるため，
SQL実行の大半をI/O時間が占めることがある。こ
のような問題に対して，従来はお客様の性能要
件に応じて複雑なチューニングを実施する必要が
あった。

HA Database Readyでは，富士通の高性能なPC
サーバ FUJITSU Server PRIMERGY（4）に，高速
なI/Oを実現するPCIe SSD（Solid State Drive）
を搭載することでチューニングレスを実現してい
る。SSDは，フラッシュメモリにデータを記録
する記憶装置であり，データの読み書きはHDD

高性能・高信頼性

ま　え　が　き

変化の激しい競争の中で，経営者は新規ビジネ
スの創出や経営の高速化に向け，柔軟かつ迅速に
対応できるICTによるビジネス強化に高い関心を向
けている。その中で，企業が保有する複雑で膨大
なICT資産にかかるコストの低減は，企業が競争力
を強化するために見過ごすことのできない重要な
課題となってきている。
こうした既存ICT資産の複雑さを解消し，維
持・運用の最適化とビジネス強化の両方のニーズ
に対応するデータベースシステムが，FUJITSU 
Integrated System HA Database Ready（1）である。
HA Database Readyがお客様にもたらす価値は，
ハードウェアとソフトウェアを最適に組み合わせ
たことによる高いパフォーマンス，従来と比べて
「短期間で」「簡単に」データベースシステムを構
築できることによる構築コストの低減，ならびに
専用GUI（Graphical User Interface）による高い
運用性である。
本稿では，HA Database Readyの製品コンセプ
トをはじめ，高性能・高信頼性，オープンスタンダー
ドなインターフェース，更に，導入・運用の簡易
化について述べる。

製品コンセプト

HA Database Readyの狙いの一つは，年々増加
傾向にあるデータベースシステムの維持管理コス
トの削減である。HA Database Readyは，データ
ベースシステムとしての性能や信頼性を保持しな
がら，トータルコスト削減を実現する垂直統合型
システムである。その構成は，富士通が長年のソ
リューションやサービスビジネスで積み重ねた実
績を基に決定しており，高性能かつ高い信頼性が
特長である。
また，データベースシステムとしての「導入」
から「運用」までの全ての作業（操作性）を，極
限までシンプルにしている。このシンプルな操作
性により，データベースシステムの構築・運用コ
スト低減を実現している。
更に，HA Database Readyは新規ビジネスの創
出や経営の高速化のために，必要なシステムを迅
速に組み込めることも重視している。富士通は，

ま　え　が　き

製品コンセプト
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が最適化されるよう，データのブロックサイズや
カーネルパラメーターを調整することによって，
PCIe SSDへのI/Oアクセスを効率的に行っている。
これらの最適化により，HA Database Readyで
は従来のHDDを使用したデータベースの20倍（当
社比）のスループットを実現している（図-1）。
● 高可用性データベースシステム

HA Database Readyでは，ハードウェアおよび
ソフトウェアの冗長化構成を標準搭載することで，
高可用なデータベースシステムを実現している。
（1） ハードウェアを完全冗長化

HA Database Readyは，サーバユニット，スト
レージユニット，ネットワークなど，あらゆるハー
ドウェアを二重化した冗長化構成により，単一障
害点（その箇所が停止するとシステム全体が障害
となる箇所）を排除した。これにより，ハードウェ
ア故障などの異常が発生した場合，自動で副サー
バに切り替えて運用を継続できる。
（2） データを三重化

Symfoware Serverのミラーリング技術（5）により，
データを正サーバから副サーバに同期反映するこ
とで，アクティブスタンバイ方式の完全二重化構
成を実現している。これにより，正サーバで故障
が発生した場合でも，数秒で副サーバに切り替え
て業務を継続できる。更に，データベース資源を
ストレージユニットに自動でバックアップするこ
とで，データを三重化している（図-2）。正・副サー
バの二重故障が発生した場合でも，バックアップ
データを利用して簡単な操作でデータベースを最

（Hard disk drive）と比較すると非常に高速となる。
特に，HDDのようにシークタイムやサーチタイム
が発生しないため，SSDのランダムアクセス性能
はシーケンシャルアクセス性能とほぼ同等の性能
となる。
更に，HA Database Readyに搭載しているPCIe 

SSDは，PCIeバスと直接接続するため，I/Oボト
ルネックを解消してCPU性能を最大限に引き出し，
非常に高いトランザクションのスループットを発
揮できる。しかし，ただPCIe SSDを搭載するだ
けでは，大量なデータを処理するOLTP（Online 
Transaction Processing）の性能を大きく高速化す
ることはできない。PCIe SSDの性能を効率的かつ
最大限に活用してOLTP性能の超高速化を実現する
ため，HA Database Readyでは以下の例のような
最適化を図っている。
（1） I/Oボトルネックになる資源のみPCIe SSDに
配置
データファイルやトランザクションログなど，
データベース処理の中で大量の書込み処理が発生
するため，I/Oボトルネックになりやすいデータ
ベース資源を全てPCIe SSD上に配置する。そのた
め，キャッシュヒット率が低くても大量のトラン
ザクションやバッチ処理を高速に実行できる。
（2） PCIe SSDのランダムアクセス性能を生かす
チューニング
オプティマイザがシーケンシャルアクセスとラ
ンダムアクセスを同等のコストとしてアクセスプ
ランを作成できるよう，データベースをチューニ
ングしている。これにより，PCIe SSD採用時の最
も効率的なSQL実行を実現している。
また，バッファの消費とI/Oアクセス頻度の両方

■I/O性能向上のための
　パーティショニング設計
■ピーク時の性能低下

■チューニングしなくても高性能
■大量処理でも安定した性能

TPM：Transactions Per Minute

※当社によるTPC-C（Transaction Processing Performance Council Benchmark C）
　モデルでの測定

従来のHDD使用の
データベース

HA Database 
Ready

120 000 TPM

20倍

従来

図-1　HA Database Readyの特長

オンライン業務

正サーバの異常時は
自動切替で業務継続

データベース

バックアップ

正サーバ
HA Database Ready

副サーバ

ストレージユニット
データ

データ

ミラーリング
による同期反映

データベース

自動バックアップ

データ

図-2　ミラーリングと自動バックアップによる三重化
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を利用可能な様々な上位ミドルウェアを活用する
ことによって，システム開発を効率化できる。
● PostgreSQLによる運用性・信頼性強化

HA Database Readyは，PostgreSQLをミッショ
ンクリティカルシステムに適用した唯一のデー
タベースアプライアンスである。ユーザーは，
PostgreSQLのノウハウを用いるだけでエンタープ
ライズ向けのデータベースシステムを構築できる。
ミッションクリティカル領域のシステムでは，
継続して稼働するための高い運用性と信頼性を確
保する必要がある。富士通は，ミッションクリ
ティカルなシステムを求められる金融，医療，流
通，社会基盤などの多くの領域で，Symfoware 
Serverを導入してきた。これらのデータベース開
発やシステム構築で積み重ねた技術やノウハウを
PostgreSQLに組み込むことで，ミッションクリ
ティカルに採用できる高い運用性と信頼性を併せ
持つデータベースシステムを実現している。
（1） ミラーリング技術とスマートリカバリー
前章で述べたように，HA Database Readyは，

Symfoware Serverのミラーリング技術によりデー
タベースを二重化している。更に，異常・障害発
生時は，異常・障害のパターンに応じたリカバリー
動作を自動で判別して，ワンクリックで実行でき
るSymfoware Serverのスマートリカバリーも採用
している。
このミラーリング技術とスマートリカバリーに
より，PostgreSQLでは手間のかかる信頼性の高い
システムが，HA Database Readyでは容易に実現
できる。
（2） ストレージ管理技術
富士通では，従来からSymfoware Serverのスト
レージ管理技術を踏襲したPostgreSQLの拡張スト
レージ・マネージャー ESM for PostgreSQL（7）を
開発している。

HA Database Readyでは，このESM for PostgreSQL
のストレージ管理技術である，トランザクション
ログの二重化機能とデータファイルの破損検査機
能を採用し，PostgreSQLのデータに関する信頼性
を向上させている。
・ トランザクションログの二重化
データ更新時に，正・副サーバだけでなくスト
レージユニットのバックアップ領域にもトランザ

新状態に復旧できる。
このように，HA Database Readyでは，いかな
る障害が発生しても業務を継続できるよう，業務
データを保護している。

オープンスタンダード

● PostgreSQLによるエコシステムの活用
PostgreSQLは，その参加者が世界で4万人に上る
コミュニティが開発するOSS（オープンソースソフ
トウェア）であり，様々なOSSやISV（Independent 
Software Vendor）と連携可能なエコシステム
が既に形成されているソフトウェアである。HA 
Database Readyでは，従来のSymfowareインター
フェースに加えて，PostgreSQLインターフェース
をデータベースインターフェースとして採用して
いるため，PostgreSQLが形成するエコシステム
を活用できる。PostgreSQLインターフェースを選
択すると，PostgreSQLで利用していたアプリケー
ションを変更せずに，そのまま動作させることが
できる。HA Database Readyでの業務開発に対す
る学習コストが下がるため，従来と比較してユー
ザーを取り込みやすいシステムとなっている。

PostgreSQLを利用可能なアプリケーション
サーバや情報活用製品，開発ツールも下記のよ
うに数多く広まっている。下記は一例であり，
PostgreSQLのコミュニティでは，PostgreSQLの
関連製品が多数紹介されている。（6）

（1） アプリケーションサーバ
・ JBoss Application Server
・ Glassfi sh Server
・ Interstage Application Server
（2） 情報活用製品
・ ASTERIA WARP
・ Jaspersoft Business Intelligence Suite
・ Oracle Business Intelligence
・ Pentaho Open BI Suite
・ RapidMiner
（3） 開発ツール
・ SI Object Browser
・ Eclipse
このように，HA Database ReadyのPostgreSQL
インターフェースを使用すると，世界中の利用者と
技術・ノウハウを共有できる。更に，PostgreSQL

オープンスタンダード
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・ データベースのミラーリング
・ 性能チューニング
電源投入も簡易化されており，設置後に正サー
バの電源を投入するだけで，HA Database Ready
全体を起動できる。その後は，運用管理GUIであ
るAppliance Managerのウィザードに従い，管理
IDとIPアドレス，データベース情報（インター
フェース，文字コードおよびポート番号）を設定
すればセットアップが完了する。
これらの簡易化への取組みにより，従来は設置
からデータベースの利用開始まで約2.5か月かかっ
ていた期間が大幅に短縮され，設置したその日か
らデータベースを利用できるようになっている。
● 運用性の簡易化

Appliance Managerは，HA Database Readyの
運用監視機能を備えている。

Appliance Managerでは，HA Database Ready
の稼働状態を，正常・警告・異常の3種類のシンプ
ルなアイコンで表示する（図-3）。下記のような，
何らかの異常を検知した場合は，正常だった稼働
状態が警告または異常に変わり，対処方法を表示
する。
（1） データベースの切替え・停止に関する監視
・ データベースプロセスの生存
・ ハードウェア機器の異常
・ ネットワーク状態の異常
（2） データベース資源に関する監視
・ バックアップ実行結果
・ アーカイブログの容量
・ データ格納先の容量
● ワンクリックリカバリー

HA Database Readyでは，発生し得る異常事象

クションログを書き込む。
また，PostgreSQLのアーカイブログ運用ではカ
バーできなかった，サーバのディスク故障時や正・
副サーバの二重故障時の最新復旧が可能になる。
・ データファイルの破損検査
ページごとにチェックサム（注）を格納し，チェッ
クサム値とデータを照合することでデータ破壊を
検出し，処理を中断してエラーを報告する。
また，独自技術で性能のオーバーヘッドを最小
化し，異常時のデータ破損の拡大を防止できる。
（3） セキュリティの強化

HA Database Readyの暗号化機能では，暗
号 化 ア ル ゴ リ ズ ム と し て，AES（Advanced 
Encryption Standard）の最高強度である256ビッ
ト長の暗号化キーを採用している。また，暗号化
に関する新技術として搭載されたインテルAES-NI
と連携することで，パフォーマンスを低下させる
ことなく，データの暗号化・復号を実現している。
更に，PostgreSQLの暗号化機能を拡張し，透過
的データ暗号化による格納データの保護を実現し
ている。データベースに格納するデータは，デー
タファイルに書き出されるときに暗号化され，読
み出されるときに復号される。透過的データ暗号
化による格納データの保護では，これらの処理を
HA Database Readyが自動的に行う。これにより，
ユーザーやアプリケーションが意識することなく，
格納データの暗号化や復号の処理を実行できる。

導入・運用の簡易化

● 導入の簡易化
HA Database Readyは，工場出荷時にハードウェ
アの結線や設定を完了させ，OSやソフトウェアを
インストール・チューニング済みの状態にして提
供する。このため，お客様によるインテグレーショ
ン（設計・導入・検証）作業が不要である。以下
に事前設定の一例を示す。
・ 各機器の時刻同期
・ HA Database Ready内部の監視
・ ネットワークの冗長化
・ バックアップ・リカバリー
・ 各種ログのローテーション

（注） データの信頼性を検査するために算出した値。

導入・運用の簡易化

図-3　Appliance Managerにおける稼働状態の表示

メッセージウィンドウ

対処ウィンドウ

リカバリーボタン

稼働状態

正常警告異常

ServerViewコンソール
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に応じたリカバリー手段を自動選択して実行する
ワンクリックリカバリーを備えている。このワン
クリックリカバリーにより，いずれのハードウェ
ア障害に対しても図-4に示す手順でリカバリー作
業が完了する。
以下，ワンクリックリカバリーの機能を紹介
する。
（1） ハードウェア設定情報の復旧

HA Database Readyは，ハードウェア障害か
らの復旧を簡易化するために，全てのハードウェ
アの設定情報をサーバとストレージに冗長化して
保持している。ハードウェアの交換作業後にリカ
バリーボタンがクリックされると，保持していた
設定情報を自動的に適用するため，新しいハード
ウェアに対する再設定作業は不要である。例えば，
PCIe SSDの場合，リカバリーの延長で必要なパー
ティションが自動で作成される。ネットワークケー

ブルが断線して片系運用になっていたネットワー
クは，冗長構成が自動的に再構成される。
（2） データベースの復旧
データベースの復旧は四つのパターンに集約し
ている（表-1）。
管理者がAppliance Managerのリカバリーボタ
ンを押すと，HA Database Readyは生じた事象に
応じて復旧パターンを自動で判別し，パターンご
との適切な方法でデータベースを復旧する。管理
者は，データベースの障害状態に応じた復旧手順
などを作成・検証する必要がないため，運用コス
トが大幅に削減される。

む　　す　　び

本稿では，富士通が長年のソリューションやサー
ビスビジネスで積み重ねた実績を基に，データベー
ス技術と最新ハードウェアを統合したデータベー
スアプライアンス製品であるFUJITSU Integrated 
System HA Database Readyについて述べた。

HA Database Readyでは，高性能なPCIe SSD
を搭載し，最適な資源配置により高性能を実現
し，ハードウェアの二重化により高信頼性を担保
した。また，PostgreSQLをデータベースとして採
用することで，他製品との連携を容易化し，エコ
システムを実現した。更に，運用管理GUIである
Appliance Managerにより，セットアップの簡略
化，稼働状態の可視化，およびどんな異常からも
ワンクリックでリカバリー可能となる運用の簡易
化を実現した。
このような機能・技術を備えたHA Database 

Readyは，大規模から中規模の領域までをカバー

む　　す　　び

Appliance Manager

Appliance Manager

1.故障した装置の切り離し

2.保守員による交換作業

3.リカバリーボタンをクリック

保守員

管理者

管理者・ハードウェア設定情報の復旧
・データベースの復旧

切り離し対象 ユニット
● ServerUnit#1
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リカバリー

メッセージ

交換

ワンクリック
リカバリー

図-4　HA Database Readyのリカバリー手順

表-1　データベースの復旧パターン

事象 
復旧手順 

Symfowareインターフェースの場合 PostgreSQLインターフェースの場合 

片方のデータベースが
壊れた ・バックアップからデータベースへデータを復旧 

・ 正常なデータベースから壊れたデータベースへ
データをコピー
・差分はバックアップのアーカイブログをコピー

バックアップが壊れた ・バックアップ領域を再作成・バックアップの取直し 
・バックアップ領域を再作成
・バックアップの取直し 

両方のデータベースが
壊れた ・ バックアップから各データベースへデータを復旧 ・バックアップからデータベースへデータを復旧

・復旧したデータベースから一方へデータをコピー

片方のデータベースと 
バックアップが壊れた 

・バックアップ領域を再作成
・バックアップの取直し
・ バックアップから片方のデータベースへデータを復旧

・バックアップ領域を再作成
・バックアップの取直し
・正常なデータベースからデータをコピー 
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最新ハードウェアをデータベース技術で最適統合した垂直統合型データベースシステム

した製品としてお客様に提供している。また，ミッ
ションクリティカルな領域のお客様による採用も
決定している。
今後も富士通は，最先端で高性能なハードウェ
アを組み込み，ハードウェア性能をフルに活用し
たデータベース集約を提供することで，維持運営
コストの最適化とビジネス強化の両方のニーズに
対応していく。また，使いやすさの拡充を目指し，
更なる高性能・高信頼技術を追求した製品開発に
取り組んでいく。
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