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あ ら ま し

富士通では，システム全体の連続運転を支援する高信頼基盤ソフトウェアとして，

FUJITSU Software PRIMECLUSTERを 提 供 し て い る。PRIMECLUSTERは，富
士通製サーバ（SPARC M10，FUJITSU Server PRIMEQUEST 2000/1000シリーズ，
FUJITSU Server PRIMERGY）と連携した高信頼技術により，他社クラスタソフトウェ
アにはない，迅速な異常検出と確実な業務継続を物理環境だけではなく，クラウド環境

においても実現している。また，仮想化ソフトウェアが提供するサーバのライブマイグ

レーション機能との連携により，運用・待機の冗長構成を維持したままサーバ本体の保

守が行える。これにより，クラウド環境の基盤システムの更なる可用性向上を実現して

いる。このように，PRIMECLUSTERは，お客様の業務システムが集約されているクラ
ウド環境においても，24時間365日連続運転を支援する。
本稿では，クラウド環境の基盤システム，およびクラウド環境上で稼働する業務シス

テムを支えるクラスタソフトウェアPRIMECLUSTERの技術を紹介する。

Abstract

Fujitsu is offering FUJITSU Software PRIMECLUSTER, a high-reliability 
software platform that supports the continuous operation of entire systems.  With 
its highly reliable technology linked to Fujitsu servers (SPARC M10, FUJITSU 
Server PRIMEQUEST 2000/1000 series, and FUJITSU Server PRIMERGY), 
PRIMECLUSTER ensures fast detection of malfunctions and secure operational 
continuity not only in a physical environment but also in a cloud environment, unlike 
other companies’ cluster software.  Also, due to a link to the live migration function of 
the server provided by virtualization software, PRIMECLUSTER enables the server 
unit to undergo maintenance without changing redundant configurations, or active-
standby configurations.  This realizes even greater availability for platform systems in 
a cloud environment.  In these ways, PRIMECLUSTER supports continuous operation 
on a twenty-four seven basis, even in a cloud environment that integrates a customer’s 
business systems.  This paper introduces the technology of PRIMECLUSTER, cluster 
software that supports platform systems in a cloud environment and business systems 
running in a cloud environment.
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になる。

クラウド環境を支える新しい高可用技術

PRIMECLUSTERは，クラウド環境での業務継
続に向けた課題を解決するため，物理サーバ環境
で培った「サーバ運用の継続」「ディスクアクセス
の継続」および「ネットワークの継続」の技術（後
述の「クラウド環境に対応する四つの特長」を参照）
に加え，クラウド環境に対応した新技術の提供に
より，仮想マシンの信頼性と可用性を実現する。
本章では，これらの課題を解決する二つの新技
術について紹介する。
● 異常発生時にも業務を継続させる技術

PRIMECLUSTERでは，富士通製サーバ（SPARC 
M10，FUJITSU Server PRIMEQUEST 2000/1000
シリーズ，FUJITSU Server PRIMERGY）のシス
テム監視機構との連携により，迅速な異常検出と
確実なサーバ切替えを行い，業務の継続を実現し
ている。この技術をクラウド環境にも適用し，仮
想マシンに異常が発生した場合でも，業務を継続
させるための技術について説明する。
（1） 仮想マシンのシステム異常を即時に検出する
技術
仮想マシンで発生したOSパニックなどのシステ
ム異常は，異常が発生したサーバ本体のシステム
監視機構で検出する。システム監視機構は，正常な
仮想マシン上で動作するPRIMECLUSTERに異常
を即時通知する。通知を受けたPRIMECLUSTER
は，正常な仮想マシンへの業務切替えを行う。
この技術により，PRIMECLUSTERは仮想マ
シンで異常が発生した場合でも業務の継続を実現
する。
ここでは，Oracle VM Server for SPARCを使用
した環境を例に，仮想マシンの異常を即時通知す
る流れを図-1に示す。
なお，本技術は，PRIMEQUEST 2000/1000シ
リーズ上でRed Hat Enterprise Linux 仮想マシン
機能（KVM）を使用した環境でも実現している。
（2） 異常が発生した仮想マシンを確実に停止する
技術
OSハングアップ（注2）などのシステム異常が発生

（注2） メモリの異常消費やソフトウェアの誤動作などにより，
OSの処理が進まなくなる状態。

クラウド環境を支える新しい高可用技術
ま　え　が　き

サーバ，ストレージ，ネットワークなどシステ
ムリソースの有効活用，および運用コストを削減
する仮想化技術の進歩により，お客様の業務シス
テムはクラウド環境への移行が進んでいる。業務
システムが長時間停止すると，企業にとっては大
きな損失となり，ビジネスチャンスを逸するだけ
でなく，社会問題に発展することもある。そのた
め，サーバ故障やオペレーティングシステム（以下，
OS）の異常が発生した場合でも，早期に業務を継
続させる技術が必要であり，また，業務を停止さ
せずにサーバ本体の保守を行う技術も必要である。

FUJITSU Software PRIMECLUSTERは，物理
サーバ環境で実現している高信頼・高可用な技術
を，クラウド環境上で稼働する業務システム（以下，
仮想マシン）にも提供する。また，業務を停止さ
せない新たな技術の提供により，クラウド環境の
信頼性と可用性も実現する。
本稿では，高い信頼性と可用性を実現し，クラ
ウド環境の基盤システム，および仮想マシンを支
えるクラスタソフトウェアPRIMECLUSTERの技
術を紹介する。

クラウド環境での業務継続に向けた課題

24時間365日，絶え間なくサービスを提供し続
けることが求められているお客様の業務システム
では停止は許されない。近年，仮想化ソフトウェ
アの利用により複数の業務が稼働するクラウド環
境においても，同様にシステム停止は許されない。
このような状況で，万が一，仮想マシン上でOSパ
ニック（注1）が発生し業務が停止した場合，再開まで
のシステム停止時間を最小限に抑えなければなら
ない。
また，複数の業務が稼働するクラウド環境の基
盤システムでは，一斉に業務を停止し，保守の時
間を確保することは難しい。このため，サーバ本
体やストレージの保守，およびOSの修正適用の際
に仮想マシン上で稼働する業務に影響を与えずに，
サーバ本体の保守を可能とする新たな技術が必要

（注1） CPU/メモリ故障などサーバ本体の動作異常やOS（カー
ネル部分）の致命的なエラーにより，OSが完全に停止
した状態。

ま　え　が　き

クラウド環境での業務継続に向けた課題



FUJITSU. 66, 1 （01, 2015） 89

クラウド環境を支える高信頼・高可用なクラスタシステム

OS）と連携した仮想マシンの強制停止技術により，
仮想マシンを確実に停止できる。
ここでは，KVMを使用した環境を例に，異常が
発生した仮想マシンを確実に停止する流れを図-2
に示す。
なお，本技術は，KVM環境のほかに，以下の
二つの環境でも実現している。
・ Oracle VM Server for SPARC
・ VMware vSphere 5 / VMware vSphere 4

した仮想マシンが停止せずに動作し続けると，業
務で使用中のディスク装置に不当にアクセスする
場合がある。
このような不当アクセスを防止するために，異
常が発生した仮想マシンを確実に停止する必要が
ある。

PRIMECLUSTERは，クラスタインタコネクト
を介したハートビートによる仮想マシンの生死確
認，およびホストOS（サーバ本体上で動作する

図-1　仮想サーバのシステム異常を即時検出する技術
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図-2　異常が発生した仮想サーバを確実に停止する技術
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● サーバ運用の継続
クラスタシステムは，複数のサーバを活用して
可用性を高めるものである。業務が稼働する運用
系と，異常時に切り替えて使用する待機系から構
成され，サーバ間でハートビートの応答がなくな
ると待機系に切り替え，業務を引き継ぐ。

PRIMECLUSTERでは，前述のように仮想マシ
ンで発生した異常の即時検出，および異常が発生
した仮想マシンの確実な停止により，信頼性と可
用性を実現している。ここでは，更に可用性を高
めるためのホットスタンバイ，および待機パトロー
ルについて説明する。
（1） ホットスタンバイ（1）

運用系の異常発生後に，待機系でデータ引継ぎ
や業務アプリケーションを起動する一般的なスタ
ンバイ方式とは異なり，待機系で事前に業務再開
の準備を整えておくホットスタンバイと呼ばれる
方式をサポートしている。これに対応するソフト
ウ ェ ア（FUJITSU Software Symfoware Server
など）は，待機系でのソフトウェアの起動，およ
び共用ディスク装置の事前オープンにより，即時
に業務処理を再開できる状態で待機する。サーバ
の故障などで待機系にサーバが切り替わった場合，
ソフトウェアの起動に要する時間が短縮でき，迅
速な業務再開を可能にする。

● システム保守時の可用性向上を実現する技術
クラウド環境の基盤システムでは，サーバ本体
の保守中にも，万が一の異常に備えて運用・待機
の冗長構成を維持する必要がある。

PRIMECLUSTERでは，Oracle VM Server for 
SPARCのライブマイグレーション機能との連
携により，業務を継続したまま別のサーバ本体
に仮想マシンが移動できる。仮想マシンの移動
は，サーバやストレージなどシステム全体の管理
を行うFUJITSU Software ServerView Resource 
Orchestrator（ROR）と連携し，GUI（Graphical 
User Interface）により，簡単な操作で実現してい
る。システム保守時の可用性向上を実現する技術
を図-3に示す。
この技術により，運用・待機の冗長構成を維持
したままの保守が可能であり，クラウド環境の基
盤システムの可用性向上を実現している。

クラウド環境に対応する四つの特長

PRIMECLUSTERは，サーバ，ストレージ，ネッ
トワークの冗長構成により，信頼性および可用性
を向上させ，業務システムの停止時間を最小限に
する高信頼基盤ソフトウェアである。
本章では，クラウド環境に対応する四つの特長
について説明する。

クラウド環境に対応する四つの特長

図-3　システム保守時の可用性向上を実現する技術
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スクドライバやディスク装置がリトライ（再試行）
処理を繰り返し，I/Oの応答が遅延する場合がある。
また，システムボリュームでI/Oの応答遅延が発生
した場合，システム全体がスローダウンし，業務
の継続に影響がある。

PRIMECLUSTER GDSを使用してディスク装
置のミラーリングを行い，ディスク装置へのI/O応
答を監視し，一定時間内に応答がない場合，ディ
スク装置はミラーリングから切り離され，正常な
ディスク装置のみを使用して運用を継続する。こ
れにより，I/Oの応答時間を保証する。
その概要を図-4に示す。

● ネットワークの継続
サーバを冗長化していても，業務データが流れ
る通信経路上の機器（ハブ，ルータ，ケーブルなど）
に故障が発生した場合，通信が途絶え，業務の継
続に影響がある。
通信経路上の機器で故障が発生した場合でも，
通信を継続させるPRIMECLUSTER GLSの特長を
以下に述べる。
（1） 仮想NIC方式/NIC切替方式
複数の通信経路を冗長化して，仮想的に一つの
通信経路として運用する。もし使用中の通信経路
で故障が発生した場合でも，PRIMECLUSTER 
GLSは正常な通信経路に即時に切り替えて通信を
継続するため，利用者に通信経路の故障を意識さ
せずに業務が継続できる。
（2） 高速切替方式（2）

正常運用時は複数の通信経路を並列に使用する
ため，帯域を拡大できる。また，監視用プロトコ
ルの使用により通信経路の故障を検出し，故障し
た通信経路を即座に切り離す。このため，通信経
路の切断を意識させることなく業務が継続できる。

（2） パトロール診断
PRIMECLUSTERでは，サーバ，ストレージ，
ネットワークの監視を運用系だけでなく待機系で
も行い，業務引継ぎの失敗を未然に防止する待機
パトロール機能を提供している。待機系に異常が
発生した場合は，PRIMECLUSTERのコンソール
画面へのリソースの状態表示，およびシステムロ
グへのメッセージ出力を行い，システム管理者に
異常箇所の対処を促す。
● ディスクアクセスの継続
複数のディスク装置を冗長化して，仮想的に一つ
のディスク装置として運用できるPRIMECLUSTER  
GDSの特長を以下に述べる。
（1） システムボリュームのミラーリング（1）

システムボリュームのディスク装置が故障した
場合， 故障したディスク装置の交換やリストア作業
が必要である。この場合，システムボリュームを
ミラーリングしておくことで，故障したディスク
装置を切り離し，正常なディスク装置で運用が継
続できる。また，故障したディスク装置に代わる
代替ディスク装置を自動で割り当てるホットスペ
ア機能も備えており，ディスク装置の冗長構成を
自動で復旧する。
（2） RAID装置間のミラーリング（1）

ストレージの可用性を向上させる目的でRAID
装置が広く採用されている。24時間365日稼働す
ることを要求されるミッションクリティカルシス
テムでは，更に高いデータの可用性が求められる。
RAID装置を冗長構成にして，RAID装置間をミラー
リングすることで，より高信頼なストレージシス
テムを実現する。
（3） I/Oの応答時間保証
ディスク装置やファイバーチャネルスイッチな
どのハードウェア装置で故障が発生すると，ディ
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図-4　I/Oの応答時間保証
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（3） ネットワークの障害監視
PRIMECLUSTER GLSは，待機NIC（Network 

Interface Card）側の通信経路を監視する機能と業
務データが流れるハブやスイッチまでの通信経路
の状態を監視する機能を併せ持っている。障害監
視により異常を検出した場合，システムログへの
メッセージ出力を行い，システム管理者に異常箇
所の対処を促す。
● 仮想マシン運用の継続
サーバ運用の継続，ディスクアクセスの継続，
およびネットワークの継続など，物理サーバ環境
で培った技術を仮想マシンにも適用し，システム
全体の高信頼化を実現している。

PRIMECLUSTERでは，以下の仮想化ソフト
ウェアに対応している。
（1） Oracle Solaris 環境
・ Oracle VM Server for SPARC
・ Oracle Solaris ゾーン
・ Oracle Solaris Legacy Containers

（2） Linux 環境
・ Red Hat Enterprise Linux 7 仮想マシン機能
（KVM）
・ Red Hat Enterprise Linux 6 仮想マシン機能
（KVM）
・ Red Hat Enterprise Linux 5 仮想マシン機能
（Xen）
・ VMware vSphere 5
・ VMware vSphere 4

む　　す　　び

サーバ，ストレージ，ネットワークなどのシス
テムリソースの有効活用，および運用コストの削
減のため，今後もクラウドサービスへの移行の流
れは加速していく。
一方で，重要なデータを処理する基幹業務など
は，外部のクラウドサービスには移行せず，自社
内でクラウドサービスを構築し，基幹システムを
運用したいというニーズもある。このように，自
社内で提供するクラウドサービスにおいても，信
頼性・可用性が求められる。
今後もPRIMECLUSTERは，お客様の基幹業務
など重要な業務システムが集約されるクラウド環
境，および仮想化環境において，仮想化ソフトウェ
アと連携して業務システムの高信頼化・高可用化
を実現する技術を提供し，お客様業務の安定稼働
を支援する。
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