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概要
　情報システムのオープン化に伴い基幹システムがメインフレームからIAサーバへ次々と移行されている。また

インターネットにおけるビジネスもIAサーバを利用して活発に行われている。基幹システムはもとより、インターネット

ビジネスにおいてもエンドユーザへのサービス停止はビジネス継続にとって命取りであり、システム基盤に対して

従来以上の高可用性が求められるようになっている。

　そこで本稿では、今日のシステム基盤に求められる高可用性の特性を明らかにし、ブレードサーバ、SANストレージ

といった機器が高可用性を実現するために効果的であることを解説する。加えて最近の構築事例を紹介する。また、

製品ライフサイクル、データセンターの設備、運用時の必要スキルや運用ツールなど、構築時に検討すべき課題に

ついて述べる。

5. おわりに

1.1  高可用性基盤を求める背景
　基幹システムが IA（ Intel アーキテクチャ）サーバへ移行さ

れることはもはや珍しいことではない。またインターネット

で新しいビジネスを創出するときに使われるのも初期投資が

安価となる IAサーバが主である。基幹システムの停止が許容

されないのはもちろん、インターネットを活用したビジネス

においては、システムの停止が即ビジネスの失敗を決定付け

てしまうことすらある。システム停止によりお客さまへのサー

ビスが全面的にストップしてしまうと、莫大な損害を引き起

こすだけでなく、お客さまからの信用を全面的に失ってしま

うためである。

　IAサーバ単体ではメインフレームのような高可用性を持た

ない。そのため基幹システムのデータベースやファイルサーバ、

インターネットサービスにおけるアプリケーションサーバなど、

ダウンタイムが致命傷となるサーバに対しては、複数の IAサーバ

を利用して高い可用性を仕組みとして実現することが求められ

ている。

1.2  高可用性基盤とは
　可用性とは、利用者から見てサービスが停止しないで利用し

続けられることである。基幹システムが稼動する高可用性基盤

には、事前告知の計画停止以外にサービスを利用できない時間

を極力短くすることが求められる。IAサーバにおいて高可用性

を確保する手段としては同じ役割を持つサーバを複数用意する

ことが一般的である。例えば２階層Webシステムの場合、図１

のように負荷分散サーバ、Web・Appサーバ、DBサーバ、そ

してそれらを結ぶネットワーク経路を冗長化する。これにより

１台のサーバが停止しても他のサーバによって利用者へのサー

ビスが提供されるため、高可用性を実現できる。

2.  高可用性を実現する基盤システムの動向
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1.3  高可用性基盤の構築
　高可用性基盤を構築する最初のステップは、可用性レベルの

目標値を設定することである。システムに発生し得る様々な障

害に対し、どの程度のシステム停止が許容されるのか（あるい

は許容されないのか）を業務の観点から明確にする。次に、こ

の可用性レベルの目標値に応じて稼動状態へ復旧するための施

策を費用対効果含め検討・設計する。ここでは費用対効果とい

う点がポイントである。信頼性の高いハードウェアを使ったり

多重化やクラスタリングを行ったりすれば可用性をいくらでも

高められるが、ハードウェア費用やシステム構築費用が高額に

なり、IAサーバ利用によるコストの低減というメリットを受

けられなくなる。そのため高可用性が求められる部分とそうで

ない部分を分離し、システム全体としての高可用性と費用のバ

ランスを保つことが設計にあたっての重要な要素となる。

　さて、高可用性基盤を用いることで、システムトラブルが発

生しても自動的にサービスを継続させることができるようにな

る。しかし、その後判断を伴う回復操作を行う場合は、手動で

の対応も必要となる。この手動対応を誤り、二次障害を引き起

こす事例が後を絶たない。真の意味で高可用性基盤を実現する

には、構築前の評価を確実に実施し、障害が起きたときにシス

テム側が自動で回復する部分と手動で復旧する部分とを明確に

し、回復手順を確立させることが必要である。評価の観点は実

運用より抽出し、次のようなものとなる。

障害発生箇所の洗い出し

システム全体に対する影響度の確認

対策検討（高可用性基盤で自動回復するか、手動での回復

　作業が必要か）

偽障害試験を行い対策の有効性を検証

　評価の結果、障害によるユーザーへの影響がビジネス遂行上

許容できない場合には、それぞれの障害への対策を再度検討す

ることになる。

　高可用性基盤による障害対策を実施すれば、可用性は向上す

るが、先に述べたように費用も高額になりがちである。そこで、

重要なのがシステムのどの箇所の可用性を高めるかということ

である。一般的にはシステムの機能を図２のような３種類に分

類し、それぞれに対して可用性レベルを検討するとよい。

停止が許容されない（オンラインサーバ群）

一定時間内に回復されれば許容（バッチサーバ群）

システム停止がある程度許容（情報系サーバ群）

図２  サーバ停止に伴うビジネス影響度の区分 

　第１章にて、高可用性とは何かを述べたが、昨今導入が盛ん

なブレードサーバやストレージを使った高可用性がどのような

仕組みで実現されているかを解説する。

2.1 ブレードサーバとは
　ブレードサーバとは、図３に示すように、通常のラックマウン

トサーバよりさらに小さなサーバ（ブレード）にコンピュータ

として必要な要素（CPU、メモリ、ハードディスク、ネットワー

クカード、ファイバチャネルカードなど）を実装し、必要な枚

数をシャーシと呼ばれる筐体にセットして構成するサーバであ

る。筐体側（シャーシ）にはブレードサーバの差込口が並び、

ブレードサーバへの給電・配線・制御ユニットなどが内部コネ

クタとして用意されているため、各ブレードサーバはシャーシ

に差し込むだけで利用できる。したがってブレードサーバはラッ

クに対して搭載の集積度を高める点や各ブレードサーバへの結

線が不要となる点が特徴である。シャーシのユニット数や搭載

可能ブレードサーバ台数は各ハードウェアメーカにより異なる

が、１シャーシ（１０U）に１６枚のブレードサーバを搭載可能と

するメーカもある。その場合、実に1ラック（４０U相当）に６４台

のサーバを稼動させることが可能になる。また、給電ユニット

や放熱ファンを数枚のブレードサーバで共有するため、故障の

発生しやすい部品の点数を減らすことができる。

図３  ブレードサーバ搭載イメージ

図４  SANストレージ利用イメージ 図５  SPOFによる障害例

2.2  ストレージとは
　ストレージとは、一般的にはデータやプログラムを格納す

る装置のことを指し、ハードディスクはじめフロッピーディ

スク、磁気テープなどもストレージの一種である。近年はシ

ステム全体のデータを格納するような大きな共有ディスクを

ストレージ、あるいはその接続形態からSANストレージと呼

ぶことが多い。そのため本論文でも単にストレージと記述す

る場合はSANストレージのことを指すものとする。

　図４にSANストレージ利用イメージを記す。ここでSAN

（Storage Area Network）とはストレージ間およびストレージ

とコンピュータの間を結ぶ高速なネットワークであり、通常ファイ

バチャネルとSANスイッチで構成される。ストレージはサーバ

毎に接続されたディスク領域の無駄を排除するため、複数の

サーバで共有する利用形態をとる。複数のサーバで共有するた

めディスク IO処理に対する高速通信と高信頼性が要求される。

2.3  ストレージおよびブレードの信頼性
　システム基盤において、ある１箇所で発生した障害によりサー

ビスが停止する場合、その箇所のことをSingle Point of Failure

（SPOF）と呼ぶ。可用性向上の基本的な考えは構成する部品

を冗長化しSPOFをなくすということになる。冗長化した部品

は通常の運用時に２つの動作パターンのいずれかになる。両方

が稼動系として動作する構成（デュアルアクティブ）と、1つ

が稼動系として動作し、その他は待機系として動作する構成（ア

クティブスタンバイ）である。デュアルアクティブ構成では障

害発生箇所を切り離して縮退運転を行うが、アクティブスタン

バイ構成の場合は障害の発生を検知した後、稼動系を停止して

待機系でサービスを起動するというフェイルオーバー処理が必

要となる。

　ここでブレードサーバやストレージを見ると、構成するほ

とんどの部品を冗長化することで内部的にはSPOFのない

デュアルアクティブ構成を実現している。しかしよく構成を確

認すると一部の部品について冗長化されていないものもある。

例えば、図５左のように、ブレードサーバ自体は２重化できてい

ても、ブレードサーバが接続されるシャーシ内のバックプレーン

が単一構成(SPOF)になっており、そこで障害が発生するとい

ずれのブレードサーバも利用できなくなる、といったもので

ある。こういった点については機器自身が持つSPOFについて、

その平均故障間隔（MTBF）を元に製品選択あるいは対応策の

検討が必要となる。

 ブレードサーバ自身は通常の IAサーバであるため、ブレード

サーバのハードウェア障害によりOSが停止する可能性がある

が、「N+1スタンバイ構成」により、空いているブレードサー

バへOSをフェイルオーバー（別ブレードサーバでのOSの再

立ち上げ）することができる。これはSANブートとIO仮想化、

ブレードサーバ管理ソフトウェアという３つの技術の組み合わ

せで実現される機能である。SANブートとはSANストレージ

上に置いたOSシステム領域を使ってOSを立ち上げる仕組み

である。ブレードサーバ側にはディスクを持たないため、いず

れのブレードサーバでも当該領域のOSを起動できる。また、

ストレージのスナップショット機能などを使用してシステムバッ

クアップ・リカバリを高速に行えることも利点である。なお、

通常のN+1スタンバイに加えて待機ブレードサーバをさらに

M枚追加した構成を「Ｎ+Mスタンバイ構成」といい、ブレー

ドサーバの２重障害発生時にも対応可能である構成もあり、一

時的なサーバ追加が必要になった場合でもN+1スタンバイの

可用性を確保しつつ迅速に対応することが可能である。

　IO仮想化技術とは、物理機器が持つWWN（World Wide 

Name=ファイバチャネル通信に利用する機器固有のアドレス）

やMACアドレス（Ethernet通信で利用する機器固有のアドレ

ス）といった情報や物理的なケーブルをシャーシ内部に格納す

ることで、SANやLANの構成をソフトウェアによる設定で実

現できるようにする技術である。ブレードサーバに障害が発生

した場合、従来は待機系サーバに対してMACアドレスの再設

定を行ったりSAN接続設定（WWN再設定やLUN割当）の変

更を行ったりと、専門技術者の対応が必要であった。そのため

サーバ管理者だけでの対応は難しく、運用負荷の増大や復旧に

長時間を要するなどの問題があった。IO仮想化技術によるフェイ

ルオーバー (図６) によりこれらの設定変更をソフトウェア的に

自動で行うことができるようになり、障害時のブレードサーバ

の切り替えが迅速に行えるようになっている。最後にブレード

サーバ管理ソフトウェアであるが、これはブレードサーバの障

害を検出して稼動系のサーバを停止し、IO設定を行って待機

系サーバをSANブートさせるという一連の操作を自動的に行う。

なお、ブレードサーバ管理ソフトウェアは各メーカが自身のブ

レードサーバに特化した形で作成されており、その機能・仕組

みは様々である点に注意が必要である。

図６  IO仮想化技術によるフェイルオーバー

図７  ブレードサーバ障害時のN+M構成の動き

4.  構築時に検討すべき項目
4.1  製品ライフサイクル
　ブレードサーバはシャーシに搭載されているが、ブレードサー

バならびにシャーシが次世代規格に移行した際は、現在利用し

ているサーバは新しいシャーシに搭載できない可能性が極めて

高いようである。メーカによって取り組み姿勢が異なっており、

保守期間を延長（５年から７年などに変更など）するなど製品

ライフサイクルを長くするよう取り組んでいるメーカもあるが、

世代が代わった場合は買い替えが必要であるとするメーカもあ

る。ブレードサーバのライフサイクルについては十分な確認が

必要である。

4.2  データセンターの許容量
　ブレードサーバはコンパクト設計であり１ラックに７０台近

いサーバを収容することが理論上可能である。しかしながら、

受入先のデータセンターで提供可能な電源容量や、耐荷重の制

限のため、実際にラックに７０台近いサーバを入れることは困難と

考えた方がよい。ブレードサーバだからといって消費電力が大幅

に小さくなることはなく、その重量も重いと考えたほうがよい。

4.3  運用性
　ブレードサーバやストレージは、メーカが提供するブレード

管理ツールによって運用性が全く異なる。きめ細かいところま

で管理できるものもあれば、ある程度の管理はできても、それ

以上を求める場合スクリプトを組むなどの手間がかかるものも

ある。一見、きめ細かいところまで管理ができるブレードサー

バ管理ツールが良さそうにも思えるが、実際は細かすぎて技術

習得や運用で苦労したり、同一メーカのブレードサーバとスト

レージの組み合わせが前提であったりする場合もある。

　シャーシはサーバだけでなく、背面にEthernetスイッチや

SANスイッチ、レイヤ7スイッチなどのネットワーク機器が

搭載できる。ブレードサーバという言葉からサーバ管理者の管

理対象になりがちであるが、実はネットワークの深い知識が必

要な機器でもある。ブレード管理ツールには、ネットワークも

含めて簡易に操作できるインタフェース（リソースを全て仮想

リソースとして提供など）を提供しているものから、ネットワー

ク管理者レベルの知識がなければ設定できないものまで様々で

あり、注意が必要である。

4.4  各メーカの思想と特性
　各メーカによりブレードサーバの設計思想は様々である。現

行のタワー型、ラックマウント型などで稼動中のサーバをブレー

ドサーバに集約することを念頭におくメーカもあれば、高額な

メインフレームからブレードサーバに移行することを念頭にお

くメーカもある。前者を主体にするメーカはブレードサーバの

スペック（搭載CPUやメモリ）があまり高くなかったり、

SPOFが存在したりする。一方後者を主体にするメーカは高ス

ペック、高可用性ラインナップを取り揃えていることが多い。

　本論文では高可用性の観点からブレードサーバ、ストレー

ジの動向を述べてきた。今後、システム基盤を構築する上で

確実に設計思想に組み入れなくてはならない技術として仮想

化がある (文献[３])。

　仮想化技術は仮想化するレイヤによって種類が異なり、下

記のように大きく３つの技術が定義される。

(１) サーバ仮想化

物理サーバを仮想化し、サーバハードとOSを分離する技術

(２) IO仮想化

LANやSAN構成を仮想化し、配線を自由に変更できる技術

(３) ストレージ仮想化

物理ディスクを仮想化し、容量や割当を自由に変更できる技術

　今後、システムインテグレータとして仮想化技術を有効に

活用することで、ハードウェアメーカの製品ライフサイクル

に影響されない仕組みを構築したり、高可用性や運用性の向

上を実現することができるようになる。ブレード・ストレー

ジに加えて仮想化技術を組み合わせ、お客さまにより最適な

基盤ソリューションを提供していく所存である。

3.1  導入の背景
　A社は、汎用機による商品先物売買システムを複数の先物商

品取引会社にサービスを提供している。課題として下記２点

が顕在化していた。

大型汎用機の高額なランニングコストの低減

商品取引所の２４時間オープン化に伴う高可用性基盤の必要性

　上記２点の課題解決にあたり、低コストで構築できるオー

プン系基盤の採用と高可用性基盤を実現できるブレードサーバ

の採用を決定した。

3.2  メーカ選定
　ブレードサーバは各ハードウェアメーカから販売されており、

その機能は様々である。そこでメーカ選定にあたり、下記側面

について検討した。

初期費用、保守費用、運用費用

ハードウェアレベルでの高可用性

運用性

　ハードウェアレベルでの高可用性担保においては、１０年前

から IO仮想化技術を採用していたB社が、フェイルオーバーに

要する時間、確実にフェイルオーバーするという信頼性の２点

から群を抜いて評価が高かった。また、運用性においてもプロ

セッサ、メモリを含めた全ての物理リソースを仮想リソースプー

ルと定義し、サーバ定義ファイルにマッピングするという極め

て単純な方式であったため、評価が高かった。B社のハードウェ

アは初期費用、保守費用が他社と比較して高額であったが、運

用が容易であり運用費の削減効果が見込めたことからTCOの

削減が可能と判断し、B社のブレードサーバを採用した。

　ストレージはB社ブレードサーバと親和性の高いC社の製品

を採用した。また、C社ストレージの「仮想ストレージプール

機能」の評価も高かった。仮想ストレージプール機能とは、必

要な時に必要なだけ各サーバにディスク容量を割り当てる機能

である。サーバの増減が激しいA社においては、仮想ストレー

ジプール機能により、運用性の向上、ならびにディスク容量の

有効活用が期待できると判断した。

3.3  N+Mスタンバイによる高可用性の確保
　高可用性を確保するため、N+1スタンバイをもう1段進めた

「N+Mスタンバイ」の構成を採用した。図７にブレードサーバ

障害時のN+M構成の動きを記す。

3.4  評価
　提案段階においては、初期費用、保守費用だけでは高額に見

えてしまう。このため、当初お客さまの拒否反応もあった。し

かし、今回の高可用性基盤は単に可用性が高いだけではなく、

TCOが削減できる基盤である点をお客さまに理解していただ

くことで採用にいたった。使用開始して運用実績がでた現在で

は、お客さまの情報システム部門から、今回採用したブレード

サーバ、ストレージのシステムの高可用性、運用性を非常に高

く評価していただいている。

図１  高可用性システムの一般例

負荷分散
Server

Web・App
Server

DB
Server

Ethernet
SAN（Storage Area Network）

オンラインサーバ群
停止がビジネスに直接
影響する箇所であり、
ノンストップの高可用
性が求められる

クラスタ化などを検討

情報系サーバ群
ビジネスインパクトが
少なく、ある程度の停止
が許される

ハードウェアレベルでの
冗長構成など検討

バッチサーバ群
一定時間の停止が
許される箇所であり、
高可用性レベルは中
と判断される

ただし、昨今の情報系サーバは停止がビジネスに直接影響するサーバ（例えば、メール
サーバetc）も存在する為、費用対効果と高可用性の実現を検討する必要がある。

ハードウェアレベルでの
冗長構成など検討

CPU

CPU

Memory

内蔵HD

※内部搭載構成はメーカにより異なる

ブレードサーバ

シャーシ

ラック

未使用
利用
未使用
利用

未使用
利用
未使用
利用

未使用
利用
未使用
利用

ブレードサーバ

ブレードサーバが刺さる
バックプレーンボード

ブレードサーバが刺さる
バックプレーンボードが
二重化されている

正常

正常
障害

バックプレーンボードが二重化されて
いる事で片方のバックプレーンボード
に障害が発生してもブレードサーバは
利用できる

バックプレーンボードがSPOFとなって
いる場合、バックプレーンボードに障害
が発生すると全てのブレードサーバが
利用できなくなる

障害

正常

正常

正常

障害

ブレードサーバA ブレードサーバB 待機サーバ

●MACアドレス
●Ethernet接続
●SAN接続
●Word Wide Name
●SAN Bootパラメータ

LAN#1

LAN#2

SAN

NIC HBA NIC HBA NIC HBA

IO仮想技術

ブレードサーバAに存在した全ての情報が
待機サーバへ引き継がれ、自動的にフェイルオーバーする

ブレードサーバは、単なるCPUのリソースとし
定義されているだけなので、物理的に故障し
たらスタンバイブレードに自動的に切り替わる

web1 Serverは
単なる定義ファイルである

JIMBO Takehiro

IO
（
N
IC
/S
A
N
）

各サーバで、それぞれディスクを
利用している為、ディスク利用
効率が非常に悪い

共有してディスクを利用する為、
利用効率が高い一方、高信頼性
が求められる

ブレードサーバ

スタンバイブレード

Bシステム

Aシステム

ブレード
シャーシ

仮想CPU、メモリ

仮想HDD

仮想CD-ROM

仮想HBA
（FC）

仮想NIC

仮想グラフィック

仮想FDD

web1 Server
web2 Server
DB Server

Backup Server
運用監視 Server
LDAP Server

web1 Server
web2 Server
DB Server

Backup Server
運用監視 Server
LDAP Server



web1
Server

ブレードサーバA ブレードサーバB 待機サーバ

●MACアドレス
●Ethernet接続
●SAN接続
●Word Wide Name
●SAN Bootパラメータ

●MACアドレス
●Ethernet接続
●SAN接続
●Word Wide Name
●SAN Bootパラメータ

LAN#1

LAN#2

SAN

NIC HBA NIC HBA NIC HBA

IO仮想技術

84 85

88 89

86 87

ブレードサーバとSANストレージによる
高可用性基盤の実現

A Highly Available Platform by Blade Servers and SAN Storages

馬場　昭宏
BABA　Akihiro

大村　幸敬
OHMURA Yukitaka

神保　岳大
JIMBO Takehiro

木本　佳成
KIMOTO Yoshinari

1.  高可用性基盤の必要性

3.  高可用性基盤の事例
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概要
　情報システムのオープン化に伴い基幹システムがメインフレームからIAサーバへ次々と移行されている。また

インターネットにおけるビジネスもIAサーバを利用して活発に行われている。基幹システムはもとより、インターネット

ビジネスにおいてもエンドユーザへのサービス停止はビジネス継続にとって命取りであり、システム基盤に対して

従来以上の高可用性が求められるようになっている。

　そこで本稿では、今日のシステム基盤に求められる高可用性の特性を明らかにし、ブレードサーバ、SANストレージ

といった機器が高可用性を実現するために効果的であることを解説する。加えて最近の構築事例を紹介する。また、

製品ライフサイクル、データセンターの設備、運用時の必要スキルや運用ツールなど、構築時に検討すべき課題に

ついて述べる。

5. おわりに

1.1  高可用性基盤を求める背景
　基幹システムが IA（ Intel アーキテクチャ）サーバへ移行さ

れることはもはや珍しいことではない。またインターネット

で新しいビジネスを創出するときに使われるのも初期投資が

安価となる IAサーバが主である。基幹システムの停止が許容

されないのはもちろん、インターネットを活用したビジネス

においては、システムの停止が即ビジネスの失敗を決定付け

てしまうことすらある。システム停止によりお客さまへのサー

ビスが全面的にストップしてしまうと、莫大な損害を引き起

こすだけでなく、お客さまからの信用を全面的に失ってしま

うためである。

　IAサーバ単体ではメインフレームのような高可用性を持た

ない。そのため基幹システムのデータベースやファイルサーバ、

インターネットサービスにおけるアプリケーションサーバなど、

ダウンタイムが致命傷となるサーバに対しては、複数の IAサーバ

を利用して高い可用性を仕組みとして実現することが求められ

ている。

1.2  高可用性基盤とは
　可用性とは、利用者から見てサービスが停止しないで利用し

続けられることである。基幹システムが稼動する高可用性基盤

には、事前告知の計画停止以外にサービスを利用できない時間

を極力短くすることが求められる。IAサーバにおいて高可用性

を確保する手段としては同じ役割を持つサーバを複数用意する

ことが一般的である。例えば２階層Webシステムの場合、図１

のように負荷分散サーバ、Web・Appサーバ、DBサーバ、そ

してそれらを結ぶネットワーク経路を冗長化する。これにより

１台のサーバが停止しても他のサーバによって利用者へのサー

ビスが提供されるため、高可用性を実現できる。

2.  高可用性を実現する基盤システムの動向
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1.3  高可用性基盤の構築
　高可用性基盤を構築する最初のステップは、可用性レベルの

目標値を設定することである。システムに発生し得る様々な障

害に対し、どの程度のシステム停止が許容されるのか（あるい

は許容されないのか）を業務の観点から明確にする。次に、こ

の可用性レベルの目標値に応じて稼動状態へ復旧するための施

策を費用対効果含め検討・設計する。ここでは費用対効果とい

う点がポイントである。信頼性の高いハードウェアを使ったり

多重化やクラスタリングを行ったりすれば可用性をいくらでも

高められるが、ハードウェア費用やシステム構築費用が高額に

なり、IAサーバ利用によるコストの低減というメリットを受

けられなくなる。そのため高可用性が求められる部分とそうで

ない部分を分離し、システム全体としての高可用性と費用のバ

ランスを保つことが設計にあたっての重要な要素となる。

　さて、高可用性基盤を用いることで、システムトラブルが発

生しても自動的にサービスを継続させることができるようにな

る。しかし、その後判断を伴う回復操作を行う場合は、手動で

の対応も必要となる。この手動対応を誤り、二次障害を引き起

こす事例が後を絶たない。真の意味で高可用性基盤を実現する

には、構築前の評価を確実に実施し、障害が起きたときにシス

テム側が自動で回復する部分と手動で復旧する部分とを明確に

し、回復手順を確立させることが必要である。評価の観点は実

運用より抽出し、次のようなものとなる。

障害発生箇所の洗い出し

システム全体に対する影響度の確認

対策検討（高可用性基盤で自動回復するか、手動での回復

　作業が必要か）

偽障害試験を行い対策の有効性を検証

　評価の結果、障害によるユーザーへの影響がビジネス遂行上

許容できない場合には、それぞれの障害への対策を再度検討す

ることになる。

　高可用性基盤による障害対策を実施すれば、可用性は向上す

るが、先に述べたように費用も高額になりがちである。そこで、

重要なのがシステムのどの箇所の可用性を高めるかということ

である。一般的にはシステムの機能を図２のような３種類に分

類し、それぞれに対して可用性レベルを検討するとよい。

停止が許容されない（オンラインサーバ群）

一定時間内に回復されれば許容（バッチサーバ群）

システム停止がある程度許容（情報系サーバ群）

図２  サーバ停止に伴うビジネス影響度の区分 

　第１章にて、高可用性とは何かを述べたが、昨今導入が盛ん

なブレードサーバやストレージを使った高可用性がどのような

仕組みで実現されているかを解説する。

2.1 ブレードサーバとは
　ブレードサーバとは、図３に示すように、通常のラックマウン

トサーバよりさらに小さなサーバ（ブレード）にコンピュータ

として必要な要素（CPU、メモリ、ハードディスク、ネットワー

クカード、ファイバチャネルカードなど）を実装し、必要な枚

数をシャーシと呼ばれる筐体にセットして構成するサーバであ

る。筐体側（シャーシ）にはブレードサーバの差込口が並び、

ブレードサーバへの給電・配線・制御ユニットなどが内部コネ

クタとして用意されているため、各ブレードサーバはシャーシ

に差し込むだけで利用できる。したがってブレードサーバはラッ

クに対して搭載の集積度を高める点や各ブレードサーバへの結

線が不要となる点が特徴である。シャーシのユニット数や搭載

可能ブレードサーバ台数は各ハードウェアメーカにより異なる

が、１シャーシ（１０U）に１６枚のブレードサーバを搭載可能と

するメーカもある。その場合、実に1ラック（４０U相当）に６４台

のサーバを稼動させることが可能になる。また、給電ユニット

や放熱ファンを数枚のブレードサーバで共有するため、故障の

発生しやすい部品の点数を減らすことができる。

図３  ブレードサーバ搭載イメージ

図４  SANストレージ利用イメージ 図５  SPOFによる障害例

2.2  ストレージとは
　ストレージとは、一般的にはデータやプログラムを格納す

る装置のことを指し、ハードディスクはじめフロッピーディ

スク、磁気テープなどもストレージの一種である。近年はシ

ステム全体のデータを格納するような大きな共有ディスクを

ストレージ、あるいはその接続形態からSANストレージと呼

ぶことが多い。そのため本論文でも単にストレージと記述す

る場合はSANストレージのことを指すものとする。

　図４にSANストレージ利用イメージを記す。ここでSAN

（Storage Area Network）とはストレージ間およびストレージ

とコンピュータの間を結ぶ高速なネットワークであり、通常ファイ

バチャネルとSANスイッチで構成される。ストレージはサーバ

毎に接続されたディスク領域の無駄を排除するため、複数の

サーバで共有する利用形態をとる。複数のサーバで共有するた

めディスク IO処理に対する高速通信と高信頼性が要求される。

2.3  ストレージおよびブレードの信頼性
　システム基盤において、ある１箇所で発生した障害によりサー

ビスが停止する場合、その箇所のことをSingle Point of Failure

（SPOF）と呼ぶ。可用性向上の基本的な考えは構成する部品

を冗長化しSPOFをなくすということになる。冗長化した部品

は通常の運用時に２つの動作パターンのいずれかになる。両方

が稼動系として動作する構成（デュアルアクティブ）と、1つ

が稼動系として動作し、その他は待機系として動作する構成（ア

クティブスタンバイ）である。デュアルアクティブ構成では障

害発生箇所を切り離して縮退運転を行うが、アクティブスタン

バイ構成の場合は障害の発生を検知した後、稼動系を停止して

待機系でサービスを起動するというフェイルオーバー処理が必

要となる。

　ここでブレードサーバやストレージを見ると、構成するほ

とんどの部品を冗長化することで内部的にはSPOFのない

デュアルアクティブ構成を実現している。しかしよく構成を確

認すると一部の部品について冗長化されていないものもある。

例えば、図５左のように、ブレードサーバ自体は２重化できてい

ても、ブレードサーバが接続されるシャーシ内のバックプレーン

が単一構成(SPOF)になっており、そこで障害が発生するとい

ずれのブレードサーバも利用できなくなる、といったもので

ある。こういった点については機器自身が持つSPOFについて、

その平均故障間隔（MTBF）を元に製品選択あるいは対応策の

検討が必要となる。

 ブレードサーバ自身は通常の IAサーバであるため、ブレード

サーバのハードウェア障害によりOSが停止する可能性がある

が、「N+1スタンバイ構成」により、空いているブレードサー

バへOSをフェイルオーバー（別ブレードサーバでのOSの再

立ち上げ）することができる。これはSANブートとIO仮想化、

ブレードサーバ管理ソフトウェアという３つの技術の組み合わ

せで実現される機能である。SANブートとはSANストレージ

上に置いたOSシステム領域を使ってOSを立ち上げる仕組み

である。ブレードサーバ側にはディスクを持たないため、いず

れのブレードサーバでも当該領域のOSを起動できる。また、

ストレージのスナップショット機能などを使用してシステムバッ

クアップ・リカバリを高速に行えることも利点である。なお、

通常のN+1スタンバイに加えて待機ブレードサーバをさらに

M枚追加した構成を「Ｎ+Mスタンバイ構成」といい、ブレー

ドサーバの２重障害発生時にも対応可能である構成もあり、一

時的なサーバ追加が必要になった場合でもN+1スタンバイの

可用性を確保しつつ迅速に対応することが可能である。

　IO仮想化技術とは、物理機器が持つWWN（World Wide 

Name=ファイバチャネル通信に利用する機器固有のアドレス）

やMACアドレス（Ethernet通信で利用する機器固有のアドレ

ス）といった情報や物理的なケーブルをシャーシ内部に格納す

ることで、SANやLANの構成をソフトウェアによる設定で実

現できるようにする技術である。ブレードサーバに障害が発生

した場合、従来は待機系サーバに対してMACアドレスの再設

定を行ったりSAN接続設定（WWN再設定やLUN割当）の変

更を行ったりと、専門技術者の対応が必要であった。そのため

サーバ管理者だけでの対応は難しく、運用負荷の増大や復旧に

長時間を要するなどの問題があった。IO仮想化技術によるフェイ

ルオーバー (図６) によりこれらの設定変更をソフトウェア的に

自動で行うことができるようになり、障害時のブレードサーバ

の切り替えが迅速に行えるようになっている。最後にブレード

サーバ管理ソフトウェアであるが、これはブレードサーバの障

害を検出して稼動系のサーバを停止し、IO設定を行って待機

系サーバをSANブートさせるという一連の操作を自動的に行う。

なお、ブレードサーバ管理ソフトウェアは各メーカが自身のブ

レードサーバに特化した形で作成されており、その機能・仕組

みは様々である点に注意が必要である。

図６  IO仮想化技術によるフェイルオーバー

図７  ブレードサーバ障害時のN+M構成の動き

4.  構築時に検討すべき項目
4.1  製品ライフサイクル
　ブレードサーバはシャーシに搭載されているが、ブレードサー

バならびにシャーシが次世代規格に移行した際は、現在利用し

ているサーバは新しいシャーシに搭載できない可能性が極めて

高いようである。メーカによって取り組み姿勢が異なっており、

保守期間を延長（５年から７年などに変更など）するなど製品

ライフサイクルを長くするよう取り組んでいるメーカもあるが、

世代が代わった場合は買い替えが必要であるとするメーカもあ

る。ブレードサーバのライフサイクルについては十分な確認が

必要である。

4.2  データセンターの許容量
　ブレードサーバはコンパクト設計であり１ラックに７０台近

いサーバを収容することが理論上可能である。しかしながら、

受入先のデータセンターで提供可能な電源容量や、耐荷重の制

限のため、実際にラックに７０台近いサーバを入れることは困難と

考えた方がよい。ブレードサーバだからといって消費電力が大幅

に小さくなることはなく、その重量も重いと考えたほうがよい。

4.3  運用性
　ブレードサーバやストレージは、メーカが提供するブレード

管理ツールによって運用性が全く異なる。きめ細かいところま

で管理できるものもあれば、ある程度の管理はできても、それ

以上を求める場合スクリプトを組むなどの手間がかかるものも

ある。一見、きめ細かいところまで管理ができるブレードサー

バ管理ツールが良さそうにも思えるが、実際は細かすぎて技術

習得や運用で苦労したり、同一メーカのブレードサーバとスト

レージの組み合わせが前提であったりする場合もある。

　シャーシはサーバだけでなく、背面にEthernetスイッチや

SANスイッチ、レイヤ7スイッチなどのネットワーク機器が

搭載できる。ブレードサーバという言葉からサーバ管理者の管

理対象になりがちであるが、実はネットワークの深い知識が必

要な機器でもある。ブレード管理ツールには、ネットワークも

含めて簡易に操作できるインタフェース（リソースを全て仮想

リソースとして提供など）を提供しているものから、ネットワー

ク管理者レベルの知識がなければ設定できないものまで様々で

あり、注意が必要である。

4.4  各メーカの思想と特性
　各メーカによりブレードサーバの設計思想は様々である。現

行のタワー型、ラックマウント型などで稼動中のサーバをブレー

ドサーバに集約することを念頭におくメーカもあれば、高額な

メインフレームからブレードサーバに移行することを念頭にお

くメーカもある。前者を主体にするメーカはブレードサーバの

スペック（搭載CPUやメモリ）があまり高くなかったり、

SPOFが存在したりする。一方後者を主体にするメーカは高ス

ペック、高可用性ラインナップを取り揃えていることが多い。

　本論文では高可用性の観点からブレードサーバ、ストレー

ジの動向を述べてきた。今後、システム基盤を構築する上で

確実に設計思想に組み入れなくてはならない技術として仮想

化がある (文献[３])。

　仮想化技術は仮想化するレイヤによって種類が異なり、下

記のように大きく３つの技術が定義される。

(１) サーバ仮想化

物理サーバを仮想化し、サーバハードとOSを分離する技術

(２) IO仮想化

LANやSAN構成を仮想化し、配線を自由に変更できる技術

(３) ストレージ仮想化

物理ディスクを仮想化し、容量や割当を自由に変更できる技術

　今後、システムインテグレータとして仮想化技術を有効に

活用することで、ハードウェアメーカの製品ライフサイクル

に影響されない仕組みを構築したり、高可用性や運用性の向

上を実現することができるようになる。ブレード・ストレー

ジに加えて仮想化技術を組み合わせ、お客さまにより最適な

基盤ソリューションを提供していく所存である。

3.1  導入の背景
　A社は、汎用機による商品先物売買システムを複数の先物商

品取引会社にサービスを提供している。課題として下記２点

が顕在化していた。

大型汎用機の高額なランニングコストの低減

商品取引所の２４時間オープン化に伴う高可用性基盤の必要性

　上記２点の課題解決にあたり、低コストで構築できるオー

プン系基盤の採用と高可用性基盤を実現できるブレードサーバ

の採用を決定した。

3.2  メーカ選定
　ブレードサーバは各ハードウェアメーカから販売されており、

その機能は様々である。そこでメーカ選定にあたり、下記側面

について検討した。

初期費用、保守費用、運用費用

ハードウェアレベルでの高可用性

運用性

　ハードウェアレベルでの高可用性担保においては、１０年前

から IO仮想化技術を採用していたB社が、フェイルオーバーに

要する時間、確実にフェイルオーバーするという信頼性の２点

から群を抜いて評価が高かった。また、運用性においてもプロ

セッサ、メモリを含めた全ての物理リソースを仮想リソースプー

ルと定義し、サーバ定義ファイルにマッピングするという極め

て単純な方式であったため、評価が高かった。B社のハードウェ

アは初期費用、保守費用が他社と比較して高額であったが、運

用が容易であり運用費の削減効果が見込めたことからTCOの

削減が可能と判断し、B社のブレードサーバを採用した。

　ストレージはB社ブレードサーバと親和性の高いC社の製品

を採用した。また、C社ストレージの「仮想ストレージプール

機能」の評価も高かった。仮想ストレージプール機能とは、必

要な時に必要なだけ各サーバにディスク容量を割り当てる機能

である。サーバの増減が激しいA社においては、仮想ストレー

ジプール機能により、運用性の向上、ならびにディスク容量の

有効活用が期待できると判断した。

3.3  N+Mスタンバイによる高可用性の確保
　高可用性を確保するため、N+1スタンバイをもう1段進めた

「N+Mスタンバイ」の構成を採用した。図７にブレードサーバ

障害時のN+M構成の動きを記す。

3.4  評価
　提案段階においては、初期費用、保守費用だけでは高額に見

えてしまう。このため、当初お客さまの拒否反応もあった。し

かし、今回の高可用性基盤は単に可用性が高いだけではなく、

TCOが削減できる基盤である点をお客さまに理解していただ

くことで採用にいたった。使用開始して運用実績がでた現在で

は、お客さまの情報システム部門から、今回採用したブレード

サーバ、ストレージのシステムの高可用性、運用性を非常に高

く評価していただいている。

図１  高可用性システムの一般例
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概要
　情報システムのオープン化に伴い基幹システムがメインフレームからIAサーバへ次々と移行されている。また

インターネットにおけるビジネスもIAサーバを利用して活発に行われている。基幹システムはもとより、インターネット

ビジネスにおいてもエンドユーザへのサービス停止はビジネス継続にとって命取りであり、システム基盤に対して

従来以上の高可用性が求められるようになっている。

　そこで本稿では、今日のシステム基盤に求められる高可用性の特性を明らかにし、ブレードサーバ、SANストレージ

といった機器が高可用性を実現するために効果的であることを解説する。加えて最近の構築事例を紹介する。また、

製品ライフサイクル、データセンターの設備、運用時の必要スキルや運用ツールなど、構築時に検討すべき課題に

ついて述べる。

5. おわりに

1.1  高可用性基盤を求める背景
　基幹システムが IA（ Intel アーキテクチャ）サーバへ移行さ

れることはもはや珍しいことではない。またインターネット

で新しいビジネスを創出するときに使われるのも初期投資が

安価となる IAサーバが主である。基幹システムの停止が許容

されないのはもちろん、インターネットを活用したビジネス

においては、システムの停止が即ビジネスの失敗を決定付け

てしまうことすらある。システム停止によりお客さまへのサー

ビスが全面的にストップしてしまうと、莫大な損害を引き起

こすだけでなく、お客さまからの信用を全面的に失ってしま

うためである。

　IAサーバ単体ではメインフレームのような高可用性を持た

ない。そのため基幹システムのデータベースやファイルサーバ、

インターネットサービスにおけるアプリケーションサーバなど、

ダウンタイムが致命傷となるサーバに対しては、複数の IAサーバ

を利用して高い可用性を仕組みとして実現することが求められ

ている。

1.2  高可用性基盤とは
　可用性とは、利用者から見てサービスが停止しないで利用し

続けられることである。基幹システムが稼動する高可用性基盤

には、事前告知の計画停止以外にサービスを利用できない時間

を極力短くすることが求められる。IAサーバにおいて高可用性

を確保する手段としては同じ役割を持つサーバを複数用意する

ことが一般的である。例えば２階層Webシステムの場合、図１

のように負荷分散サーバ、Web・Appサーバ、DBサーバ、そ

してそれらを結ぶネットワーク経路を冗長化する。これにより

１台のサーバが停止しても他のサーバによって利用者へのサー

ビスが提供されるため、高可用性を実現できる。

2.  高可用性を実現する基盤システムの動向
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1.3  高可用性基盤の構築
　高可用性基盤を構築する最初のステップは、可用性レベルの

目標値を設定することである。システムに発生し得る様々な障

害に対し、どの程度のシステム停止が許容されるのか（あるい

は許容されないのか）を業務の観点から明確にする。次に、こ

の可用性レベルの目標値に応じて稼動状態へ復旧するための施

策を費用対効果含め検討・設計する。ここでは費用対効果とい

う点がポイントである。信頼性の高いハードウェアを使ったり

多重化やクラスタリングを行ったりすれば可用性をいくらでも

高められるが、ハードウェア費用やシステム構築費用が高額に

なり、IAサーバ利用によるコストの低減というメリットを受

けられなくなる。そのため高可用性が求められる部分とそうで

ない部分を分離し、システム全体としての高可用性と費用のバ

ランスを保つことが設計にあたっての重要な要素となる。

　さて、高可用性基盤を用いることで、システムトラブルが発

生しても自動的にサービスを継続させることができるようにな

る。しかし、その後判断を伴う回復操作を行う場合は、手動で

の対応も必要となる。この手動対応を誤り、二次障害を引き起

こす事例が後を絶たない。真の意味で高可用性基盤を実現する

には、構築前の評価を確実に実施し、障害が起きたときにシス

テム側が自動で回復する部分と手動で復旧する部分とを明確に

し、回復手順を確立させることが必要である。評価の観点は実

運用より抽出し、次のようなものとなる。

障害発生箇所の洗い出し

システム全体に対する影響度の確認

対策検討（高可用性基盤で自動回復するか、手動での回復

　作業が必要か）

偽障害試験を行い対策の有効性を検証

　評価の結果、障害によるユーザーへの影響がビジネス遂行上

許容できない場合には、それぞれの障害への対策を再度検討す

ることになる。

　高可用性基盤による障害対策を実施すれば、可用性は向上す

るが、先に述べたように費用も高額になりがちである。そこで、

重要なのがシステムのどの箇所の可用性を高めるかということ

である。一般的にはシステムの機能を図２のような３種類に分

類し、それぞれに対して可用性レベルを検討するとよい。

停止が許容されない（オンラインサーバ群）

一定時間内に回復されれば許容（バッチサーバ群）

システム停止がある程度許容（情報系サーバ群）

図２  サーバ停止に伴うビジネス影響度の区分 

　第１章にて、高可用性とは何かを述べたが、昨今導入が盛ん

なブレードサーバやストレージを使った高可用性がどのような

仕組みで実現されているかを解説する。

2.1 ブレードサーバとは
　ブレードサーバとは、図３に示すように、通常のラックマウン

トサーバよりさらに小さなサーバ（ブレード）にコンピュータ

として必要な要素（CPU、メモリ、ハードディスク、ネットワー

クカード、ファイバチャネルカードなど）を実装し、必要な枚

数をシャーシと呼ばれる筐体にセットして構成するサーバであ

る。筐体側（シャーシ）にはブレードサーバの差込口が並び、

ブレードサーバへの給電・配線・制御ユニットなどが内部コネ

クタとして用意されているため、各ブレードサーバはシャーシ

に差し込むだけで利用できる。したがってブレードサーバはラッ

クに対して搭載の集積度を高める点や各ブレードサーバへの結

線が不要となる点が特徴である。シャーシのユニット数や搭載

可能ブレードサーバ台数は各ハードウェアメーカにより異なる

が、１シャーシ（１０U）に１６枚のブレードサーバを搭載可能と

するメーカもある。その場合、実に1ラック（４０U相当）に６４台

のサーバを稼動させることが可能になる。また、給電ユニット

や放熱ファンを数枚のブレードサーバで共有するため、故障の

発生しやすい部品の点数を減らすことができる。

図３  ブレードサーバ搭載イメージ

図４  SANストレージ利用イメージ 図５  SPOFによる障害例

2.2  ストレージとは
　ストレージとは、一般的にはデータやプログラムを格納す

る装置のことを指し、ハードディスクはじめフロッピーディ

スク、磁気テープなどもストレージの一種である。近年はシ

ステム全体のデータを格納するような大きな共有ディスクを

ストレージ、あるいはその接続形態からSANストレージと呼

ぶことが多い。そのため本論文でも単にストレージと記述す

る場合はSANストレージのことを指すものとする。

　図４にSANストレージ利用イメージを記す。ここでSAN

（Storage Area Network）とはストレージ間およびストレージ

とコンピュータの間を結ぶ高速なネットワークであり、通常ファイ

バチャネルとSANスイッチで構成される。ストレージはサーバ

毎に接続されたディスク領域の無駄を排除するため、複数の

サーバで共有する利用形態をとる。複数のサーバで共有するた

めディスク IO処理に対する高速通信と高信頼性が要求される。

2.3  ストレージおよびブレードの信頼性
　システム基盤において、ある１箇所で発生した障害によりサー

ビスが停止する場合、その箇所のことをSingle Point of Failure

（SPOF）と呼ぶ。可用性向上の基本的な考えは構成する部品

を冗長化しSPOFをなくすということになる。冗長化した部品

は通常の運用時に２つの動作パターンのいずれかになる。両方

が稼動系として動作する構成（デュアルアクティブ）と、1つ

が稼動系として動作し、その他は待機系として動作する構成（ア

クティブスタンバイ）である。デュアルアクティブ構成では障

害発生箇所を切り離して縮退運転を行うが、アクティブスタン

バイ構成の場合は障害の発生を検知した後、稼動系を停止して

待機系でサービスを起動するというフェイルオーバー処理が必

要となる。

　ここでブレードサーバやストレージを見ると、構成するほ

とんどの部品を冗長化することで内部的にはSPOFのない

デュアルアクティブ構成を実現している。しかしよく構成を確

認すると一部の部品について冗長化されていないものもある。

例えば、図５左のように、ブレードサーバ自体は２重化できてい

ても、ブレードサーバが接続されるシャーシ内のバックプレーン

が単一構成(SPOF)になっており、そこで障害が発生するとい

ずれのブレードサーバも利用できなくなる、といったもので

ある。こういった点については機器自身が持つSPOFについて、

その平均故障間隔（MTBF）を元に製品選択あるいは対応策の

検討が必要となる。

 ブレードサーバ自身は通常の IAサーバであるため、ブレード

サーバのハードウェア障害によりOSが停止する可能性がある

が、「N+1スタンバイ構成」により、空いているブレードサー

バへOSをフェイルオーバー（別ブレードサーバでのOSの再

立ち上げ）することができる。これはSANブートとIO仮想化、

ブレードサーバ管理ソフトウェアという３つの技術の組み合わ

せで実現される機能である。SANブートとはSANストレージ

上に置いたOSシステム領域を使ってOSを立ち上げる仕組み

である。ブレードサーバ側にはディスクを持たないため、いず

れのブレードサーバでも当該領域のOSを起動できる。また、

ストレージのスナップショット機能などを使用してシステムバッ

クアップ・リカバリを高速に行えることも利点である。なお、

通常のN+1スタンバイに加えて待機ブレードサーバをさらに

M枚追加した構成を「Ｎ+Mスタンバイ構成」といい、ブレー

ドサーバの２重障害発生時にも対応可能である構成もあり、一

時的なサーバ追加が必要になった場合でもN+1スタンバイの

可用性を確保しつつ迅速に対応することが可能である。

　IO仮想化技術とは、物理機器が持つWWN（World Wide 

Name=ファイバチャネル通信に利用する機器固有のアドレス）

やMACアドレス（Ethernet通信で利用する機器固有のアドレ

ス）といった情報や物理的なケーブルをシャーシ内部に格納す

ることで、SANやLANの構成をソフトウェアによる設定で実

現できるようにする技術である。ブレードサーバに障害が発生

した場合、従来は待機系サーバに対してMACアドレスの再設

定を行ったりSAN接続設定（WWN再設定やLUN割当）の変

更を行ったりと、専門技術者の対応が必要であった。そのため

サーバ管理者だけでの対応は難しく、運用負荷の増大や復旧に

長時間を要するなどの問題があった。IO仮想化技術によるフェイ

ルオーバー (図６) によりこれらの設定変更をソフトウェア的に

自動で行うことができるようになり、障害時のブレードサーバ

の切り替えが迅速に行えるようになっている。最後にブレード

サーバ管理ソフトウェアであるが、これはブレードサーバの障

害を検出して稼動系のサーバを停止し、IO設定を行って待機

系サーバをSANブートさせるという一連の操作を自動的に行う。

なお、ブレードサーバ管理ソフトウェアは各メーカが自身のブ

レードサーバに特化した形で作成されており、その機能・仕組

みは様々である点に注意が必要である。

図６  IO仮想化技術によるフェイルオーバー

図７  ブレードサーバ障害時のN+M構成の動き

4.  構築時に検討すべき項目
4.1  製品ライフサイクル
　ブレードサーバはシャーシに搭載されているが、ブレードサー

バならびにシャーシが次世代規格に移行した際は、現在利用し

ているサーバは新しいシャーシに搭載できない可能性が極めて

高いようである。メーカによって取り組み姿勢が異なっており、

保守期間を延長（５年から７年などに変更など）するなど製品

ライフサイクルを長くするよう取り組んでいるメーカもあるが、

世代が代わった場合は買い替えが必要であるとするメーカもあ

る。ブレードサーバのライフサイクルについては十分な確認が

必要である。

4.2  データセンターの許容量
　ブレードサーバはコンパクト設計であり１ラックに７０台近

いサーバを収容することが理論上可能である。しかしながら、

受入先のデータセンターで提供可能な電源容量や、耐荷重の制

限のため、実際にラックに７０台近いサーバを入れることは困難と

考えた方がよい。ブレードサーバだからといって消費電力が大幅

に小さくなることはなく、その重量も重いと考えたほうがよい。

4.3  運用性
　ブレードサーバやストレージは、メーカが提供するブレード

管理ツールによって運用性が全く異なる。きめ細かいところま

で管理できるものもあれば、ある程度の管理はできても、それ

以上を求める場合スクリプトを組むなどの手間がかかるものも

ある。一見、きめ細かいところまで管理ができるブレードサー

バ管理ツールが良さそうにも思えるが、実際は細かすぎて技術

習得や運用で苦労したり、同一メーカのブレードサーバとスト

レージの組み合わせが前提であったりする場合もある。

　シャーシはサーバだけでなく、背面にEthernetスイッチや

SANスイッチ、レイヤ7スイッチなどのネットワーク機器が

搭載できる。ブレードサーバという言葉からサーバ管理者の管

理対象になりがちであるが、実はネットワークの深い知識が必

要な機器でもある。ブレード管理ツールには、ネットワークも

含めて簡易に操作できるインタフェース（リソースを全て仮想

リソースとして提供など）を提供しているものから、ネットワー

ク管理者レベルの知識がなければ設定できないものまで様々で

あり、注意が必要である。

4.4  各メーカの思想と特性
　各メーカによりブレードサーバの設計思想は様々である。現

行のタワー型、ラックマウント型などで稼動中のサーバをブレー

ドサーバに集約することを念頭におくメーカもあれば、高額な

メインフレームからブレードサーバに移行することを念頭にお

くメーカもある。前者を主体にするメーカはブレードサーバの

スペック（搭載CPUやメモリ）があまり高くなかったり、

SPOFが存在したりする。一方後者を主体にするメーカは高ス

ペック、高可用性ラインナップを取り揃えていることが多い。

　本論文では高可用性の観点からブレードサーバ、ストレー

ジの動向を述べてきた。今後、システム基盤を構築する上で

確実に設計思想に組み入れなくてはならない技術として仮想

化がある (文献[３])。

　仮想化技術は仮想化するレイヤによって種類が異なり、下

記のように大きく３つの技術が定義される。

(１) サーバ仮想化

物理サーバを仮想化し、サーバハードとOSを分離する技術

(２) IO仮想化

LANやSAN構成を仮想化し、配線を自由に変更できる技術

(３) ストレージ仮想化

物理ディスクを仮想化し、容量や割当を自由に変更できる技術

　今後、システムインテグレータとして仮想化技術を有効に

活用することで、ハードウェアメーカの製品ライフサイクル

に影響されない仕組みを構築したり、高可用性や運用性の向

上を実現することができるようになる。ブレード・ストレー

ジに加えて仮想化技術を組み合わせ、お客さまにより最適な

基盤ソリューションを提供していく所存である。

3.1  導入の背景
　A社は、汎用機による商品先物売買システムを複数の先物商

品取引会社にサービスを提供している。課題として下記２点

が顕在化していた。

大型汎用機の高額なランニングコストの低減

商品取引所の２４時間オープン化に伴う高可用性基盤の必要性

　上記２点の課題解決にあたり、低コストで構築できるオー

プン系基盤の採用と高可用性基盤を実現できるブレードサーバ

の採用を決定した。

3.2  メーカ選定
　ブレードサーバは各ハードウェアメーカから販売されており、

その機能は様々である。そこでメーカ選定にあたり、下記側面

について検討した。

初期費用、保守費用、運用費用

ハードウェアレベルでの高可用性

運用性

　ハードウェアレベルでの高可用性担保においては、１０年前

から IO仮想化技術を採用していたB社が、フェイルオーバーに

要する時間、確実にフェイルオーバーするという信頼性の２点

から群を抜いて評価が高かった。また、運用性においてもプロ

セッサ、メモリを含めた全ての物理リソースを仮想リソースプー

ルと定義し、サーバ定義ファイルにマッピングするという極め

て単純な方式であったため、評価が高かった。B社のハードウェ

アは初期費用、保守費用が他社と比較して高額であったが、運

用が容易であり運用費の削減効果が見込めたことからTCOの

削減が可能と判断し、B社のブレードサーバを採用した。

　ストレージはB社ブレードサーバと親和性の高いC社の製品

を採用した。また、C社ストレージの「仮想ストレージプール

機能」の評価も高かった。仮想ストレージプール機能とは、必

要な時に必要なだけ各サーバにディスク容量を割り当てる機能

である。サーバの増減が激しいA社においては、仮想ストレー

ジプール機能により、運用性の向上、ならびにディスク容量の

有効活用が期待できると判断した。

3.3  N+Mスタンバイによる高可用性の確保
　高可用性を確保するため、N+1スタンバイをもう1段進めた

「N+Mスタンバイ」の構成を採用した。図７にブレードサーバ

障害時のN+M構成の動きを記す。

3.4  評価
　提案段階においては、初期費用、保守費用だけでは高額に見

えてしまう。このため、当初お客さまの拒否反応もあった。し

かし、今回の高可用性基盤は単に可用性が高いだけではなく、

TCOが削減できる基盤である点をお客さまに理解していただ

くことで採用にいたった。使用開始して運用実績がでた現在で

は、お客さまの情報システム部門から、今回採用したブレード

サーバ、ストレージのシステムの高可用性、運用性を非常に高

く評価していただいている。

図１  高可用性システムの一般例
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1.  高可用性基盤の必要性

3.  高可用性基盤の事例

 

個別論文

概要
　情報システムのオープン化に伴い基幹システムがメインフレームからIAサーバへ次々と移行されている。また

インターネットにおけるビジネスもIAサーバを利用して活発に行われている。基幹システムはもとより、インターネット

ビジネスにおいてもエンドユーザへのサービス停止はビジネス継続にとって命取りであり、システム基盤に対して

従来以上の高可用性が求められるようになっている。

　そこで本稿では、今日のシステム基盤に求められる高可用性の特性を明らかにし、ブレードサーバ、SANストレージ

といった機器が高可用性を実現するために効果的であることを解説する。加えて最近の構築事例を紹介する。また、

製品ライフサイクル、データセンターの設備、運用時の必要スキルや運用ツールなど、構築時に検討すべき課題に

ついて述べる。

5. おわりに

1.1  高可用性基盤を求める背景
　基幹システムが IA（ Intel アーキテクチャ）サーバへ移行さ

れることはもはや珍しいことではない。またインターネット

で新しいビジネスを創出するときに使われるのも初期投資が

安価となる IAサーバが主である。基幹システムの停止が許容

されないのはもちろん、インターネットを活用したビジネス

においては、システムの停止が即ビジネスの失敗を決定付け

てしまうことすらある。システム停止によりお客さまへのサー

ビスが全面的にストップしてしまうと、莫大な損害を引き起

こすだけでなく、お客さまからの信用を全面的に失ってしま

うためである。

　IAサーバ単体ではメインフレームのような高可用性を持た

ない。そのため基幹システムのデータベースやファイルサーバ、

インターネットサービスにおけるアプリケーションサーバなど、

ダウンタイムが致命傷となるサーバに対しては、複数の IAサーバ

を利用して高い可用性を仕組みとして実現することが求められ

ている。

1.2  高可用性基盤とは
　可用性とは、利用者から見てサービスが停止しないで利用し

続けられることである。基幹システムが稼動する高可用性基盤

には、事前告知の計画停止以外にサービスを利用できない時間

を極力短くすることが求められる。IAサーバにおいて高可用性

を確保する手段としては同じ役割を持つサーバを複数用意する

ことが一般的である。例えば２階層Webシステムの場合、図１

のように負荷分散サーバ、Web・Appサーバ、DBサーバ、そ

してそれらを結ぶネットワーク経路を冗長化する。これにより

１台のサーバが停止しても他のサーバによって利用者へのサー

ビスが提供されるため、高可用性を実現できる。

2.  高可用性を実現する基盤システムの動向
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1.3  高可用性基盤の構築
　高可用性基盤を構築する最初のステップは、可用性レベルの

目標値を設定することである。システムに発生し得る様々な障

害に対し、どの程度のシステム停止が許容されるのか（あるい

は許容されないのか）を業務の観点から明確にする。次に、こ

の可用性レベルの目標値に応じて稼動状態へ復旧するための施

策を費用対効果含め検討・設計する。ここでは費用対効果とい

う点がポイントである。信頼性の高いハードウェアを使ったり

多重化やクラスタリングを行ったりすれば可用性をいくらでも

高められるが、ハードウェア費用やシステム構築費用が高額に

なり、IAサーバ利用によるコストの低減というメリットを受

けられなくなる。そのため高可用性が求められる部分とそうで

ない部分を分離し、システム全体としての高可用性と費用のバ

ランスを保つことが設計にあたっての重要な要素となる。

　さて、高可用性基盤を用いることで、システムトラブルが発

生しても自動的にサービスを継続させることができるようにな

る。しかし、その後判断を伴う回復操作を行う場合は、手動で

の対応も必要となる。この手動対応を誤り、二次障害を引き起

こす事例が後を絶たない。真の意味で高可用性基盤を実現する

には、構築前の評価を確実に実施し、障害が起きたときにシス

テム側が自動で回復する部分と手動で復旧する部分とを明確に

し、回復手順を確立させることが必要である。評価の観点は実

運用より抽出し、次のようなものとなる。

障害発生箇所の洗い出し

システム全体に対する影響度の確認

対策検討（高可用性基盤で自動回復するか、手動での回復

　作業が必要か）

偽障害試験を行い対策の有効性を検証

　評価の結果、障害によるユーザーへの影響がビジネス遂行上

許容できない場合には、それぞれの障害への対策を再度検討す

ることになる。

　高可用性基盤による障害対策を実施すれば、可用性は向上す

るが、先に述べたように費用も高額になりがちである。そこで、

重要なのがシステムのどの箇所の可用性を高めるかということ

である。一般的にはシステムの機能を図２のような３種類に分

類し、それぞれに対して可用性レベルを検討するとよい。

停止が許容されない（オンラインサーバ群）

一定時間内に回復されれば許容（バッチサーバ群）

システム停止がある程度許容（情報系サーバ群）

図２  サーバ停止に伴うビジネス影響度の区分 

　第１章にて、高可用性とは何かを述べたが、昨今導入が盛ん

なブレードサーバやストレージを使った高可用性がどのような

仕組みで実現されているかを解説する。

2.1 ブレードサーバとは
　ブレードサーバとは、図３に示すように、通常のラックマウン

トサーバよりさらに小さなサーバ（ブレード）にコンピュータ

として必要な要素（CPU、メモリ、ハードディスク、ネットワー

クカード、ファイバチャネルカードなど）を実装し、必要な枚

数をシャーシと呼ばれる筐体にセットして構成するサーバであ

る。筐体側（シャーシ）にはブレードサーバの差込口が並び、

ブレードサーバへの給電・配線・制御ユニットなどが内部コネ

クタとして用意されているため、各ブレードサーバはシャーシ

に差し込むだけで利用できる。したがってブレードサーバはラッ

クに対して搭載の集積度を高める点や各ブレードサーバへの結

線が不要となる点が特徴である。シャーシのユニット数や搭載

可能ブレードサーバ台数は各ハードウェアメーカにより異なる

が、１シャーシ（１０U）に１６枚のブレードサーバを搭載可能と

するメーカもある。その場合、実に1ラック（４０U相当）に６４台

のサーバを稼動させることが可能になる。また、給電ユニット

や放熱ファンを数枚のブレードサーバで共有するため、故障の

発生しやすい部品の点数を減らすことができる。

図３  ブレードサーバ搭載イメージ

図４  SANストレージ利用イメージ 図５  SPOFによる障害例

2.2  ストレージとは
　ストレージとは、一般的にはデータやプログラムを格納す

る装置のことを指し、ハードディスクはじめフロッピーディ

スク、磁気テープなどもストレージの一種である。近年はシ

ステム全体のデータを格納するような大きな共有ディスクを

ストレージ、あるいはその接続形態からSANストレージと呼

ぶことが多い。そのため本論文でも単にストレージと記述す

る場合はSANストレージのことを指すものとする。

　図４にSANストレージ利用イメージを記す。ここでSAN

（Storage Area Network）とはストレージ間およびストレージ

とコンピュータの間を結ぶ高速なネットワークであり、通常ファイ

バチャネルとSANスイッチで構成される。ストレージはサーバ

毎に接続されたディスク領域の無駄を排除するため、複数の

サーバで共有する利用形態をとる。複数のサーバで共有するた

めディスク IO処理に対する高速通信と高信頼性が要求される。

2.3  ストレージおよびブレードの信頼性
　システム基盤において、ある１箇所で発生した障害によりサー

ビスが停止する場合、その箇所のことをSingle Point of Failure

（SPOF）と呼ぶ。可用性向上の基本的な考えは構成する部品

を冗長化しSPOFをなくすということになる。冗長化した部品

は通常の運用時に２つの動作パターンのいずれかになる。両方

が稼動系として動作する構成（デュアルアクティブ）と、1つ

が稼動系として動作し、その他は待機系として動作する構成（ア

クティブスタンバイ）である。デュアルアクティブ構成では障

害発生箇所を切り離して縮退運転を行うが、アクティブスタン

バイ構成の場合は障害の発生を検知した後、稼動系を停止して

待機系でサービスを起動するというフェイルオーバー処理が必

要となる。

　ここでブレードサーバやストレージを見ると、構成するほ

とんどの部品を冗長化することで内部的にはSPOFのない

デュアルアクティブ構成を実現している。しかしよく構成を確

認すると一部の部品について冗長化されていないものもある。

例えば、図５左のように、ブレードサーバ自体は２重化できてい

ても、ブレードサーバが接続されるシャーシ内のバックプレーン

が単一構成(SPOF)になっており、そこで障害が発生するとい

ずれのブレードサーバも利用できなくなる、といったもので

ある。こういった点については機器自身が持つSPOFについて、

その平均故障間隔（MTBF）を元に製品選択あるいは対応策の

検討が必要となる。

 ブレードサーバ自身は通常の IAサーバであるため、ブレード

サーバのハードウェア障害によりOSが停止する可能性がある

が、「N+1スタンバイ構成」により、空いているブレードサー

バへOSをフェイルオーバー（別ブレードサーバでのOSの再

立ち上げ）することができる。これはSANブートとIO仮想化、

ブレードサーバ管理ソフトウェアという３つの技術の組み合わ

せで実現される機能である。SANブートとはSANストレージ

上に置いたOSシステム領域を使ってOSを立ち上げる仕組み

である。ブレードサーバ側にはディスクを持たないため、いず

れのブレードサーバでも当該領域のOSを起動できる。また、

ストレージのスナップショット機能などを使用してシステムバッ

クアップ・リカバリを高速に行えることも利点である。なお、

通常のN+1スタンバイに加えて待機ブレードサーバをさらに

M枚追加した構成を「Ｎ+Mスタンバイ構成」といい、ブレー

ドサーバの２重障害発生時にも対応可能である構成もあり、一

時的なサーバ追加が必要になった場合でもN+1スタンバイの

可用性を確保しつつ迅速に対応することが可能である。

　IO仮想化技術とは、物理機器が持つWWN（World Wide 

Name=ファイバチャネル通信に利用する機器固有のアドレス）

やMACアドレス（Ethernet通信で利用する機器固有のアドレ

ス）といった情報や物理的なケーブルをシャーシ内部に格納す

ることで、SANやLANの構成をソフトウェアによる設定で実

現できるようにする技術である。ブレードサーバに障害が発生

した場合、従来は待機系サーバに対してMACアドレスの再設

定を行ったりSAN接続設定（WWN再設定やLUN割当）の変

更を行ったりと、専門技術者の対応が必要であった。そのため

サーバ管理者だけでの対応は難しく、運用負荷の増大や復旧に

長時間を要するなどの問題があった。IO仮想化技術によるフェイ

ルオーバー (図６) によりこれらの設定変更をソフトウェア的に

自動で行うことができるようになり、障害時のブレードサーバ

の切り替えが迅速に行えるようになっている。最後にブレード

サーバ管理ソフトウェアであるが、これはブレードサーバの障

害を検出して稼動系のサーバを停止し、IO設定を行って待機

系サーバをSANブートさせるという一連の操作を自動的に行う。

なお、ブレードサーバ管理ソフトウェアは各メーカが自身のブ

レードサーバに特化した形で作成されており、その機能・仕組

みは様々である点に注意が必要である。

図６  IO仮想化技術によるフェイルオーバー

図７  ブレードサーバ障害時のN+M構成の動き

4.  構築時に検討すべき項目
4.1  製品ライフサイクル
　ブレードサーバはシャーシに搭載されているが、ブレードサー

バならびにシャーシが次世代規格に移行した際は、現在利用し

ているサーバは新しいシャーシに搭載できない可能性が極めて

高いようである。メーカによって取り組み姿勢が異なっており、

保守期間を延長（５年から７年などに変更など）するなど製品

ライフサイクルを長くするよう取り組んでいるメーカもあるが、

世代が代わった場合は買い替えが必要であるとするメーカもあ

る。ブレードサーバのライフサイクルについては十分な確認が

必要である。

4.2  データセンターの許容量
　ブレードサーバはコンパクト設計であり１ラックに７０台近

いサーバを収容することが理論上可能である。しかしながら、

受入先のデータセンターで提供可能な電源容量や、耐荷重の制

限のため、実際にラックに７０台近いサーバを入れることは困難と

考えた方がよい。ブレードサーバだからといって消費電力が大幅

に小さくなることはなく、その重量も重いと考えたほうがよい。

4.3  運用性
　ブレードサーバやストレージは、メーカが提供するブレード

管理ツールによって運用性が全く異なる。きめ細かいところま

で管理できるものもあれば、ある程度の管理はできても、それ

以上を求める場合スクリプトを組むなどの手間がかかるものも

ある。一見、きめ細かいところまで管理ができるブレードサー

バ管理ツールが良さそうにも思えるが、実際は細かすぎて技術

習得や運用で苦労したり、同一メーカのブレードサーバとスト

レージの組み合わせが前提であったりする場合もある。

　シャーシはサーバだけでなく、背面にEthernetスイッチや

SANスイッチ、レイヤ7スイッチなどのネットワーク機器が

搭載できる。ブレードサーバという言葉からサーバ管理者の管

理対象になりがちであるが、実はネットワークの深い知識が必

要な機器でもある。ブレード管理ツールには、ネットワークも

含めて簡易に操作できるインタフェース（リソースを全て仮想

リソースとして提供など）を提供しているものから、ネットワー

ク管理者レベルの知識がなければ設定できないものまで様々で

あり、注意が必要である。

4.4  各メーカの思想と特性
　各メーカによりブレードサーバの設計思想は様々である。現

行のタワー型、ラックマウント型などで稼動中のサーバをブレー

ドサーバに集約することを念頭におくメーカもあれば、高額な

メインフレームからブレードサーバに移行することを念頭にお

くメーカもある。前者を主体にするメーカはブレードサーバの

スペック（搭載CPUやメモリ）があまり高くなかったり、

SPOFが存在したりする。一方後者を主体にするメーカは高ス

ペック、高可用性ラインナップを取り揃えていることが多い。

　本論文では高可用性の観点からブレードサーバ、ストレー

ジの動向を述べてきた。今後、システム基盤を構築する上で

確実に設計思想に組み入れなくてはならない技術として仮想

化がある (文献[３])。

　仮想化技術は仮想化するレイヤによって種類が異なり、下

記のように大きく３つの技術が定義される。

(１) サーバ仮想化

物理サーバを仮想化し、サーバハードとOSを分離する技術

(２) IO仮想化

LANやSAN構成を仮想化し、配線を自由に変更できる技術

(３) ストレージ仮想化

物理ディスクを仮想化し、容量や割当を自由に変更できる技術

　今後、システムインテグレータとして仮想化技術を有効に

活用することで、ハードウェアメーカの製品ライフサイクル

に影響されない仕組みを構築したり、高可用性や運用性の向

上を実現することができるようになる。ブレード・ストレー

ジに加えて仮想化技術を組み合わせ、お客さまにより最適な

基盤ソリューションを提供していく所存である。

3.1  導入の背景
　A社は、汎用機による商品先物売買システムを複数の先物商

品取引会社にサービスを提供している。課題として下記２点

が顕在化していた。

大型汎用機の高額なランニングコストの低減

商品取引所の２４時間オープン化に伴う高可用性基盤の必要性

　上記２点の課題解決にあたり、低コストで構築できるオー

プン系基盤の採用と高可用性基盤を実現できるブレードサーバ

の採用を決定した。

3.2  メーカ選定
　ブレードサーバは各ハードウェアメーカから販売されており、

その機能は様々である。そこでメーカ選定にあたり、下記側面

について検討した。

初期費用、保守費用、運用費用

ハードウェアレベルでの高可用性

運用性

　ハードウェアレベルでの高可用性担保においては、１０年前

から IO仮想化技術を採用していたB社が、フェイルオーバーに

要する時間、確実にフェイルオーバーするという信頼性の２点

から群を抜いて評価が高かった。また、運用性においてもプロ

セッサ、メモリを含めた全ての物理リソースを仮想リソースプー

ルと定義し、サーバ定義ファイルにマッピングするという極め

て単純な方式であったため、評価が高かった。B社のハードウェ

アは初期費用、保守費用が他社と比較して高額であったが、運

用が容易であり運用費の削減効果が見込めたことからTCOの

削減が可能と判断し、B社のブレードサーバを採用した。

　ストレージはB社ブレードサーバと親和性の高いC社の製品

を採用した。また、C社ストレージの「仮想ストレージプール

機能」の評価も高かった。仮想ストレージプール機能とは、必

要な時に必要なだけ各サーバにディスク容量を割り当てる機能

である。サーバの増減が激しいA社においては、仮想ストレー

ジプール機能により、運用性の向上、ならびにディスク容量の

有効活用が期待できると判断した。

3.3  N+Mスタンバイによる高可用性の確保
　高可用性を確保するため、N+1スタンバイをもう1段進めた

「N+Mスタンバイ」の構成を採用した。図７にブレードサーバ

障害時のN+M構成の動きを記す。

3.4  評価
　提案段階においては、初期費用、保守費用だけでは高額に見

えてしまう。このため、当初お客さまの拒否反応もあった。し

かし、今回の高可用性基盤は単に可用性が高いだけではなく、

TCOが削減できる基盤である点をお客さまに理解していただ

くことで採用にいたった。使用開始して運用実績がでた現在で

は、お客さまの情報システム部門から、今回採用したブレード

サーバ、ストレージのシステムの高可用性、運用性を非常に高

く評価していただいている。

図１  高可用性システムの一般例
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概要
　情報システムのオープン化に伴い基幹システムがメインフレームからIAサーバへ次々と移行されている。また

インターネットにおけるビジネスもIAサーバを利用して活発に行われている。基幹システムはもとより、インターネット

ビジネスにおいてもエンドユーザへのサービス停止はビジネス継続にとって命取りであり、システム基盤に対して

従来以上の高可用性が求められるようになっている。

　そこで本稿では、今日のシステム基盤に求められる高可用性の特性を明らかにし、ブレードサーバ、SANストレージ

といった機器が高可用性を実現するために効果的であることを解説する。加えて最近の構築事例を紹介する。また、

製品ライフサイクル、データセンターの設備、運用時の必要スキルや運用ツールなど、構築時に検討すべき課題に

ついて述べる。

5. おわりに

1.1  高可用性基盤を求める背景
　基幹システムが IA（ Intel アーキテクチャ）サーバへ移行さ

れることはもはや珍しいことではない。またインターネット

で新しいビジネスを創出するときに使われるのも初期投資が

安価となる IAサーバが主である。基幹システムの停止が許容

されないのはもちろん、インターネットを活用したビジネス

においては、システムの停止が即ビジネスの失敗を決定付け

てしまうことすらある。システム停止によりお客さまへのサー

ビスが全面的にストップしてしまうと、莫大な損害を引き起

こすだけでなく、お客さまからの信用を全面的に失ってしま

うためである。

　IAサーバ単体ではメインフレームのような高可用性を持た

ない。そのため基幹システムのデータベースやファイルサーバ、

インターネットサービスにおけるアプリケーションサーバなど、

ダウンタイムが致命傷となるサーバに対しては、複数の IAサーバ

を利用して高い可用性を仕組みとして実現することが求められ

ている。

1.2  高可用性基盤とは
　可用性とは、利用者から見てサービスが停止しないで利用し

続けられることである。基幹システムが稼動する高可用性基盤

には、事前告知の計画停止以外にサービスを利用できない時間

を極力短くすることが求められる。IAサーバにおいて高可用性

を確保する手段としては同じ役割を持つサーバを複数用意する

ことが一般的である。例えば２階層Webシステムの場合、図１

のように負荷分散サーバ、Web・Appサーバ、DBサーバ、そ

してそれらを結ぶネットワーク経路を冗長化する。これにより

１台のサーバが停止しても他のサーバによって利用者へのサー

ビスが提供されるため、高可用性を実現できる。

2.  高可用性を実現する基盤システムの動向
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1.3  高可用性基盤の構築
　高可用性基盤を構築する最初のステップは、可用性レベルの

目標値を設定することである。システムに発生し得る様々な障

害に対し、どの程度のシステム停止が許容されるのか（あるい

は許容されないのか）を業務の観点から明確にする。次に、こ

の可用性レベルの目標値に応じて稼動状態へ復旧するための施

策を費用対効果含め検討・設計する。ここでは費用対効果とい

う点がポイントである。信頼性の高いハードウェアを使ったり

多重化やクラスタリングを行ったりすれば可用性をいくらでも

高められるが、ハードウェア費用やシステム構築費用が高額に

なり、IAサーバ利用によるコストの低減というメリットを受

けられなくなる。そのため高可用性が求められる部分とそうで

ない部分を分離し、システム全体としての高可用性と費用のバ

ランスを保つことが設計にあたっての重要な要素となる。

　さて、高可用性基盤を用いることで、システムトラブルが発

生しても自動的にサービスを継続させることができるようにな

る。しかし、その後判断を伴う回復操作を行う場合は、手動で

の対応も必要となる。この手動対応を誤り、二次障害を引き起

こす事例が後を絶たない。真の意味で高可用性基盤を実現する

には、構築前の評価を確実に実施し、障害が起きたときにシス

テム側が自動で回復する部分と手動で復旧する部分とを明確に

し、回復手順を確立させることが必要である。評価の観点は実

運用より抽出し、次のようなものとなる。

障害発生箇所の洗い出し

システム全体に対する影響度の確認

対策検討（高可用性基盤で自動回復するか、手動での回復

　作業が必要か）

偽障害試験を行い対策の有効性を検証

　評価の結果、障害によるユーザーへの影響がビジネス遂行上

許容できない場合には、それぞれの障害への対策を再度検討す

ることになる。

　高可用性基盤による障害対策を実施すれば、可用性は向上す

るが、先に述べたように費用も高額になりがちである。そこで、

重要なのがシステムのどの箇所の可用性を高めるかということ

である。一般的にはシステムの機能を図２のような３種類に分

類し、それぞれに対して可用性レベルを検討するとよい。

停止が許容されない（オンラインサーバ群）

一定時間内に回復されれば許容（バッチサーバ群）

システム停止がある程度許容（情報系サーバ群）

図２  サーバ停止に伴うビジネス影響度の区分 

　第１章にて、高可用性とは何かを述べたが、昨今導入が盛ん

なブレードサーバやストレージを使った高可用性がどのような

仕組みで実現されているかを解説する。

2.1 ブレードサーバとは
　ブレードサーバとは、図３に示すように、通常のラックマウン

トサーバよりさらに小さなサーバ（ブレード）にコンピュータ

として必要な要素（CPU、メモリ、ハードディスク、ネットワー

クカード、ファイバチャネルカードなど）を実装し、必要な枚

数をシャーシと呼ばれる筐体にセットして構成するサーバであ

る。筐体側（シャーシ）にはブレードサーバの差込口が並び、

ブレードサーバへの給電・配線・制御ユニットなどが内部コネ

クタとして用意されているため、各ブレードサーバはシャーシ

に差し込むだけで利用できる。したがってブレードサーバはラッ

クに対して搭載の集積度を高める点や各ブレードサーバへの結

線が不要となる点が特徴である。シャーシのユニット数や搭載

可能ブレードサーバ台数は各ハードウェアメーカにより異なる

が、１シャーシ（１０U）に１６枚のブレードサーバを搭載可能と

するメーカもある。その場合、実に1ラック（４０U相当）に６４台

のサーバを稼動させることが可能になる。また、給電ユニット

や放熱ファンを数枚のブレードサーバで共有するため、故障の

発生しやすい部品の点数を減らすことができる。

図３  ブレードサーバ搭載イメージ

図４  SANストレージ利用イメージ 図５  SPOFによる障害例

2.2  ストレージとは
　ストレージとは、一般的にはデータやプログラムを格納す

る装置のことを指し、ハードディスクはじめフロッピーディ

スク、磁気テープなどもストレージの一種である。近年はシ

ステム全体のデータを格納するような大きな共有ディスクを

ストレージ、あるいはその接続形態からSANストレージと呼

ぶことが多い。そのため本論文でも単にストレージと記述す

る場合はSANストレージのことを指すものとする。

　図４にSANストレージ利用イメージを記す。ここでSAN

（Storage Area Network）とはストレージ間およびストレージ

とコンピュータの間を結ぶ高速なネットワークであり、通常ファイ

バチャネルとSANスイッチで構成される。ストレージはサーバ

毎に接続されたディスク領域の無駄を排除するため、複数の

サーバで共有する利用形態をとる。複数のサーバで共有するた

めディスク IO処理に対する高速通信と高信頼性が要求される。

2.3  ストレージおよびブレードの信頼性
　システム基盤において、ある１箇所で発生した障害によりサー

ビスが停止する場合、その箇所のことをSingle Point of Failure

（SPOF）と呼ぶ。可用性向上の基本的な考えは構成する部品

を冗長化しSPOFをなくすということになる。冗長化した部品

は通常の運用時に２つの動作パターンのいずれかになる。両方

が稼動系として動作する構成（デュアルアクティブ）と、1つ

が稼動系として動作し、その他は待機系として動作する構成（ア

クティブスタンバイ）である。デュアルアクティブ構成では障

害発生箇所を切り離して縮退運転を行うが、アクティブスタン

バイ構成の場合は障害の発生を検知した後、稼動系を停止して

待機系でサービスを起動するというフェイルオーバー処理が必

要となる。

　ここでブレードサーバやストレージを見ると、構成するほ

とんどの部品を冗長化することで内部的にはSPOFのない

デュアルアクティブ構成を実現している。しかしよく構成を確

認すると一部の部品について冗長化されていないものもある。

例えば、図５左のように、ブレードサーバ自体は２重化できてい

ても、ブレードサーバが接続されるシャーシ内のバックプレーン

が単一構成(SPOF)になっており、そこで障害が発生するとい

ずれのブレードサーバも利用できなくなる、といったもので

ある。こういった点については機器自身が持つSPOFについて、

その平均故障間隔（MTBF）を元に製品選択あるいは対応策の

検討が必要となる。

 ブレードサーバ自身は通常の IAサーバであるため、ブレード

サーバのハードウェア障害によりOSが停止する可能性がある

が、「N+1スタンバイ構成」により、空いているブレードサー

バへOSをフェイルオーバー（別ブレードサーバでのOSの再

立ち上げ）することができる。これはSANブートとIO仮想化、

ブレードサーバ管理ソフトウェアという３つの技術の組み合わ

せで実現される機能である。SANブートとはSANストレージ

上に置いたOSシステム領域を使ってOSを立ち上げる仕組み

である。ブレードサーバ側にはディスクを持たないため、いず

れのブレードサーバでも当該領域のOSを起動できる。また、

ストレージのスナップショット機能などを使用してシステムバッ

クアップ・リカバリを高速に行えることも利点である。なお、

通常のN+1スタンバイに加えて待機ブレードサーバをさらに

M枚追加した構成を「Ｎ+Mスタンバイ構成」といい、ブレー

ドサーバの２重障害発生時にも対応可能である構成もあり、一

時的なサーバ追加が必要になった場合でもN+1スタンバイの

可用性を確保しつつ迅速に対応することが可能である。

　IO仮想化技術とは、物理機器が持つWWN（World Wide 

Name=ファイバチャネル通信に利用する機器固有のアドレス）

やMACアドレス（Ethernet通信で利用する機器固有のアドレ

ス）といった情報や物理的なケーブルをシャーシ内部に格納す

ることで、SANやLANの構成をソフトウェアによる設定で実

現できるようにする技術である。ブレードサーバに障害が発生

した場合、従来は待機系サーバに対してMACアドレスの再設

定を行ったりSAN接続設定（WWN再設定やLUN割当）の変

更を行ったりと、専門技術者の対応が必要であった。そのため

サーバ管理者だけでの対応は難しく、運用負荷の増大や復旧に

長時間を要するなどの問題があった。IO仮想化技術によるフェイ

ルオーバー (図６) によりこれらの設定変更をソフトウェア的に

自動で行うことができるようになり、障害時のブレードサーバ

の切り替えが迅速に行えるようになっている。最後にブレード

サーバ管理ソフトウェアであるが、これはブレードサーバの障

害を検出して稼動系のサーバを停止し、IO設定を行って待機

系サーバをSANブートさせるという一連の操作を自動的に行う。

なお、ブレードサーバ管理ソフトウェアは各メーカが自身のブ

レードサーバに特化した形で作成されており、その機能・仕組

みは様々である点に注意が必要である。

図６  IO仮想化技術によるフェイルオーバー

図７  ブレードサーバ障害時のN+M構成の動き

4.  構築時に検討すべき項目
4.1  製品ライフサイクル
　ブレードサーバはシャーシに搭載されているが、ブレードサー

バならびにシャーシが次世代規格に移行した際は、現在利用し

ているサーバは新しいシャーシに搭載できない可能性が極めて

高いようである。メーカによって取り組み姿勢が異なっており、

保守期間を延長（５年から７年などに変更など）するなど製品

ライフサイクルを長くするよう取り組んでいるメーカもあるが、

世代が代わった場合は買い替えが必要であるとするメーカもあ

る。ブレードサーバのライフサイクルについては十分な確認が

必要である。

4.2  データセンターの許容量
　ブレードサーバはコンパクト設計であり１ラックに７０台近

いサーバを収容することが理論上可能である。しかしながら、

受入先のデータセンターで提供可能な電源容量や、耐荷重の制

限のため、実際にラックに７０台近いサーバを入れることは困難と

考えた方がよい。ブレードサーバだからといって消費電力が大幅

に小さくなることはなく、その重量も重いと考えたほうがよい。

4.3  運用性
　ブレードサーバやストレージは、メーカが提供するブレード

管理ツールによって運用性が全く異なる。きめ細かいところま

で管理できるものもあれば、ある程度の管理はできても、それ

以上を求める場合スクリプトを組むなどの手間がかかるものも

ある。一見、きめ細かいところまで管理ができるブレードサー

バ管理ツールが良さそうにも思えるが、実際は細かすぎて技術

習得や運用で苦労したり、同一メーカのブレードサーバとスト

レージの組み合わせが前提であったりする場合もある。

　シャーシはサーバだけでなく、背面にEthernetスイッチや

SANスイッチ、レイヤ7スイッチなどのネットワーク機器が

搭載できる。ブレードサーバという言葉からサーバ管理者の管

理対象になりがちであるが、実はネットワークの深い知識が必

要な機器でもある。ブレード管理ツールには、ネットワークも

含めて簡易に操作できるインタフェース（リソースを全て仮想

リソースとして提供など）を提供しているものから、ネットワー

ク管理者レベルの知識がなければ設定できないものまで様々で

あり、注意が必要である。

4.4  各メーカの思想と特性
　各メーカによりブレードサーバの設計思想は様々である。現

行のタワー型、ラックマウント型などで稼動中のサーバをブレー

ドサーバに集約することを念頭におくメーカもあれば、高額な

メインフレームからブレードサーバに移行することを念頭にお

くメーカもある。前者を主体にするメーカはブレードサーバの

スペック（搭載CPUやメモリ）があまり高くなかったり、

SPOFが存在したりする。一方後者を主体にするメーカは高ス

ペック、高可用性ラインナップを取り揃えていることが多い。

　本論文では高可用性の観点からブレードサーバ、ストレー

ジの動向を述べてきた。今後、システム基盤を構築する上で

確実に設計思想に組み入れなくてはならない技術として仮想

化がある (文献[３])。

　仮想化技術は仮想化するレイヤによって種類が異なり、下

記のように大きく３つの技術が定義される。

(１) サーバ仮想化

物理サーバを仮想化し、サーバハードとOSを分離する技術

(２) IO仮想化

LANやSAN構成を仮想化し、配線を自由に変更できる技術

(３) ストレージ仮想化

物理ディスクを仮想化し、容量や割当を自由に変更できる技術

　今後、システムインテグレータとして仮想化技術を有効に

活用することで、ハードウェアメーカの製品ライフサイクル

に影響されない仕組みを構築したり、高可用性や運用性の向

上を実現することができるようになる。ブレード・ストレー

ジに加えて仮想化技術を組み合わせ、お客さまにより最適な

基盤ソリューションを提供していく所存である。

3.1  導入の背景
　A社は、汎用機による商品先物売買システムを複数の先物商

品取引会社にサービスを提供している。課題として下記２点

が顕在化していた。

大型汎用機の高額なランニングコストの低減

商品取引所の２４時間オープン化に伴う高可用性基盤の必要性

　上記２点の課題解決にあたり、低コストで構築できるオー

プン系基盤の採用と高可用性基盤を実現できるブレードサーバ

の採用を決定した。

3.2  メーカ選定
　ブレードサーバは各ハードウェアメーカから販売されており、

その機能は様々である。そこでメーカ選定にあたり、下記側面

について検討した。

初期費用、保守費用、運用費用

ハードウェアレベルでの高可用性

運用性

　ハードウェアレベルでの高可用性担保においては、１０年前

から IO仮想化技術を採用していたB社が、フェイルオーバーに

要する時間、確実にフェイルオーバーするという信頼性の２点

から群を抜いて評価が高かった。また、運用性においてもプロ

セッサ、メモリを含めた全ての物理リソースを仮想リソースプー

ルと定義し、サーバ定義ファイルにマッピングするという極め

て単純な方式であったため、評価が高かった。B社のハードウェ

アは初期費用、保守費用が他社と比較して高額であったが、運

用が容易であり運用費の削減効果が見込めたことからTCOの

削減が可能と判断し、B社のブレードサーバを採用した。

　ストレージはB社ブレードサーバと親和性の高いC社の製品

を採用した。また、C社ストレージの「仮想ストレージプール

機能」の評価も高かった。仮想ストレージプール機能とは、必

要な時に必要なだけ各サーバにディスク容量を割り当てる機能

である。サーバの増減が激しいA社においては、仮想ストレー

ジプール機能により、運用性の向上、ならびにディスク容量の

有効活用が期待できると判断した。

3.3  N+Mスタンバイによる高可用性の確保
　高可用性を確保するため、N+1スタンバイをもう1段進めた

「N+Mスタンバイ」の構成を採用した。図７にブレードサーバ

障害時のN+M構成の動きを記す。

3.4  評価
　提案段階においては、初期費用、保守費用だけでは高額に見

えてしまう。このため、当初お客さまの拒否反応もあった。し

かし、今回の高可用性基盤は単に可用性が高いだけではなく、

TCOが削減できる基盤である点をお客さまに理解していただ

くことで採用にいたった。使用開始して運用実績がでた現在で

は、お客さまの情報システム部門から、今回採用したブレード

サーバ、ストレージのシステムの高可用性、運用性を非常に高

く評価していただいている。

図１  高可用性システムの一般例
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1.  高可用性基盤の必要性

3.  高可用性基盤の事例

 

個別論文

概要
　情報システムのオープン化に伴い基幹システムがメインフレームからIAサーバへ次々と移行されている。また

インターネットにおけるビジネスもIAサーバを利用して活発に行われている。基幹システムはもとより、インターネット

ビジネスにおいてもエンドユーザへのサービス停止はビジネス継続にとって命取りであり、システム基盤に対して

従来以上の高可用性が求められるようになっている。

　そこで本稿では、今日のシステム基盤に求められる高可用性の特性を明らかにし、ブレードサーバ、SANストレージ

といった機器が高可用性を実現するために効果的であることを解説する。加えて最近の構築事例を紹介する。また、

製品ライフサイクル、データセンターの設備、運用時の必要スキルや運用ツールなど、構築時に検討すべき課題に

ついて述べる。

5. おわりに

1.1  高可用性基盤を求める背景
　基幹システムが IA（ Intel アーキテクチャ）サーバへ移行さ

れることはもはや珍しいことではない。またインターネット

で新しいビジネスを創出するときに使われるのも初期投資が

安価となる IAサーバが主である。基幹システムの停止が許容

されないのはもちろん、インターネットを活用したビジネス

においては、システムの停止が即ビジネスの失敗を決定付け

てしまうことすらある。システム停止によりお客さまへのサー

ビスが全面的にストップしてしまうと、莫大な損害を引き起

こすだけでなく、お客さまからの信用を全面的に失ってしま

うためである。

　IAサーバ単体ではメインフレームのような高可用性を持た

ない。そのため基幹システムのデータベースやファイルサーバ、

インターネットサービスにおけるアプリケーションサーバなど、

ダウンタイムが致命傷となるサーバに対しては、複数の IAサーバ

を利用して高い可用性を仕組みとして実現することが求められ

ている。

1.2  高可用性基盤とは
　可用性とは、利用者から見てサービスが停止しないで利用し

続けられることである。基幹システムが稼動する高可用性基盤

には、事前告知の計画停止以外にサービスを利用できない時間

を極力短くすることが求められる。IAサーバにおいて高可用性

を確保する手段としては同じ役割を持つサーバを複数用意する

ことが一般的である。例えば２階層Webシステムの場合、図１

のように負荷分散サーバ、Web・Appサーバ、DBサーバ、そ

してそれらを結ぶネットワーク経路を冗長化する。これにより

１台のサーバが停止しても他のサーバによって利用者へのサー

ビスが提供されるため、高可用性を実現できる。

2.  高可用性を実現する基盤システムの動向
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1.3  高可用性基盤の構築
　高可用性基盤を構築する最初のステップは、可用性レベルの

目標値を設定することである。システムに発生し得る様々な障

害に対し、どの程度のシステム停止が許容されるのか（あるい

は許容されないのか）を業務の観点から明確にする。次に、こ

の可用性レベルの目標値に応じて稼動状態へ復旧するための施

策を費用対効果含め検討・設計する。ここでは費用対効果とい

う点がポイントである。信頼性の高いハードウェアを使ったり

多重化やクラスタリングを行ったりすれば可用性をいくらでも

高められるが、ハードウェア費用やシステム構築費用が高額に

なり、IAサーバ利用によるコストの低減というメリットを受

けられなくなる。そのため高可用性が求められる部分とそうで

ない部分を分離し、システム全体としての高可用性と費用のバ

ランスを保つことが設計にあたっての重要な要素となる。

　さて、高可用性基盤を用いることで、システムトラブルが発

生しても自動的にサービスを継続させることができるようにな

る。しかし、その後判断を伴う回復操作を行う場合は、手動で

の対応も必要となる。この手動対応を誤り、二次障害を引き起

こす事例が後を絶たない。真の意味で高可用性基盤を実現する

には、構築前の評価を確実に実施し、障害が起きたときにシス

テム側が自動で回復する部分と手動で復旧する部分とを明確に

し、回復手順を確立させることが必要である。評価の観点は実

運用より抽出し、次のようなものとなる。

障害発生箇所の洗い出し

システム全体に対する影響度の確認

対策検討（高可用性基盤で自動回復するか、手動での回復

　作業が必要か）

偽障害試験を行い対策の有効性を検証

　評価の結果、障害によるユーザーへの影響がビジネス遂行上

許容できない場合には、それぞれの障害への対策を再度検討す

ることになる。

　高可用性基盤による障害対策を実施すれば、可用性は向上す

るが、先に述べたように費用も高額になりがちである。そこで、

重要なのがシステムのどの箇所の可用性を高めるかということ

である。一般的にはシステムの機能を図２のような３種類に分

類し、それぞれに対して可用性レベルを検討するとよい。

停止が許容されない（オンラインサーバ群）

一定時間内に回復されれば許容（バッチサーバ群）

システム停止がある程度許容（情報系サーバ群）

図２  サーバ停止に伴うビジネス影響度の区分 

　第１章にて、高可用性とは何かを述べたが、昨今導入が盛ん

なブレードサーバやストレージを使った高可用性がどのような

仕組みで実現されているかを解説する。

2.1 ブレードサーバとは
　ブレードサーバとは、図３に示すように、通常のラックマウン

トサーバよりさらに小さなサーバ（ブレード）にコンピュータ

として必要な要素（CPU、メモリ、ハードディスク、ネットワー

クカード、ファイバチャネルカードなど）を実装し、必要な枚

数をシャーシと呼ばれる筐体にセットして構成するサーバであ

る。筐体側（シャーシ）にはブレードサーバの差込口が並び、

ブレードサーバへの給電・配線・制御ユニットなどが内部コネ

クタとして用意されているため、各ブレードサーバはシャーシ

に差し込むだけで利用できる。したがってブレードサーバはラッ

クに対して搭載の集積度を高める点や各ブレードサーバへの結

線が不要となる点が特徴である。シャーシのユニット数や搭載

可能ブレードサーバ台数は各ハードウェアメーカにより異なる

が、１シャーシ（１０U）に１６枚のブレードサーバを搭載可能と

するメーカもある。その場合、実に1ラック（４０U相当）に６４台

のサーバを稼動させることが可能になる。また、給電ユニット

や放熱ファンを数枚のブレードサーバで共有するため、故障の

発生しやすい部品の点数を減らすことができる。

図３  ブレードサーバ搭載イメージ

図４  SANストレージ利用イメージ 図５  SPOFによる障害例

2.2  ストレージとは
　ストレージとは、一般的にはデータやプログラムを格納す

る装置のことを指し、ハードディスクはじめフロッピーディ

スク、磁気テープなどもストレージの一種である。近年はシ

ステム全体のデータを格納するような大きな共有ディスクを

ストレージ、あるいはその接続形態からSANストレージと呼

ぶことが多い。そのため本論文でも単にストレージと記述す

る場合はSANストレージのことを指すものとする。

　図４にSANストレージ利用イメージを記す。ここでSAN

（Storage Area Network）とはストレージ間およびストレージ

とコンピュータの間を結ぶ高速なネットワークであり、通常ファイ

バチャネルとSANスイッチで構成される。ストレージはサーバ

毎に接続されたディスク領域の無駄を排除するため、複数の

サーバで共有する利用形態をとる。複数のサーバで共有するた

めディスク IO処理に対する高速通信と高信頼性が要求される。

2.3  ストレージおよびブレードの信頼性
　システム基盤において、ある１箇所で発生した障害によりサー

ビスが停止する場合、その箇所のことをSingle Point of Failure

（SPOF）と呼ぶ。可用性向上の基本的な考えは構成する部品

を冗長化しSPOFをなくすということになる。冗長化した部品

は通常の運用時に２つの動作パターンのいずれかになる。両方

が稼動系として動作する構成（デュアルアクティブ）と、1つ

が稼動系として動作し、その他は待機系として動作する構成（ア

クティブスタンバイ）である。デュアルアクティブ構成では障

害発生箇所を切り離して縮退運転を行うが、アクティブスタン

バイ構成の場合は障害の発生を検知した後、稼動系を停止して

待機系でサービスを起動するというフェイルオーバー処理が必

要となる。

　ここでブレードサーバやストレージを見ると、構成するほ

とんどの部品を冗長化することで内部的にはSPOFのない

デュアルアクティブ構成を実現している。しかしよく構成を確

認すると一部の部品について冗長化されていないものもある。

例えば、図５左のように、ブレードサーバ自体は２重化できてい

ても、ブレードサーバが接続されるシャーシ内のバックプレーン

が単一構成(SPOF)になっており、そこで障害が発生するとい

ずれのブレードサーバも利用できなくなる、といったもので

ある。こういった点については機器自身が持つSPOFについて、

その平均故障間隔（MTBF）を元に製品選択あるいは対応策の

検討が必要となる。

 ブレードサーバ自身は通常の IAサーバであるため、ブレード

サーバのハードウェア障害によりOSが停止する可能性がある

が、「N+1スタンバイ構成」により、空いているブレードサー

バへOSをフェイルオーバー（別ブレードサーバでのOSの再

立ち上げ）することができる。これはSANブートとIO仮想化、

ブレードサーバ管理ソフトウェアという３つの技術の組み合わ

せで実現される機能である。SANブートとはSANストレージ

上に置いたOSシステム領域を使ってOSを立ち上げる仕組み

である。ブレードサーバ側にはディスクを持たないため、いず

れのブレードサーバでも当該領域のOSを起動できる。また、

ストレージのスナップショット機能などを使用してシステムバッ

クアップ・リカバリを高速に行えることも利点である。なお、

通常のN+1スタンバイに加えて待機ブレードサーバをさらに

M枚追加した構成を「Ｎ+Mスタンバイ構成」といい、ブレー

ドサーバの２重障害発生時にも対応可能である構成もあり、一

時的なサーバ追加が必要になった場合でもN+1スタンバイの

可用性を確保しつつ迅速に対応することが可能である。

　IO仮想化技術とは、物理機器が持つWWN（World Wide 

Name=ファイバチャネル通信に利用する機器固有のアドレス）

やMACアドレス（Ethernet通信で利用する機器固有のアドレ

ス）といった情報や物理的なケーブルをシャーシ内部に格納す

ることで、SANやLANの構成をソフトウェアによる設定で実

現できるようにする技術である。ブレードサーバに障害が発生

した場合、従来は待機系サーバに対してMACアドレスの再設

定を行ったりSAN接続設定（WWN再設定やLUN割当）の変

更を行ったりと、専門技術者の対応が必要であった。そのため

サーバ管理者だけでの対応は難しく、運用負荷の増大や復旧に

長時間を要するなどの問題があった。IO仮想化技術によるフェイ

ルオーバー (図６) によりこれらの設定変更をソフトウェア的に

自動で行うことができるようになり、障害時のブレードサーバ

の切り替えが迅速に行えるようになっている。最後にブレード

サーバ管理ソフトウェアであるが、これはブレードサーバの障

害を検出して稼動系のサーバを停止し、IO設定を行って待機

系サーバをSANブートさせるという一連の操作を自動的に行う。

なお、ブレードサーバ管理ソフトウェアは各メーカが自身のブ

レードサーバに特化した形で作成されており、その機能・仕組

みは様々である点に注意が必要である。

図６  IO仮想化技術によるフェイルオーバー

図７  ブレードサーバ障害時のN+M構成の動き

4.  構築時に検討すべき項目
4.1  製品ライフサイクル
　ブレードサーバはシャーシに搭載されているが、ブレードサー

バならびにシャーシが次世代規格に移行した際は、現在利用し

ているサーバは新しいシャーシに搭載できない可能性が極めて

高いようである。メーカによって取り組み姿勢が異なっており、

保守期間を延長（５年から７年などに変更など）するなど製品

ライフサイクルを長くするよう取り組んでいるメーカもあるが、

世代が代わった場合は買い替えが必要であるとするメーカもあ

る。ブレードサーバのライフサイクルについては十分な確認が

必要である。

4.2  データセンターの許容量
　ブレードサーバはコンパクト設計であり１ラックに７０台近

いサーバを収容することが理論上可能である。しかしながら、

受入先のデータセンターで提供可能な電源容量や、耐荷重の制

限のため、実際にラックに７０台近いサーバを入れることは困難と

考えた方がよい。ブレードサーバだからといって消費電力が大幅

に小さくなることはなく、その重量も重いと考えたほうがよい。

4.3  運用性
　ブレードサーバやストレージは、メーカが提供するブレード

管理ツールによって運用性が全く異なる。きめ細かいところま

で管理できるものもあれば、ある程度の管理はできても、それ

以上を求める場合スクリプトを組むなどの手間がかかるものも

ある。一見、きめ細かいところまで管理ができるブレードサー

バ管理ツールが良さそうにも思えるが、実際は細かすぎて技術

習得や運用で苦労したり、同一メーカのブレードサーバとスト

レージの組み合わせが前提であったりする場合もある。

　シャーシはサーバだけでなく、背面にEthernetスイッチや

SANスイッチ、レイヤ7スイッチなどのネットワーク機器が

搭載できる。ブレードサーバという言葉からサーバ管理者の管

理対象になりがちであるが、実はネットワークの深い知識が必

要な機器でもある。ブレード管理ツールには、ネットワークも

含めて簡易に操作できるインタフェース（リソースを全て仮想

リソースとして提供など）を提供しているものから、ネットワー

ク管理者レベルの知識がなければ設定できないものまで様々で

あり、注意が必要である。

4.4  各メーカの思想と特性
　各メーカによりブレードサーバの設計思想は様々である。現

行のタワー型、ラックマウント型などで稼動中のサーバをブレー

ドサーバに集約することを念頭におくメーカもあれば、高額な

メインフレームからブレードサーバに移行することを念頭にお

くメーカもある。前者を主体にするメーカはブレードサーバの

スペック（搭載CPUやメモリ）があまり高くなかったり、

SPOFが存在したりする。一方後者を主体にするメーカは高ス

ペック、高可用性ラインナップを取り揃えていることが多い。

　本論文では高可用性の観点からブレードサーバ、ストレー

ジの動向を述べてきた。今後、システム基盤を構築する上で

確実に設計思想に組み入れなくてはならない技術として仮想

化がある (文献[３])。

　仮想化技術は仮想化するレイヤによって種類が異なり、下

記のように大きく３つの技術が定義される。

(１) サーバ仮想化

物理サーバを仮想化し、サーバハードとOSを分離する技術

(２) IO仮想化

LANやSAN構成を仮想化し、配線を自由に変更できる技術

(３) ストレージ仮想化

物理ディスクを仮想化し、容量や割当を自由に変更できる技術

　今後、システムインテグレータとして仮想化技術を有効に

活用することで、ハードウェアメーカの製品ライフサイクル

に影響されない仕組みを構築したり、高可用性や運用性の向

上を実現することができるようになる。ブレード・ストレー

ジに加えて仮想化技術を組み合わせ、お客さまにより最適な

基盤ソリューションを提供していく所存である。

3.1  導入の背景
　A社は、汎用機による商品先物売買システムを複数の先物商

品取引会社にサービスを提供している。課題として下記２点

が顕在化していた。

大型汎用機の高額なランニングコストの低減

商品取引所の２４時間オープン化に伴う高可用性基盤の必要性

　上記２点の課題解決にあたり、低コストで構築できるオー

プン系基盤の採用と高可用性基盤を実現できるブレードサーバ

の採用を決定した。

3.2  メーカ選定
　ブレードサーバは各ハードウェアメーカから販売されており、

その機能は様々である。そこでメーカ選定にあたり、下記側面

について検討した。

初期費用、保守費用、運用費用

ハードウェアレベルでの高可用性

運用性

　ハードウェアレベルでの高可用性担保においては、１０年前

から IO仮想化技術を採用していたB社が、フェイルオーバーに

要する時間、確実にフェイルオーバーするという信頼性の２点

から群を抜いて評価が高かった。また、運用性においてもプロ

セッサ、メモリを含めた全ての物理リソースを仮想リソースプー

ルと定義し、サーバ定義ファイルにマッピングするという極め

て単純な方式であったため、評価が高かった。B社のハードウェ

アは初期費用、保守費用が他社と比較して高額であったが、運

用が容易であり運用費の削減効果が見込めたことからTCOの

削減が可能と判断し、B社のブレードサーバを採用した。

　ストレージはB社ブレードサーバと親和性の高いC社の製品

を採用した。また、C社ストレージの「仮想ストレージプール

機能」の評価も高かった。仮想ストレージプール機能とは、必

要な時に必要なだけ各サーバにディスク容量を割り当てる機能

である。サーバの増減が激しいA社においては、仮想ストレー

ジプール機能により、運用性の向上、ならびにディスク容量の

有効活用が期待できると判断した。

3.3  N+Mスタンバイによる高可用性の確保
　高可用性を確保するため、N+1スタンバイをもう1段進めた

「N+Mスタンバイ」の構成を採用した。図７にブレードサーバ

障害時のN+M構成の動きを記す。

3.4  評価
　提案段階においては、初期費用、保守費用だけでは高額に見

えてしまう。このため、当初お客さまの拒否反応もあった。し

かし、今回の高可用性基盤は単に可用性が高いだけではなく、

TCOが削減できる基盤である点をお客さまに理解していただ

くことで採用にいたった。使用開始して運用実績がでた現在で

は、お客さまの情報システム部門から、今回採用したブレード

サーバ、ストレージのシステムの高可用性、運用性を非常に高

く評価していただいている。

図１  高可用性システムの一般例
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