富士通のサーバ開発の取組み

Fujitsu’s Activities for Server System Development

あらまし

富士通は1954年に日本初の実用リレー式計算機FACOM100コンピュータを完成させて以
来，これまで様々なICTのパラダイムシフトに対し，高信頼・高性能をテーマに掲げ，その
変化ごとに最先端の技術を開発・提供することで，常にお客様のニーズに応えてきた。
そして今，ICTへの企業ニーズの変化，仮想化などの技術革新，地球温暖化などの社会環
境の変化が，コンピュータパラダイムを変容させようとしている。それがクラウドコン
ピューティングであり，ICTのインフラであるサーバもその変化への対応が求められている。
本稿では，新たなコンピュータパラダイム，クラウドコンピューティングの進展の背景
を踏まえ，この潮流に対する富士通のサーバ戦略，サーバ開発の取組み，サーバプラット
フォーム展開について紹介する。

Abstract
In 1954, Fujitsu released FACOM100, the first relay computer to go on general release in
Japan. Since then, it has been developing and providing new technology, under the theme
of high performance and high reliability, to meet customer requirements amid the paradigm
shift in ICT. Currently, the computer paradigm is changing owing to changes in corporate
needs for ICT, technological innovation (e.g. virtualization technology), and changes in social
environments such as global warming. There are needs for servers, which are part of ICT
and Cloud computing infrastructure, to cope with these changes. This paper introduces
Fujitsu’s efforts for server strategies, server development and new server platforms against
the background of the new computing paradigm and developments in Cloud computing.
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ま え が き

クラウドコンピューティング進展の背景

今まさに次のコンピューティング時代に向けたパ

クラウドコンピューティングの進展の背景には，
ICTへの企業ニーズの変化，技術革新そして社会環

ラダイムシフトが進行している。
ブロードバンドインフラの普及，仮想化技術の進

境の変化という三つの大きな要素がかかわっている。
● ICTへの企業ニーズの変化

歩により，データセンターにあるサーバやストレー
ジ，ミドルウェア，アプリケーションのICTリソー

2008年のリーマンショック以降，企業を取り巻

スを必要なときに必要なだけ，どこからでも利用す

く環境が大きく変化している。経済環境の悪化に伴

るコンピューティングモデル，いわゆるクラウドコ

い，企業のコスト削減意識がこれまで以上に高まっ

ンピューティングが，社会的要請の高まりもあり本

ており，企業のICT予算は抑制傾向にある。
とは言え，企業としての社会的責任の履行（情報

格的な導入に向け動き出している。
富士通は1954年に日本初の実用リレー式計算機

セキュリティ，内部統制，IFRS，事業継続）を市

FACOM100コンピュータを完成させて以来，これ

場から依然強く求められており，これらに対応しつ

までメインフレームからパーソナルコンピュータ，

つ，さらにこの不確実な経営環境に柔軟かつ，迅速

そしてインターネットへと，それぞれのパラダイム

(1)
に対応するICTを必要としている。

シフトに対し，常に高信頼・高性能をテーマに掲げ，

その結果，ICT活用の考え方も大きく変わり始め

その変化ごとに最先端の技術を開発・提供すること

ており，TCO（Total Cost of Ownership：コン

で，お客様のニーズに応えてきた。

ピュータシステムの導入，維持・管理などにかかる

本稿では，この新たなコンピュータパラダイム，

費用の総額）の削減というレベルから，企業内ユー

クラウドコンピューティングに対する富士通のサー

ティリティの充実，さらにはユーティリティサービ

バ戦略と，それを支えるサーバ開発の取組み，そし

。
スに向かっている状況にある（図-1）

て最後に各サーバのプラットフォーム展開について

● 技術の革新
ネットワーク，仮想化技術などの技術革新もクラ

紹介する。

ウドコンピューティングの進展を支えている。

仮想化の進化

第１世代

第2世代

第3世代

ダイナミックデータセンター
動的統合
静的統合
サーバ統合
旧資産延命
開発環境の集約
資源利用効率向上

インフラ標準化
柔軟な資源割当て/
リソースプール
ダウンタイムの短縮
DR（災害対策）

クラウド
クラウド
コンピューティング
コンピューティング

自動プロビジョニング
仮想化資源の
動的再配置
仮想アプライアンス
アプリケーション指向の
資源配分

ユーティリティサービス
企業内ユーティリティ

TCO削減

図-1 ICT活用の変化
Fig.1-Transitions in utilization of ICT.
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ングを加速させている。

（1） ネットワークの高速化
動画配信，オンラインショッピングなどブロード

以下では，そのICTを支えるインフラである，

バンドを使った通信が今や当たり前にできるように

サーバシステムにおける，富士通のサーバ戦略およ

なっている。次世代ネットワーク（NGN）が商用

び開発の取組みについて説明する。

稼働を始め，家庭内への光ファイバ接続やブロード

富士通のサーバ戦略

バンドワイヤレスなどの多彩なアクセス技術が普及
期を迎えており，いつでもどこでもネットワークに

● エンタプライズクラウドの推進
国内クラウドサービス市場は2008年度の1.3％か

アクセスすることが可能となった。
（2） 仮想化技術の進歩

ら，2015年度に約16倍に大きく成長し，ICT市場

資源を複数の機器に提供できるプロビジョニング

の20％を超えるものの，企業内でICTシステムを運

の技術，実行中の仮想マシンをほかの物理サーバに

用するオンプレミスICT市場が依然として約80％を

移動するライブマイグレーションの技術により，複

。
占める見通しである（図-2）

数の物理サーバにまたがった負荷分散などの管理の

このオンプレミスICT市場に着目し，オンプレミ

自動化が行えるようになり，大規模な管理が可能と

ス型ICTインフラ変革の各段階で最適なプロダクト

なった。

を提供し，お客様に必要なクラウドコンピューティ

● 社会環境の変化

。
ング環境を構築していく（図-3）

少子高齢化，地球温暖化，経済の活性化など解決

● グローバル展開

すべき社会課題は山積している。これらの解決策と

多くのお客様の支持をいただき富士通は3年連続

してICTの社会分野への適用拡大が課題解決の切り

(3) しかしグローバ
国内サーバシェア1位を獲得した。

(2)
札として期待されている。

ル市場では，4％と低いシェアにとどまっている。

例えば，公共事業などの社会システムの分野では，

今後，国内市場の約10倍の規模ともいわれるグ

クラウドコンピューティングの活用により，インフ

ローバル市場で事業展開の強化が必要不可欠と考え

ラコストを大きく下げるだけでなく，大量のデータ

る。中でも，かぎを握るのがWindow/LinuxのPC

を収集分析して再活用することで，今までできな

サーバであり，富士通はPCサーバによるグローバ

かった利活用の範囲を拡大するとともに，新たな

ルでのお客様への価値提供の追求に取り組む。

サービス・ビジネスの創出などへ期待も寄せられて

サーバ開発の取組み

いる。
このようにICTへの企業ニーズの変化，技術革新
そして社会環境の変化が，クラウドコンピューティ

ICT市場における
クラウド比率

クラウド
サービス

これら状況を踏まえ，富士通のサーバ開発の具体
的なテーマと取組みを以下に説明する。

6.0％

20.1％

116 909

119 285

121 807 （億円)

1538

7151

1.3％

オンプレミス 115 371
ICT市場

2008年

112 134

2012年

オンプレミス：企業内で運用されるICTシステム

25 280

96 527

2015年
当社試算に基づく

図-2 国内クラウドサービス市場
Fig.2-Japan’s Cloud service market.
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仮想化
（統合）

現状

お客様サイト

お客様各サイト
業務
A

業務 業務
B
C

他社機

業務
F
業務 業務
E
D

個別インフラ

2010年～

2012年～

自動化
（標準化）

ICTインフラ
最適化

お客様サイト

富士通データセンター

仮想

集中管理

見える化

グリーン

富士通製品/技術

当社サービス利用へ
全面切換
お客様サイト

富士通データ
センター

z 仮想化統合
z 迅速/確実な運用 バックアップ，増設環境などで
z リソース有効活用 z 運用コスト低減 富士通のサービスを補完的に
利用

図-3 エンタプライズクラウドのサーバ戦略
Fig.3-Server strategy for enterprise Cloud.

● ミッションクリティカルシステムの提供と長期
サポート

● グローバルビジネスへの強化対応
富士通のPCサーバは，Siemensとの合弁会社で

お客様はこれまで築き上げた資産を多く抱えてお

あるFujitsu Siemens Computersと富士通間で共同

り，これらも今後継続して使っていきたいと考えて

開 発 し て き た 。 Fujitsu Siemens Computers を

いる。様々なシステムを使用しているお客様の大切

2009年4月に完全子会社化し，Fujitsu Technology

な資産を守るため，富士通はお客様に最適なサーバ

Solutions（FTS）としてドイツに設立した。PC

を長期に供給していくことを重要なテーマと位置づ

サーバの各地域のニーズをFTSに一本化させ，開発

け，お客様のミッションクリティカルな業務を支え

も集約させている。富士通のPCサーバを世界共通

る，高信頼・高品質，高性能の最先端技術を適用し

化させることを皮切りに，品質・製造・販売の最適

たサーバプラットフォーム製品を継続提供していく。

化を目指す。これを富士通のグローバル変革の軸と

お客様へ最適なサーバプラットフォームを長期に

考え，グローバルビジネスを強化し，お客様に対し

供給していくためのキーワードは「共通化と仮想化

て一貫性のある製品・サービスを提供していく。

テクノロジ」であり，共通化を徹底的に図り，開発

サーバプラットフォーム

の効率化を進めていき，すべてのお客様のマイグ
レーションパスを提供する。
● クラウドコンピューティングへの対応
お客様に最適なサーバを長期的に供給すると同時
に，クラウドコンピューティングへの対応も重要と

富士通のサーバプラットフォームを図-4に示す。
以下では各サーバプラットフォームの今後の展開に
ついて説明する。
● メインフレーム －GS21/PRIMEFORCE－

なる。そこで，クラウドコンピューティングに最適

社会システム，業務システムを支える高信頼・高

なプラットフォームの提供に向け，つぎの要件への

性能プラットフォームとして40年以上の長きにわ

対応をしていく。

たりお客様に使用いただいている。

（1） グリーン対応

2010年1月に，富士通の最新テクノロジを搭載し

大規模にICT資源を集約するクラウドコンピュー

たGS21 1600/1400を発表した。今後もお客様資産

ティングでは，消費電力の低減が重要となる。富士

の継承・活用に向けて継続開発を行い，業務資産を

通は消費電力の低減に取り組んでいく。

活用する各種連携ソフトウェアを提供していくと同

（2） クラウドコンピューティング環境に最適なプ

時に，最大10年間のサポートをコミットする長期

ラットフォームの提供

サポート商品を提供する。さらに社会の要請に対応

オープンアーキテクチャ，オープンプラット

し，グリーンメインフレーム・コンセプトのもとに，

フォームに対し，富士通は自社技術をコアに高信

低消費電力・設置性・環境性の観点で開発を推進

頼・高品質かつ資産継承性の高いオープンで標準化

する。

されたクラウドコンピューティング環境を提供する。
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システム規模

メインフレーム

オフコン

UNIXサーバ

GS21/
PRIMEFORCE

大規模
基幹システム

Windows/Linuxサーバ

PRIMERGY
6000

中規模
基幹システム

PRIMERGY
CX1000

PRIMEQUEST

SPARC
Enterprise

PRIMERGY

【MSP/XSP】

部門サーバ

【Solaris】

【ASP】

【データセンター
向け】

【Windows/Linux】

ストレージ

ネットワーク

ETERNUS

IPCOM

ソフトウェア

EXシリーズ

NASストレージ

SANストレージ

ServerView

ETERNUS SF

Systemwalker

Interstage

Symfoware

図-4 富士通のサーバプラットフォーム
Fig.4-Fujitsu’s server product lineup.

PRIMEQUEST上でメインフレーム資産を稼働さ

支えるサーバである。

せるOSⅣ/XSP動作機構を提供し，お客様がこれま

2010年9月に開催されたOracle OpenWorld 2010

でに培ってきたOSⅣ/XSPベースの大切な基幹のア

で富士通はオラクルとこれまで以上に，強力な提携

プリケーションやデータを，安全・確実に，低コス

関係を築き上げ，お客様のビジネスに貢献する製品

トで移行できるようにしていく。

を提供し続けることを宣言した。

● オフィスコンピュータ －PRIMERGY 6000－

今後も競合力の維持・向上のためにオラクルとと

最新のインテルCPUを採用し，お客様の既存資

もに共同開発を進め，グローバル市場において

産を完全継承するOS（ASP）を搭載し，事務所で

SPARC/Solarisを組み合わせたソリューション開発

使える基幹システムとしての静粛性・省電力・堅ろ

など，アライアンス活動を行っていく。

う性を兼ね備えた高信頼・高性能サーバである。オ

● 高信頼基幹IAサーバ －PRIMEQUEST－

フコンユーザにおいても，長期安定運用の中で，

インテルXeonプロセッサー，Linux，Windows

ICTインフラを最適化することが重要となっており，

Serverといった業界標準のオープンアーキテク

PRIMEQUEST上でASPを動作させる機能を提供

チャをベースに，富士通がメインフレームで培った

していく。

高信頼・高可用テクノロジを結集したオープン・

● UNIXサーバ －SPARC Enterprise－

ミッションクリティカルサーバの新ラインナップ

SPARC Enterpriseはサンマイクロシステムズ
（現オラクル）との共同開発サーバとして，富士通

PRIMEQUEST 1000シリーズを2010年3月に発表
した。

が長年にわたり培ってきたメインフレーム技術と，

本シリーズは，基幹業務システムの再構築や，

サンマイクロシステムズのオープンアーキテクチャ

データベースサーバ，ERPソリューションのプ

を融合した製品である。

ラットフォーム，業務系サーバ統合に最適なオープ

富士通が自社開発したSPARC64 Ⅵ/Ⅶを搭載する

ンサーバである。トラステッドな企業内クラウドコ

SPARC Enterpriseは，高い処理性能，最大512ス

ンピューティング基盤としても，その威力を発揮

レッドのスケーラビリティそしてメインフレームと

するサーバとなっている。

同等の信頼性を持ち，お客様の24時間365日止まる

従来機に対し，消費電力を約68％削減，設置ス

ことが許されないミッションクリティカルな業務を

ペースを1/3（ラック1本分→ラックマウント：12 U）
，
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重量を1/5に削減し，省スペース化に貢献するとと

ラウドコンピューティングでは，消費電力の低減が

もに，グリーンICTの実現に向けた取組みを一層強

重要となる。高効率電源の高密度実装技術，最適冷

化している。

却による消費電力/熱の低減，省電力技術を富士通

● PCサーバ －PRIMERGY－

研究所と共同開発し，サーバプラットフォームに展

PRIMERGYは，最新のインテルのプロセッサー
を採用し，性能・省電力・デザインで常に最先端を

開する。
（2） 次世代データセンターに最適なサーバプラッ

目指し小規模から大規模のお客様まで幅広く対応で

トフォーム商品の開発

きるラインナップを展開している。

世界トップレベルの高速伝送技術の開発，次世代

エントリークラスでは静音性，省電力，省スペー
スを実現している。中でもオフィス設置向けに開発

半導体テクノロジの開発，柔軟で耐故障性のあるリ
ソースプール構築技術を開発する。

したPRIMERGY TX100 S2では，
「木の葉のふれあ

む

う音」と呼ばれる24 dBという静音化を達成してい

す

び

る。PRIMERGY TX120 S2は，サーバ分野では世

本稿では，クラウドコンピューティング時代へと

界で初めて国際エネルギースタープログラム

変化を遂げつつあるICTにおける富士通のサーバ戦

Ver.4.0の認定を受けたモデルである。

略とそれを支えるサーバ開発の取組みについて紹介

また，クラウドコンピューティング時代に向けて

した。

ブレードサーバのラインナップを強化しており，さ

これまで富士通はICTの変化に対し，常にお客様

らに新たなプラットフォームとしてデータセンター

の期待に応えるサーバを開発し提供してきた。今後

向けにPRIMERGY CX1000を発表した。CX1000

も変化するお客様の期待に応える，強いICTプラッ

は ， SPECPower_ssj2008に お い て 世 界 最 高 記 録

トフォームを提供し続けることで，世界中のお客様

（2010年4月7日現在）を達成し，高いエネルギー効

から信頼されるかけがえのないパートナとして貢献

率とサーバ性能でTCO削減に貢献する。

サーバを支えるテクノロジ
富士通は，プロセッサー，サーバ，ネットワーク

していきたいと考えている。
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