
Red Hat Enterprise Linux KVM 
活用ソリューション 

お問い合わせ先

富士通コンタクトライン 0120-933-200
受付時間 9:00～17：30（土・日・祝日・年末年始を除く）
富士通株式会社〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター

●本カタログ記載の会社名、製品名等は、各社の商標または登録商標です。
●記載されている内容については、改善などのため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。

リソース管理ソフトウェア

ICT リソースの有効活用と運用・管理の効率化を実現する基盤ソフト
ウェア
「FUJITSU Software ServerView Resource Orchestrator」

お客様が構築するプライベートクラウドの構築要件とニーズに合わせて最適なプライベートクラウド基盤を提供し
ます。サーバ、ストレージ、ネットワークといったICTリソースの有効活用と運用・管理の効率化によって、ICTの
コストを最適化することができます。

特長１

特長２

特長３

仮想環境と物理環境におけるサーバの可視
化と運用の統一を実現し、管理負荷を軽減
します。

サーバ故障からの自動復旧など、サーバの
自動化・可視化によって導入・運用・保守
にかかる作業を省力化します。

リソースのプール管理、プラットフォーム
の自動配備によって、システム構築期間の
短縮と運用の効率化を実現します。

サービス化

標準化

仮想化

自動化

拡張プラスサポート

システムの安定運用を拡張プラスサポートで実現

社会システムや企業の基幹業務システムなど高い信頼性が求められるシステムでは、ビジネスの継続性を維持する
ために安定運用させたい、システムの停止要因は極力排除したいなどの声が聞かれます。サーバがダウンすると自
社のビジネスが継続できないだけでなく、取引先やお客様にも迷惑をかけてしまいます。

一方で、安定稼働しているシステムにはなるべく手を加えたくないというのもシステム管理者の本音でしょう。こ
の相反する課題を解決するのがSupportDesk 拡張プラスサポートです。

特長１ 特定のマイナーリリースを最長で6年間利用することができる安定運用、長
期利用が求められるシステムに適したサポート商品です。

特長２ 通常必要となるマイナーリリースのアップデートを伴わずに修正適用が可能
となるため、必要最小限のシステム改変に抑えることができます。

Search富士通 拡張プラス

Search富士通 オーケストレーター

仮想・物理のICTリソース

KVM/VMware/Hyper-V

PRIMERGY/PRIMEQUEST

仮想・物理
サーバの
一元管理

サーバの
可用性向上

プラットフォーム
提供サービスの実現
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なぜLinuxなのか 

オープンソースであるLinuxの特性として「オープンなコミュニティーでの開発」「ソースコードの公開」「特定のベンダーや製品
に依存しない」があげられます。これらに富士通の付加価値を加えることで、安全・快適に動作し、安心して利用できるシステ
ム環境を富士通が自信をもってお客様に提供できるからです。 

KVMをミッションクリティカルで活用、富士通でも実践 

KVM（Kernel-based Virtual Machine）はLinuxに組み込まれた仮想化機能です。Linuxは今や、ミッションクリティカル市場にお
ける主要OSとして、東京証券取引所様（TSE）やニューヨーク取引証券所（NYSE）をはじめ、世界24カ国28の証券取引所などグ
ローバルな金融機関を中心に止まることの許されないシステムにおいて豊富な導入実績を誇っています。そのLinuxの機能・
品質・信頼性をそのまま継承した仮想化機能がKVMです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

富士通においてもKVMを積極的に活用しています。自社製品の検証環境のみならず、富士通のパブリッククラウドサービス
「FUJITSU Cloud IaaS Trusted Public S5」等の基盤としても採用されています。これによりKVMの運用ノウハウを蓄積し、お客様
サポートやお客様へのご提案に役立てています。 
 

また、必要な機能をコミュニティと連携して開発するなど、KVMの品質向上にも取り組んでいます。具体的にはIaaS基盤として
KVMを適用するため、管理機能や保守支援機能など不足している機能をレッドハット社と連携して開発を行い、開発コミュニ
ティを通して機能強化を実現しました。 

お客様の経営課題の解決、 

その答えはLinuxをベースとしたICT基盤の活用にあります。 

特長１ 
Linuxカーネルに実装されたOSの基本機能であるため、仮想化用のソフトウェアを別に用意する
必要がありません。利用者にとっては導入や管理の容易さという点でもメリットがあります。 

特長２ Linuxに対応した多くのミドルウェア、ISV製品を仮想マシン上でそのまま利用することができます。 
（注：仮想マシン上でのサポートについては、各ソフトウェアベンダーの製品サイトなどでご確認ください） 

特長３ 
CPUエンハンス対応、I/Oカード、セキュリティ技術など、最新のハードウェア、ソフトウェア技術を利
用できます。 

 サービス提供機能の強化 

 ゲストCPU使用量を制御できる機能を追加 

 管理機能の強化 

 ゲストの構成変更を容易にするAPIを強化し、管理ソフトウェアとの連携向上 

 保守支援機能の強化 

 デバッグ機能(ダンプ等)を追加装備 

Linuxでミッションクリティカルを実現 

富士通のLinuxビジネスは文教市場（学校教育関係）に始まり、2002年のe-Japan構想を追い風に官公庁や地方自治体での
Linux適用へと拡がりをみせました。一方で製造業、流通業をはじめとする民間企業では、Webフロントでの利用から、徐々に
業務システムからミッションクリティカルなシステムでのLinux適用へと拡大していきました。 
 

これらを背景として、富士通はLinuxによるミッションクリティカルシステムの実現に向けて取り組んできました。いまでは社会
システムや企業の基幹業務システムに至るまで、ミッションクリティカルシステムでのLinux稼働が拡がっています。 

OSSの特性 

オープンな 
コミュニティー 
での開発 

ソースコード 
の公開 

特定のベンダーや 
製品に依存しない 

富士通の 
付加価値 

基幹システム機能 
を提案して作り込み 

ソースコード 
解析に基づく高品質 

なサポート 

オープン 
スタンダード 
の採用 

ディストリビュータとの協調 

ミッションクリティカルなLinuxソリューションの提供で 
レッドハット社とグローバルに提携（日本企業として初） 

ハードウェアプラットフォームの提供 

メインフレームクラスの高い
信頼性と性能を備えた基幹
IAサーバ「PRIMEQUEST」を
提供 

サポートサービスの提供 

サポート期間の拡大やサポート対応のスピード 
アップを図った基幹業務システム向けの新たな
Linuxサポートサービスを富士通とレッドハット社 
で共同開発し提供を開始 

2003年～ 

2005年～ 2008年～ 

KVM機能強化への貢献 

富士通のLinux情報 
http://software.fujitsu.com/jp/linux/ 

富士通のLinuxに関する情報はこちら Search 富士通 Linux 



運用・保守サービス 

ミドルウェア ハードウェアプラットフォーム 

情報システムが日常の社会活動の中で大きな役割を担うようになってきた中で、ミドルウェアは、この情報システムを支え
る基盤ソフトウェアとしてますます重要になってきています。富士通は、自社技術・商品を中核に、パートナー商品/OSSを組
み合わせて、強いミドルウェア商品ポートフォリオをタイムリーに提供していきます。 

ハードウェアからミドルウェア、サポート・サービスに至るまで、 

お客様のニーズに応えるための各種ソリューションをご提供。 

FUJITSU Storage ETERNUS 

ETERNUSは、 PRIMERGY,  PRIMEQUEST, SPARC M10/SPARC 
Enterprise, GS21といった富士通のサーバ群を始め、各社
サーバとの接続をサポートし、お客様の用途に応じて幅広く
ご利用いただけます。 

FUJITSU Network IPCOM 

ITシステムに必要なシステムフロント機能を1台に統合し、シ
ステムフロントが抱える多くの課題を解決します。 

●FUJITSU Managed Infrastructure Service SupportDesk

富士通サポートセンター（OSC*1）の専門技術者が、
ハードウェア/ソフトウェアを一括で24時間365日サポー
トします。万一のハードウェアトラブル時には全国拠点
からサービスエンジニアを派遣し、修理作業を実施。充
実したサービス内容で、システムの安定稼働を強力に
バックアップします。 

【サービス時間帯】 

月曜日～金曜日 8：30～19：00*2を基本として、最大24
時間365日のサポート時間帯を選択可能。 
＊1 OSC ： One-stop Solution Center 

  （ご契約者様専用の総合サポートセンター） 

＊2 ： 祝日および12月30日～1月3日を除く 

●オプションサービス
※本サービスはFUJITSU Managed Infrastructure Service SupportDeskが
   契約されていることが前提です。 

FUJITSU Server PRIMERGY 

PCサーバ PRIMERGYは、高性能・高信頼性と柔軟な運用管
理性を兼ね備えたサーバです。ラック、タワー、ブレードなど
お客様のニーズに最適な製品ラインナップをご提供いたしま
す。 

FUJITSU Server PRIMEQUEST 

基幹IAサーバ PRIMEQUEST 1000シリーズは、業界標準の
オープン・アーキテクチャーをベースに、富士通がメインフ
レームで培ったノウハウ、テクノロジーを結集したオープン・
ミッションクリティカルサーバです。 

ビジネスの機敏性、効率性、継続性を最大限に高め、TCOの
削減とビジネスの発展に貢献します。 

FUJITSU Software Interstage 
システム全体を最適化することで、ビジネスの成長を加速するビジネスアプリケーション基盤 

FUJITSU Software Systemwalker 
ビジネスの発展と企業コンプライアンスを支える統合運用管理ソフトウェア 

FUJITSU Software Symfoware 
ビジネスの継続性を追求する富士通の高信頼・高性能データベース 

FUJITSU Software ServerView Resource Orchestrator 
プライベートクラウドやデータセンター向けダイナミックリソース管理ソフトウェア 

FUJITSU Managed Infrastructure Service SupportDesk 

システムトラブルの未然防止/早期解決に向けて運用・保守サービス「FUJITSU Managed Infrastructure Service SupportDesk」を
ご提供します。これまでに蓄積した豊富なシステム運用支援の経験と技術により、お客様システムの安定稼働を支えます。 

保守サービスプラス 
定期的な稼働状況報告や 

故障ハードディスクのデータ 

消去など製品保守の付帯 

作業を行うサービス 

運用サービスプラス 
インフラ全般にわたる運用 
業務（監視、問合せ対応、 
定常オペレーション）を 
お客様に代わり実施する 
サービス 

データセキュリティ 

復旧支援 

センターＣＥ 

定期レポーティング 

システム監視 

システムマネジメント 

システムオペレーション 

ＨＡサービス 

インフラ管理支援 

予防保守 

Search 富士通 プラットフォーム Search 富士通 ミドルウェア 

Search 製品サポート SupportDesk 



サーバ統合により様々な悩みを解決 

ICTの活用は企業活動の活性化に寄与します。その一方で、ICT化を進めることによってもたらされるメリットと比例して、サー
バ台数が増えることによって様々な問題も生じてきます。サーバ乱立によりサーバ更改時の導入コスト負担が重くのしかかっ
てくるというのもそのひとつでしょう。また、運用負荷や光熱費の増加、設置スペースの問題などこれらのコスト増も無視でき
なくなっています。 

これらの悩みを解決する手段のひとつがKVMによるサーバ統合です。 

サーバが増えすぎたことによって様々な悩みが浮き彫りとなってきますが、そのひとつがサーバ更改に伴うコスト負担の増加
ではないでしょうか。サーバの保守期限切れに伴ってサーバのリプレースを検討することになりますが、サーバが多いほど
頻繁にサーバ更改が発生して導入コストが経営の負担になってしまうことも考えられます。 

下図の様に、物理サーバをKVM上に集約することで大きなコスト削減効果が期待できるかもしれません。コスト削減という観
点からぜひ一度、KVMによる仮想集約をご検討ください。 

企業活動の活性化と企業価値の最大化。 

その実現をKVMを活用したソリューションでお手伝いします。 

KVMによるサーバ統合により初期導入・運用コストを削減 

管理負荷と各種費用の削減にも効果あり 

直接的なコスト削減効果に加えて、管理負荷や各種費用などの間接的な削減効果も期待できます。管理対象のサーバが
少なくなるということは稼働監視や修正適用などの面でシステム管理者の負荷が軽減されます。加えて、電源確保やネット
ワーク環境整備などの負担からも開放されるでしょう。 

また、その他の効果として光熱費や空調費の削減があげられます。当社で試算したモデルケースではカタログ上の最大消
費電力値の比較で約30%の削減が見込めました。発熱量も抑制できるため、熱対策も容易になるでしょう。 

運用の柔軟性とハードウェアリソースの有効活用 

KVMによる効果はコスト削減だけではありません。例えば複数の環境を必要とする場合、従来であれば必要な環境分の
サーバを用意する必要がありました。また、サーバリソースはピーク時の負荷を考慮して決めることになりますが、負荷が
低くなると必然的にリソースを有効活用できていないことになります。 

KVMであれば複数の環境を構築することができるため、必要なときに必要な環境を構築し素早く立ち上げることができるよ
うになります。例えば構築期間中の様に、フェーズに応じて必要とされる環境やリソースが異なる場合にも柔軟に対応する
ことができます。また、ピークの異なる業務をKVMに集約し、ピークに応じてリソースの配分を変更することでハードウェアリ
ソースの使用率を向上させることもできます。例えば繁忙期と閑散期が異なる複数の業務を集約し、状況に応じて柔軟にリ
ソースを割り振ることでハードウェアリソースを有効活用するやり方です。 

この様に、運用の柔軟性とハードウェアリソースの有効活用といった観点からみてもKVMは有効な解となり得ます。 

物理サーバで構成 仮想サーバで構成 

LinuxOSサポート 
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KVMとP2Vツールを活用した既存資産の継承 

現行資産を継続して利用したい 

現在利用しているサーバの処理能力に不満を感じている、サーバの保守期限切れを迎えてしまい新しいサーバへの置き換
えを迫られている、といった方々もいらっしゃるでしょう。この様なときにまず考えるのが「いま使っているアプリケーションやミ
ドルウェア、OSは新しいサーバでもそのまま使えるのだろうか」ではないでしょうか。 

最適な答えは最新のサーバでも既存のソフトウェアがそのまま使えるということでしょう。しかし、現実には最新のサーバでは
古いバージョンのOSがサポートされていないという事態に遭遇します。将来的にはOSのバージョンアップが必要だと認識して
いても、まずはサーバの保守期限切れをどうするのかといった差し迫った課題の解決を優先したい、バージョンアップするま
での時間を稼ぎたいといった思いがシステム管理者の本音ではないでしょうか。 

それを解決するのがKVMとP2Vツール「virt-p2v」を活用した既存環境の継承です。 

KVMにより最新サーバ上で既存OSを継続利用 

KVMはライフサイクル内のRHEL（※）をゲストOSとしてサポートしています。ライフサイクル内のRHELであれば、そのバージョ
ンとハードウェアの組み合わせが認証されていなくてもKVM上のゲストOSとして利用することができます。古いバージョンの
OSが使えるということは、その上位のミドルウェアやアプリケーションもそのまま使えるということです。ハードウェアとOSの紐
付けを切り離すことができるという点がKVMの大きな特長であり、既存資産を活かしたいという要望に適したソリューションで
あると言えます。 

※Red Hat Enterprise Linuxのライフサイクル（https://access.redhat.com/support/policy/updates/errata/）を参照 

また、物理サーバのディスクを仮想マシンイメージに自動変換するツール「virt-p2v」が提供されています。このツールを利用
することで既存の資産をKVM上へ簡単に移行することができるようになっています。 

KVMを活用して低コストかつ高信頼な災対環境を構築 

災害時に備えて災対環境を構築したい 

東日本大震災を契機として、大規模な災害が発生した際にも事業活動を継続することの重要性がより一層クローズアップ
されています。近年のBCP（事業継続計画）に対する意識の高まりとともに不測の事態にいかに備えるかということが企業に
は求められます。ICTシステムは事業活動を行ううえで重要な役割を担っており、災害時の早期復旧を実現する手段として
遠隔地にバックアップシステム（災対環境）を構築することがあげられますが、災対環境という性質からシステムの稼働率
が高いとはいえません。 

これを解決するのがKVMを活用した災対環境の構築です。 

KVMを活用して柔軟な災対環境を構築 

災対環境を本稼働システムと同等の構成で構築するとなると、投資面から負担が大きくなります。一方で災害時は平常時
と同等の性能は求めずに業務の継続性を重視するということであれば、仮想化によるハードウェアリソースの有効活用で
物理サーバ台数を減らして投資コストを抑制するという選択肢が出てきます。 

KVMならば複数の環境を同時に立ち上げることができ、また環境の立ち上げと停止がスムーズに行えるというのも特長の
ひとつです。例えば、仮想環境上で災対環境と開発環境を共存させ、平常時は開発環境として利用、災害時は災対環境を
立ち上げるといった運用が可能となります。 

仮想環境に集約することで、業務負荷や利用シーンに応じた柔軟なリソース配分も可能となります。開発環境それぞれの
負荷に応じて必要なリソースを配分するといった使い方です。これによりハードウェアリソースを無駄なく有効に活用できま
す。災害発生時は業務の継続性を優先して稼働していた開発環境を停止し、災対環境を立ち上げてすべてのリソースを災
対環境に振り向けるといった運用ができるのも仮想環境だからこそといえます。 
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【課題】 

 事業の継続性を考えて災対環境を構築したい

 開発環境などと共通化を図り初期導入コストを抑えたい

 災対環境といえどもシステムの信頼性は確保したい



散在しているサーバ群をなんとかしたい 

昨今の企業活動においてICTは必要不可欠な存在であると言えるでしょう。その一方で、異なったアーキテクチャを採用する
とシステムの監視やバックアップといった面で共通化が図れず、運用管理の負担が増えてしまうことになります。一般的に
企業規模が大きくなるにつれてシステムも増えてくため、その管理負荷も相当なものになってきます。 

この問題の本質はシステムが全体最適化されていないことにあります。しかし、現実には全体最適化しようにも様々な事情
からシステムの見直しが一向に進まないということも想定されます。 

ではどうすればいいのでしょうか。その答えはプライベートクラウド化による統合仮想化基盤の構築にあると考えます。全体
の受け皿となる仮想化基盤をまず構築し、その上に仮想化するシステムを順次集めていくことで基盤部分の共通化をはか
り効率的かつ柔軟な運用を実現します。 

プライベートクラウド化する目的とは 

重要なのは部分最適化ではなくシステム全体の最適化です。ある部分だけを最適化したとして、それが全体としてみたとき
に最適であるとは限りません。システム毎に異なった仮想化基盤を採用したり、後継のハードウェアにリプレースすること
で、システム単位でみた最適化は行えます。その一方で異なる手法の採用により効果的なICT投資、統一された運用管理と
いう点からみると全体として最適化されているとは言えません。 

全体の受け皿となる仮想化基盤をまずはじめに構築し、その上に仮想化するシステムを順次集めていくことで、基盤部分
の共通化により効率的かつ柔軟な運用を実現します。 

KVMを活用したプライベートクラウド化でICT基盤を全体最適化 
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基盤最適化により管理負荷を軽減 

企業内で複数のシステムが稼働しそのシステム毎に管理者が異なるといった場合、修正の適用ひとつとっても管理者に
よって適用する、しないといったことが起こりえます。企業全体のICTを管理する立場からみるとこれは問題です。セキュリ
ティ上の観点から、はたまた予期せぬサーバ停止を未然に防ぐためにも修正の適用は可能な限り行うべきと言えるでしょう。
その一方で、その修正を適用することによる影響の有無を検証したり、多くのサーバにタイムリーに修正適用していくのも大
変な労力が伴います。 

リソース管理ソフトウェア「FUJITSU Software ServerView Resource Orchestrator（以下、ROR）」を導入することで、それらの問
題を緩和することができるでしょう。検証した環境を標準のテンプレートとして用意し、要求に対してそのテンプレートを自動
配備することで、その時点で最新の環境を利用することができます。また、FUJITSU Software Systemwalker Software 
Configuration Managerを合わせて導入することにより、OSや富士通ミドルウェアの修正適用状況を自動で収集して見える
化し、必要な修正を一括適用することもできます。 

インフラの構築時間を短縮 

システムをプライベートクラウド上に集約することで得られる効果は管理負荷の軽減だけではありません。例えば処理能力
不足によるシステムの増強や、急遽新たな業務を立ち上げる必要が出てきた場合に、物理サーバで構築するとなると物品
の調達から環境構築、利用開始に至るまで時間がかかってしまい迅速性に欠けてしまいます。 

KVMによる仮想化とRORによるリソース管理の組み合わせにより、リソースプールからの仮想リソース払い出しとテンプレー
トからの環境配備で迅速なインフラ構築が可能となります。 

BCPサイトの構築により災害への万全な備えを 

プライベートクラウド化により基盤最適化が進むと重要なデータなどもひとつに集約されてしまうことになり、大規模災害な
どによるシステム故障で全てを失ってしまうリスクも考慮に入れておく必要があります。プライベートクラウド化を機にBCP（事
業継続計画）を意識してバックアップサイトを構築するのもひとつの解でしょう。富士通は最先端のセキュリティと堅牢な設
備を備えたデータセンターを提供しています。データセンターは各種自然災害の被災危険度の低い場所に立地しており、安
全性・信頼性・効率性を兼ね備えた最新鋭の災害対策設備と、24時間365日体制のシステム運用を提供しています。 

自社 
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Linux 
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Linux 
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お問い合わせ先 

富士通コンタクトライン 0120-933-200 
受付時間 9:00～17：30（土・日・祝日・年末年始を除く） 
富士通株式会社 〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター 

●本カタログ記載の会社名、製品名等は、各社の商標または登録商標です。 
●記載されている内容については、改善などのため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。 

リソース管理ソフトウェア 

ICT リソースの有効活用と運用・管理の効率化を実現する基盤ソフトウェア 

「FUJITSU Software ServerView Resource Orchestrator」 
 

お客様が構築するプライベートクラウドの構築要件とニーズに合わせて最適なプライベートクラウド基盤を提供します。サー
バ、ストレージ、ネットワークといったICTリソースの有効活用と運用・管理の効率化によって、ICTのコストを最適化することが
できます。 

特長１ 

特長２ 

特長３ 

仮想環境と物理環境におけるサーバの可視
化と運用の統一を実現し、管理負荷を軽減し
ます。 

サーバ故障からの自動復旧など、サーバの自
動化・可視化によって導入・運用・保守にかか
る作業を省力化します。  

リソースのプール管理、プラットフォームの自
動配備によって、システム構築期間の短縮と
運用の効率化を実現します。  

サービス化 

標準化 

仮想化 

自動化 

拡張プラスサポート 

システムの安定運用を拡張プラスサポートで実現 
 

社会システムや企業の基幹業務システムなど高い信頼性が求められるシステムでは、ビジネスの継続性を維持するために
安定運用させたい、システムの停止要因は極力排除したいなどの声が聞かれます。サーバがダウンすると自社のビジネス
が継続できないだけでなく、取引先やお客様にも迷惑をかけてしまいます。 
 

一方で、安定稼働しているシステムにはなるべく手を加えたくないというのもシステム管理者の本音でしょう。この相反する
課題を解決するのがSupportDesk 拡張プラスサポートです。 

特長１ 
特定のマイナーリリースを最長で6年間利用することができる安定運用、長期利用
が求められるシステムに適したサポート商品です。 

特長２ 通常必要となるマイナーリリースのアップデートを伴わずに修正適用が可能となる
ため、必要最小限のシステム改変に抑えることができます。 
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