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あ ら ま し

コンピュータによる基幹業務とビッグデータの処理を連携するために，瞬間的に大量

発生するデータを確実に処理するニーズが高まっている。富士通ではこのニーズに対応

するため，ミッションクリティカルシステムに対する豊富な経験と先進のテクノロジー

に加え，高速インメモリデータ管理ミドルウェアであるFUJITSU Software Primesoft 
Serverで取組みを行った。本製品の特長は，スーパーコンピュータ分野などでの適用が
広がりつつあるネットワーク技術のInfiniBandを使用した超高速インメモリデータ管理
技術である。この技術は，製品のネットワーク管理層にInfiniBandが提供するRDMA
（Remote Direct Memory Access）機能を取り込むことで，既存のアプリケーションへの
インターフェースを変更することなく，互換性を保ったまま従来の半分以下の高速レス

ポンスを実現できる。

本稿では，ブレのない安定したシステムレスポンスの達成，およびシステム故障時に

生じる大量データの滞留・消失のリスクを低減するための高信頼システムの実現に向け

た富士通の取組みについて紹介する。

Abstract

Today, many enterprises seek to link core business operations with the processing of 
big data on computers, so the need is growing for accurate processing of data that can 
be instantaneously generated in huge amounts.  Fujitsu is responding to this need by 
applying its extensive experience in mission-critical systems and advanced technologies 
and by offering FUJITSU Software Primesoft Server middleware.  The key feature of 
this middleware is ultra-high-speed in-memory data management using InfiniBand 
network-interconnect technology, which is becoming widely used in the supercomputer 
field.  The data management is performed in the middleware’s network management 
layer using the remote direct memory access (RDMA) function provided by InfiniBand.  
This not only achieves response times less than half that of conventional systems but 
also eliminates compatibility issues by negating the need for modifying interfaces to 
existing applications.  This paper introduces Fujitsu’s approach toward realization of 
a high-reliability system that can provide stable system response times and reduce the 
risk of accumulating or losing large volumes of data at the time of a system fault. 
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フトウェアの形を選んだ。
この三つの特長をバランス良く実現するために，
トランザクション管理，ネットワーク管理，クラ
スタリング管理の三つのコンポーネント構成を垂
直統合し，最適化を図っている。
（1） トランザクション管理
マイクロ秒オーダの処理性能を安定して提供す
るために，完全なディスクレスの構造をとってい
る。データのトランザクションを保証するため，
ログを含む全てのデータをインメモリで管理し，
ディスクではなく，ネットワークのみを用いて複
数サーバに多重化して保全する。
（2） ネットワーク管理
一般的には，信頼性を要求される通信はTCP

（Transmission Control Protocol）が使用される
が，Primesoft ServerではUDP（User Datagram 
Protocol）を用いつつ，送達確認などの独自技術を
適用し，低レイテンシーと高信頼性を両立したネッ
トワーク処理を実現している。
（3） クラスタリング管理
複数のサーバを接続し，1台のサーバが異常と
なっても切替えを行い業務継続を可能とするのが
クラスタリングである。その管理のために，管
理，業務，同期の三つの各LANを利用して総合
的に異常サーバを判断することで，数秒で誤検
知のないサーバの切替えを実現している。また，
MMB（Management Board）や iRMC（integrated 
Remote Management Controller）といったハー
ドウェア制御機構と連携し，確実な切替えを実現
している。
● Primesoft Serverを適用したシステム方式
一般的に，分散サーバ構成で大量のトランザク
ション処理を行うことを，Extreme Transaction 
Processingと呼んでいる。この処理を実行するた
めに，インメモリデータグリッドやKVS（Key 
Value Store）と言われるソフトウェアが使用され
ることが一般的であり，Primesoft Serverもこの
分野に該当するソフトウェアである。こうしたソ
フトウェアは「キー：識別子」と「バリュー：値」
のデータアクセスを提供する。一方，Primesoft 
Serverでは，このキーバリュー型でのアクセスに
加えて，FIFO（First in First out）を保証したメッ
セージキューイングのアクセスを同一のトランザ

ま　え　が　き

近年，金融取引量の増加や，クレジットの取扱
い件数の増大など，ハードウェア性能やビジネス
モデルの革新により，トランザクション量は増加
の一途をたどっている。また，従来の基幹系の業
務で発生するデータだけではなく，モバイル機器
の普及や，RFIDによる大量データ，アクセスログ
といった監査データ，交通カードやスマートメー
ターによるデータなど，従来は情報系として処理
していたものをトランザクションのデータとして
扱う必要性が生じている。これらのデータを，欠
損のない確実なデータとして扱うことで，新しい
付加価値を創り出すことが可能となる。基幹系業
務と連携して，これらのデータをビッグデータと
して正確に分析するためには，トランザクション
のデータとして受付処理する必要があるが，フロ
ント側の処理には影響なくデータの収集を常に継
続する必要がある。また，大量の注文などが一定
時間に集中するバーストトラフィックへの対応も
必要となっている。
富士通では，高速レスポンス，高スループット
の実現に加えて，大規模，高信頼を兼ね備えた
FUJITSU Software Primesoft Server（1）を提供し
ている。Primesoft Serverに対しては，上記のよ
うな最近のビジネスモデルの特性に対応していく
ために，更なる高速化と信頼性の向上が求められ
ている。
本稿では，理化学研究所様と富士通が共同で開
発したスーパーコンピュータ「京」（注1）でも採用さ
れているInfi niBand（2），（3）を使用し，従来以上の高
レスポンスと高スループットを実現すると同時に，
高信頼システムを実現するためのアプローチにつ
いて紹介する。

Primesoft Serverの特長と考え方

● Primesoft Serverの三つの特長
分散サーバ構成において，大量のトランザク
ション処理をより高度に実現するためにPrimesoft 
Serverでは高速性，信頼性，拡張性の三つの特長
を徹底的に追求し，インメモリ型のデータ管理ソ

（注1） 「京」は理化学研究所の登録商標。

ま　え　が　き

Primesoft Serverの特長と考え方
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ビジネスモデルの変化に対応し続けるためには，
更なる高速性と信頼性が必要と判断した。基幹系
業務と連携して発生する大量のデータをトランザ
クションのデータとして確実に抜けなく受け付け，
ビッグデータの分析処理に連携するビジネスモデ
ルの実現アプローチを図-1に示す。
大量のデータを処理するシステムでは，

Primesoft Serverは多数のサーバをネットワークで
接続する分散構成となり，処理時間の多くをネッ
トワークの処理に使用している。Primesoft Server
内部のインメモリの処理論理のみを高速化しても
効果は十分ではなく，ネットワーク処理に対して
大きな改善が必要であった。Primesoft Serverでは，
TCPよりも信頼性が低いと言われているUDPを使
用しながらも，独自のプロトコルで高速性と信頼
性を実現していた。しかし，更なる高速化のため
には，この時間をこれまで以上に削減する必要が
あった。また，高速になればなるほど，瞬間的な
処理量が増加するため，僅かな業務停止時間に処
理できないデータが大量に発生し，システムの遅
延につながる。このようなシステムの障害は，企
業内にとどまることなく社会・経済・産業界まで
影響範囲が大きく広がる。このため，フェイルセー
フの考えに基づき，異常を検出した際には，運用
オペレーターの介在なしに自動的に切替えを実施
し，業務継続性を向上させる必要があった。

クションで提供し，高い信頼性を持つイベントド
リブン型のシステム構築を可能としている。単純
なデータアクセスだけではなく，システム全体の
アーキテクチャーとしてメッセージキューイング
の機能を併せて適用することで，高速レスポンス，
高スループットのシステムを構築できる。

Primesoft Serverの実績

Primesoft Serverは，2010年1月から稼働してい
る東京証券取引所様のarrowheadシステムのイン
フラを支え，稼働後の注文量の増加に対応し，安
定稼働を続けている。また，大和証券様オンライ
ントレードでは，同時大量アクセス時に負荷が集
中するセッション管理サーバで安定した性能と信
頼性を提供している。更に，東京金融取引所様に
おける「金利先物等取引・清算システム」のイン
フラを支えるソフトウェアとして実績を重ねてき
ている。いずれのシステムにおいても，性能だけ
ではなく，業務継続性においても高い評価を得て
いる。（4）また，ソフトウェアの全てのコードが富士
通の自社開発製であり，高い保守性を誇っている。
富士通社内の連携による徹底したトラブルの原因
究明実績も高く評価されている。

ビジネスモデルの変化に対応するための課題

社会基盤システムに対しても波及してきている

Primesoft Serverの実績

ビジネスモデルの変化に対応するための課題
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図-1　ビジネスモデルの変革に対応するためのシステム方式
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ス時間の安定が必須である。Primesoft Serverは，
Infi niBandの性能を効果的に発揮し，レスポンス
を安定させるために以下のような構造を有してい
る（図-3）。
（1） NUMA（Non-Uniform Memory Access）（5）に
対応したアーキテクチャー
IAサーバで現在主流となっているIntel社のCPU
では，メモリ配置がNUMAとなっている。NUMA
においては，CPUソケットとメモリがセットで管
理される。このため，アクセス元プロセスと，ア
クセス先のメモリの位置によっては，メモリアク
セスに数十マイクロ秒のレスポンスのブレが発生
する。このレスポンスのブレの発生を抑止するた
めに，RDMA対象のメモリを搭載したCPUパッ
ケージにPrimesoft Serverのデータを処理するプ
ロセスをバインドし，NUMAの特徴を最大限に活
用する機能を提供している。また，クラスタリン
グ制御とも連携し，限りのあるCPUコアを有効に
活用するため，バインドするプロセスを動的に変
更する機能も提供している。この制御により，通
常状態の場合だけでなく，サーバの縮退が発生し
た場合においても，CPUへの最適なプロセスバイ
ンドの状態を維持し，NUMAの特性とInfi niBand
の高速性を生かした性能を発揮できる。Primesoft 
Serverのメモリアクセスにおける関数のレスポン
ス時間を通信メディア種別とチューニング方式の
組合せごとに示す（図-4）。この図に示すCPUバイ
ンドの有無による14％の差が，社会システムで必
要とされる高い安定性に寄与する。

更なる高速化に向けた解決方法

通信方式は，スーパーコンピュータ「京」での
実績や，高速処理が求められるシステムに対して
グローバルで採用実績のある Infi niBandを選択
した。
● Infi niBandを使用した通信が高速な理由

Ethernetがスループット重視型であったのに対
し，Infi niBandはレイテンシー重視型と言われて
いる。低レイテンシーを実現できるのは，以下の
2点の理由による（図-2）。
（1） RDMA（Remote Direct Memory Access）
通信先ノードのメモリに対して，カーネル処理
をバイパスし，ハードウェアが直接書き込むこと
でメモリコピー回数を削減し，処理時間の短縮を
図っている。
（2） パケット通知方式

Ethernetのようにパケットを一定時間蓄えてか
ら処理する通知方式とは異なり，Infi niBandでは
ポーリングでパケット到着を常に監視し，パケッ
ト到着時に即座に処理することで低レイテンシー
と高スループットを実現している。
● Primesoft ServerでのInfi niBand対応の特長
通信メディアとしてInfi niBandを使用すること
で，Ethernetと比較してレイテンシーを約50％向
上させることができた。しかし，大量トランザク
ションのシステムではバーストしたトラフィック
が発生することが想定される。システムとして安
定した性能やサービスを利用者に提供するために
は，レスポンス時間の高速化に加えて，レスポン

更なる高速化に向けた解決方法

図-2　Infi niBand方式の採用による高速化の理由

Ethernet方式 InfiniBand方式

時間の経過

アプリケーション

ハードウェアパケット

ポーリング

■割り込み処理：レイテンシー 数十～数百 µs
パケット受信から一定時間後に割り込みで通知
　長所：CPU負荷小（何もないときはCPUを使わない）
　短所：レイテンシーが大きい

■ポーリング処理：レイテンシー 数 µs
パケット到着を常時監視し，到着時，即座に処理
　長所：レイテンシー/スループットともに最大の性能
　短所：CPU負荷大（常時，ポーリングにCPU使用）

時間の経過

アプリケーション

カーネル

ハードウェア
パケット

一定時間待ち
割り込み

通知



FUJITSU. 66, 1 （01, 2015） 51

Infi niBandを使用した超高速データ管理による受付処理高速化の実現

システムに求められる要件とマッチしない場合が
ある。利便性はあるが，切替え事象が発生した際
に，大量のハートビート処理が発生するなど，通
常業務のネットワーク処理のスループットに影響
を与えることが想定される。こうした問題を解決
するために，運用を透明化したいという要求の強
いミッションクリティカルシステムに向けては，
Primesoft Server専用のサブネットマネージャー
を提供している。Primesoft Serverでは，サブネッ
トマネージャーにおいても，データを冗長化して
メモリ上で管理することで，切替え時も通信のた
めの管理データを大量に処理することなく安定し
た性能が提供できる。また，安定した動作を保証

（2） Primesoft Server専用サブネットマネージャー
の提供
ネットワークの信頼性・継続性におけるウィー
クポイントは，機器やケーブルの故障時の経路切
替えである。現在主流となっているのは，ネット
ワーク機器による経路切替えである。Infi niBand
では，こうしたネットワーク管理のためにサブネッ
トマネージャーと呼ばれるネットワーク管理ソフ
トウェアが用いられる。サブネットマネージャー
として一般に利用されるOpenSMを含め，これら
のサブネットマネージャーは，経路異常時に自動
的に経路を切り替える機能を持っている。一方，
こうした自動的な制御がミッションクリティカル

図-3　NUMAに対応したPrimesoft Serverのアーキテクチャー

図-4　通信メディア種別によるPrimesoft Server関数のレスポンス時間
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するために，経路の2系統化を選択した。この両経
路に対して一度に送信する独自技術により，片系
異常時の業務遅延や中断時間をゼロとし，影響が
全くでない対応を実現している。

更なる信頼性の追求

信頼性に対しては，業務停止時間を極限まで
短くする必要がある。従来であれば，オペレー
ターが手動切替えせざるを得ないケースにおいて
も，自動切替えを実現するため，以下の取組みを
行った。
● 従来のクラスタシステムの課題（6）

一般的なクラスタシステムの問題の一つに，ス
プリットブレインシンドロームがある。これは，
クラスタシステムを構成する複数のサーバ間で
ネットワークなどの問題が発生し，クラスタシス
テムが制御できない状態となることである。その
結果，例えば複数のサーバが現用化（注2）してしまい，
データの一貫性が維持できない状態が発生する。
この状態は，クラスタシステムにとっては致命的
であり，絶対に発生させてはならない。一般的な
クラスタシステムでは，ハードウェア制御機構や

（注2） クラスタシステムは，運用系と待機系のシステムで構成
されている。運用系のシステムがハードウェアの異常な
どで，動作できない状態となった場合に，待機系のシス
テムが運用系に状態遷移することを現用化と呼ぶ。

更なる信頼性の追求

共有ディスクなどを用い「相手サーバの確実な停
止完了確認」をもって現用化を開始する。相手サー
バの停止完了が確認できないときには，クラスタ
切替え制御を中断し，オペレーター介入による手
動切替え運用とすることでこの問題を回避してき
た。しかし，オペレーター介入となった場合，ど
のサーバを生存させるのかを人が判断し，操作す
る必要があるため，少なくとも数分～数十分の業
務停止時間が発生する。システムの高速化，大容
量化が進む現在では，数秒の業務停止時間の差が
お客様ビジネス機会の多大な損失につながりかね
ない。Infi niBandを採用し，従来以上の大量トラ
ンザクション処理を可能とするPrimesoft Server
では，この業務停止時間の影響がより顕著となる。
このため，いかにオペレーター介入をなくし，業
務停止時間を極小化するかが，富士通製品だけで
なく，富士通製品を使ってシステムを提供するお
客様にとっても差別化の鍵となる。
● 業務停止時間極小化への取組み

Primesoft Serverでは，従来のクラスタインタコ
ネクト（管理LAN）に加え，業務アプリケーショ
ンとの通信経路（業務LAN）と，クラスタシステ
ムを構成するサーバ間でデータを同期する通信経
路（同期LAN）を駆使して総合的なハートビート
診断を行うことにより，異常サーバの確実な検知
を実現している。更に，富士通のサーバに搭載し

ソフトウェアのハングアップなどにより停止状態が確認できない
状態の場合，強制的な電源停止を行い切り離し

強制電源停止による切り離し（従来）
通信異常などで強制電源停止できない場合，異常ノードの認識を
全システムに共有し論理的に隔離

ソフトウェア的に強制隔離（Primesoft Server）

サーバ#1 サーバ#2

待機
ハングアップ 正常動作

サーバ#3

待機
正常動作

ハードウェア制御機構

処理グループ（正常）

サーバ#1 サーバ#2

電源OFF

正常動作

サーバ#3

待機

正常動作

処理グループ（縮退）

強制電源停止

強制切り離し

サーバ#1 サーバ#2
待機

ハングアップ 正常動作

サーバ#3
待機

正常動作

処理グループ（正常）

そのほかのサーバ通信異常で
電源停止不可 そのほかのサーバ

サーバ#1 サーバ#2

正常動作

サーバ#3

待機

正常動作

処理グループ（縮退）

論理的に
ノード隔離

Faulted

ハングアップ

#1との通信遮断指示

現用

現用

現用

現用

図-5　ノード隔離機能による業務継続性の向上
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ているハードウェア制御機構と連携して電源を制
御し，縮退対象サーバを高速かつ確実に停止させ
ることで，業務停止時間の最小化を図っている。
しかし，ハードウェア制御機構との通信経路障害
や想定外の障害などにより，相手サーバの確実な
停止ができず，オペレーター介入による手動切替
え運用となるケースがあった。これに対し，トラ
ンザクション，ネットワーク，クラスタリングを
垂直統合している利点を生かし，クラスタリング
の情報を基にネットワークを閉塞することでスプ
リットブレインを抑止し，論理的にサーバをネッ
トワークから隔離した。これにより，従来は不可
能であった状況においても自動切替えと業務継続
を可能とした（図-5）。

む　　す　　び

富士通が提供するFUJITSU Software Primesoft 
Serverは，高速性と信頼性を追求した社会基盤シ
ステムで活用され始めているインメモリデータ管
理ミドルウェアである。本稿では，Infi niBandへ
の対応を紹介したが，今後もICTの動向を見据え，
汎用的な素材を活用し，ハードウェアの持つスペッ
クを極限まで引き出せるアーキテクチャーを構築
することで，徹底的に高速性と信頼性を追求して
いく考えである。また同時に，製品のレイヤーで
新しいテクノロジーを追求することで，アプリケー
ションへのインターフェースを変更することなく，
性能向上を実現していく。現状の適用実績は，金融・
証券市場が中心である。今後は，エネルギーやキャ
リアなど新しい市場で要求され始めている「従来

む　　す　　び

の常識を超える膨大なデータの超高速処理」とい
う新しいビジネスモデルへのソリューションの
一つとしてPrimesoft Serverを提供し続け，お客様
システムのプラットフォームを支えていく。更に，
Primesoft Serverで培ったテクノロジーを富士通
のほかのミドルウェアへもフィードバックしてい
き，お客様のビジネスをしっかりと支えていく。
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