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株式会社日立ソリューションズ 様
仮想化環境で、データベースのクラスタリングを実現するために、
LifeKeeperを採用
株式会社日立ソリューションズでは、自社の顧客を対象とした
「@Service24」
という保守サポートサービスサ
イトを提供してきた。これまで、10台の物理サーバー上にシステムを構築し、その運用管理も@Service24の担
当者が行っていた。しかし、安定したサービスの提供や運用保守コストを低減するため、既存のシステム構成に変
更を加えることなく、仮想化環境を提供する
「SecureOnline」への移行を行った。その際に、サイオステクノロジ
ーのLifeKeeperで、データベースサーバーのクラスター構成を実現し、仮想化環境への移行を可能にした。
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サイオステクノロジー LifeKeeperにより、
データベースサーバーのクラスター構成を実現

意義と必要性について
強調する。

■ @Service24のシステム構成
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