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株式会社ライトウェル

様

ブレードサーバーとVMwareでの仮想化環境で
Lotus Notes/Dominoの可用性を高めるためにLifeKeeperを採用
ライトウェル(Lightwell:光が湧く泉を意味する言葉)は、住友重機械グループの一員として、ITソリュー
ションとサービスを提供している。企業における開発、生産から販売、サービスのシステム構築で培った
技術力と豊富なユーザ経験を背景に、企業が求める最適で実践的なソリューションを取り揃えている。同
社では、社内システムで利用しているVMware上でのLotus Notes/Dominoの可用性を高めるために、
サイオステクノロジーのLifeKeeper(Windows版)を採用した。
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果
操作が明快でわかりやすく的確な設定がで
き、独自の作りこみにも柔軟に対応。
シンプルな運用で高い信頼性が得られるよう
になった。
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「自分たちが実際に使っているソフトや

の方法を検討した結果、LifeKeeper
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(Windows版)を選んだ。

の混在環境も考えての選択だった。
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るアプリケーションなどにも柔軟に
対応できる点も評価しています。」
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構成にした結果、シンプルな運用で
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高い信頼性を得られるようになった。
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山田康貴氏は、次のように評価する。
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■ 論理構成図および障害時切り替えイメージ
障害発生時の動作

ハード障害（ブレード単体）時、ソフト障害（OS, DOMINO)時ともに、
LifeKeeperniにより正サーバーから副サーバーへ切り替える。
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