ロードバランシング ／ レプリケーション ／ フェイルオーバー

Evidian
SafeKit
クラウド、データセンター、サーバーアプリケーション等、様々な要素に高可用性を提供

ロードバランシング、レプリケーション、フェイルオーバー機能を備えた
ソフトウェアのみによるハイアベイラビリティソリューション
■

フロントエンド

Webサーバー、プロキシ、その他のサーバ

■

バックエンド

データベースサーバ 、LDAPサーバ、
認証サーバ、ファイルサーバ等
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ロードバランシング
サーバーフェイルオーバー

■
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アプリケーションフェイルオーバー
リアルタイムファイルレプリケーション

追加のハードウェア無しで重要アプリケーションに冗長構成を容易に迅速に適用可能
リアルタイムでの同期レプリケーションによりデータロスを防ぎます（災害対策のためにサーバを遠隔地に配置）
Webコンソールから簡単にステータスを監視/管理可能

ソフトウェアオンリー、
マルチプラットフォーム対応
全てのアプリケーションの為のハイアベイラビリティソリューション
アプリケーションのチェーン（連鎖）におけ
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一ヶ所の
障害

築できます。ファームアーキテクチャーに
よるクラスタリング 環 境 構 築 時にアプリ

重要データ
の喪失
災害

一 つ の W e b コン ソール から 、サ ーバ ー
S t a r t /S to p ボタンをクリックするだけ
で、S afe Kit がサーバーの自動フェイル
オーバーとフェイルバックを管理。

企業のビジネスプロセスは、ITインフラの
アプリケーションチェーンの上で成り立っ
ています。もし、このチェーンの一ヶ所でも
障害が発 生した場合、企業全体のビジネ

同様に一般的なCLIである既に導入済み
の監視システムにも簡単に統合する事が
可能です。

スプロセスに支障をきたします。

実行するディレクトリ、障害時に起動するア
プリケーションを指定すれば、それで設定が
完了します。
【業界 初】本ソフトウェア１つで３つの重
要なシステム可用機能をカバー
Safekitはロードバランシング、レプリケー
ション、フェイルオーバー機能といった３つ
の重要なシステム可用機能がパッケージン
グされた製品です。
ネットワークディスパッチャーやシェアード

一つのソフトウェアによるフロントエンド
からバックエンドまでのハイアベイラビリ
ティの実現
INTERNET

プラグアンドプレイで展開可能な、二つ
のアーキテクチャーによる、マルチプラッ
トフォーム・マルチアプリケーション対応
ハイアベイラビリティソリューション
1.ファームアーキテクチャー

[1]ユーザー
[2]プロキシ

フロントエンドのアプリケーション

・自動フェイルオーバー
・IP ロードバランシング

SafeKit

ロードバランシング
フェイルオーバー

[3]LDAP認証

INTRANET

モジュールサンプルを付属しています。もち
ろん、その他のアプリケーションについても
容易にインテグレートする事が可能です。

OS：Windows、Linux

SafeKit

SafeKit

ロードバランシング
フェイルオーバー

[5]データベース

SafeKitでは一般に多く利用されている各種
OS／アプリケーション用のアプリケーション

動作環境

フェイルオーバー

[4]ポータル

ディスク（SAN）等の特別なハードウェアの
追加や、既存環境に対応させる為の特別な
ソフトウェア開発の必要もありません。

2.ミラーアーキテクチャー
バックエンドのアプリケーション

SafeKit

ロードバランシング
フェイルオーバー

SafeKitは、マルチプラットフォーム対応
のソフトウェアのみで実現可能な高可用性
ソリューションです。フロントエンドから、
バックエンドのデータベースまで様々な環
境に適用できます。

・自動フェイルオーバー
・ファイルレプリケーション

SafeKitでは、フロントエンドアプリケー
ションの為のファームアーキテクチャーと、
バックエンドアプリケーションの為のミラー
アーキテクチャーを提 供しています。追 加
ハードウェアが 不要なソリューションのた
め、既 存 の 環 境に S a f e K i tをプラグイン
し、簡単な定義のみで容易にHA環境を構

導入実績
国内大手都銀（日本）、Ericsson（ワール
ドワイド）、パリ地下鉄（フランス）、オース
ト ラ リ ア 郵 便 局（ オ ースト ラ リ ア ）、
WithNCompany（韓国）、ドイツ空港（ド
イツ）など
お試し版ダウンロード
SafeKit評価試験用に、EvidianのWeb
サイトから試 用版がダウンロードできま
す。下記URLよりダウンロードしてご利用
ください。
https://www.evidian.com/ja/safekit
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