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オープンソースソフトウェアにかかわる最新の取り組み

仮想化とは

仮想化は柔軟な管理やコスト削減を

実現する技術として広く普及していま

すが，一口に仮想化といっても，いく

つかの種類があります．例えば，単一

のサーバをあたかも複数のサーバである

かのようにみせる「サーバ仮想化」や，

複数のストレージ装置をまたいであた

かも単一のストレージ装置があるかの

ようにみせる「ストレージ仮想化」です．

NTTサイバースペース研究所では，

オープンソースの仮想化基盤である

QEMU＊１/KVM（Kerne l -based

Virtual Machine）＊２の適用領域の

拡大を目的に，サーバ仮想化やスト

レージ仮想化の研究開発に取り組んで

います．本稿では，サービスのダウン

タイムを限りなくゼロにする仮想マシ

ン同期技術Kemariと仮想マシンに高

信頼な仮想ディスクを提供するクラス

タストレージ技術Sheepdogを紹介し

ます．

サーバ仮想化の課題

近年，サーバ仮想化を利用したサー

バの統合・集約は一般的なものになり

つつあります．１台の物理サーバ上に

複数のサーバを集約することで，サー

バの消費電力や設置スペースの削減，

余剰リソースの有効活用や管理コスト

の削減などにつながります．

しかし，サーバ仮想化によるサーバ

統合の際に考慮すべき課題の１つとし

て，可用性の低下が挙げられます．従

来の専用サーバ構成（図１）では，あ

る物理マシンが故障した場合，その影

響を受けるのはサーバ１台のみと限定

的でした．しかし，サーバ仮想化によ

りサーバが統合された環境の場合，１

台の物理マシンの故障が，その上で動

作しているすべての仮想サーバに影響

を与えてしまいます．

ビジネスにおいて，サーバダウンによ

るサービス停止は大きな損害につなが

ります．そのため，サーバが継続して

稼動できる能力，つまり可用性を高め

ることが重要な課題となります．

従来の高可用技術として，フォール

トトレラント（FT）サーバやハイアベ

イラビリティ（HA）クラスタなどがあ

ります．FTサーバは，主要なハード

ウェアをすべて二重化し完全に同期さ

せることで，ハードウェア故障を回避

サーバ・ストレージ仮想化に関する
研究開発の取り組み

図１　サーバ仮想化の課題 
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NTTサイバースペース研究所では，サーバ仮想化・ストレージ仮想化に関
する研究開発に取り組んでいます．本稿では，サービスのダウンタイムを限
りなくゼロにする仮想マシン同期技術Kemariと，仮想マシンに高信頼な仮想
ディスクを提供するクラスタストレージ技術Sheepdogについて解説します．
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＊1 QEMU：Linuxにおける仮想化環境の構築に
使われているPCのエミュレータソフト．

＊2 KVM：Linuxカーネルが備える仮想マシン
モニタ機能．１台のPC上で複数のOSを同
時に操作させるために必要な制御を行い
ます．
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することができます．しかし，二重化

のための高価なハードウェアが必要で

あり，柔軟な構成が難しく，ローカル

環境に限定されてしまうため，データ

センタ間での利用などができません．

一方，HAクラスタは，例えば図２

に示すようにディスクを共有している

運用系と待機系のサーバを用意し，運

用系は定期的にチェックポイントを

ディスクに書き込みます．もし，運用

系が故障して停止した場合，待機系は

共有ディスクから，チェックポイント

の内容を読み込み，それを基にリカバ

リ処理を行い，サービスを再開するこ

とができます．HAクラスタは安価なIA

サーバで構築可能ですが，サービスを

引き継ぐための仕組み（図２①，⑤）

をアプリケーションに応じて設計する

必要があり，集約された仮想マシン上

のすべてのアプリケーションに対応しな

ければならないという問題があります．

また，ディスクに書き込まれていない

情報，つまりメモリ上の情報はすべて

失われてしまうため，故障直前のデー

タが失われ，アプリケーションなどのリ

カバリ処理が必要となるため，サービ

スの復旧までに比較的時間がかかると

いう問題があります．

仮想マシン同期技術Kemari

仮想マシン同期技術KemariはHA

クラスタが抱える問題を解決し，FT

サーバと同等の機能をソフトウェアで

実現します．

Kemariは図３のハードウェアとOS

やアプリケーションの中間に位置する，

仮想マシン層に実装されています．そ

のため，仮想マシン層の上位のOSや

アプリケーションに依存せず，既存の

OS環境やアプリケーションロジックを

変更することなく，WindowsやLinux

上のさまざまなサービスをKemariに

よって守ることができます．また，運

用系のディスクの内容に加え，仮想マ

シンのCPUやメモリなどのデバイス情

報もすべて待機系にコピーしています．

そのため，待機系がサービスを引き継

ぐ際に，ディスクからデータをメモリに

読み込む処理が不要のため，瞬時に

サービスの再開が可能となります．

Kemariの同期プロセスについて，

順に説明していきます．

運用系と待機系の状態を一致させ

る同期のタイミングは，運用系のアプ

リケーションがディスク書込やネット

ワークパケットの送信などといった，仮

想マシンの外部に対して影響を与える

イベントを発行する直前としています．

そうすることで，いつ運用系のサーバ

が故障しても，待機系は外部へのイベ

ントを発行する直前の状態からサービ

スを再開することができ，仮想マシン

の外部に存在するユーザは，物理サー

バが故障したことに気付くことなく，

継続してサービスを受けることができ

るというメリットがあります．

仮想マシンの複製は，仮想マシンを

ある物理サーバから別の物理サーバへ

と移送するライブマイグレーション機

図２　HAクラスタ方式 
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能と同様に前回同期時の差分をコピー

することで，データの転送量を小さく

しています．また，従来のKemariは，

共有ディスクを前提としていましたが，

ディスクが単一障害点となってしまう

という問題に対応するため，イベント

のログを利用したディスク複製技術を

採用しています．本技術は，ディスク

データそのものの代わりに，イベントの

ログを転送し，待機系がイベントログ

を基に同様のディスク書込を実行する

ことでディスクを複製しています．こ

れにより，データの転送量を大幅に削

減しています．

大規模ストレージの課題

サーバ仮想化環境でのストレージに

は，SAN（Storage Area Network）＊３

ストレージを用いることが一般的です．

仮想マシンがライブマイグレーションを

行うためには，複数マシンからアクセ

ス可能な共有ストレージが必須ですし，

仮想マシンイメージの柔軟な管理には

SANストレージのスナップショット機

能などがよく用いられています．しか

しSANストレージは導入時に購入した

モデルによって，性能，容量が一定規

模で頭打ちになってしまいます．その

ため，IaaSのような大規模な環境では

複数のSANストレージが必要になり管

理が複雑になるという問題があります．

また，高価なハイエンドのストレージ

を用いた場合，仮想化の目的の１つで

あるコスト削減に結び付きません．そ

のため，近年一般的になりつつある大

規模なサーバ仮想化環境を構築するに

は不向きです．

クラスタストレージ技術Sheepdog

Sheepdogは大規模なサーバ仮想化

環境で用いられることを想定して設計

された，QEMU/KVM用のクラスタ

ストレージシステムです．機能として

は，安価なPCを用いて単一障害点ゼ

ロの高信頼ストレージを構築可能です．

そして，サーバ数を増やすことで容量

と性能を容易に拡張させることができ

ます．また，SANストレージと同様の

スナップショット機能を備えています．

さらにデータの自動復旧や自動バラン

シングなどの特徴を備えた，自律的な

ストレージシステムになっています．

Sheepdogの全体構成を図４に示

します．Sheepdogは各マシンが自マ

シン内に持っているローカルディスクを

用いて，仮想マシンのホストマシンで

クラスタストレージシステムを構成しま

図３　Kemari方式 
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す．これは仮想化環境のクラスタとは

別にストレージ用のクラスタを管理す

ることを避けるため，そしてホストマシ

ンにある余剰ローカルディスクを有効

活用するためです．

Sheepdogのクラスタではすべての

マシンが同じ役割であり，システム管

理者に各マシンの役割を意識させませ

ん．そうすることによって運用性の向

上をねらっています．また，どのマシ

ンに障害が発生したとしても，システ

ム全体が止まることはありません．さ

らに，ボトルネックとなり得るメタデー

タサーバのような集中サーバが存在し

ないため，サーバ台数に対する高い拡

張性があります．

SheepdogのクライアントはQEMU

の仮想マシンのみを想定しています．

また，仮想マシンに対して仮想ディス

クのみを提供し，通常のファイルシス

テムのように用いることはできません．

また，複数の仮想マシンが同時に同一

の仮想ディスクにアクセスすることは禁

止しており，これにより通常の入出力

時におけるロック処理を排除していま

す．このように用途や使用方法を割り

切ることによって，Sheepdogの内部

設計はとてもシンプルなものになってい

ます．

Sheepdogのサーバはオブジェクト

ストレージを構成しています（図５）．

ここで言うオブジェクトとは，システム

全体で一意なIDが割り当てられた可変

長データのことを意味します．オブジェ

クトストレージはオブジェクトを保存

する機能を持つストレージであり，ク

図４　Sheepdog の構成図 
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ライアントはオブジェクトをIDで指定

することで，読み書きなどのさまざま

な操作を行うことが可能です．オブジ

ェクトが実際にどのマシンに保存され

るかについては，クライアント側で指

定する必要はありません．

Sheepdogのオブジェクトはオブジェ

クトストレージ内で自動的に複製され

て保存されています．通常，一貫性を

保ちながら複製されたデータを更新す

るためには，複雑な技術が必要なので

すが，Sheepdogにおいては１つのオ

ブジェクトに対して書込を行うことが

できる仮想マシンが１つであるため，書

込の衝突などを考慮する必要がなく，

非常に容易にオブジェクトの一貫性を

維持することが可能になっています．

Sheepdogのオブジェクトストレー

ジは，オブジェクトをどのマシンに配置

するかを決めるために，コンシステン

ト・ハッシュ法＊４を用いています．コ

ンシステント・ハッシュ法は高い拡張

性を実現し，自動的に負荷分散が実

現できるという点で，Sheepdogに非

常に適しています．各オブジェクトの

ハッシュ値の計算には，オブジェクト

のIDを入力として用いています．

今後の展開

KemariとSheepdogはLinuxの標

準的な仮想化基盤QEMU/KVMの主

要な開発者やユーザの皆様の声を基に

安定化や機能拡充に取り組んでいま

す．KemariはQEMU/KVMでの採

用に向けて議論中ですが，Sheepdog

はQEMU 0.13.0にて採用されました．

Kemariは今後，現在サポートする

同期機能以外に，運用系や待機系に

故障が生じた場合に，それを検知する

ソフトウェアとの連携や広域環境での

利用などを想定して，研究開発を行っ

ていく予定です．Sheepdogは今後も

安定性，性能の向上を目指していくと

同時に，幅広く利用してもらえるよう，

さまざまなOSS（Open Source Soft-

ware）への採用を目指していく予定

です．なおSheepdogは，現在オープ

ンソースのIaaS環境構築ソフトウェア

であるOpenStackで利用可能になって

います．

（左から）森田 和孝/ 湯口　 徹/

大村 圭/ 盛合 敏

PCクラスタによる柔軟かつ高可用なコン
ピューティング資源の提供を目指し, 今後も
サーバ仮想化技術・ストレージ仮想化技術
の研究開発に取り組んでいきたいと思い
ます.

◆問い合わせ先
NTTサイバースペース研究所
OSSコンピューティングプロジェクト
分散仮想コンピューティング技術グループ
TEL 046-859-8374
FAX 046-855-1152
E-mail morita.kazutaka lab.ntt.co.jp

図５　Sheepdogの仮想ディスク 
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＊4 コンシステント・ハッシュ法：分散サーバ
環境においてサーバ増減に対応しリソース
の格納場所を決定する配置アルゴリズム．

KemariとSheepdogの最新情報とソースコード
はhttp://www.osrg.net/から入手できます．


