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IT基盤のTCO削減に寄与するオープンソースソフトウェア活用推進技術

LinuxとKVMに関する取り組み

ソフトウェアというと利用者の目に
直接見えるアプリケーションに目がい
きがちですが，それらを支えるさまざ
まな「縁の下の力持ち」の助けを受け
ながら動作しています．これらの中で，
もっともハードウェアに近いソフト
ウェアである，OS（Operating System）
と仮想化技術の取り組みについて紹介
します．

OSはアプリケーションなど各種ソ
フトウェアを実行するための基盤であ
り，プロセス管理，メモリ管理，ファ
イルシステム，ネットワーク通信など
の機能を提供します．NTT OSSセン
タでは，レッドハット社が提供する業
界標準Linuxディストリビューション
であり，NTTグループ各社でも広く
利 用 さ れ て い るRHEL（Red Hat 
Enterprise Linux）について，各社向
けに技術サポートをしています．また，
CentOSなどほかのディストリビュー
ションについても要望に応じて個別に
相談を受けています．

サポートするにあたり，私たちは
RHELの新バージョンリリース時に検
証や調査を実施しています．そこで得
たノウハウをサポートに役立てること

で高品質なサポートをしています．そ
の際に発見したバグなどについては
OSS開発コミュニティに対して積極
的にパッチ提供をすることで，ソフト
ウェアの品質向上に貢献しています．

また最近では，サーバの台数削減に
よるTCO（Total Cost of Ownership）
削減やシステム運用の柔軟性などを目
的に，サーバ統合やシステム統合を実
現する，サーバ仮想化技術が注目され
ています．OSSのハイパーバイザで
あるKVM（Kernel-based Virtual Machine）
はLinuxと一体で開発されており，
RHELにも含まれています. そこで
NTT OSSセ ン タ で は， 積 極 的 に
KVMに取り組んでいます.

これまでKVMは運用管理機能が乏
しい面があり，NTTグループでの普

及率は高くありませんでしたが，最近
になってKVMをベースとして運用管
理機能が充実したRHEV（Red Hat 
Enterprise Virtualization）が登場し
ました．そこでNTT OSSセンタでは, 
KVM の普及促進に向け，RHEV に
ついても取り組んでいます.

このような，NTTグループ各社が
OSSを問題なく商用用途に導入，利
用することを目的とした「技術蓄積」 

「普及 ・ 促進」「品質向上」の取り組み
（図 １ ）の具体的な内容を紹介します．

RHEL新バージョンリリース時の� �
検証とサポートへのフィードバック

■RHEL新バージョンリリース時
の調査と検証
RHELは，メジャーリリース＊ 1 に

Linuxサポート OSSコミュニティ活動 サーバ仮想化

図 1 　NTTグループでのOSS活用に向けたNTT OSSセンタの取り組み
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NTT OSSセンタでは主にNTTグループ内でのOSS（Open Source Software）
の利用促進に向け，LinuxとKVM（Kernel-based Virtual Machine）に関す
るさまざまな活動を行っています．本稿では，OSSを安心して利用するた
めの技術蓄積，開発コミュニティと連携したOSSの品質向上，サーバ仮想
化技術の普及促進に向けた取り組みなどの活動を紹介します．
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対して，バグやセキュリティ脆弱性が
修正されたマイナーリリース＊ 1 がお
よそ半年に一度配布されます．マイ
ナーリリース配布前にはレッドハット
社がテストをしており，商用用途とし
て安心して利用できます．ただし，商
用での運用中はシステム利用者への影
響やコストを懸念してソフトウェアを
容易にバージョンアップできない場合
も多く，一般により安定したバージョ
ンを採用することが求められます．

そこでNTT OSSセンタでは，商用
用途でRHELを利用するユーザに対し
て不安を少しでも取り除き，またバー
ジョンアップ後のトラブル発生を未然
に防止するため，マイナーリリース配
布の際にはカーネルおよび仮想化関連
のコンポーネントを対象に，以下の検
証 ・ 調査を行っています．

① 　機能の追加や削除など重大な変
更点がないか（リリースノートな
どドキュメントによる机上調査）.

② 　PCサーバに問題なくインス
トールできるか，前バージョンか
らのバージョンアップが正常に
行えるか.

③　前バージョンと性能は同等か．
私たちは，これらの調査結果に基づ

き，問題のないものを「推奨バージョ
ン」とし，NTTグループ各社に通知
しています．最近の例としては，2013
年 2 月のRHEL 6.4マイナーリリース

時に，③の点で問題があり推奨バー
ジョンとすることをいったん保留しま
した．そのときの経緯を検証内容とと
もに紹介します．
■性能検証の内容

マイナーリリース時には，サーバ上
に直接RHELをインストールした環境
に加え，仮想化技術（KVMなど）を
用いた環境も対象としてOSの基本的
な機能の性能を検証しています．検証
で測定する内容を表に示します．
■RHEL 6.4 KVM環境における  

ディスクI/O性能の問題
KVMゲストの性能検証において，

ディスクI/Oが特定のパターンのとき
に，RHEL 6.3の環境と比較して約
20％性能が低下するという結果が出

ました．この結果を踏まえ， 私たちは 
RHEL 6.4 KVMを推奨バージョンに
することをいったん保留し，解析を進
めました．この結果，KVM環境で仮
想的なハードウェアをエミュレートす
るQEMU＊ 2 への機能追加に伴い混入
した，ディスクI/Oを効率化する仕組
みが無効化されるバグが原因であるこ
とを突き止めました．修正された
QEMUでは，図 ２ のように前マイナー
リリースと同程度まで性能が改善され
ることが確認できたため，バグが修正
されたバージョン（1）を推奨することと

表　性能検証における測定内容と使用するツール

測定内容 使用するベンチマークツール
主要なシステムコールやライブラリ関数の応答時間やスループット LMbench （http://www.bitmover.com/lmbench/）
ネットワーク性能 netperf （http://www.netperf.org/）
タスクスケジューラ性能 ocbench （http://linux.1wt.eu/sched）
ディスクI/O性能 IOzone（http://www.iozone.org/）

＊1	 最新のRHEL 6.5であれば，メジャーリリー
スは 6 ，マイナーリリースは 5 です．

＊2	 QEMU：仮想的なハードウェアをエミュレー
ションするソフトウェア.

図 2 　ディスクI/O性能の検証結果（KVM環境）

バグが修正された QEMU で性能改善
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し，通知しました．これは性能検証の
取り組みによってトラブル発生を未然
に防止した一例です．

今後も商用用途でRHELを安心して
利用できるよう，同様の性能検証を継
続していきます．
■次期メジャーリリース（RHEL７）

に向けて
今後レッドハット社からRHELの次

期メジャーリリースであるRHEL７の
提供が予定されています．RHEL７は
スケーラビリティ向上や多数の最新の
Linuxの機能の取り込みなど，多くの
改善が行われており，今後の主流とな
るディストリビューションとして期待
されています.

そこで，NTT OSSセンタでは先行
してRHEL７に関する技術ノウハウの
蓄積や成熟度の見極めを行い，発見し
た問題はレッドハット社やコミュニ
ティにフィードバックを行うなど，安
心して利用できるよう取り組んでい
ます．

OSS開発コミュニティへの貢献と
ソフトウェア品質の向上

NTT OSSセンタでは，検証やサ
ポートの過程で発見した問題をレッ
ドハット社にフィードバックするだ
けでなく，開発コミュニティにパッチ
を投稿したり，メーリングリストやコ
ミュニティの会議で開発者に直接働
きかけたりすることで，ソフトウェア
の品質向上を図っています．私たちが
サポート対象とするRHELもコミュニ
ティで開発されたOSSが基になって
いますので，コミュニティへのフィー
ドバックがRHELの品質向上にもつな
がります．

最近ではKVMやネットワークに関
連するバグ修正のパッチをコミュニ
ティに提案し，最新のLinuxカーネル
に取り込まれています．パッチ提供以
外にも，LinuxConやKVM Forumなど，
LinuxやKVMに関する各種会議での
発表も行い，世界中の開発者へ問題提
起や情報発信を行っています．また
2013年 2 月に日本OSS貢献者賞と日
本OSS奨励賞をそれぞれ受賞するな
ど，開発コミュニティへの貢献が認め
られています．

また，RHELに採用されていない新
機能の検証や改善も行っています．例
として，最新のLinuxカーネルにはク
ラウドやネットワーク仮想化の分野で
注目されるOpenFlow＊ 3対応のソフト
ウェアスイッチOpen vSwitchが取り
込まれています．これについては，す
でに内部構造の調査や検証など知見を
深める取り組みを行っており，コミュ
ニティへのフィードバックも視野に入
れて調査を続ける予定です．

今後も継続的にコミュニティへ貢献
し，OSSの品質向上を目指していき
ます．

OSS仮想化技術のさらなる� �
普及 ・促進

■KVM普及促進に向けた課題
NTT OSSセンタではKVMを用い

た仮想化技術への取り組みを強化して
きましたが，NTTグループ内では
KVMの普及率はまだそれほど高くな
いのが現状です．この理由の 1 つに，
仮想環境の運用管理機能が不十分で
あった点が挙げられます．

現在普及しているプロプライエタリ
（ソース非開示）な仮想化管理製品は，

複 雑 な 作 業 も 含 めGUI（Graphical 
User Interface）で容易に操作を行え
るものが一般的です．一方，KVMに
は複雑な作業をGUIで行うことができ
る仮想化管理製品が存在していなかっ
たため，作業内容によってはCUI

（Command line User Interface）から
多くのコマンド入力が必要になること
もありました．このような仮想化管理
製品が不在であったことが，KVMの
普及促進を阻害していました．
■OSS仮 想 化 管 理 製 品RHEV，

oVirt
KVM普及促進の阻害要因を解消す

べく，オープンソースの仮想化管理製
品の開発を目的として発足したのが
oVirtコミュニティです．レッドハッ
ト社では oVirtで開発されたソフト
ウェアを商用で利用できる品質までテ
スト，改善し，RHEVという製品とし
て提供しています（図 ３ ）．仮想化管
理に求められる多くの機能はすでに
RHEVに実装され，現在も活発に機能
追加や品質向上が行われています．
NTT OSSセンタでは，RHEVが大き
な不具合なく動作することを実機検証
で確認しており，実用の域に達したと
判断しています．

今後も，KVMの普及促進に向けて
RHEVに取り組むとともに，そこで得
られたノウハウのコミュニティへの
フィードバックなどを通じて， RHEV, 
oVirtの品質向上にも取り組んでいき
ます．

＊3	 OpenFlow：ネットワーク装置の経路制御
を異なる装置で行うことができる技術です．
仮想ネットワークやSDN（Software-Defined 
Network）の中心技術の１つとして注目され
ています.
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今後のOSS普及促進に向けて

OSSを用いることでベンダロック
インの回避に加え，コスト削減，ソー
スコード解析に基づく原因究明など，
オープンソースならではのメリットを
享受できます．

今後もNTT OSSセンタは，各ソフ
トウェアの成熟度を見極めつつ，
NTTグループにおいてOSSの活用を

推進し，高品質なサポートを提供する
とともに，それらの活動で得た知見を
用いて，全世界に広がるコミュニティ
とともにOSSを成長させていけるよ
う，尽力していきます．

■参考文献
（1） https://rhn.redhat.com/errata/RHBA-2013-

085７.html

図 3 　仮想化管理製品を用いた一元管理

ハイパーバイザおよび仮想化管理サーバ

…
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※画面はoVirtのもの

コラム ソリューション提案の大きな武器に
NTTコミュニケーションズ ソリューションサービス部　担当課長　上原  隆宏

全国自治体案件のシステムにおいて，私たちはハードウェアとOS（Linux）が関係する根深い問題に長く悩まされていましたが，
NTT OSSセンタの粘り強い解析により解決に至りました．プロプライエタリ製品を使った場合でも不具合に遭遇することはあり，そ
の問題をベンダが解決できるとも限りません．ユーザが自己解決できるのはOSSならではであり，またそれを可能とする技術力が重
要であることを実感しました．OSS製品を選択肢として持つことは，ソリューション提案の大きな武器になります．引き続きNTT 
OSSセンタとともに，競争力のある安定したサービス提供に取り組んでいきたいと思います．

（後列左から） 木原  誠司/ 中澤  俊夫/
 牧田  俊明

（前列左から） 後藤  久美子/ 吉田  憲二

NTT	OSSセンタでは，OSSの活用を推
進するために，各種OSSプロダクトの機能
向上や性能向上に取り組んでいます．今後
もNTTグループにおいて，安心してOSSを
活用していただける環境を整えていきます．

◆問い合わせ先
NTT OSSセンタ
 基盤技術ユニット

TEL 03-5860-5055
FAX 03-5463-5491
E-mail　oss-contact lab.ntt.co.jp


