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基幹システムを
実現する Linux 技術

OSS
基幹システムと Linux
██基幹システムの OS
基幹システムとは，企業が業務やビジネスを遂行す

基応
専般

亀澤寛之（富士通（株））
中の技術や課題も交えて紹介する．

██Linux の概要
Linux は Unix に類似した仕様のオープンソースの

るために不可欠な主要業務を処理するシステムであり，

OS である．1991 年に Linus Torvalds 氏によって最初

耐障害性や性能の安定性・正確性が要求される．そ

のバージョンが公開され，多くの開発者が参加して急

のため従来は，特定企業が提供する，専用ハードウ

速に普及していった．当初はデスクトップ等で使われ

ェア，およびそのハードウェアを最適に実行する専用

ていたが，2000 年頃からは IBM，富士通，HP，NEC，

OS（オペレーティングシステム）で構成されていた．

日立等のハードウェアベンダが開発に参加し，エンタ

しかし現在では，銀行や産業，流通・通信など多

ープライズ分野への Linux 適用の取り組みが開始され

くの企業の基幹システムの世界でも OSS が幅広く使

た．その当時，企業にとって Linux などの OSS は未

われている．たとえば，基幹システムの 1 つである証

知のモノであったため，開発中の機能をいかにエンタ

券システムでは，世界中の 80％以上が OSS（オープ

ープライズ分野でも使えるようにブラッシュアップする

ンソースソフトウェア）である Linux を採用している．

か，エンタープライズ分野では当たり前だが Linux に

では，なぜ Linux が基幹システム OS として普及した

はない機能をどう提案していくか，そもそも OSS でよ

のだろうか？

筆者は，1 つの要因として OSS の開発

いのかなど，試行錯誤の繰り返しだった．しかし，現

手法が寄与していると考えている．従来の商用 OS で

在では多くの企業が OSS の価値や開発プロセスを認

は機能要件を OS ベンダに依頼して開発してもらう
（も

め，コア開発者も輩出している．たとえば，富士通で

しくは開発してもらえない）ため，システム開発者や

は，2000 年から「特定の OS ベンダに頼らず自ら開

利用者が納得できる機能を得ることが難しかった．こ

発に参画できる世界標準の OS」として Linux を位置

れに対し，Linux では，ソフトウェアベンダをはじめ，

づけ，コア開発者を輩出し，独自 OS の開発で築いて

ハードウェアベンダ，システム開発者，さらには利用

きたノウハウを Linux に注入する活動を続けている ．

者までも一緒になって，直面している課題解決に必要

2003 年頃には組込み分野への取り組みも始まり，

1）

な機能要件を協力して開発している．ソースコードが

現在では，基幹システム，社会インフラ，モバイル機

公開されさまざまな立場のエンジニアが技術開発協

器など，あらゆる分野に普及している（図 -1）．

力を行うことができるバザール型の開発手法だからこ

なお，
「Linux」は，カーネルのみを指す場合とカー

そ，基幹システムという分野であっても必要な要件を

ネルを含むディストリビューションを指す場合がある

開発できていると考える．

が，本稿ではカーネルを表すこととする．ただし，デ

本稿では OSS としてこの Linux に焦点を当て，基

ィストリビューションについてもここで少し説明してお

幹システムの要件に対してどのような技術を実現して

く．ディストリビューションとはディストリビューション

きたのか，そして実現しようとしているのかを，開発

ベンダが OSS である Linux のカーネルをコアに，そ
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の他の OSS と組み合わせてフルセット
の OS としてパッケージングしたもので
あり，商用版と無償版がある．
Linux ディストリビ ュー シ ョン で

ハード
ベンダ

は，商用版でも無償版でも“Upstream

Web

Linux
カーネルコミュニティ
システム
ベンダ
ユーザ
企業

First”という考え方で開発が行われて

ディストリ
ビュータ

Cloud
携帯電話
基幹システム
組込み機器
スパコン

いる．Upstream とはコミュニティで開

• Linuxの開発は，ユーザ企業，ディストリビュータ，
各ベンダ，フリーの開発者，および全体を支援する
Linux｠Foundation などが協力して推進
• Linuxは，産業・流通・公共・金融等の基幹システム，
スーパーコンピュータ，携帯電話，組込み機器，
交通機関の制御等多くのシステムに採用されている

発されているコードであり，
“Upstream
First”とは，ディストリビューションで
提供する機能は必ずコミュニティ開発
のコードに反映するという考え方であ

デスクトップ

フリー
開発者

図 -1

自動車
ハイセーフティ

Linux を取り巻く環境

る．これは，各ベンダが自らコミュニテ
ィの開発に参加して機能を実現できることを意味する．

られる．たとえば，バッチ処理では安定したスルー

このため企業からの開発参加者が増え，Linux をさら

プット，オンライン業務では安定したレイテンシが

に急成長させた．基幹システムベンダも例外ではなく，

求められる．

先の富士通の例のように，自ら参加し必要な機能開

次章以降で，これら基幹システムの要件を実現する

発を行っている．

ために Linux で開発されている技術を紹介する．

では，基幹システムのためにはどのような機能の開
発が必要なのか．次節では基幹システムの機能要件
を簡単に整理する．

障害／問題の追跡の実現
トラブルは発生しないことが一番だが，発生してし

██基幹システムの要件
基幹システムで重視される OS の要件は，以下の 3

解決手段が必要になる．止めても問題のないシステム

つに大別できる．

で問題が発生した場合は「バージョンを上げてもう一

・ 障害／問題の解明と再発防止

度テスト」
「調査用パッチを当てて再テスト」という対

基幹システムは，極力問題が発生しないように設計

応ができるが，業務を止められない顧客システムで発

するが，それでも想定外の問題が発生する．システ

生した場合は，調査や対応のためにシステムを止める

ム管理者は，問題の発生を検知し，原因を解明し，

ことはできない．問題発生時の情報だけを使って問

修正もしくは回避を実施して，再発を防止しなくて

題を解決することが求められるため，問題発生時の

はならない．そのための情報や手段の提供が求め

情報採取手段と収集情報の種類が非常に重要となる．

られる．

この課題に対し，Linux ではダンプ（kdump）とトレ

・ 運用の継続

ーサ（ftrace）を提供している．

障害が発生した場合でも，基幹システムはダウンタ

ダンプとトレーサは基幹システムでは当たり前に提

イムなしで運用を継続しなければならない．その実

供されている技術だが，従来の Linux にはなく，開

現のために，ハードウェアエラーやソフトウェアエラ

発当初はその必要性をコミュニティに理解してもらう

ーの隔離や修復手段の提供が求められる．

のにかなり苦労した．オーバヘッドも大きく実装が複

・ 性能の安定保証
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まった場合には再発防止のための問題の調査・解析・

雑な割に有用性が低いと思われていたためである．し

基幹システムで実行されるアプリケーションの特性

かし繰り返し議論し検証データを示していくうちにそ

として，高性能であると同時に安定した性能も求め

の有用性が理解され，パッチが採用されるようになっ
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た．最近ではカーネル開発におい
ても利用されている．

メモリ

kexec

System
Kernel

██ダンプ機能 Kdump

Capture(2nd)
Kernel

障害，たとえば OS も動かない
ような panic 障害を解析するには，

Read

障害発生時のメモリ情報が不可欠

disk

/proc/vmcore

であり，それを取得する方法がダ
ンプ である．特に OS のメモリの

Panic発生時にkexecを使ってCaptureKernelを起動．
Capture Kernel上でmakedumpﬁleというアプリが動作．
Makedumpﬁleは/proc/vmcoreというファイルから元々
のシステムイメージを読み出し，diskに書き込む．

記録をコアダンプと呼ぶ．Linux に
は，コアダンプを採取する機能とし
て富士通や Red Hat などが開発し

makedumpﬁle

Write

図 -2 ダンプの採取の仕組み

た Kdump がある．ダンプの優れて
いる点は障害発生時の全状況をスナップショットで把

██トレース機能

握できることであり，デッドロック，スローダウン，メ

トレース機能とはプログラムの実行過程を記録し

モリ破壊等を調査することが可能である．顧客システ

て可視化する機能である．障害の根本原因を解明す

ムでコアダンプを採取する方法には次の 2 通りがある．

るためには，その状態に至る前の状況を知る必要が

①カーネルが panic した際に自動的に採取

ある．Linux のトレース機能として，Red Hat，日立，

②ユーザが自ら，たとえば NMI（Non Maskable

IBM などが開発した ftrace がある．

☆1

Interrupt）

ボタン等を使って，もしくは生

ftrace は，各関数の入口・出口だけでなく関数の途

存監視ミドルウェアから NMI 信号を発生させ，

中からも情報を取得でき，さらに，外部からのトレー

故意に panic させてダンプを採取

ス個所の追加や収集情報のフィルタリングなどの機能

Panic を起こした Linux は自分のカーネルのコアダ

も備えている．また，前節の kdump と組み合わせて

ンプを採取できない．このため，Kdump は，動作中

障害発生直前のトレースデータをダンプから採取する

の Linux から別のカーネルを立ち上げる機能（kexec）

機能や，ユーザランドとカーネルのトレースを一緒に

を利用して，新カーネル上のユーザランドプログラム

採取する機能もある．

（makedumpfile）から旧カーネルのコアダンプを採取
している（図 -2）．

最近では，仮想化を実現している qemu

☆2

のトレ

ースをカーネルトレースと同じバッファに採取する機能

ところで，近年，メモリの低価格化やシステムの大

や，仮想マシンのトレースをホスト側に送るエージェン

規模化により，従来では考えられない規模にシステム

ト機能，複数のトレースの時刻あわせ機能等が提供

上のメモリが肥大化してきたため，ダンプ時間の問題

された ．

3）

が出てきた．たとえば，12 テラバイトのメモリがある

ダンプやトレース機能は，基幹システムベンダがサ

システムではディスクにダンプを採取するのに 4 時間

ポートで得られた知見を反映するほど効果も大きい．

以上かかる．この新しい課題を解決するため，ダン

今後も各ベンダからの貢献をおおいに期待したい．

プ採取時の採取対象フィルタ，圧縮，kdump の並列
実行等の機能が実装され，短時間でのダンプ採取が
2）

可能となった ．

☆1

☆2

NMI は禁止できず，かつすべての処理に優先して処理されるため，
システムが操作不能になっても特定の処理を呼び出すことができ
る．この場合は NMI からパニック処理を呼び出す．
Linux で標準的な仮想マシンを動作させる OSS．Linux の仮想化
機能 KVM と組み合わせて利用される．
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運用の継続性の実現

ればそのプロセスのみを停止させる．たとえば，KVM
を使って仮想マシンを複数動作させている場合，特

基幹システムでは，問題が起きても簡単にはシステ

定の仮想マシンが利用しているメモリでエラーが発生

ムを停止できない．このため，ハードウェアを用いた

したら，その仮想マシンのみを停止する．また，エラ

システムの 2 重化などでエラー耐性を強化しているが，

ーが発生したメモリにカーネルがデータを格納してい

OS レベルでの耐障害性も求められている．Linux で

る場合は切り離すことができないため，実際に壊れ

は，ハードウェアエラーへの対処機能，筆者がパッチ

たデータを参照するまでは panic させず，エラーを報

を作成したメモリ枯渇への対処機能，動作中のカー

告することで運用者やシステム監視ミドルウェアの対

ネルへのバイナリパッチング機能によってこの要求に

処（システム切り替え等）を待つ．

応えている．

ハイエンド機の一部には，ユーザページを載せたメ
モリ（DIMM）を運用中でも物理的に外すことができ

██ハードウェアエラーへの対処
ハードウェアエラーが発生しても運用を継続するた
めには，エラーを起こしたハードウェアを隔離して使

るものもある．ただし，メモリをカーネル用とユーザ
用に分けている場合に限る．
デバイスの Hotplug

用不可にすることが必須である．ただ，それだけで

PCI デバイスの Hotplug が提供されている．たと

は処理能力が低下してしまうため，隔離後に対象ハー

えば Network Card では，Bonding 等で NIC（Network

ドウェアを交換して元の能力に戻す必要がある．シス

Interface Card）を 2 枚一組としておけば，片方が故

テム運用を止めずに故障したハードウェアを交換する

障したら NIC を切り替え，切り替え後に故障した NIC

仕組みは Hotplug と呼ばれ，基幹システムでは必須

を Hotplug で交換できる．物理的には交換できない

である．Hotplug にはハードウェアとそれを制御する

デバイスにはエラーレポート機能を提供している．

ソフトウェアの両方の対応が必要であり，汎用的に実

CPU やメモリの Hotplug は，開発当初は基幹シス

現するのは難しいが，Linux では段階的に機能を提供

テム向けの特殊な物理サーバでのみ利用する機能と

している．

思われていた．しかし，近年では仮想マシンにおける

ハードウェアエラーの発生個所は，CPU，メモリ，

仮想的なリソースの増減方法としても利用されている．

デバイスに大別できる．それらにおける Hotplug の
状況を説明する．
CPU の Hotplug

██メモリ枯渇への対処
システムの運用を続けていくと，メモリ不足が起き

故障した CPU を停止し未使用の新しい CPU を利

ることがある．原因はメモリリークのようなバグが発

用可能にする．最近のハイエンド機であれば運用中

生する場合や，正常動作ではあるがメモリを多く使う

に CPU の追加／削除も可能であり，Linux も CPU の

処理が実行される場合など，さまざまである．しか

Hot Add/Remove 機能を提供している．

し，原因が何であれ基幹システムはこの問題を回避

メモリの Hotplug

し，運用を続けなければならない．

CPU と違い，メモリは一部が壊れても使うことがで

通常の運用でも，OS は未使 用のメモリがなくな

きるため，Linux では，あるページ（メモリの管理単

ると，ユーザメモリを swap に追い出したりキャッ

位）の不良がハードウェアから報告された場合，その

シュをディスクに書き込んだりしてメモリの回収を行

ページに印をつけて使用しないように隔離する機能を

う．Linux ではさらに，回収可能なメモリがなくな

提供している．これを HWPOISON 機能という．具体
的には，エラーが生じたページが未使用であれば隔
離して使わせない．プロセスがページを使用中であ
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☆3

メモリが枯渇すると復旧させるためのコマンドすら打てなくなる．
このため，強制的にメモリを開放し，オペレータが操作できる程
度のメモリを確保する必要がある．
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った場合，あるプロセスを Kill（ 強制終了）して空

いて古い関数の先頭から新しい関数に制御を移行さ

☆3

せ，関数全体を取り換える機能である．この 2 つの

を作り出して運用を継続する．この機能を OOM（Out

違いは関数を取り替えるタイミングであり，Kpatch は

of Memory）-Killer と呼ぶ．

全 CPU の処理を止め，どのタスク（プログラムの実行

きメモリを作り，オペレータが対処可能な状 態

しかし，OOM-Killer にはいくつかの課 題 があっ

単位）においても取り換えが安全であることを確認し

た．たとえば，どのプロセスを Kill するかは指定でき

てから実行する．安全性は高いが，確認できないと

ず，重要なプロセスが Kill されると，システムがまっ

いつまでも入れ替えできない．これに対し KGraft は，

たく運用できなくなる．また，OOM-Killer が動作し

タスク単位で安全を確認し対象関数への切り替えを行

た後に中途半端に運用が継続されると，正しいサー

う．ただし，全タスクが切り替わるまでは，古い関数

ビスが提供できなくなる．基幹システムのように 2 重

のコードと新しい関数のコードが混在して動作するた

化されている場合は，下手に運用が継続されるより

め，両方のメモリ領域を保持しなければならない．

は，早急に終了して待機システムに切り替わることの

どちらも一長一短であり，まだ議論は続いている．

方が望ましい．さらに，OOM-Killer が起きた根本原
因を調べる手段がないことも課題である．たとえば，
OOM-Killer が kill したプロセスがメモリリークしてい
たら証拠が隠滅され，解決を図ることができない．

性能の保証の実現
基幹システムでは性能が要件になることが多い．し

この課題解決のため，OOM-Killer が何らかのプロ

かも，スループットやレイテンシだけでなく，特定の

セスを Kill する前にシステムを Panic させる機能が追

仕事が常に一定の時間で終わることや，CPU 稼働率

加された．これにより，2 重化されたシステムであれ

を一定以下に抑えることも要件になる．たとえば，10

ば Panic を契機に運用が切り替わり，また，Panic 時

時間で終わる仕事は 9 時間でも 11 時間でもなく10

のダンプを取ることで正確にメモリ枯渇の原因も特定

時間で終わらせるという要件や，CPU は常に 40% 以

できるようになった．この機能は現在では Linux の標

下で稼働させるという要件である．

準機能になっており，実際の基幹システムで有効に使
われている．

Linux コミュニティでは性能向上の開発は多く行わ
れていたが，前述のような性能の安定性の保証は提
供していなかった．そこでこの要件に対して，スケジ

██カーネルバイナリパッチング
コミュニティで議論中の機能ではあるが，バイナリ

ューラでの制御，タスクのグループ化，バッファ I/O 制
御などの機能が追加／強化され続けている．

パッチングについても紹介しておきたい．バイナリパ
ッチングとは，動作中の Linux にパッチを当てる技術

██スケジューラ機能

である．通常，Linux カーネルに修正のパッチを当て

Linux のスケジューラは Completely Fair Scheduler

る場合は，ソースコードに修正を反映してコンパイル

（CFS）と名づけられており，各タスクのプライオリテ

し，リブートする必要がある．しかし，基幹システム

ィに比例してリソースの割り当て時間をスケジューリン

のように簡単に止められないシステムではパッチ適用

グする．現在はいくつかのタスクを 1 つのグループと

のタイミングが難しい．システム稼働中のバイナリパ

して管理し，タスクのグループに対しても時間を調整

ッチングが実現すれば，セキュリティ対策や障害対応

することが可能になっている．

を迅速に行うことができ，ユーザからの期待も大きい．

このグループ化は仮想マシンの性能保証にも使われ

バイナリパッチングの技術として，Kpatch/KGraft

ている．今までは，仮想マシン A，B があり A+B で

がコミュニティで議論されている．Kpatch/KGraft は，

100% の CPU を利用する場合，A に 60%，B に 40%

修正した新しい関数を用意し，動作中の Linux にお

の CPU リソースを割り当てるように設定すると，A が
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idle（CPU 使用率 0%）のときには
B は 100% までリソースを利用でき

Aが休止
比率分割

A(60%)

上限制御分割

A(60)

A(60%)B(100%)

B(40%)

た．言い換えれば A の動作によっ
て B の性能が左右されていた．こ

B(40)

未使用

B(40)

れに対し，Linux では，ハイパーバ
イザである KVM が CFS とタスクの

比例分割ではリソース競合が起きた場合にあらかじめ指定された
リソースの配分を行う．
上限制御による分割ではそれぞれのグループに割り当てる
リソースを指定値に押さえる

グループ化 機 能（cgroup/ 後 述 ）
を利用できるようにし，グループに
割り当てたリソース量が周囲の状況
で変動しないように，タスクスケジ
ュール時間の上限制御機能を開発・
提供している（図 -3）．これにより，
常に一定の性能を保証することが
できるようになった．
ところで，スケジューラは常に性

図 -3 上限制御分割による性能安定保証

仮想マシンによる仮想化
ユーザ
アプリ

ユーザ
アプリ

ユーザ
アプリ

OS

OS

OS

仮想マシン

仮想マシン

仮想マシン

ハイパーバイザ(Linux/kvm)

能向上を意識して開発されている

ハードウェア

コンテナによる仮想化

ユーザ
アプリ

ユーザ
アプリ

ユーザ
アプリ

資源管理

資源管理

資源管理

Linux
ハードウェア

が，運用条件によっては安定性が
発揮できない場合があった．大量
の CPU を搭載した顧客システムの
環境において，特定のアプリケー
ションプログラムを動作させた場
合に，CPU 割り当て待ちのタスク

KVMによる仮想化の場合，
物理マシン上に仮想的なマシン
を作成し，その上でOSやアプリ
ケーションを実行する．
リソースは仮想マシン単位に
割り当てる

コンテナ機能はOSを分割し，アプリ
ケーションを実行する．
リソースは資源管理機能で
割り当てる．

図 -4 仮想マシンとコンテナの違い

があるにもかかわらず idle の CPU
☆4

を

これを cgroup と呼ぶ．cgroup はコンテナ機能を実

優先にスケジュールするあまり，少し離れた位置の

装するために企図されたカーネル機能である．コンテ

CPU が空いていてもタスクを割り当てないことが原因

ナ機能は，OS を分割し，アプリケーションを互いに

であり，基幹システムのような大量の CPU を搭載す

隔離して実行する手段を提供する．仮想化との違い

るシステムとアプリの特性に対し上手くチューニングが

を図 -4 に示す．たとえば，1 つのホスト上でオンライ

できなかった．これに対し，idle の CPU が積極的に

ンジョブとバッチジョブが同時に動作していて，相互

スケジュール待ちのタスクを獲得する機能が追加され

に影響を与えたくない場合，ジョブごとにコンテナを

た．CPU の利用率も改善され，性能の安定化や高速

作成すればよい．さらに，昼間はオンラインジョブの

化につながっている．

コンテナに，夜間はバッチジョブのコンテナに多くの

が存在していたのである．これは，Cache Hot

リソースを割り当てるよう調整することもできる．

██資源管理機能

cgroup 開発当初，コンテナ機能の用途は基幹シ

前節でも触れたが，Linux にはタスクをグループ

ステムのジョブの資源管理が主であったが，最近は

化してさまざまな制限，設定，管理する機能がある．

Web サービスにおけるリソースのスケジューリング基
盤にも使われてきている．コンテナを使えば CPU 数

☆4
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タスクの利用するデータが CPU キャッシュに載っている状態．
Linux では「つい最近タスクが CPU 上で動作したかどうか」を基
準に判定される．
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やメモリ量などの細かいリソース管理を行わずに済む
ため，管理を容易にできる．

5 基幹システムを実現する Linux 技術

このコンテナによるリソース管理は，Linux を利用

Dirty Ratio を超える前から書き込みを行っているユー

する Docker や Kubenetes といった新しいソフトウェ

ザのタスクを少しずつ休ませ，書き込み速度を律速す

アの登場で急速に普及し始めている．cgroup も ver-

る実装に変更になった．これによって I/O 待ちでいき

sion2 の仕様検討が行われており，今後どのように発

なり止まってしまうことがなくなった ．

4）

展していくのか楽しみである．

██バッファ I/O の制御

基幹システム向け Linux の今後

安定稼働という面で，バッファ I/O の制御機能であ

基幹システムの要件に対して Linux が実現してきた

る Dirty Ratio にも触れておきたい．ファイルキャッシ

主な機能について紹介した．技術の詳細は紹介でき

ュを通してファイルに書き込みをする際，キャッシュ

なかったが，雰囲気を感じ取っていただければ幸いで

のデータが変更されて実際のデバイス上のデータと内

ある．細かい変化が多いと思われるかもしれないが，

容が異なる状態を Dirty と呼ぶ．Dirty Ratio というの

基幹システムの開発者が地道にこれらの機能をコミュ

は，
物理メモリ中の Dirty なファイルキャッシュの量
（割

ニティと議論し，効果を証明し，受け入れてもらう努

合）を制限するパラメータである．昔からある機能だ

力をした結果，基幹システムに最適な OS という大き

が，2010 年から 2011 年末にかけて，Intel らの開発

な変化につながったのである．基幹システムの専用

により，Dirty Ratio は大きく実装が変更された．

OS を追うところから始まった Linux の挑戦だが，す

通常，プロセスからのファイルへの書き込みが増え

でに対等以上の位置にあると言って良い．

ると Dirty なファイルキャッシュが増える．Dirty なフ

現在，基幹システムのクラウド化，安定性強化への

ァイルキャッシュはディスクに書き込まないと空きメモ

コンテナ機能の活用，機能安全施策，新しいハード

リとして回収ができない．また，頻繁にディスクに書

ウェアへの対応などが活発に議論されている．新しい

き込むとタスクの実行速度が I/O 速度に律速されて遅

基幹システムの実現を担う OS として，Linux は今後

くなるが，書き込みを少なくしようと Dirty なファイル

も成長を続けていくに違いない．

キャッシュをためすぎるとなかなかメモリとして回収
が行えず，メモリ不足に陥る可能性がある．このため，
Dirty Ratio で Dirty 量を調整して最適化を図るのが
Linux ではよく使うチューニングである．
2010 年（カーネルバージョン 2.6 系）の頃は，書き
込みを行うタスクが Dirty Ratio を超えていた場合に
は I/O を行い，Dirty 率が下がるまで待つ（IO-Wait）
実装だった．しかし，この実装では Dirty Ratio を超
えると書き込みを行っているタスクが I/O 待ちになっ
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て止まるという問題があった．数秒の間タスクが完全
に止まるような場合があるとサービスの安定性が確保
できない．
この問題に対し，2011 年後半（3.x 系）の Linux では，
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