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仮想マシン間の低オーバヘッドな
冗長構成維持手法実現に向けた既存方式の特性評価
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概要：仮想マシンモニタ (VMM) で実現する耐故障技術では，異なる物理マシン上の 2 つ以上の仮想マシ
ン (VM) 間で冗長構成を維持するための処理が必要である．しかし，この処理がオーバヘッドとなり，既
存の冗長構成維持の方式では，耐故障技術を適用しない場合と比較し，VM 上のサービスが行う処理のス
ループットが低下してしまうという問題がある．このことから，耐故障技術のための低オーバヘッドな冗
長構成維持を実現することが重要である．本論文では，既存の VMM で実現する冗長構成維持の処理の中
で，高効率であると報告されている COarse-grained LOck-stepping (COLO) 方式について，KVM をベー
スに再現し，その特性評価を行った．その結果，COLO 方式は VM 上の冗長構成維持の対象となるアプリ
ケーションがシングルプロセスで処理される場合において低オーバヘッドで冗長構成を維持することがで
きるが，対象となるアプリケーションがマルチプロセスで処理される場合においては，オーバヘッドが大
きいということを確認した．

1. はじめに
近年，仮想化技術の進展によって，仮想マシン (Virtual

Machine : VM) がサービス基盤として普及している．そ
の中で，通常の物理サーバ上のサービスと同様に VM 上の
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サービスにおいても無停止での稼働が期待されている．そ
のため，VM 上のサービスを対象とした耐故障技術が重要
である．それら耐故障技術の中で，特別なハードウェアを
用意することなく，かつ VM 上で動く OS やサービスに手
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図 1
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VMM での耐故障技術
(通常時)
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VMM での耐故障技術
(故障発生時)

を加えずに耐故障性を実現するという観点で，仮想マシン
モニタ (Virtual Machine Monitor : VMM) での耐故障技
術が重要である．

VMM で実現する耐故障技術では，図 1 に示すように，異
なる物理マシン上の 2 つ以上の VM 間で冗長構成を維持し
ている．ユーザプログラムと通信をしている VM(Primary

VM : Pri-VM) が動作する物理マシンで故障が発生した場
合，別途用意される故障検出の仕組みにより Primary VM
の外部通信が切断され，図 2 に示すように瞬時に異なる物
理マシンで動く VM(Secondary VM : Sec-VM) へユーザプ
ログラムからのネットワーク接続セッションを含めフェイ
ルオーバを行うことで，ユーザプログラム側には故障発生

を隠ぺいする．
このように VMM では，故障発生に備え，故障が検出さ
れていない時において Pri-VM と Sec-VM を常に同一状態
に保つという冗長構成を維持する処理が必要である．本論
文では，同一状態を， Pri-VM から Sec-VM へフェイル
オーバが行われることに対して，外部にあるユーザプログ
ラム側に特別に対応させる必要がない状態

と定義する．

既存の VMM で実現する耐故障技術 [1][2][3][4] の多くは，
冗長構成を維持する処理に際し VM のライブマイグレー
ションの仕組みを利用して実現している．しかし，この冗
長構成維持の処理自体がオーバヘッドとなり，耐故障技術
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を適用しない場合と比較して VM 上の処理のスループット
が低下してしまうという問題がある [2]．そのため，耐故障
技術のための低オーバヘッドな冗長構成維持を実現するこ
とが重要である．
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そこで本論文では，既存の VMM で実現する冗長構

Remus では一定間隔で CP 転送を実施しているため，定常

成維持の処理の中で，高効率であると報告されている

的な負荷が生じてしまい，VM 上の処理のスループット低

COarse-grained LOck-stepping (COLO) 方式 [5] に注目し

下を招くという課題があった [2]．そこで，Kemari[2][3][4]

た．COLO 方式の提案論文 [5] では，他の VMM で実現す

は，Xen や KVM に対し，ネットワーク (NW) I/O やディ

る冗長構成維持の処理と比較し，オーバヘッドが小さい

スク (DISK) I/O のイベント契機で CP 転送を実施するこ

ケースがあると報告されている．しかし，当該論文の中で，

とで，転送頻度の最小化に取り組み，Remus に比べ定常的

COLO 方式実現の詳細なアルゴリズムを含む，細かな実験

なオーバヘッドの削減を実現した．しかし，Kemari にお

環境などは明確に示されていない．本論文では，これらを

いてもイベントが多発した場合においては，CP 転送が頻

明確に示した上で，COLO 方式の効率性について確認する

発し，VM 上の処理のスループット低下が起こることが報

ための特性評価を行った．

告されている [2]．例えば近年のマルチスレッド実装され

本論文の前提として，故障検出手段が検出する故障は，

た DBMS などは SPOF (Single Point of Failure) になり易

heartbeat 等の既存の故障検出手段で瞬時に検出可能であ

いため耐故障技術の適用が望ましいが，そのような箇所に

る電源断等の単一のハードウェア故障とし，故障検出手段

適用するとスループット低下が著しいという課題がある．

の実現については対象外とする．また，近年のアプリケー

このように，CP 転送方式を利用した冗長構成の維持は，

ションは，クライアントサーバモデルのような，外部から

その維持処理自体のオーバヘッドが問題である．この処理

何らかの入力を受け取って処理を行い，外部にその処理結

負荷削減には，フェイルオーバ後にもユーザプログラム側

果を出力するものが多いため，本論文ではこのような利用

に矛盾を与えない範囲で，さらなる転送頻度の削減と転送

形態のアプリケーションをターゲットとしている．

処理自体の効率化が重要である．

2. VMM での冗長構成維持に関する技術

2.2 LS 方式

これまで，耐故障技術に適用可能な冗長構成維持の方式

LS 方式とは，入力情報を複製することで 2 つ以上のも

として，チェックポイント (CP) 転送方式とロックステッ

のに同一の入力情報を与え，同一の処理がされることで同

プ (LS) 方式という 2 方式が知られている．その中で近年，

一状態を作り出すという方式である．複製されるものが入

COarse-grained LOck-stepping (COLO) 方式という方式

力情報だけであるため，CP 転送方式に比べてデータ転送

が提案された [5]．COLO 方式は，VMM での冗長構成維

量が少ないという点では効率が良い．

持に関し，LS 方式と CP 転送方式の併用を実現し，高効率

この方式は，元来，ハードウェアでの耐故障技術で多用

であると報告されている．しかし，当該論文の中ではその

されてきたものである [6][7]．これらのハードウェアでの

実験環境等が明確に示されていない．故に本論文では，こ

耐故障技術では，専用ハードウェア内で冗長化された CPU

の COLO 方式に注目し，実験環境等を明確にした上で評

間で，CPU 命令単位での入力情報の複製により低オーバ

価を行う．次節からこれら 3 方式の詳細と，COLO 方式の

ヘッドで冗長構成維持を行う．

効率性について述べる．

LS 方式における，重要な考えとして決定的な処理と非
決定的な処理がある．本論文では，決定的な処理を，同一

2.1 CP 転送方式

の入力情報を与えれば必ず同一の処理がされる処理と定義

CP 転送方式とは，任意の時点 (チェックポイント) にお

する．また，非決定的な処理を，乱数や時刻情報等のよう

ける Pri-VM の内部状態を Sec-VM へ転送し，Sec-VM で

に，たとえ同一の入力情報を与えたとしても同一の処理が

Pri-VM の状態を再現するという方式である．CP 転送方

されない可能性がある処理と定義する．CPU 命令の処理

式の実装の多くは，VM のライブマイグレーションの仕組

は決定的な処理であるため，LS 方式によって冗長構成の

みを利用し，任意の契機に Pri-VM の一時停止後，Pri-VM

維持が可能である．

のメモリ状態の差分や，CPU レジスタの状態等を Sec-VM

ここで VMM での冗長構成維持の処理に，LS 方式を適用

へ転送・反映し，ディスクの状態を同一にした後，Pri-VM

した場合を考える．VMM で冗長構成を維持する処理に LS

を再開させるというサイクルで動作する．2 つの VM の内

方式を適用すると，入力情報を処理が決定的となる CPU

部状態を同一にすることで，故障検出によりフェイルオー

命令単位まで粒度を細かくする必要がある．しかし，異な

バが行われた際もユーザプログラム側には同一状態を提供

る物理マシン筐体間で CPU 命令単位の複製を行うことは，

するという冗長構成の維持を実現する．

冗長構成維持のための処理の頻度が高くなりすぎ，現実的

本方式は，これまで開発されてきた VMM での耐故障技

ではない．また，NW 入力単位のような粗粒度で実現する

術の冗長構成維持に多用された方式である．例えば、Xen

と，非決定的な処理が含まれる可能性がある．そのような

の耐故障機能として搭載されている Remus[1] は，25 ミ

場合，VM 間で不整合が発生していく．不整合が発生した

リ秒 (デフォルト値) ごとに CP 転送を実施する．しかし，

状態でフェイルオーバが行われ Sec-VM へ切り替わった場
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合，Pri-VM からすでに伝わっていてユーザプログラムが

によって A のデータの ID が N であるということがわかっ

保持している情報と，Sec-VM が保持している情報の間で

ているため， ID が N のデータを C に変える という命令

矛盾が生じてしまう．これでは，冗長構成の維持が実現で

を NW 入力として与えたとする．これに対し，Sec-VM で

きていないということになる．

は受け取った NW 入力を元に処理を行うが，Pri-VM との

具体例として，図 3，図 4 を用いて，NW 入力単位の LS
方式で冗長構成を維持した場合について説明する．
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冗長構成を維持することは難しい．
このように LS 方式は， VMM での耐故障技術実現に際
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データが削除されてしまう．これらのことから，VMM に
おいて NW 入力単位という粗粒度では，LS 方式を用いて
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2.3 COLO 方式

図 3 NW 入力単位での LS 方式 (フェイルオーバ前)

2.3.1 COLO 方式とは
COLO 方式は，ベースとして NW 入力単位での LS 方式
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う粗粒度では，非決定的な処理が発生した場合，冗長構成
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維持を実現できない可能性があるということは前節で述べ
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た通りである．そこで COLO 方式では，フェイルオーバ

%&&!

例えば，VM 上のデータベースに対して， A のデータ
と

はオーバヘッドの小さい方式であるが，NW 入力単位とい

)*+,!

図 4 NW 入力単位での LS 方式 (フェイルオーバ後)

の INSERT 処理

を利用しつつ，CP 転送方式を併用することで冗長構成維

B のデータの INSERT 処理 とい

後に矛盾が生じる可能性があるかをチェックする機能が追
加されている．矛盾が生じる可能性がある場合，CP 転送
方式を実施し，強制的に 2 つの VM を同一状態にすること
で冗長構成の維持を実現している．

う 2 つの NW 入力をユーザプログラムから与えた場合を

このように COLO 方式では，オーバヘッドの小さな LS

考える．LS 方式では，まずこれら 2 つの NW 入力を複製

方式をベースとし，LS 方式での冗長構成を維持ができな

し，それぞれの VM 内で，入力により命令された処理を

かった場合のみオーバヘッドの大きな CP 転送を実施する

行う．しかし，各 VM での処理に際して，生成される各

ことで，全体として冗長構成維持のための処理のオーバ

レコードに，システムにより一意の順序番号を払出す機

ヘッドを削減する．

能 (シーケンス番号払出し機能) を利用して ID 付与を行う

2.3.2 COLO 方式の処理フロー

と，ID の付与順序は OS のスケジューリングによる処理順
序に依存するため，非決定的な処理となり得る．つまり，

COLO 方式の処理フローについて，図 5 を用いて説明
する．

Pri-VM 内では，A に対して ID が N，B に対しては N+1
が付与されるが，Sec-VM では B に対して ID が N，A に

OPQR'

対しては N+1 が付与される可能性があり，VM 間で不整合
が生じる．ユーザプログラムと通信を行う Pri-VM では，

INSERT 処理が正常に行われたとして INSERT 処理完
了 をユーザプログラムへ返答する．次に，ユーザプログ
ラムが， A が挿入されたレコードの ID の問い合わせ”を
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行ったとする．Pri-VM からは N が返答され，ユーザプロ
グラムに伝わる．Sec-VM からは，N+1 が返答されるはず

%&IJ'

OP`R'
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(01"/3)'

Scd'

ef'

ljk'
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だが，ユーザプログラムと通信を行っているのは Pri-VM
であるため，返答されない．その後，Primary の故障検出

図 5

COLO 方式の処理フロー

によってフェイルオーバが行われ，Sec-VM とユーザプロ
グラムが通信を始めた場合を考える．フェイルオーバ後，

COLO 方式では，まず VM 起動時において初期同期を

ユーザプログラムでは，A を C というデータに書き換えを

実行し，メモリなどの内部状態や MAC アドレス等を 2 つ

行いたいとする．ユーザプログラムでは，これまでの通信

の VM 間は同一状態になる．その後，冗長構成維持の処理
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を開始する．冗長構成維持のベースとしては，オーバヘッ

2.3.4 他方式との比較

ドの小さい LS 方式を利用する．COLO 方式では，ユーザ

COLO 方式は KVM・Xen ベースの冗長構成を維持する

プログラムから受け取った入力パケットを複製し (図 5 中

方式の中で高効率な方式であると報告されている．COLO

1 ，各 VM で受け取った入力パケットの元，その処理を行
⃝)

方式の提案論文 [5] では，Xen の耐故障機能である Remus

2 ．しかし，同一の状態の VM へ同一の入力パケット
う (⃝)

より高効率であり，スループットを高く維持できるケース

を与えても，入力による処理や VM 内の内部処理によって

が存在することが述べられている．次に，オーバヘッドの

非決定的な処理が行われた場合，LS 方式の例のように VM

原因である CP 転送の頻度を削減した Kemari と比較する．

間で不整合が生じる可能性がある．そこで，COLO 方式で

Kemari は 2 つの VM 間の内部状態が変化するイベント

4 の契機で検出する．そ
はその不整合を NW 出力の図 5 中⃝

(NW I/O，DISK I/O) を契機に，CP 転送を実施する．こ

のために，Pri-VM と Sec-VM のユーザプログラムへの出

れに対し COLO 方式は，まずは LS 方式によって冗長構成

力パケットを Primary の VMM 内の Compare Module と

の維持を試み，NW 出力結果が不一致だった場合，CP 転

3 ，それぞれのパケット内容を，到着し
(⃝)

送を実施する．つまり，Kemari と比較し，イベントが多発

4 ．パケットの比較の結果，そ
た順に順次比較していく (⃝)

する場合においても，NW 出力結果が一致する限りは CP

の内容が一致していた場合ユーザプログラム側へ返答され

転送をスキップすることができる．また，NW 出力結果が

る．逆に不一致だった場合，CP 転送処理を実施すること

すべて不一致の場合においても，NW 出力の契機で CP 転

5 ⃝)
6 ．
で 2 つの VM の内部状態を強制的に同一にする．(⃝

送が行われることになるため，Kemari と同程度の CP 転

その後，ユーザプログラム側へ Pri-VM が返答する．

送頻度となる．これらのことから，オーバヘッドの要因と

いう箇所に集め

このように COLO 方式では，ユーザプログラムに返答

なる CP 転送の頻度という観点では 2015 年時点で KVM・

する契機である NW 出力のたびに，2 つの VM で同一の

Xen ベースの冗長構成を維持する方式の中で COLO 方式

処理が行われたことを，Compare Module で返答内容の同

は高効率であると期待できる．

一性の確認をすることで保証する．COLO 方式は，これま
で主流だった CP 転送方式の処理に加え，単独では VMM

3. 実装

での冗長構成を維持する方式として適用が難しかった LS

本実装では，世の中で使われる技術を創出すべく，KVM[8]

方式も取り入れることで，冗長構成維持処理の効率向上を

の QEMU[9] に対し COLO 方式の再現を行った．COLO

行った方式である．また，COLO 方式において，一定間隔

方式では，QEMU に対して下記の機能が必要である．

以上 (デフォルト値で 10 秒)CP 転送が行われなかった場

( 1 ) Pri-VM・Sec-VM への NW 入力複製機能

合，強制的に CP 転送を実施する設計となっている．この

( 2 ) Pri-VM からの NW 出力フック機能

ようにすることで，2 つの VM 間が極端に異なる状態とな

( 3 ) Sec-VM の NW 出力転送機能

ることを防止し，転送するメモリ差分が大きくなり過ぎな

( 4 ) NW 出力比較機能 (Compare Module 機能)

いようにしている．

( 5 ) CP 転送・反映機能

2.3.3 COLO 方式の冗長構成維持の考え方

( 6 ) ディスク情報同期機能

COLO 方式の冗長構成維持に関する考え方は CP 転送方
式と異なる．CP 転送方式では， 2 つの VM のメモリやレ

( 7 ) NW 出力のユーザプログラムへの返答機能
また，再現した COLO 方式の機能構成図を図 6 に示す．

ジスタ等の内部状態の同一性 を保証することでフェイル
オーバに備えた．これに対し COLO 方式では，内部状態

!"#+,"-!

の同一性を常に保証するのではなく， 2 つの VM の出力

()*./0,"-!

*#+,! 678!
11425"23!

!!!!!425"23!
678!

*#+,!

の同一性 を保証する．これによって，VM の出力結果の
みを扱うユーザプログラムの視点で見たときには，十分な
冗長構成が維持できる．なぜならば，ユーザプログラムに
とって VM 内部の状態は単なるブラックボックスにすぎな

!"#$%
&'!

6;8!1.+2,")%

'.034)!
6>8!
6=8!

6<8!()!!
-.#/"012%3!

6:8!

%

56&#'(%

()*$%
&'!

6<8!()!!
-.#/"012%3!

いからである．
例えば，NW 出力へ影響しない限り，2 つの VM 間でど
のメモリ番地にどの情報を保持しているのかは同一でなく

'()!

698!

%

56"#$%%

!!!!!"#$%#&!

'()!
"#$%#&!

ても構わない．ただし，もしユーザプログラムがある情報
を保持するメモリ番地を問い合わせ，2 つの VM からの返
答に矛盾が生じた場合，CP 転送により内部状態を同一に

)*+,-./0!
図 6

COLO 方式の機能構成図

することで矛盾を解消する仕組みである．
上記必要機能の再現に際し，COLO 方式の提案者らは
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一部機能を QEMU にパッチ投稿していたため，それらを

ゴリズムで実装した．今回，実装した比較のアルゴリズム

ベースにしている [10][11]．しかし，再現に際し不足して

としては，まず各フレームのサイズが一致するのか確認す

いる機能は実装した．図 6 では，今回実装した機能を破線

る．サイズが一致しなかった場合，CP 転送を実施するよ

で示している．また，矢印は NW の流れを示している．各

うに命令する．サイズが一致していた場合，各フレームの

機能の詳細と実装について次節から述べる．

内容自体が一致しているのかを L2 ヘッダを先頭として，
順にビットの一致確認を行う．比較の際は，耐故障性の観

3.1 (1) Pri-VM・Sec-VM への NW 入力複製機能

点で一致が不要な箇所は除外する．例えば，L2 ヘッダの

本機能は，Pri-VM が受け取るユーザプログラムからの

宛先 MAC アドレス・送信元 MAC アドレスは，L3 ヘッダ

NW 入力を複製し，異なる物理マシン上の Sec-VM へも

の宛先 IP アドレス・送信元 IP アドレスで区別可能なため

転送する機能である．本機能の実装は，tc コマンドによ

比較対象から除外する．また，TCP のオプション内のタ

るパケット複製を用いており，パッチをベースに本実験環

イムスタンプ等は一致する必要がないため除外している．

境に書き換えた．つまり，ユーザプログラムから Pri-VM

つまり，Compare Module では，L2 ヘッダを先頭として順

への NW 入力を Primary のホストカーネルでパケット複

番に，ヘッダ情報内で一致している必要がある箇所，及び

製し，そのパケットを専用のインターコネクトを介して

データ部分の比較を行っている．比較の結果，内容が一致

Secondary 内の Sec-VM の仮想 NIC まで転送することで，

していた場合，そのフレームを返答するように (7) の機能

Sec-VM へも Pri-VM と同一の NW 入力を与える．

を実行する．内容の不一致を 1 つでも検出した場合，即座
に CP 転送を実行するように (5) の機能を実行する．

3.2 (2) Pri-VM からの NW 出力フック機能
本機能は，Pri-VM からの NW 出力を QEMU 内でフッ
クし，Compare Module 内で管理するための機能である．

3.5 (5) CP 転送・反映機能
本機能は，Pri-VM のメモリ状態等を Secondary へ転送

本機能の実装も，パッチをベースに本実験環境に書き換え

するという CP 転送の実行と，Secondary で送られてきた

た．COLO 方式では，処理が行われた後 NW 出力がある

データを Sec-VM へ反映するという機能であり，パッチで

場合，それらを Primary の VMM 内の Compare Module

公開されている．Compare Module で CP 転送が必要であ

に集める．Pri-VM からの NW 出力は，ユーザプログラム

ると判断された場合，もしくは，一定間隔以上 CP 転送が

へ返答される前に QEMU 内でフックされ (L2 フレーム)，

行われなかった場合，CP 転送を実施する．まず Primary

Compare Module 内の Pri-VM 用のキューに転送されてき

の QEMU では，COLO Buﬀer というバッファ領域を確

た順番に積んで管理される．

保する．そして，Pri-VM を一時停止させ，その時のメモ
リ状態や CPU レジスタ状態等の情報をライブマイグレー

3.3 (3) Sec-VM の NW 出力転送機能

ションの仕組みを利用して COLO Buﬀer にコピーする．

本機能は，Sec-VM の NW 出力を，Pri-VMM 内の Com-

具体的には，ライブマイグレーションの時と同様に，転送

pare Module へ転送する機能であり，今回実装を行ったも

するデータとしてメモリ上のダーティページを把握して

のである．Sec-VM の NW 出力についても (2) の機能の場

QEMUFile 構造体でカプセリングしたもの用意し，それ

合と同様に Compare Module に集める必要がある．まず

らを COLO Buﬀer で保管する．また，Sec-VM も一時停

Sec-VM からの NW 出力は，QEMU 内でフックされる (L2

止する．Primary の QEMU で，すべてのデータの COLO

フレーム)．そして，それらをインターコネクトを介して

Buﬀer へのコピーが終了すると，インターコネクトを介して

TCP で Primary の VMM 内の Compare Module へ転送す

Secondary の QEMU へ転送する．転送終了後，Secondary

る．Compare Module 内では Sec-VM 用のキューに，転送

の QEMU で受け取った COLO Buﬀer からデータを保持す

されてきた順番にデータを積んで管理される．

る QEMUFile 構造体を取り出し，マイグレーションのデー
タ反映の仕組みを使ってデータを反映する．Secondary の

3.4 (4) NW 出力比較機能 (Compare Module 機能)
本機能は，Primary の VMM で NW 出力を比較する

QEMU でデータの反映が終了すると，Primary へ反映終
了の通知を行い，Pri-VM と Sec-VM の再開を行う．

Compare Module を実現するものである．本機能について
も，パッチでは非公開だったため実装を行った．Compare

3.6 (6) ディスク情報同期機能

Module では，各 VM からの NW 出力 (L2 フレーム) の比

本機能は，Pri-VM のディスクと Sec-VM のディスク状

較を実施する．まず各 VM の NW 出力を管理するキュー

態を同一状態にするための機能である．CP 転送時には，

から１つずつ取り出し，比較を開始する．

ディスクも Pri-VM と Sec-VM で同一の状態である必要が

比較のアルゴリズムについて，COLO 方式の提案論文で
は詳細な情報は述べられていない．そのため，独自のアル
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本論文での実装においても未実装である．そのため，本論

"#$%&'()%
&'()*+,%

文の実験では，Puppy Linux[12] をオンメモリで利用して
いる．Puppy Linux では，動作する上での必要情報をすべ

()*$%&'
!

!"#$%&'
!

てメモリ上に展開し，ディスクへの書き込み情報もメモリ

+,!

+,!

上で管理することができる．そして，終了時に保持するメ

)5666!

モリ情報をディスクへ書き込むことで状態を記憶する．本

)5666!

-./&01)%
#.234)!

論文では，このように Puppy Linux をオンメモリで利用す

!"#$!

ることによって，ディスク同期機能が搭載されていなくと

!"#$!
);,6!

も，CP 転送によりメモリを同一の状態とすることでディ
スクの同期機能を代用している．

718/019!

);,5!

);,5!

);,<!

);,<!

:)+.*2019!

*#+,-!

3.7 (7) NW 出力のユーザプログラムへの返答機能

図 7

実験環境

表 1

実験環境

本機能は，Compare Module で判定された NW 出力を
ユーザプログラム側へ返答する機能であり，パッチで公開
ホスト OS

出力をユーザプログラムへ返答する必要がある．そのた

CPU

Ubuntu 14.04 ( 3.13.0-24-generic )
Intel(R) Xeon(R) 8 core
CPU E5-2670 @2.6GHz × 2

め，(1) の機能で Primary の QEMU でフックした箇所へ

メモリ

Kingston DIMM 1333 MHz DDR3 128Gbyte

ディスク

されている．Compare Module での判定後，比較した NW

当該パケットを挿入し，QEMU の機能に沿ってユーザプ
ログラム側へ返答される．

4. COLO 方式の特性評価実験
4.1 概要

NIC

ST91000640NS 1Tbyte
Intel Corporation 82571EB
Gigabit Ethernet Controller × 4

VMM

KVM + QEMU 2.0

ゲスト OS

PuppyLinux 5.7.1

メモリ

4Gbyte

仮想 CPU 数

1

COLO 方式提案論文 [5] では，COLO 方式は高効率であ
ると報告されている．しかし，Compare Module における

1 に示す性能の物理マシン 2 台で評価を行った．図 7 に示

比較のアルゴリズムの詳細や，高効率を示すケースとして

すように，物理マシン間は 2 本のインターコネクトで接

紹介されている実験について，その実験環境等は明確に示

続されており，1 本はユーザプログラムから Pri-VM への

されていない．本論文では，これら情報を示した上で評価

NW 入力を Sec-VM にも転送するインターコネクト，もう

実験を実施し，COLO 方式の効率性の確認を行った．

1 本は Sec-VM から Primary の QEMU への NW 出力結果

本実験では，VM 上で PostgreSQL 9.4[13] を用いてデー

転送と，Primary の QEMU からの CP 転送処理に用いら

タベースサーバを立ち上げ，COLO 方式で冗長構成を維

れるインターコネクトである．また，各物理マシン上では

持した場合の評価を実施した．PostgreSQL を含む一般の

表 1 に示す VM を立ち上げる．VM の OS は前述の通り，

DBMS は耐故障性が重要である．しかし，CP 転送方式の

PuppyLinux を用いている．VM 上の PostageSQL のデー

中で効率性の高い冗長構成維持の方式である Kemari にお

タベースはスケールファクタ 100 で生成し，1.6 Gbyte ほ

いても，イベントを契機に CP 転送を実施するため，VM

どの大きさのデータベースである．また，定期的な CP 転

上で PostgreSQL を動作させた場合には性能に課題がある

送間隔は 10 秒とした．これは，COLO 方式のパッチ投稿

と報告されている [2]．

時に設定されていたデフォルト値である．

また，本実験では，PostgreSQL 上の擬似アプリケーショ
ンとして pgbench[14] を利用した．pgbench は PostgreSQL

4.3 評価結果

の標準的なベンチマークであり，TPC-B[15] を模してい

図 8 に，本実験環境で pgbench を走行させた際のスルー

る．pgbench では，データベースサーバへ同時接続するク

プットの測定結果を示す．横軸が同時接続クライアント

ライアント数が任意に指定できる．本実験では，同時接続

数，縦軸がスループットである．グラフでは，単に VM 上

クライアント数を変化させ評価を行った．PostgreSQL は

で pgbench を走行させた場合と，COLO 方式で冗長構成

1 クライアントは 1 プロセスとして処理されるため，同時

を維持した状態で pgbench を走行させた場合のスループッ

接続クライアント数は，VM 内での PostgreSQL への同時

トを示している．

走行プロセス数と同等となる．

図 8 から，本実験では，同時接続クライアント数が 1 の
場合において，COLO 方式で冗長構成を維持することで，

4.2 実験環境
図 7 に，本評価の実験環境を示す．本実験環境では，表
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また，同時接続クライアント数が 64 の場合においては，単
に VM 上で走行させた場合の 10 %ほどまでスループット

図 10

不一致判定理由

が低下している．このように COLO 方式において，同時
接続クライアント数が増加するにつれて単に VM 上で走行
させた場合と比較しスループット低下が著しいことも確認
した．次に本評価実験では，このスループット低下原因に
ついて調査を行った．

まず，図 10 のグラフでは，同時接続クライアント数が

1 の場合においては，フレームのデータ部分の不一致が不
一致判定理由として挙げられている．このデータ部分の不
一致は，データベースへの書き込みタイミングの非決定性
等により発生した不一致だと考えられる．しかし，この内
容はフェイルオーバに備えて各 VM で一致している必要が
ある．これらは他の同時接続クライアント数の場合にも言
える．
次に，同時接続クライアント数が 1 の場合において，

TCP のシーケンス番号の不一致も不一致判定理由として
挙げられている．シーケンス番号は，各 VM とクライアン
トプログラムとの接続を確立する際に，ランダムで付与さ
れるものである．そのため，接続確立時には 2 つの VM 間
図 9 CP 転送間隔

で値が異なることとなる．それによって Compare Module
での比較で不一致判定を受け，CP 転送が行われたと考え

図 9 は，各同時接続クライアント数の CP 転送間隔であ

られる．このシーケンス番号は，ユーザプログラムとどこ

る．CP 転送間隔とは，前の CP 転送が完了してから，次

までデータの授受を行ったかを確認する番号である．耐故

の CP 転送が開始されるまでの間隔と定義する．グラフで

障技術のための冗長構成の維持には，フェイルオーバ後も

は，各同時接続クライアント数ごとの標準誤差も示してい

コネクションを維持する必要があるため，この値は 2 つの

る．図 9 の同時接続クライアント数が 1 の場合において，

VM で同一である必要がある．また，同時接続クライアン

CP 転送間隔がほぼ 10 秒であることから，定期的な CP 転

ト数が増加するにつれてシーケンス番号による不一致判定

送が大半を占めていたということになる．これに対し，同

がされたパケット数が増加している．これは，同時接続ク

時接続クライアント数が増加すると，CP 転送間隔が短く

ライアント数分，接続確立の際に付与されるシーケンス番

なっていることがわかる．CP 転送は，各 VM からの NW

号が異なるためである．

出力が異なっていた場合に行われる．つまり，同一の NW

これらの 2 つの不一致は，同時接続クライアント数に

入力を同時接続クライアント数分与えていただけにも関

関わらず見られる．しかし，同時接続クライアント数が増

わらず，出力結果の不一致が多発してしまっていたという

加するにつれて， フレームサイズの不一致

ことになる．この原因を明らかにするため，今回実装した

ポートの不一致

Compare Module で NW 出力の不一致と判定された理由

増加していることがわかる．Compare Module での比較で

の調査を行った．

は，3.4 節で示したように，まずは各 VM から出力された

図 10 は，横軸が同時接続クライアント数，縦軸がフレー
ム数であり，各同時接続クライアント数において Compare

Module で不一致と判定されたフレームを理由 (不一致判定
理由) ごとに示した結果である．
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及び

宛先

が不一致判定理由となったフレームが

フレームのサイズが同一であるかを確認し，一致していた
場合，フレームの先頭ビットから一致を確認していくため，
そもそもフレームサイズが異なるフレーム ，及び

フ

レームサイズは一致しているが宛先ポートが異なるフレー
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ム が，同時接続クライアント数が増加するにつれて多く
比較されていることになる．このことについて Compare

Module 内に存在する，Pri-VM 用の NW 出力を管理する
キューと，Sec-VM 用の NW 出力を管理するキューを調査
した．その結果，それぞれのキュー内でフレームの積まれ
る順序が同一ではないということがわかった．つまり，そ
れぞれのキューには内容的には一致しているフレームペア
が存在するが，キューに積まれる順序がそれぞれで異なる．

Compare Module では，各キューから順番に 1 つずつ取り
出し比較を実施するという単純な比較アルゴリズムとなっ
ている．そのため，異なるペア同士で比較され，不一致判
定となっていた．本結果から，この順序の不一致が発生す
る原因について考察を行った．

PostgreSQL では，1 クライアントは 1 プロセスとして処
理される．つまり，同時接続クライアント数は PostgreSQL
への同時走行プロセス数と同等である．このことから，本
考察では，OS のスケジューリングの非決定性が要因の 1
つではないかと考える．各 VM へ NW 入力が到着すると，
各 VM の OS はそれらを処理するためのスケジューリング
を行う．そのスケジューリングに際し，各 VM が全く同一

5. おわりに
本論文では，冗長構成維持の方式である COLO 方式に
ついて，KVM の QEMU で再現し，実装や実験環境を明
確にした上で，PostgreSQL のデータベースへ適用した場
合の特性評価を行った．評価の考察から，COLO 方式は，

Compare Module で比較対象となるアプリケーションが，
シングルプロセスで処理される場合においては，高効率で
冗長構成を維持することができることを確認した．また，

Compare Module で比較対象となるアプリケーションが，
マルチプロセスで処理される場合においては，冗長構成を
維持するオーバヘッドが大きいという特性を持つというこ
とを確認した．これは OS のスケジューリング等の影響に
よる，Pri-VM と Sec-VM とのネットワーク出力順序の不
一致が原因であると考えられる．
参考文献
[1]
[2]

のスケジューリングが行われるとは限らない．通常のスケ
ジューラでは，コンテキストスイッチを実行させ多くのプ

[3]

ロセスを並列処理していくが，タイマーなどの割り込み等
が原因となり，処理順序が各 VM で異なる可能性がある．

[4]

それにともなって NW 出力順序も同一にならないと考え
られる．この非決定性は，より多くのプロセスを同時走行
させる際に影響が拡大する．この要因から，同時接続クラ

[5]

イアント数が増加しフレームの出力順序が 2 つの VM 間
で同一ではないことが多発した場合において，CP 転送が
頻発し，スループットが低下していると考える．

[6]
[7]

4.4 本評価実験全体に対する考察
COLO 方式は，VM 上の耐故障の対象となるアプリケー
ションがシングルプロセスで処理される時には，NW 出力

[8]
[9]
[10]

の一致率が高く，高効率で冗長構成を維持することができ
る．しかし，VM 上の耐故障の対象となるアプリケーショ
ンが，マルチプロセスで処理される時は NW 出力の一致率

[11]

が低くなり，冗長構成を維持する処理の効率が低下する．
これは，マルチプロセスで処理される際に，各 VM にお
ける OS のスケジューリングが非決定的であることによっ
て処理順序及び出力順序が定まらない可能性が高くなるこ

[12]
[13]
[14]

とが要因の 1 つであると考える．これによって Compare

Module へ届く NW 出力の順序も 2 つの VM で異なり，
Compare Module では到着順に単純に比較するため，CP

[15]
[16]

転送が頻発しスループットが低下してしまっていると考え
られる．

c 2015 Information Processing Society of Japan
⃝

[17]

Brendan Cully et al.: Remus : High Availability via
Asynchronous Virtual Machine Replication, NSDI 2008
田村芳明他 : Kemari :VM 間の同期による耐故障クラス
タリング，情報処理学会論文誌 コンピューティングシス
テム，Vol.3，No.1，13-24(Mar, 2010)
大村 圭他 : KVM を利用した耐故障クラスタリング
技術の開発，情報処理学会技術報告，Vol.2010-OS-115，
No.20(Aug, 2010)
大村 圭他 : I/O エミュレーションのロギングリプレイ
による VM 同期機構の高速化，情報処理学会技術報告，
Vol.2011-ARC-195，No.16(Apr, 2011)
Yaozu Dong et al.: COLO: COarse-grained LOckstepping Virtual Machines for Non-stop Service, 4th
ACM Symposium on Cloud Computing(SoCC2013)，
Oct，2013
HP NonStopServer : http://h50146.www5.hp.com/
products/servers/nonstop/
Stratus ftServer : http://www.stratus.co.jp/Products/
Platforms/ftServerSystems
KVM : http://www.linuxkvm.org/page/Main Page
QEMU : http://wiki.qemu.org/Main Page
[Qemu-devel] [RFC PATCH 00/17] COarse-grain LOckstepping(COLO) :
https://lists.nongnu.org/archive/html/qemu-devel/
2014-07/msg03250.html
[Qemu-devel] [RFC PATCH v2 00/23] COarse-grain
LOck-stepping(COLO) :
http://lists.nongnu.org/archive/html/qemu-devel/201409/msg04459.html
Puppy Linux : http://puppylinux.org
PostgreSQL : http://www.postgresql.org
pgbench : http://www.postgresql.jp/document/9.2/
html/pgbench.html
TPC-B : http://www.tpc.org/tpcb/
Al Gillen et al. : Gary ChenWorldwide Virtual Machine
2013-2017 Forecast : Virtualization Buildout Continues
Strong IDC , #242762 , Aug 2013
Brian Beach: How log do disk drives last? -The Buthtab
Curve : http://blog.backblaze.com/2013/11/12/howlong-do-disk-drives-last, Nov 2013

8

