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広域分散システムの耐障害性を評価する
検証プラットフォームの実装と評価
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概要：今日の情報化社会においては，情報基盤技術は電力，金融，医療，物流といった社会生活基盤を支
える技術として我々の生活に深く根差しており，堅牢で安定した運用が必要不可欠である．安定した運用
を実現するためには，災害や障害への対策としてデータの分散配置や冗長化による堅牢性・可用性の確保
が求められる．このことはインターネットに代表される広域分散システムにおいても重要な課題である．
我々は，広域分散システムにおける耐障害性を検証する仕組みとして，SDN を用いて障害発生を行う検証
プラットフォームを提案する．本稿では，提案する障害発生プラットフォームの設計と実装方法を示し，
実システムを用いた評価実験によりその有効性を明らかにする．
キーワード：耐障害性，故障耐性，SDN，広域分散システム
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Abstract: It is important to ensure robustness and availability of information infrastructures against disasters and faults. There are many technologies of distribution and redundancy, but most of them do not
provide practical validation methods on faults. We propose a platform to evaluate disaster tolerance and
fault resistance of distributed systems with an SDN technology emulating artiﬁcial disasters and faults. In
this paper, we introduce a design and its implementation of the platform, and then also show the eﬀectiveness
of the platform through evaluation experiments on it.
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1. はじめに
今日の情報化社会において，情報通信技術は電力，金融，
医療，物流といった社会的インフラストラクチャを支える
基盤技術として我々の生活に深く根差しており，堅牢で安
定的な運用が必要不可欠である．特にインターネットに代
表される広域分散システムは，社会的インフラストラク
チャの中核的なシステムであり，このような広域分散シス
テムを介して各社会基盤が相互に密接して運用されている
ことから，突発的な災害やそれにともなう様々な障害に対
して高い可用性を確保することが求められている．
このような基盤システムは，システム構成を多重化・冗長
化することでその影響を局所化し，耐障害性・故障耐性を高
めることができる．しかし機器やネットワーク構成，そして
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電力供給が冗長化されてもその運用が適切でなければ可用

ることは非常に難しい．これは，すでに運用されているシ

性への影響は避けられない．特に 2011 年 3 月 11 日に発生

ステムに対して実際の災害を模倣することがサービス提供

した東北地方太平洋沖地震以降，BCP（Business continuity

者の観点から困難であること，また，複数組織の利害関係

planning; 事業継続計画）や DR（Disaster Recovery; 災害

が絡み合うシステムであるため，意図的な障害試験・訓練

復旧）への対応が現実的な課題となっている．

への合意をとることが難しいことが課題としてあげられる．

我々はこれまでに，BCP や DR を達成するための広域

一方で，平常時から障害を想定した訓練，システム強化，

分散仮想化基盤の実現を目指し，地理的に分散した複数拠

リスク・コミュニケーションを図ることで，災害時の情報

点に配置した広域分散ストレージ環境を構築してその有効

通信システムの継続稼働にかかる円滑な対応が可能になる

性を検証してきた [1]．この検証では構築した広域分散ス

ことが知られている [2]．地域 IX に意図的な障害を発生さ

トレージの性能を評価することで有効性を示したが，耐障

せて生じる現象を観測することで DR や BCP に役立てる

害性・故障耐性を定量的に評価することが課題であった．

ネットワーク防災訓練が行われており，一定の成果が得ら

そのため，様々なネットワーク障害や故障状態をシステム

れている [3], [4]．このような防災訓練は，システムにおけ

に対して再現し，システムを繰り返し定量的に評価する評

る欠陥や問題点を洗い出すだけでなく，組織的な対応を含

価手法の確立が必要であった．

め，広い範囲での耐障害性を養うことができる点において，

内閣官房情報セキュリティセンターの調査研究「耐災害

実効性の高い取り組みであると考えられる．

性を強化した情報システムの在り方等に関する調査」[2] で

このように耐障害性検証への取り組みへの意識が高ま

は，災害時・障害時への対応として，平時から利用するシ

りつつあるものの，実現に向けた技術的な課題は多い．文

ステムの延長として災害時のシステムを構築することへの

献 [3], [4] で示されたネットワーク防災訓練では，通信機

重要性や定期的な稼働確認・災害訓練の必要性が述べられ

器に手動で障害を発生させるため，障害の箇所が光のコネ

ている．システム導入時の机上訓練あるいはストレステス

クタの抜き差しや 1 行の CLI で表現できるような「手動

ト等のスタートアップ時の訓練だけでなく，定期的かつ継

かつ起こしやすい障害」に限定される点が問題となってい

続的な訓練こそが耐障害性を確保するための重要な要素で

る．また，障害発生の前後での通信システム全体の状態把

あるとも考えることができる．

握については，ログの収集を機械的に迅速に行うことがで

本研究はこのような要求に対して，障害や故障を模倣

きず，十分な検証をすることが困難であったとの報告もあ

することで情報システムにおける耐障害性を評価する “障

る．特に耐障害性検証という観点においては，実際の自然

害発生プラットフォーム” の構築を目的としている．本プ

災害に起因する時間的・空間的に変化する障害状態をコネ

ラットフォームは，特にインターネットを基盤とした分散

クタの抜き差しや，手動のコマンド実行で正確に，かつ繰

システムに対して，同時多発的に広域にまたがって発生す

り返し再現することは困難であり，客観的かつ定量的に評

る障害に対する可用性を客観的な根拠を持って構築・運用

価・検証を行うことは困難である．したがって，このよう

することを可能にするものである．

な耐障害性検証のためには，大規模地震や大洪水，噴火と

本稿では，提案する検証プラットフォームの設計概要に

いった任意の災害シナリオを想定し，それに基づく再現可

ついて示し，実際の広域分散システムを用いた検証を通し

能な障害エミュレーションを自動的に実施する仕組みが必

てその有効性を述べる．2 章では本研究で考える耐障害性

要不可欠であると考えられる．

検証のための障害発生プラットフォームについてその必要

本研究では，以上のような知見をもとに，災害シナリオに

性を整理し，3 章において前章の内容をもとに構築するプ

基づいて，時間的・空間的に変化する多発的な障害を正確に

ラットフォームの設計と実装について示す．4 章では，構

エミュレートし，耐障害性のための検証を可能とする障害発

築した障害発生プラットフォームを用いた実証実験につい

生プラットフォームを提案する．災害の現実に近い状況での

て報告し，5 章で提案手法の有用性を考察する．6 章で本

評価が行えることで，運用システムが実用的に機能するか，

稿をまとめ，残された課題と展望について整理する．

組織対応として必要十分か等の検証を行うことができる．

2. 耐障害性検証の背景

3. 障害発生プラットフォームの設計と実装

インターネットを利用した通信はベストエフォート型で

本章において，障害発生プラットフォームを実現するた

あり，災害やそれに起因する複数の障害が発生した場合，自

めに必要なネットワーク障害の分類と実現に向けた課題を

律的な経路制御プロトコルにより，通信可能な経路があれ

整理し，実装手法を明記する．

ば当該経路を自動的に利用する仕組みになっている．しか

3.1 障害パターンの分類

しながら，大規模災害等の複数箇所で同時多発障害が発生

障害パターンには，自然災害に起因する障害から装置故

した場合に，全体として機能がどのように維持されるかを

障等に起因する障害まで，様々な要因が考えられる．また，

実際に稼働しているネットワークシステムにおいて確認す

影響範囲がどの程度か，あるいは空間的な変化をともなう

c 2016 Information Processing Society of Japan
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表 1

ネットワーク障害の分類

Table 1 Classification of network failure.
発生区分

障害要因

具体的な症状

通信規制制御
制御・運用・ソフトウェア

実装する機能
遅延発生＋ N%パケットロス

輻輳

トラフィックシェーピング

ルーティングループ
不正な経路伝播

経路表強制書き換え※

ルートフラップ
宛先不達（経路障害）

ネットワーク機器

装置故障（全体）

通信断（全体）

装置故障（部分）

通信断（部分）

リソース過負荷
拠点間通信ケーブル断
通信回線

中継機・交換機故障
トラフィック集中

インタフェースダウン※

パケットロス

N%パケットロス

遅延

遅延発生

通信断

インタフェースダウン※ ，100%パケットロス※
遅延発生 + N%パケットロス

輻輳

トラフィックシェーピング

局舎損壊（浸水・火災等を含む）
設備環境

電源喪失
空調故障

通信断（全体）

インタフェースダウン※ ，100%パケットロス※

通信断（部分）
※

プロトタイプ実装した機能

か否か，時間的な推移をどのように表現するかについても

あることが必要不可欠である．また，生成する障害発生の

検討が必要となる．本節では，総務省「大規模災害等の緊

状況・条件を柔軟に変更可能とし，多角的な検証を可能と

急事態における通信確保の在り方に関する検討会」[5] で示

する拡張性も備えることも重要である．

されている災害事象や「情報通信ネットワーク安全・信頼

したがって，障害発生機構はプログラムで記述可能とし

性基準」[6] 等の内容をもとに，災害時における通信設備等

たプログラマビリティを具備する必要があると考えられる．

に対する障害に焦点を絞り，各事象に対してネットワーク

プログラムで指定したとおりに何度でも同じ状況で障害

装置に適用する制御について検討する．

を生成可能とし，また，条件を変化させて様々なバリエー

我々が検討したネットワーク障害の分類表を表 1 に示
す．通信障害は主に 2 つの原因に大別されると考える．1

ションに応じた障害を記述可能とする．
課題 2：実ネットワークにおける適用可能性

つはトラフィック集中による輻輳，もう 1 つは回線や機器

1 章で述べたとおり，耐障害性の検証のためには，机上に

等のハードウェア・設備障害である．表 1 はこれらを細か

おける訓練のみでは不十分であり，実環境における定期的

な区分に分類し，それぞれの障害要因と具体的な症状の対

かつ継続的な検証こそが耐災害性を確保するための重要な

応付けを行い，各々について本プラットフォームで実装す

要素であると考えられる．そのため，提案するシステムは

る機能についてまとめたものである．このように，たとえ

実際のネットワークにおいて適用可能である必要がある．

ば通信断であっても，ネットワーク機器自体が故障する場

したがって，実際の個々のネットワーク装置をプログラ

合と中継機・交換機が故障する場合では，実際の通信でみ

ムでコントロールする仕組みが必要である．加えて，障害

られる症状が異なることが予想される．

発生時の状況を迅速に分析可能とするために，個々のネッ

3.2 障害発生プラットフォーム実現に向けた課題

トワーク装置からの情報を自動で集約し，分析者に提供す

3.1 節で述べたような障害パターンを実ネットワーク上
で実現するためには，様々な技術的な課題が求められる．

る必要がある．
課題 3：実ネットワークの定常運用への迅速な復帰

特に，障害を模倣したネットワークを確実に元の正常状態

耐障害性の検証は定常的かつ継続的に検証すべきである

に戻すことができること，障害の模倣はソフトウェアで実

が，その広域分散システムが提供するサービスの可用性・

装し自動化できること，という点が重要となる．以下に，

利便性の毀損は最小限にとどめる必要がある．

提案する障害発生プラットフォームを実現するうえで解決

したがって，検証終了後は迅速に定常運用状態への復帰

すべき課題を整理する．

を可能とする必要がある．このような機能は，障害発生の

課題 1：プログラマブルで拡張性のある障害発生の実現

前後におけるシステムの挙動の比較・検証にも有用性が高

障害に対するシステムの挙動を客観的かつ正確に分析す
るためには，想定する障害発生状況に応じて時間的・空間
的に変化する故障・トラブルを正確に何度でも再現可能で

c 2016 Information Processing Society of Japan
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3.3 障害発生プラットフォームの設計
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て SDN（Software Deﬁned Networking）技術を活用する．

API を用意することを想定している．これは，従来より

SDN は，物理的な制限に縛られることなく柔軟なネット

一般的に利用されている SNMP [7] や NETCONF [8] 等の

ワーク構築を実現する仕組みであるが，本提案ではネット

SDN 以外の仕組みを組み合わせることを想定しているた

ワーク障害を再現することに利用する．SDN を用いるこ

めで，この API により制御手法ごとの差異を吸収する．

とで，プログラマブルな障害発生を実現し，客観的に再現

このように，障害発生プラットフォームでは，災害シナ

性のある状態で検証システムの動作を観測することができ

リオの入力からネットワーク機器への反映および情報収集

る（課題 1 の解決）．

までを自動的かつソフトウェアで行うことで，実環境でプ

今回のプロトタイプ実装では，Cisco Systems 社が提供

ログラマブルかつ再現可能な障害エミュレーションを提供

する SDN プラットフォームである onePK（One Platform

することが可能となる．

Kit）を利用することとした．このキットは，同社のオペ

3.4 障害発生プラットフォームの実装と構築

レーティングシステムである Cisco IOS 等に対して，C，

表 1 に定義したネットワーク障害から，“インタフェース

Java，Python といった言語で操作できる API が提供され，

ダウン”，“100%パケットロス” および “経路表強制書き換

ネットワーク管理者は CLI を想定したパーサを用意するこ

え” という 3 つの障害をプロトタイプとして実装した．こ

となく，API を使って柔軟にネットワーク機器を制御する

れらは，3.3 節で述べたように，onePK を利用した Python

ことが可能となる．また，onePK では，すべての通信制御

による実装である．“インタフェースダウン” と “100%パ

を SDN で行うのではなく，従来型のネットワーク設定に

ケットロス” は，それぞれ Cisco ルータの CLI における

よるネットワーク構成が可能である点が特徴であり，一時

“shutdown コマンド” と “ACL による 100%パケットロス”

的に優先度を高めたプロセスをソフトウェア制御で投入で

と同様の制御を行う実装としている．また，“経路表強制書

きる．したがって，実行プロセスを終了することで定常運

き換え” は，CLI における “static route の追加” と同様の制

用の状態に容易に復旧でき，複雑な多発的障害の注入時に

御を行うことで，動的経路に対して administrative distance

おいてもその復旧に対する完全性を担保することを可能に

が小さい経路を設定し，経路の上書きを実現している．以

する（課題 3 の解決）．
また，onePK には，Cisco IOS に搭載されているイベント
マネージャ機能である EEM（Embedded Event Manager）
への API も提供されており，障害発生プラットフォーム
におけるネットワーク機器の統合的な状態収集を実現する
ことができる．EEM では SNMP や Syslog に代表される

下に，実装した Python コマンドとその引数を記す．
【インタフェースダウン】

linkctl.py {down|up} <router><iﬁd>
【100%パケットロス】

pktloss.py {100|0} <router><iﬁd>
【経路表強制書き換え】

様々なイベント検出技術を扱うことができ，ネットワーク

dcroute.py {add|dell} <static route><router><iﬁd>

内に発生している状態を時系列で扱えるため，実効性の高

これらのコマンドは制御用サーバで実装しており，各障

い仕組みであるといえる（課題 2 の解決）．

害をコマンドラインで実行可能としている．そのため，複

図 1 に，障害発生プラットフォームのアーキテクチャ

数の障害を時系列に発生させる障害シナリオをプログラム

を示す．本プラットフォームでは，災害等で発生する様々

として記述することができる．さらに，再現性を有する障

な障害をレイヤ構造で実現する．上位層から，システム管

害処理を繰り返し実行することが可能となる．

理者や災害訓練実施者による災害シナリオの入力が行わ

図 2 に，今回構築した障害発生プラットフォーム構成を

れ，それに基づきネットワーク機器に対する障害パターン
が構成される．災害シナリオに基づく障害を，実際のネッ
トワーク機器への注入および解除を行うために，統一的な

図 1 障害発生プラットフォームのアーキテクチャ

Fig. 1 Architecture of the failure emulation platform.
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図 2

障害発生プラットフォームの論理パス構成

Fig. 2 Logical topology of the failure emulation platform.
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示す．このプラットフォームは，JGN-X *1 上に配置された

onePK 対応ルータを利用して構築した．現在，札幌，仙台，
大手町，名古屋，大阪，岡山，広島，福岡の各アクセスポイント
（AP）で利用可能である．配置されている onePK 対応ルー
タの構成は拠点ごとで異なっており，大手町 AP および大
阪 AP の 2 カ所が Cisco ASR9006，その他の AP では Cisco

図 3

ASR1004 となっている．このような JGN-X の環境を利用

評価に用いた広域分散ストレージの構成図

Fig. 3 Topology of wide-area distributed storage for

し，全国 5 拠点のユーザセグメント（広島大，高知工科大，大

evaluation.

阪大，奈良先端大，金沢大）と onePK 対応ルータを結ぶ論理

表 2

パスをそれぞれ構築し，図 2 に示すように複数の論理パス

拠点間の通信遅延

Table 2 Round trip time between sites.

で各ルータを結ぶネットワークとして構築した．金沢大の
み JGN-X への直接の接続性を持たないため，SINET4 *2 に

対象拠点間

金沢–広島

広島–奈良

奈良–金沢

通信遅延

26.68 ms

30.22 ms

32.29 ms

よる L2VPN サービスを経由した接続形態としている．
今回のプラットフォームではユーザセグメント以外に管

表 3

BGP 設定のパラメータ

Table 3 Configuration parameters for BGP.

理セグメントも用意している．これは，onePK の制御用
セグメントでもあり，オペレータが操作する制御用サーバ

設定項目

設定値

から API 経由で各ルータと制御メッセージがやりとりさ

Keepalive パケット送信間隔（Hello Interval） 10 秒

れる．本セグメントはフラットな L2 で構成されており，

待機時間（Hold Time）

30 秒

サーバから各ルータに対して API 接続する際は TLS 認証

fast-external-fallover

有効

NSF※1 /SSO※2 /BFD※3

利用しない

が必須となる．なお，制御用サーバは高知工科大に設置し

※1

ており，ここから検証プラットフォーム全体の制御を行う

NonStop Forwarding，※2 Stateful SwitchOver
※3

Bidirectional Forwarding Detection

構成としており，各ネットワーク機器からのログ情報を収
表 4

集するサーバも併設している．

EXAGE/Storage 設定のパラメータ

Table 4 Configuration parameters for EXAGE/Storage.

4. 評価実験
我々が提案する障害発生プラットフォームの有効性を明

設定項目

設定値

スプリットブレイン検出 keepalive 時間

10 秒

らかにするために，評価実験を行った．評価手法として，

アクセスサーバのデータキャッシュサイズ 100 ブロックデータ

実際の広域分散システムにおける耐障害性検証を実施し，

ブロックデータサイズ

4 MB

ブロックデータの多重度

3

提案手法の有効性を評価する方法をとった．

4.1 検証環境と設定値

表 5 onePK コマンドの処理時間内訳

JGN-X を用いて構築した障害発生プラットフォーム上

Table 5 The processing time details of onePK command.

に，評価対象の広域分散システムを配置して検証環境を

処理内容

時間（ms）

セッション生成

1,290.25

社インテックが開発した分散ストレージシステムである

“インタフェースダウン” コマンド発行

35.07

EXAGE/Storage を広域分散対応したシステムを用いてい

セッション終了

18.53

準備した．評価用の広域分散システムとしては，株式会

る．このシステムは，広域分散仮想化基盤を実現するため
の広域分散ストレージとして我々が評価してきたもので，

間は一般的な値*3 の 1/3 に，EXAGE/Storage はデフォル

システムの詳細については 4.3 節において説明する．

トの設定値を利用している．各拠点では，EXAGE/Storage

検証環境のネットワーク構成図を図 3 に示す．金沢大と

を NFS マウントするサーバを CentOS 6.6 でそれぞれ用意

広島大，奈良先端大の 3 拠点で EXAGE/Storage による広

し，TCP による NFSv3 経由による書き込み/読み出し性

域分散ストレージを構成しており，それぞれの拠点は BGP

能を計測し評価できる構成としている．

の経路交換で接続するネットワーク環境としている．図 3

4.2 onePK 実装における応答評価

中の赤線が BGP で作られるベストパスを示しており，この

広域分散システムの評価実験を実施するに先立ち，onePK

状態における各拠点間の通信遅延を表 2 に示す．また，検

によるプロトタイプ実装の応答性能評価として，広島拠点

証環境構築に用いた BGP および EXAGE/Storage の基本

の仮想ルータに対して “インタフェースダウン” を行う際

設定をそれぞれ表 3 と表 4 に示す．BGP の keepalive 時

の処理時間の内訳を測定した．表 5 にその結果を示す．本

*1
*2

http://www.jgn.nict.go.jp/
http://www.sinet.ad.jp/
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御用サーバからルータまでの RTT 16.1 ms を含んでいる．

散対応の具体的な手法は，拠点内での冗長保存を持ってク

この結果より，セッション生成時間が処理時間の 96%を

ライアントに ACK を返すことで拠点間の通信遅延の影響

占めていることが分かる．これは onePK の仕様上，制御

を回避し，かつ，並行して他拠点に複製を作成することで

用サーバとルータ間で TLS による暗号化通信が行われる

システムとしての冗長性を損なわないというものである．

ため，そのセッション確立のオーバヘッドと考えられる．

このように，広域分散対応として応答性能の向上を図る

セッションが確立された後のインタフェース操作および

ことができたが，広域かつ同時多発的な拠点間の通信障害

セッション終了操作はそれぞれ 35.07 ms，18.53 ms の時間

に起因して発生するスプリットブレイン問題への対処も必

で行うことができていた．

要となった．スプリットブレイン問題は，EXAGE/Storage

この結果から，今回の onePK 実装においては，制御用

のように複数ノードを相互接続したクラスタシステムで発

サーバから制御対象ルータまでの遅延時間の考慮は必要な

生しうる問題で，切り離されたグループ間の同期ができな

ものの，1 度セッションを確立した状態であれば数十 ms

いことによるデータベースの競合や一意性の喪失が発生

の時間で任意の設定を投入することが可能であることが分

するという問題である．EXAGE/Storage では，スプリッ

かった．障害発生の状況あるいは条件を指定するうえで，

トブレイン問題への対処として，多数派のグループ（サイ

設定投入に対する応答時間は短ければ短いほどよいが，数

ト）を継続利用し，少数派を強制停止（フェンシング）さ

十 ms の遅延差で投入できれば利用上大きな支障はないと

せるといった一般的な手法を実装している．多数派・少数

考えられる．

派の判断は，コアサーバ内に設定するキャッシュサーバの

4.3 広域分散ストレージ

合計台数で判断している．キャッシュサーバは複数拠点に

本節において，今回評価対象とした分散ストレージ技

配置しており，システム全体で奇数台稼働している．各拠

術である EXAGE/Storage を解説する．この分散ストレー

点のサーバは，これらのキャッシュサーバとの通信確認を

ジは，ユーザデータであるファイルコンテンツを複数の

keepalive で実施しており，過半数との通信が維持できなく

ブロックと呼ばれる小さな単位に分割し，スケールアウ

なった場合に自身のクラスタが少数派であると判断し動作

ト型のオブジェクトストレージ上に保存する．KVS（Key

を停止する．通信不能と判断する条件は，キャッシュサー

Value Store）データベースとして Jobcast [9] と呼ばれる分

バに対する keepalive が 3 回続けて失敗した場合としてお

散処理フレームワーク上に実装されており，処理ロジック

り，
「スプリットブレイン検出 keepalive 時間」の 3 倍の時

の分散によるメタデータの参照・更新におけるボトルネッ

間が経過した段階でフェンシング処理が開始される．

クを解消した高スケーラビリティの分散ストレージである．

EXAGE/Storage を構成する機器，および基本的な処理

今回の評価実験では，この広域分散対応を実施した EX-

AGE/Storage を用い，拠点間障害による影響を確認する

の流れを図 4 に示す．同ストレージはフロントエンドであ

実験を行う．

るアクセスサーバとバックエンドであるコアサーバから構

4.4 ストレージ性能計測

成され，両者とも多数のサーバにより構成されることを前

表 6 に 3 拠点における機器構成および諸元情報を示す．

提としており，台数に応じてストレージ容量や性能が向上す

検証プラットフォームによる評価に先立ち，各拠点からの

る仕組みをとっている．従来の EXAGE/Storage では，ア

書き込み性能と読み出し性能を以下の dd コマンドで計測

クセスサーバがコアサーバにブロックの書き込み要求した

する．

場合，コアサーバ間で必要な多重度の複製が作成できること
を待ってクライアントへの終了通知（ACK）を返していた．

表 6 各拠点における機器構成と諸元

Table 6 Equipment configuration and specification at each

そのため，広域分散環境では拠点間の通信遅延の影響を大
きく受けるという課題があったが，我々は，拠点間の複製を
待たずに冗長性を確保した新しいアルゴリズムを実装して

site.
拠点

サーバ

諸元

金沢

アクセスサーバ

Cisco UCS C220 x1

コアサーバ

A.T.Works Red Beagle 1/4 x8

計測サーバ

OS: CentOS 6.6

広域分散対応を行い，その有効性を示している [1]．広域分

(2.6.32-504.8.1.el6.x86 64)
広島

アクセスサーバ

Cisco UCS C220 x1

コアサーバ

A.T.Works Red Beagle 1/4 x6

計測サーバ

OS: CentOS 6.6
(2.6.32-504.1.3.el6.x86 64)

奈良
図 4 EXAGE/Storage 概念図

Fig. 4 EXAGE/Storage conceptual diagram.
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アクセスサーバ

VM on Cisco UCS C220 x1

コアサーバ

VM on A.T.Works Red Beagle 1/4 x4

計測サーバ

OS: CentOS 6.6
(2.6.32-504.1.3.el6.x86 64)
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サーバを 7 台設定し，金沢拠点に 3 台，広島と奈良拠点に

【書き込み】
dd if=/dev/zero of=FILE bs=1M count=1024 oﬂag=direct

2 台ずつ配置している．上記の障害により，金沢拠点と奈
良拠点が接続される側が多数派となることから，広島拠点

【読み出し】
dd if=FILE of=/dev/null bs=1M count=1024 iﬂag=direct

のコアサーバ群がフェンシング対象となる．

書き込みと読み出しをそれぞれ 12 回ずつ実施し，最大

検証の結果，少数派となる広島拠点がフェンシング処理

値と最小値を除いたデータの平均値として算出した．以後

により強制停止されることが確認でき，広島拠点が切り離

の評価実験における書き込みおよび読み出し性能の計測に

されている状態においても，広島拠点で作成されたファイ

関しても，定常時の値と比較するために，障害を発生させ

ルを読み出すことができた．これは，ブロックデータの多

た後に実施した 12 回の計測結果をもとに算出している．

重度が 3 であることから，すべての拠点においてレプリ

表 7 に計測結果を示す．読み出しに関しては，自拠点

ケーションデータを保持していることに起因している．ま

および他拠点のファイル読み出しの比較のため，すべての

た，障害復旧後にフェンシングからの復旧（再起動）を実施

拠点に対して相互に実施している．書き込み性能は，コア

した際のデータベース競合も発生することなく，読み出し

サーバの台数と強い相関があることが読み取れる．また，

が可能であることも確認している．ただし，金沢拠点から

読み出し性能に関しては，金沢拠点を除いて自拠点で生成

広島拠点で作成したデータを読み出す性能は，49.5 MB/s

したファイルの読み出しが若干早くなる傾向が見られる．

（定常時：65.9 MB/s）に落ち込む結果となった．加えて，

これは，ファイル作成時に生成されるメタデータが書き込

読み込み中に障害を発生させた場合を確認したところ，読

みを実施した拠点のコアサーバ上に作られる実装による影

み出し処理に 2 分以上要する結果も確認したが，読み出し

響と考えられる．金沢拠点に関しては，この影響差が見ら

不能とはならなかった．

れる前に性能の上限に達しているように見受けられる．

4.5 拠点間通信断に対する耐障害性検証

次に，拠点間通信断による耐障害性検証を同じ障害シナ
リオで 3 度繰り返し行ったところ，その 1 回において対象

拠点間の通信断によるスプリットブレイン問題を発生さ

ファイルが読み出し不能となる事象が確認された．この現

せ，システムとしての挙動を確認する評価実験を行った．

象は，現在の実装において想定外の挙動であったことから，

広島 AP がダウンすることで広島拠点が切り離される障害

詳細なログ解析とコード解析が必要となった．

を想定し，広島 AP にある ASR に対してインタフェース

4.6 通信経路の変動に対する耐障害性検証

ダウンの障害を発生させる．検証に用いたシェルスクリプ

広域分散ストレージの性能評価として，通信経路の変動

トの概要を表 8 に示す．linkctl.py は引数として「イベン

が書き込み性能に与える影響を評価する実験を行った．名

トタイプ（up or down）
」
「ルータの IP アドレス」
「ルータ

古屋 AP と大手町 AP 間に通信障害（名古屋 AP の ASR

のインタフェース番号」を必要とする実装としており，こ

に対して 100%パケットロス）を発生させ，BGP により金

のスクリプトではルータ 192.168.100.5 のインタフェース 0

沢大–奈良先端大の経路に対して迂回経路をとらせ，通信

と 4 の 2 つに対して同時に障害を発生させている．今回の

経路の変動による影響を観測する．検証に用いたシェルス

構成では，スプリットブレインの検出に用いるキャッシュ

クリプトの概要を表 9 に示す．なお，書き込み処理の影響
を観測するため，金沢拠点においてファイルを作成中に障

表 7 各拠点における書き込み・読み出し性能

Table 7 Write performance and read performance at each site.
拠点

書き込み性能

金沢

害を発生させている．
検証の結果，障害発生により BGP の経路再計算が行わ
れ，その間拠点間の通信断により書き込み処理が中断され

読み出し性能
金沢データ

広島データ

奈良データ

るが，障害復旧後は処理が継続されることが確認できた．

59.5 MB/s

63.8 MB/s

65.9 MB/s

62.6 MB/s

経路変更により金沢拠点と奈良拠点間が通信不能となった

広島

56.5 MB/s

65.9 MB/s

94.4 MB/s

87.0 MB/s

奈良

50.5 MB/s

54.9 MB/s

59.5 MB/s

66.8 MB/s

時間は 22.1 秒であった．障害にともなう経路変更が実施
された後の書き込み性能を計測すると 54.3 MB/s となり，

表 8 拠点間通信断の実行スクリプト

定常時の 59.5 MB/s と比較して若干の低下が観測された．

Table 8 Script for line disconnection.
障害発生

障害回復

#!/bin/sh

#!/bin/sh

linkctl.py down 192.168.100.5 0 linkctl.py up 192.168.100.5 0
if [ $? != 0 ]; then exit 1; fi

if [ $? != 0 ]; then exit 1; fi

linkctl.py down 192.168.100.5 4 linkctl.py up 192.168.100.5 4

表 9 通信経路変動の実行スクリプト

Table 9 Script for change route.
障害発生

障害回復

#!/bin/sh

#!/bin/sh

pktloss.py 100 192.168.100.2 6 pktloss.py 0 192.168.100.2 6

if [ $? != 0 ]; then exit 1; fi

if [ $? != 0 ]; then exit 1; fi

if [ $? != 0 ]; then exit 1; fi

if [ $? != 0 ]; then exit 1; fi

exit 0

exit 0

exit 0

exit 0
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5. 考察

を示すことができたといえる．
我々が提案する障害発生プラットフォームでは，最終的

広域分散対応した EXAGE/Storage におけるスプリット

に災害シナリオをもとにしたネットワーク障害の生成を目

ブレイン対策は，検証実験の結果，意図した耐障害性を発

指している．災害シナリオに基づいたネットワーク障害で

揮していることが確認できた．また，通信障害による経路

は，複数の障害が同時多発的に発生する場合や段階的に影

変更にともなう影響に関しても，数%ではあるが書き込み

響範囲が拡大する場合，発生する障害が時間とともに変化

処理に影響を与えることが判明した．

する場合を表現する必要があり，より多くのネットワーク

前者の事象においては，本提案プラットフォームにおい

障害を生成する必要がある．そのために，今回のプロトタ

て繰り返し同じ障害を発生させることで，読み出し不能と

イプ実装以外にも，表 1 にあげたネットワーク障害をすべ

なる状態を再発させることができ，その結果として問題の

て実装して評価する予定としている．

原因を特定することにつながった．この実装上の不備は，

災害シナリオの作成手法としては，“すでに発生した災

スプリットブレイン対策とは別にブロックデータ操作に不

害により障害が発生したネットワークを模倣して作成され

具合が存在することが調査の結果判明し，システムの改修

るシナリオ” と “まだ発生しておらずこれから発生するこ

が可能となった．

とが想定される災害の想定をもとにした障害の予測シナリ

後者の事象は，文献 [1] における広域分散対応のための

オ” という 2 種類のアプローチを検討している．このよう

アルゴリズムだけでは，他拠点への書き込み処理の影響を

な災害シナリオの記述手法を定義し，より現実的な障害発

完全に排除できていないことを示している．文献 [1] では，

生プラットフォームとすることが必要と考えている．

ブロックデータに対して広域分散対応を実現できていたが，
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研究開発「分散システムの耐災害性・耐障害性の検証・評
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「分散システムの耐災害性・耐障害
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り大阪 AP–大手町 AP 間のトラフィックが増加したことに

モデルの開発（150202001）
」の助成を受けた．また，日本

よる影響も想定することができるが，今回のプロトタイプ実
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装においてはネットワークトラフィック量の収集まで実現

委員会（ITRC）地域間インタークラウド分科会（RICC）
，

できていなかったこともあり，その因果関係を確認するには

国立情報学研究所，情報通信研究機構，株式会社インテッ

至らなかった．ネットワーク機器のログだけではなく，ネッ

ク，および Cisco Systems 合同会社の協力に深謝する．

トワーク状況の収集機能の必要性が認められ，提案プラッ
トフォームの機能としての実装が今後の課題と考えている．
以上のように，本プラットフォームを利用することで，
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