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及に伴い，複数の計算機間でデータを共有したいと
いうニーズが高まった．このニーズに応える初期の

仮想ファイルシステム

営みが，File Transfer Protocol（FTP）である．FTP
により，ユーザは，ある計算機から別の計算機に，

ローカル
ファイルシステム

ファイル全体をコピーすることはできるようになっ

NFS
クライアント

たが，リモートの計算機上のファイルをローカルの
計算機のディスク上のファイルであるかのように操
作することはできなかった．

1980 年代，ネットワークを介してリモートの計
ネットワーク

算機上のファイルへの透過的なアクセスができる分
散ファイルシステムがいくつも登場した．本稿では，

図 -1

NFS クライアントの構成

UNIX システムにおいて最も広く普及した分散ファ
イルシステムである Sun Microsystems が開発した

アプリケーションのファイルシステムへのアクセ

Network File System（NFS）から，現在の最前線

ス要求は，仮想ファイルシステムが受け取り，下位

である特定のアプリケーションに特化した分散ファ

の NFS クライアントに渡される（図 -1）．仮想ファ

イルシステムまで紹介する．

イルシステムは，多くの UNIX システムに実装され
ている，さまざまなファイルシステムの差異を隠蔽

NFS
NFS のアーキテクチャは，典型的なクライアン
トサーバアーキテクチャであり，サーバに対して，

する抽象的なファイルシステムである．NFS サー
バは，ユーザアプリケーション，オペレーティング
システム内，どちらの実装も存在する．

NFS は，初めて一般に公開されたバージョン 2，

複数のクライアントが，サーバ上のファイルへのア

主に性能向上を目的に限定的に拡張されたバージョ

クセス要求を送信する．クライアントは，サーバか

ン 3，アーキテクチャから大きく変更されたバー

ら結果が送られてくるまで待つ．NFS では，アプ

ジョン 4 がある．現在，バージョン 3 が広く使わ

リケーションは，ローカルファイルとほぼ同様のイ

れており，バージョン 4 への移行が進んでいる．

ンタフェースで，サーバ上のファイルへアクセスで
きるため，ファイルが保存されている場所を気にす

⹅⹅NFS バージョン 3

る必要がない．この特性はネットワーク透過性と呼

NFS の設計当初の重要な特徴の 1 つは，ステー

ばれ，分散ファイルシステムを比較する際の特性の

トレスなプロトコルであるという点であり，バー

1 つとして使われる．

ジョン 3 はその特徴を引き継いでいる．すなわち，
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サーバはクライアントの状態を保持する必要がない．

要求をサーバに送る必要があり，多くの場合におい

クライアントが送信する要求は，前後の要求と独立

て実用的な性能を達成できない．NFS のファイル

しており，ある要求はサーバが処理するために必要

共有のセマンティクスは実装依存であるが，その多

なすべての情報を保持している．その結果，たとえ

くは，クライアントはサーバから取得したデータを

ば，サーバはファイルにアクセス中のクライアント

メモリに保持し，その後はメモリに保持したデータ

や，オープンされているファイルを記憶する必要が

（キャッシュ）を操作することで，サーバへのアク

ない．そのため，ファイルのオープン，クローズの

セス遅延を隠蔽し，性能を向上させている．書き込

ための操作は存在しない．

みはすぐにサーバに送らずに，キャッシュを更新し，

プロトコルがステートレスであることの利点の

一定時間後に変更されたデータをサーバに送信する．

1 つは，ソフトウェアやハードウェアが原因でク

読み込みはサーバにアクセスせずに，キャッシュを

ラッシュした後の復旧が簡単であることである．

利用する．定期的にサーバにアクセスし，ほかのク

サーバはクライアントの状態を記憶していないので，

ライアントの書き込みによってデータが更新されて

サーバでの復旧作業は必要ない．また，サーバはク

いないかを確認するが，ほかのクライアントが更新

ライアントがクラッシュしたかどうか知る必要がな

した最新のデータではなく，古いデータとなってし

い．一方，アクセス中のクライアントを記憶してい

まったキャッシュを読み込むなどの UNIX のセマン

ないため，ファイルのロック操作は提供されない．

ティクスとの不整合が発生する可能性がある．

多くの UNIX システムでは，NFS とは別のプロトコ
ルを使ってロック操作をサポートしている．
上記のロックなど一部の例外はあるが，NFS は

Sun Microsystems は，バージョン 2，3 の策定

高いネットワーク透過性を実現しており，ローカル

を主導してきたが，バージョン 4 の管理をインター

ファイルシステムとほぼ同じインタフェースを提供

ネット技術の標準化を推進する Internet Engineer-

するが，同じ操作をした際にまったく同じ動作（セ

ing Task Force（IETF）などの標準化組織を運営す

マンティクス）が保証されているわけではない．た

る Internet Society に引き渡した．IETF のワーキン

とえば，ローカルファイルでは，ファイルが削除さ

ググループが，1997 年から作業を開始し，2003 年

れた場合，そのファイルをオープンしているすべて

にバージョン 4 は，IETF が技術仕様として公開する

のプロセスがクローズするまで，実際にファイルは

文章（RFC）の 1 つとして規定された（RFC 3530）．

削除されないが，NFS はオープン操作をサポート

バージョン 4 の最大の目標は，組織内に閉じら

しないため，このセマンティクスを実現することが

れた高速なネットワークを前提に設計された NFS

できない．

プロトコルを広域のインターネットに対応させるこ

複数のクライアントで，同時にファイルにアクセ

とであった．具体的には，遅延が大きく帯域が小さ

スしている際のセマンティクスは，分散ファイルシ

いネットワークへの対応，セキュリティ機能の強化

ステムの比較で使われる主要な特性の 1 つである．

がなされた．それらの目標を実現するため，バージョ

UNIX では，複数のプロセスが，同じローカルファ

ン 2 と 3 と異なり，バージョン 4 はステートフル

イルにアクセスしている際，読み込みは，ほかのプ

なプロトコルへ変更された．

ロセスの書き込みも含めて，最後の書き込みの結果，
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⹅⹅NFS バージョン 4

複数クライアントのファイル共有時のデータの不

つまり最新のデータを返すことが保証される．分散

整合を防ぐため，サーバからクライアントへの委譲

ファイルシステムで，複数のクライアントが同じ

という概念が導入された．委譲を受けたクライアン

ファイルにアクセスする際に，このセマンティクス

トは，ほかのクライアントとファイルアクセスが競

を保証するためには，すべての読み込み，書き込み

合しないことが保証され，ファイルをキャッシング
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NFS 4.1クライアント

ストレージアクセスプロトコル

pNFSプロトコル

データサーバ
データサーバ
データサーバ

メタデータサーバ
制御プロトコル

し，ロック，読み込み，書き込みを実行できる．ほ
かのクライアントが，委譲されているファイルへの

図 -2

pNFS の構成

ることで，アクセスを並列化することができる．
（2）ストレージアクセスプロトコル

アクセスを求めた場合，サーバは非同期のコール

クライアントとデータサーバ間では，NFS など

バックを使い，クライアントに与えていた委譲を取

の既存のストレージプロトコルがサポートされてい

り消す．このため，サーバはファイルをオープンし

る．たとえば，NFS のバージョン 4 に対応したサー

ているクライアント，オープンされているファイル

バをデータサーバとして使うことができる．

の状態などの状態を記憶する必要がある．

（3）制御プロトコル

バ ー ジ ョ ン 4.1 と し て，2010 年 に 規 定 さ れ た

メタデータサーバとデータサーバ間のプロトコル

RFC 5661 は，サーバに多くのクライアントが接続

は，RFC で規定されておらず，実装依存である．制

される環境で発生する問題，サーバのネットワー

御プロトコルがサポートする機能は，たとえば，デー

クおよび，ディスク帯域の不足，および，CPU リ

タサーバの障害を発見するための監視が考えられる．

ソースの不足によるボトルネックを改善するための

Parallel NFS（pNFS）と呼ばれる機能を含んでいる．
pNFS では，サーバの機能をデータサーバとメタ
データサーバに分割し，一般的に，複数の計算機か

汎用から特化へ
インターネットの普及やサービスの高度化に伴い，

ら構成されており（図 -2），計算機の台数を増やす

データ量，その種類は増加している．NFS はさまざ

ことで，全体の処理性能が向上する，スケーラビリ

まな用途に対応できるように設計，拡張されている

ティのあるシステムとなっている．データサーバは，

が，対応が難しいユースケースが出てきている．ネッ

ファイルのデータを保存し，メタデータサーバは

トワーク透過性の代わりに，スケーラビリティや故

ファイルデータ以外のデータ（メタデータ）を保存

障許容性を重視し，特定のユースケースのために設

する．クライアント，メタデータサーバ，データサー

計されたストレージシステムを紹介する．

バ間では，以下の 3 種類のプロトコルが使われる．
（1）pNFS プロトコル
クライアントとメタデータサーバ間では，pNFS

⹅⹅Google File System
2003 年，Google は，Google File System（GFS）

プロトコルが使われる．クライアントは，ファイル

を発表した．GFS は，検索サービスのために使わ

のデータがどのデータサーバに保存されているかと

れる，Web サイトをクロールしたデータとインデッ

いうレイアウト情報をメタデータサーバから得る．

クスの処理に特化し，100 メガバイトから数ギガバ

クライアントは，メタデータサーバを介さず，デー

イトの大きなサイズのファイルを保存し，多くのク

タサーバのファイルデータにアクセスする．ファイ

ライアントが読み書きする環境で，高い処理性能を

ルデータは，分割して複数のデータサーバに保存す

実現するように設計された．
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GFS は，pNFS 同様，メタデータとファイルデー

ケーラビリティ向上，単純な複製ではなく符号化を

タを担当するサーバを分離し，メタデータを管理す

使った冗長化によるディスク使用効率向上，を実現

るマスタサーバ，ファイルデータを保存する複数の

しているようである．

チャンクサーバから構成されており，クライアント

GFS の論文に影響を受け，オープンソースとし

は，
ファイルデータの読み込み，書き込みを直接チャ

て実装されたソフトウェアが大規模データ処理基

ンクサーバに対して行う．

盤 Hadoop の一部である Hadoop Distributed File

GFS のクライアントは，NFS のようにカーネル

System（HDFS）であり，広く普及している．

に実装されておらず，GFS を利用するアプリケー
ションは，
専用のライブラリを使って操作する．ファ
イルシステムというよりも，Web サーバのような
ネットワークアプリケーションである．

写真や動画，音楽のようなバイナリデータは，

Binary Large OBject (BLOB) と呼ばれ，その容量が

提供されるインタフェースは，ローカルファイル

急激に増加している．2014 年 2 月時点で，Face -

システムと類似しているが，ロックが提供されない

book は，4,000 億枚を超える写真を保持している

など違いがある．また，想定しているアプリケーショ

2
ことを報告している ．
）

ンに特化した操作も追加されている．複数のクライ

2009 年に，Facebook は，写真の保存に特化し

アントが，同じファイルに対して，データを追加す

て設計したストレージシステム Haystack を運用し

る状況では，ファイルのロックがサポートされてい

ていることを発表した．Facebook では，プロフィー

ないため，複数のクライアントの書き込みが断片化

ル写真のように，多くの種類の写真を，ユーザに素

して，書き込まれてしまう可能性がある．Record

早く配信することが必要とされる．以前のシステム

Append と呼ばれる，この状況に特化した操作がサ

は複数の NFS サーバから構成され（図 -3），1 枚の

ポートされており，クライアントは，ファイルの末

写真が 1 ファイルとして保存されていた．その結

尾に連続したひとかたまりのデータを，ほかのクラ

果，ディレクトリ情報を保存するメタデータ，ファ

イアントの書き込みに割り込まれることなく，連続

イルごとのメタデータ（ファイルサイズ，ファイル

して書き込めることが保証される．

データのディスク上の保存位置など），2 種類のメ

GFS は，安価なハードウェアをサーバとして利用

タデータが NFS サーバのメモリに収まらないサイ

することを想定しており，データを複製し，複数の

ズとなった．アクセスされるファイルの種類が多い

サーバに保持することで，障害が発生してもデータ

ため，メタデータがメモリに保存されている確率が

へのアクセスを可能としている．ファイルは 64 メ

低く，1 つの写真を読み込むために，ディレクトリ

ガバイトのチャンクに分割されて，通常 3 台のチャ

メタデータ，ファイルごとのメタデータ，ファイ

ンクサーバに保存されており，クライアントは，ど

ルデータと，3 回のディスク読み込みが必要となり，

のチャンクサーバからでも読み込みを実施できる．

十分な性能が得られなかった．

書き込みは，3 台のすべてのチャンクサーバの書き

Haystack は，データをファイルという単位では

込みに成功した際に完了する．チャンクサーバの障

なく，オブジェクトという単位で管理する．ファイ

害により，複製の数が減った場合は，自動的にほか

ルシステムのディレクトリのような階層型の名前空

のチャンクサーバに複製が作成される．

間はサポートされず，それぞれのオブジェクトには

2010 年に，Google は，GFS の後継の分散ファ
イルシステム Colossus を利用していることを報告
1）
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⹅⹅ Facebook Haystack

固有な 64 ビットの ID が付与され，フラットな構
造で管理される．

している ．その詳細なアーキテクチャは公開され

Haystack は，Directory，Cache，Store の 3 つ

ていないが，マスタサーバを複数化することでス

のコンポーネントから構成される．Directory は，
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pNFS におけるメタデータサーバ，
Store はデータサーバに相当する．

NFSサーバ

NFSサーバ

NFSサーバ

Cache は，Store の前段に配置さ
NFSプロトコル

れ，アクセス頻度が高い写真の要
求に対応し，Store へのアクセス

Photo Storeサーバ

を軽減する．

Photo Storeサーバ

ブ ラ ウ ザ が Facebook の サ イ
トにアクセスすると，Web サー
バは，Directory が生成した，写

Webブラウザ

真にアクセスするための URL を
ブラウザに返す．この URL には，

図 -3

どの Store サーバが求める写真を

NFS ベースのシステム構成
Storeファイル#1

Storeファイル#0

保存しているかの情報，ID を含
めた Store サーバが要求を処理す

写真データ（Id:01）

オフセット100

写真データ（Id:02）

オフセット230

るために必要とする情報が含まれ
ている．ブラウザは，その URL
を介して，適切な Store サーバに

写真データ（Id:11）

オフセット70

写真データ（Id:12）

図 -3 NFS ベースのシステム
写真データ（Id:03）

アクセスする．

構成

Store サ ー バ は，Linux の XFS
ファイルシステム上に構築された，

メモリに保持されるインデックス

HTTP インタフェースを提供する

Id

Offset

Size

ネットワークアプリケーションで

01

0

100

02

100

130

03

230

80

11

0

70

12

70

170

ある．100 ギガバイトのファイル
を単位として，この Store ファイ
ルに複数の写真データが保存さ
れている．Store ファイルは，追
記だけが可能なログファイルと

図 -4

Store サーバの構成

して考えることができる．1 台の

Store サーバは，100 個の Store ファイルを保持し

ていて，1 回のディスク読み込みで，目的の写真の

ている．Store サーバは，写真の ID と，その写真

データを取り出すことができる可能性が高い．

が保存された Store ファイル内でのオフセット位置，

Haystack は，サーバの障害を考慮し，写真は 3 つ

写真サイズの組をメモリに保持しており（図 -4），

の複製が保存されている．2014 年に，Facebook

URL にはブラウザが要求した写真が保存されてい

は，アクセス頻度が低い BLOB をストレージシステ

る Store ファイルの情報が含まれているため，読

ム f4 に保存していることを発表した．Haystack と

み込むべき Store ファイル，ファイルのオフセット

f4 の大きな違いの 1 つは，f4 は符号化を使った冗

位置，バイト数が即時に得られる．複数の写真を 1

長化によって，ディスク使用効率を向上している点

つの巨大な Store ファイルに保存したことで，ディ

である．

レクトリメタデータ，Store ファイルのメタデータ
が，オペレーティングシステムのメモリに保持され
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今後の展望

形態から，大規模サービス事業者のストレージサー
ビスを活用する形態への移行が進んでいることを考

UNIX システムにおいて，最も成功した分散ファ

慮すると，大規模サービス事業者が管理するデータ

イルシステムである NFS は，高いネットワーク透

はさらに増加するであろう．増加するデータ量に対

過性の実現を主要な目的の 1 つとして設計され，ス

応するために，メタデータ管理の分散化によるス

トレージベンダが協力して，その仕様を発展させて

ケーラビリティ向上，圧縮などによるディスク使用

きた．しかし，NFS は，現在，大量のデータを保持，

効率向上など，今後も，大規模サービス事業者が，

処理する Google，Microsoft，Facebook のような

分散ファイルシステムの技術革新を主導していくこ

大規模サービス事業者のニーズを満たしているとは

とが予想される．

いえない状況である．それら大規模サービス事業者
は，自社のアプリケーションに特化した分散ファイ
ルシステムを開発，利用している．その理由とし
て，NFS がさまざまな用途に対応できる汎用のネッ
トワークファイルシステムを目指した結果，大規模
サービス事業者が求めるスケーラビリティ，故障許
容性などの要求レベルを満たさないものとなってい
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ることが考えられる．また，複数のベンダによる標
準化プロセスは，大規模サービス事業者に求められ
るアジリティの達成が難しい．たとえば，NFS バー
ジョン 4 は，仕様策定に 6 年近くを要しているが，

Facebook は，2 人のエンジニアが 4 カ月で，Haystack を開発，導入まで達成したと報告している 3）．
多くの企業が，自社の計算機でデータを保持する
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