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概要
複雑化、多様化するコンピュータシステム環境において、コンピュータ間でのデータ共有を可能とするネット
ワークストレージが普及してきている。我々は、ネットワークストレージの一つである NAS（Network Attached
Storage）に着目し、複数の NAS 装置を仮想的に統合し、連携動作させる技術を提案してきた。本稿では、この
仮想化連携技術の一方式として、拠点に分散した NAS 装置を仮想的に統合してファイルを共有する手法と、クラ
イアントによるファイルアクセスの際、拠点間通信ができるだけ発生しないデータの配置方法を自律的に判断す
る手法について提案する。本提案手法を用いることにより、拠点間でのデータ共有環境において、拠点間に大容
量のネットワークを敷設しなくても、高品質のファイルアクセスサービスを提供することが可能となる。
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Satoshi Yamakawa
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Abstract
The network storage system realizing to share data among computers is spreading in the computer system
which is complicated and diversifies. We have aimed to the NAS (Network Attached Storage) which is one of
network storage, and have proposed the technologies for integrating the NAS units virtually and cooperation
to make them move. In this paper, we propose the new method to share data between file servers distributed
to the wide area network. The method makes it possible to manage data arrangement autonomously for
reducing communications between file servers.

１. はじめに

ニーズに応えるために、我々は、複数の NAS 装置を仮想

近年、データセンターやオフィス環境において、複数の

的に統合し、機能的に独立した NAS 装置を連携させる

マシン間でファイルデータを共有するためのファイルサー

“NAS スイッチ”と呼ぶ In-band 型の仮想化装置を提案して

バとして NAS（Network Attached Storage、以降ファイルサ

きた[１]［2］［3］。

ーバと NAS を同義として扱う）が急速に普及してきている。

NAS スイッチは、NFS（Network File System）や CIFS

NAS は、既存のコンピューティング環境との親和性が良い

（Common Internet File System）といった業界標準のファイ

ことや、管理が容易であるという利点を持っており、これら

ルアクセスプロトコルをサポートしているサーバであれば、

の利点が普及を促進してきたといえる。このような NAS の

どのサーバも仮想化の対象とすることができることから、既

普及伴い、NAS 装置を複数台導入するケースも増えてき

に運用中の NAS 装置やファイルサーバであっても仮想化

ており、複数の NAS 装置を連携させ、より効率的な運用や

の対象として運用することができるという特徴を持っている。

管理を行ないたいというニーズが増えてきている。これらの

この NAS スイッチの仮想化機能を用いることで、サーバの
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追加、削除に伴う構成変更や、データの配置場所の変更

チを用いた NAS 仮想化システムの基本構成を示したもの

といった装置の管理作業を、ファイルアクセスサービスを

であるが、NAS スイッチをクライアントと NAS 装置の間のネ

停止することなく実行することができるため、管理者は容易

ットワーク上に In-band 構成で組込むことにより、NAS スイッ

に、システムの構成変更作業を実施することが可能となる。

チの配下にある NAS 装置を 1 台の NAS として統合するこ

しかし、従来の NAS 仮想化の手法では、データ再配置に

とが可能となる。また、NAS スイッチでは、NAS 装置から公

伴うデータの配置場所の指定は管理者が行なわなければ

開されているファイルシステム上の特定のディレクトリの配

ならず、特に、基本性能差や距離遅延による応答性能差

下に、他の NAS 装置から公開されているファイルシステム

のある NAS 装置群を仮想化していた場合に、データをど

の特定のディレクトリをマッピングすることで、各 NAS 装置

のように配置すべきかの判断が難しかった。

から公開されている複数のファイルシステムを 1 つのファイ

我々は、このデータの配置制御に関する課題を解決す

ルシステムとしてクライアントへ提供する。このような機能を

るために、広域ネットワーク内に分散する NAS 装置群を仮

備えた NAS スイッチを導入することにより、複数の NAS 装

想的に統合した環境において、NAS 装置間でのデータ再

置が設置されている環境であっても、データの格納先を意

配置制御を自律的に行なわせるための手法を開発してい

識することなく、ファイルにアクセスすることが可能となる。

る。本手法は、クライアントによるファイルアクセスの際に、
拠点間の通信をできるだけ発生させないことを目的とし、
アクセス要求を最も多く発行した拠点へデータを再配置さ
せている。本手法を採用することにより、高速、大容量のネ
ットワークを敷設しなくても、ファイルサーバへのアクセス性
を損なわずに、広域ネットワークを介したファイル共有を実

図 1：NAS スイッチによる NAS 仮想化の構成例

現することが可能となる。
以下、本稿では、第 2 章において NAS スイッチの仮想化

２．２ オンラインマイグレーション

機能の原理とその特徴について述べた後、第 3 章にて

NAS スイッチは、仮想化された名前空間内において、サ

NAS スイッチを用いて、広域ネットワークで NAS 仮想化環

ービス無停止でデータを再配置する機能（我々は、この機

境を構築する手法について提案する。第 4 章では、第 3

能をオンラインマイグレーション機能と呼んでいる）を備え

章で提案した環境における、データの再配置制御手法に

ている。ここで言うデータ再配置とは、特定のディレクトリか

ついて提案を行い、実験データを用いて本提案手法を検

ら別のディレクトリへデータをコピーすることではなく、ディ

証する。

レクトリ構成を変更せずに、データの格納先のみを NAS 装
置間、もしくはファイルシステム間で移動させることである。

２. ファイルサーバ仮想化

２．３ NAS スイッチのクラスタ化

本章では、ファイルサーバとして用いられている複数の

NAS スイッチで管理されている情報は、基本的に仮想化

NAS 装置を、仮想的に統合運用可能とする NAS スイッチ

に用いられているファイルシステムのつなぎ目に相当する

の基本動作原理と、NAS スイッチが提供する付加機能に

部分の情報のみであり、情報量としては非常に少ない。ま

ついて述べる。

た、この管理情報は、仮想化におけるファイルシステムの

２．１ NAS スイッチ

組み合わせ方が変更されない限り更新されることがない。

NAS スイッチは、NFS や CIFS プロトコルをサポートする

したがって、複数の NAS スイッチで、この管理情報を共有

複数の汎用の NAS 装置を、あたかも 1 台の NAS 装置であ

することが容易に可能であり、同一の管理情報を持った

るかのように見せるための装置である。図 1 は NAS スイッ

NAS スイッチを遠隔地に分散して設置することで、広域ネ
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ットワークを介したとしても仮想化された名前空間を共有す

装置のデータを、NAS 装置側とクライアントマシン側のエッ

ることができる。また、このような広域ネットワーク環境にお

ジに設置されたアプライアンス装置を用いて、クライアント

いても、オンラインマイグレーションを実施することができ、

側のエッジに設置されたアプライアンス装置へデータをキ

拠点間通信を減らして応答性能を向上させるようなデータ

ャッシュさせている。これにより、ファイルアクセスにかかる

再配置作業を、サービス無停止で実行することが可能で

レイテンシを小さくし、広域ネットワークを介したファイルア

ある。

クセスの操作性を向上させている。しかし、これらシステム
は、データアクセス先である NAS 装置の設置された拠点

３. 広域ネットワークを介したファイル
共有環境への応用

へ各拠点からアクセスが集中するストレージ集中型のシス

本章では、広域ネットワークを介してファイルを共有する

加するにつれて、NAS 装置の設置拠点がボトルネックにな

テムであることから、アクセスユーザ数やクライアント数が増

際の問題点とその解決策を述べ、さらに NAS スイッチを用

りやすいという問題があった。

いて広域ネットワーク内に分散する NAS 装置を仮想的に

３．２ NAS スイッチの広域ネットワークへの適用

統合するための手法を提案する。

3.1 節で述べたストレージ集中型システムにおけるボトル

３．１ 広域ネットワークを介したファイル共有におけ
る問題点とその解決策

ネックの問題を解決するためには、NAS 装置自体を各拠
点に分散させ、各 NAS 装置を仮想的に統合してシステム

NAS 装置へアクセスするためのファイルアクセスプロトコ
ルである NFS や CIFS は、元々、レイテンシの低いローカ

全体でデータを共有する、ストレージ分散型のストレージ
仮想化システムが望まれる。

ルネットワーク環境で利用することを想定して設計されて
いる。したがって、レイテンシが大きい広域ネットワークを
介してアクセスする場合は、ファイルの操作性能が大幅に
劣化する。つまり、広域ネットワークを介したファイル共有
システムで、快適なファイルアクセス環境を実現するため
には、ファイルアクセスにかかるレイテンシをできるだけ小
さくするような技術が必要となる。このようなレイテンシに関

図 3：NAS スイッチを用いた広域ネットワークを介したファイ

する課題を解決するために、ファイルデータのキャッシュ

ル共有システム （ストレージ分散型システム）

機能とファイルアクセスの排他制御機能を持った、広域ネ
ットワークファイル共有用のアプライアンス装置を図 2 に示

図 3 は、広域ネットワークを介してファイルデータをキャ

すように組み込んだシステムが既に提供されている[4][5]。

ッシュするアプライアンス装置に、分散した NAS 装置を仮
想化統合する NAS スイッチと組み合わせることで、図 2 の
ストレージ集中型システムのボトルネック問題を解決するス
トレージ分散型システムである。このストレージ分散型シス
テムでは、NAS スイッチを用いることで、各拠点に配置され
た NAS 装置を仮想的に統合し、各拠点のクライアントに対

図 2：広域ネットワークを介したファイル共有システム

して、1 台の NAS 装置としてファイルアクセスサービスを提

（ストレージ集中型システム）

供することができる。また、各 NAS スイッチで同一となる、
仮想名前空間の構成情報を共有することで、どの拠点の

文献[4][5]のいずれの方式も、一箇所に設置された NAS

クライアントからでも、複数の NAS 装置を意識することなく、
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同一の仮想名前空間としてアクセスすることができるように

を把握する必要がある。このアクセス頻度を把握するため

なる。さらに、一般にアクセスされる大半のファイルにはロ

に、全てのクライアントアクセスが NAS スイッチを経由する

ーカリティがあるという特徴を生かし、拠点ごとに、よく使わ

という特徴を用いて、各拠点に設置した NAS スイッチ内に

れるファイルをその拠点の NAS 装置に配置することで、

ファイルアクセスログを保存する機能設ける。さらに、管理

NAS 装置にかかる負荷や、拠点間通信によるネットワーク

者を介さずに自律的にデータ再配置作業を制御するため

への負荷を、大幅に削減することが可能となる。

に、NAS スイッチ内に、ログからアクセス頻度を算出する方
法や、データの再配置手順をルール化して設定できる機

４. ファイルデータの自律配置制御

能を設ける。データ再配置作業を実施するに当たっては、

本章では、図 3 のように分散した NAS 装置を仮想的に

NAS スイッチにおいて、ディレクトリ単位でのアクセス頻度

統合した環境において、他拠点にあるデータへの操作に

の算出と、その算出結果の拠点間での比較から、再配置

伴う拠点間通信ができるだけ発生しないように、データの

すべきディレクトリを抽出し、オンラインマイグレーション機

配置場所を自律的に制御する手法について述べる。

能を用いて抽出されたディレクトリのデータを再配置する。

４．１ ファイルデータの自律配置制御の目的

４．３ 再配置候補抽出のためのルール

組織の変更に伴うグループやユーザの活動拠点の変更

データ再配置を実施するディレクトリは、以下に定義され

や、事業の活動フェーズの移行などにより、特定のファイ

た項目に基づくルールを用いて自動的に決定される。

ル群に対するアクセス要求元の拠点が変わる場合が考え

①アクセスログの取得ルール

られる。このような場合、特定のファイル群に対して、従来

クライアントから転送された READ、WRITE、RENAME 操

は発生していなかった拠点間通信が頻繁に発生することと

作要求を送信元のクライアント IP アドレス、送信先の NAS

なる。図 3 のようなシステムにおいては、拠点間通信ができ

装置の IP アドレス、操作日時、操作要求先のパス名と共に

るだけ発生しないようなデータ配置を行なわなければ、限

ログとして保存する。RENAME のログについては、アクセス

られたネットワーク資源を無駄に浪費することとなり、ファイ

頻度算出の際、パス名変更前のログとパス名変更後のロ

ルアクセスサービスの品質が劣化する可能がある。

グを同一パスのログとして扱うために用いられる。

このような問題に対する解決策として、拠点間に大容量

②アクセス頻度の算出ルール

のネットワークを敷設する方法が挙げられるが、システムの

各拠点で取得したアクセスログのうち、自拠点のクライア

運用コストが大幅に上昇する可能性もあるため、全てのシ

ントから転送された一定の期間の READ 回数、および

ステムにおいて、本解決策を適用できるとは限らない。した

WRITE 回数を操作要求先のファイルごとに集計する。さら

がって、大容量のネットワークが敷設されていない環境に

に、集計されたそれぞれの回数に、操作種別によって決

おいても、本問題を解決するためには、ローカリティのある

められた重みを掛け、それぞれを足し合わせた値をスコア

ファイルを、最もアクセス要求頻度の高い拠点に再配置す

として算出する。このようにして各拠点でファイルごとに集

ることが望ましい。しかし、ファイルサーバの管理者が、常

計されたスコアをファイルのアクセス頻度として用いる。操

時アクセスパターンの状況を把握してファイルのローカリテ

作種別により重みを変える理由は、WRITE により大きな重

ィを判断し、拠点間でのデータ再配置作業を指示すること

みを設定することで、定常的にそのファイルにアクセスする

は難しく、システム内で自律的にデータを再配置させる機

確率が高いと推定されるデータの作成者からのアクセス頻

能が必要となる。

度を高くするためである。また、一時的なデータ参照操作

４．２ データ再配置制御の仕組み

の集中に伴う、アクセス頻度の一時的な上昇による、余分

ファイルのローカリティを判別するためには、各ファイル

なデータ再配置作業を排除するために、前記の手順に従

が、どの拠点からどれだけの頻度でアクセスされているか

って算出されたファイルのアクセス頻度に、前回、前々回
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集計したアクセス頻度を一定の重みを掛けて足し合わせ

設置されたファイルサーバにどの程度アクセスすることが

て最終的なアクセス頻度として用いてもよい。

できるかを検証した。

③再配置を実施するディレクトリの決定ルール

今回設定したルールは以下の通りである。

②の手順により算出されたファイルごとのアクセス頻度は、

○

そのファイルに属しているディレクトリごとに足し合わされ、

アクセス頻度の集計を 2 週間に 1 回実行し、集計結果
を元にデータ再配置を実行する

ディレクトリのアクセス頻度として集計される。各拠点で算

○

スコア算出時の WRITE の重みを READ の１０倍とする

出されたディレクトリのアクセス頻度が、予め決められた閾

○

前回集計したスコアの 1/2 の値をスコア集計の際に

値に達しており、かつそのディレクトリが他の拠点のファイ
ルサーバに格納されていた場合、そのディレクトリが再配

足し合わせる
○

1 日で平均 1 回の READ 要求、および 2 日で平均 1

置の対象となる。また、特定のディレクトリに対し、複数の

回の WRITE 要求が発生したディレクトリがデータ再配

拠点で高いアクセス頻度が算出されていた場合には、特

置対象となるように閾値を設定する

定の拠点のアクセス頻度のスコアが、全拠点で総和したア

○

複数の拠点で高い頻度が算出され、かつ前記閾値を

クセス頻度に対して、予め決められた一定以上の割合を

超えていた場合、1 つの拠点で全拠点総和の 50％以

占めていた場合のみ、データ再配置が実施される。

上の値となるスコアを算出した場合に、その拠点へデ

４．４ 実運用環境サンプルを用いた自律再配置制

ータが再配置される

御動作の検証

以上のルールに従い、合計 6 週間のアクセスログのサン

4．3 節にて提案したデータ再配置制御方式の有効性を
検証するため、実際に運用されているファイルサーバのア

プルを用いて、データ再配置を 2 回実施した場合における
シミュレーション結果を表１に示す。

クセスログをサンプルデータとして用い、以下に示すシミュ
レーション環境において、本方式の有効性を検証した。

表１：再配置実施後の自拠点格納データへのアクセス率

シミュレーション内容

1 回目の再配置実施後

2 回目の再配置実施後

Group 1

89%

87%

Group 2

14%

48%

Group 3

0%

8%

65%

70%

総計

表１に示した通り、再配置の回数を重ねるごとに自拠点
のデータへのアクセス率が高くなっていることが分かる。グ
ループごと、アクセス率にばらつきが出ているが、Group 1
図 4： シミュレーションにおける想定環境

については、最初の 2 週間で、通常アクセスするディレクト
リの大半に閾値以上のアクセスがあったことがログの状況

今回実験したシミュレーションでは、ファイルサーバを利

から分かった。また、Group 3 については、ログの取得期間

用している 3 つの活動グループが、ファイルサーバの設置

中に、設定した閾値を満たすほどのアクセスがなかったこ

されていた拠点以外の３拠点に異動した場合（図４）を想

とが同様にして分かった。

定し、自律配置制御方式に基づいて設定された一定のル

４．５ 考察

ールに従って、異動元の拠点から、異動先の拠点へデー

図 5 - 7 は、本シミュレーションにより、再配置が実施され

タ再配置を繰り返すことで、各グループが異動後の拠点に

た２１個のディレクトリへのグループ単位でのアクセス比率
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を 2 週間ごとに示したものである。本提案における再配置
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制御方式では、READ 操作よりも WRITE 操作に対して、掛

スされる可能性の高いデータ作成者からのアクセス頻度が
高くなるようにしていた。ディレクトリ 8 は、2 回目のデータ再

アクセス比率

80%

け合わせる重みを大きく設定することで、定常的にアクセ
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配置のタイミングで Group 3 の拠点にデータ再配置が行な
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われたが、2 回目のデータ再配置のタイミングでの集計の
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際には、図 6 に示す通り、Group 2 からのアクセス比率が非
常に高くなっていたため、Group 2 の拠点に再配置される
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図 7： 5 ‒ 6 週目におけるアクセス比率の状況

可能性があった。しかし、実際は Group 2 からは短期間に
大量の READ アクセスが発生していただけでスコアが伸び

５. むすび
本稿では、NAS スイッチを用いて、広域ネットワークを介

アの伸びに押されて、ディレクトリ 8 は、Group 3 の拠点に

したファイルサーバの仮想化手法と、アクセス頻度に連動

再配置されていた。今回活用したサンプルデータでは、こ

したデータ再配置制御手法について提案した。また、実際

のような現象が発生したディレクトリは、ディレクトリ 8 のみで

に使用されているファイルサーバのアクセスログをサンプ

あったが、アクセス頻度算出の際、READ と WRITE に掛け

ルとして利用し、提案したデータ再配置制御方式が有効

合わせる重みを変化させることで、クライアントからの一時

に働くことを実証した。今後は、他の実運用環境でのサン

的なデータの参照操作に伴うデータ再配置を防止できる

プルや、複数の設定ルールを用い、同様のシミュレーショ

ことが実証された。

ンを通して本提案方式の検証を行なうことにより、本提案

アクセス比率

ず、逆に Group 3 からの複数の WRITE アクセスによるスコ

方式における問題点の抽出と改善策について検討してい
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く予定である。
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