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ネットワーク接続された多数サーバの運用・構築容易化技術
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インターネット/イントラネットを利用した電子商取引や企業情報システムが一般化するに従
い、稼働するサービスも大規模化,多様化している。一方で、大規模化,多様化したシステムの運
用や構築は複雑さを増しており、運用・構築コスト増大や構築ミスの大きな要因となっている。我々
は、頻繁な構成変更が要求されるシステムの運用や構築を容易化することを目的とし、サーバとネ
ットワークの結線管理を自動化する技術を開弟した。特に、システムの初期構築時において、
OS(Operating System)がインストールされていないサーバもネットワーク結線管理可能にするため、
自律起動エージェントによりサーバからネットワーク結線情報を取得することが特長である。
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Recently, system needs of growing large-scale
systems and management cost of a large-scale system
increases complexly.
We propose an technology to increase manageability
of the system. We developed the
technology
that automated management of network topology. A feature is a network agent program that
acquires network topology
information
on the server in which Operating
System is not installed.

1.はじめに
インターネット/イントラネットの利用が一般化し、
企業内センタあるいはアウトソーシングによるデータ
センタのシステム規模が増加している。これに伴い、
システムの運用管理が高コスト化、複雑化しているこ
とが大規模システムの運用において大きな問題となっ
ている。インターネット/イントラネット環境は、サ
ービスの種類や性能用件などが頻繁に変化するため、
サービスを構成するサーバ環境も頻繁に再構築する必
要がある。ここで再構築とは、新たなサーバの追加や、
あるサービスで使用されているサーバを他のサービス
に移行するといった作業を示す。インターネット/イ
ントラネット環境で使用されるサーバはネットワーク
に接続されており、サーバの再構築に伴ってネットワ
ークの結線も再接続するケースが多い。しかし、多数
サーバ環境ではネットワークが複雑化しており、シス
テムの再構築に伴うネットワークの再接続は容易では
ない。そこで、我々は、ネットワーク接続された多数
サーバ環境において、ネットワークのトポロジ(結線
関係)管理を自動化することで計算機環境の運用・構
築を容易化する技術を開発した。

2.計算機環境の運用サイクル
ネットワーク接続された多数サーバ管理における新
たな要件の抽出を目的として、運用サイクルの観点か
らサーバ管理を検討した。

計算機リソースは図1に示すサイクルで運用されて
いる【1]。短期運用サイクルはサーバの障害のように即
時対応が必要な日々の運用に関するサイクルである.
一方、中長期運用サイクルはシステム設計や再構築の
ように数ヶ月あるいは数年に渡る運用管理である。短
期運用サイクルは、定型化業務が多く比較的自動化し
やすい性質を持っており既に製品化が進んでいる。こ
れに対し、中長期運用サイクルは人手を介する作業が
発生するため、自動化が困難な性質を持っている。
中長期運用サイクルの自動化の中心となる技術とし
て、ポリシー、プロビジョニング、プロアクティブ化
がある。これらの技術は自律運用技術とも呼ばれてい
る。ポリシーはルールに基づき自ら動作を決定するた
めの技術である。プロビジョニングは業務に対して動
的に計算機リソースを割り当てるための技術である。
プロアクティブ化は、将来の障害発生や負荷の増減を
予測し、予防する技術である。これらの技術を組み合
わせることで、中長期運用サイクルの自動化を図って
いる。例えば、ある業務の負荷増大時にサーバを自動

的に追加するポリシーでは、プロアクティブ化技術に
より負荷増大を予測し、それに基づきプロビジョニン
グ技術が業務に計算徽リソースを割り当てLといった一
連の処理を自動化することができる。
しかし、表1に示すようにポリシー技術、プロビジ
ョニング技術、プロアクティブ化技術だけで中長期運
用サイクルを全てカバーすることはできない。特に、
計画・構築フェーズに率いては、現状では有効な自動
化技術はない。これは、現状のポリシー技術、プロビ
ジョニング技術、プロアクティブ化技術がwire Once
の考え方に基づいているためと考えられる WireOpCe
は、ネットワークの物理結線は一度限りで、以降の運
用は論理的な結線変更(VLAN変更等)で対応する考
え方である。そのため、計画・構築の中でも特に構築
に関するフェーズでは、ネットワークを未結線状態か
ら結線状態‑移行する物理結線の作業を要する事から、
Wire Onceを前提とした現状の自律運用技術はサーバ
管理の自動化には対応していない。

構築フェーズにおけるサーバの状態を表3に示す.
これは各運用サイクルおける計寅機リソ「スの状態を
示している。自律運用技術が対応している計算機リソ
ース割当〜分析フェーズまでは、サーバ状態はOSが
インストールされており、ネットワニクは結線済みの
状態となっている。本検討で対象とする構築フェーズ
では、 OSは未インストールであり、ネットワークの
状態は未結線から結線済みに移行する。サーバにO S
がインストール済みの場合、サーバを管理するための
プログラム(管理エージェント)を動作させることが
できる。

3.構築フェーズにおけるサーバ管理の要件
構築フェーズにおける運用管理の要件をより明確化
する検討を行った結果を述べる。
構築フェーズにおいてはサーバ等の計算機リソース
導入や、ネットワニクの結線といった人手を要する作
業が多く発生するため自動化技術があまり進んでいな
い。実際、新規にサ∴バを導入するケースでは、新た
なサーバ追加作東はハードウエアの設定だけではなく、
正確なネットワーク結線の把握に多くの時間を費やし
ている。もし、結線に誤りが生じてしまうと、現在稼
働中の業務にも影響が及んでしまう可能性があるため
慎重な調査が必要となる。この作業は、表2の結線管
理台帳の例に示すよlうに、現状のネットワークの結線
が台帳により^手で管理されているために発生する。
この結線管理を自動化できれば、構築を容易化するこ
.<‑う呈て=.去声、

一方、管理情報の取得の観点では、貌在の運用管理
ソフトウェアは、サーバ情報のほとんどを管理エージ
ェントから得ている。管理エージェントは、 OS上で
稼働するプログラムであり、そのためOSがインスト
ールされていない構築フェーズにおいては運用管理ソ
フトウェアを自動化の目的で使用することはできない。
また、ビジネス用途のサーバに管嘘インターフェース
(SVP: Service Processor、 BMC: Bas占蝣board Management

Controller)が内蔵されている機種があるが、管理インタ
ーフェースを内蔵したサーバにおいても構築フェーズ
では上記と同様の管理が必要となる SVPを内蔵する
ことで、 OS未インストール状態でもサーバの電渡
ON/OFF、サーバの温度/フアンの回転数/障害情報とい
ったハードウェアの基本情報を取得することはできる。
しかし、サーバ管理に必要なネットワーク情報などは

管理エージェントから取得する必要がある。従って、
構築フェーズからサーバの管理を行うためには、 OS
未インストール状態のサーバから情報を取得すること
ができる技術が必要になる。

4.結線管理の自動化技術
4.1結線管理の課題
本節では、管理者が手動でネットワークの結線管理
台帳を作成する必要がある理由と、現状のネットワー
ク結線管理の課題を述べる。
ササバとネットワークを接続する場合、サーバ内に
ネットワークインターフェースカード印IC)といった
接続ボードを介して嘩続する。 NICは、 MACアドレス
で示されるネットワーク固有の識別子を有している。
MACアドレスを取得するには、接続ボードをソフト
ウェアから制御す.る必要がある。ハードウェアレベル
で情報を取得する標準インターフェースが決まってお
らず、接続ボードを構成する制御LS Iのインターフ
ェースがLS Iメーカ独自になっている。そのため、
MACアドレスはOSのドライバを介して取得する必要
がある。しかし、構築フェーズにおいて、管理対象サ
ーバはOS未インストール状態であるためエージェン
トなどのソフトウェアからのサーバ情報を得ることが
できない.サーバ管理において重要な情報は、サーバ
とその聯売ボードが有するMACアドレ云との対応情
報である。この対応情報が無ければ、あるMACアド
レスを持つサーバがどれなのかを知ることができない。
そこで現状は、管理者がMACアドレスをサーバの匿
体に貼られている̲シールなどから取得し、サーバと接
続ボードとを対応付ける結線管理台帳を作成している。

また、既存のネットワーク管理ソフトウェアやスト
レージ管理ソフトウェアを使用しても、構築時におけ
るネットワークの結線管理はできない。ネットワーク
管理ソフトウェアは、 MACアドレスを基本とした結
線管理をしている。ネットワークを流れるパケットの
宛先や送信元に格納されたMACアドレスを取得する
ことで、前述の管理エージェントがなくても基本的な
装置管理はできる。しかし、これではMACアドレス
を持った装置が存在することはわかるが、どのサーバ
に対応する情報かを知ることはできない。さらに一般
のネットワーク管理ソフトウェアは、いずれもOSを
インストールしエージェントを起動する必要があり、
本検討の要件である構築フェ⊥ズにおける結線管理は
できない。
以上のことから、構築時における計算機リソース管
理の自動化とは管理者が手動で作成していた結線管理
台帳を自動的に生成することと考えられる.具体的に
は、OS未インストールのサーバのMACアドレスとい
ったサーバのネットワーク結線情報を取得し、・サーバ
と接続ボードとの対応付けを自動化する結線管理の実
現が課題である。

4.2自律起動エージェントによる結線管理の自動化
上記課題を解決するた桝こ、サーバと接続ボードと
の対応付けを自動化する自律起動エージェント技術を
開発した。自律起動エ「ジェントは、管理対象サーバ
にネットワークを介して自動的に転送され、サーバと
痩続ボードとの対応情報を取得し、管理サーバに転送
する機能を有するプログラムである。
図2は、自律起動エージェントの動作概要を示して
いる。自律起動エージェントは、自律起動エージェン

ト管理機能から管理対象サーバに管理ネットワークを
介して転送する。自律起動エージェントを管理対象サ
ーバに転送するた桝こ、 NICの機能であるネットワー
クブート【2]の機能を使用する0‑ネットワ、‑クブ‑:ト機
能は最近のサーバでは一般的に使用可能な技術である
管理対象サーバの電波oNに伴い、ネヅトワークブー
ト要求が管理サーバに転送される。管理サーバ上の自
律起動エージェント管理機能は、リクエストを受ける
と自律起動エージェントを管理対象サーバに転送する
自律起動エージェントには、 OS未インストールのサ
ーバでも起動できるようにするための、OSを内蔵して
いる。転送された自律起動エージェントは管理対象サ
ーバの接続ボード内に格納されている結線管理に必要
なMACアドレスを取得した後、管理対象サーバと
MACアドレスを対応付けした接続ボード対応情報を
A自律起動エージェント管理機能に転送する。!方、既
存のネットワーク管理ソフトウェアは、ネットワーク
装置が標準で有する SNMP(Simple Network
ManagementProtocol)を利用し、ネットワークやストレ
ージの結線情報を取得する二本技術のシステム結線管
理機能は、自律起動エージェントが取得した接続ボー
ド対応情報と、ネットワーク管理ソフトウェアが取得
し車埠線情報との付き合わせを行う。羊・れにより、サ
ーバとネットワ∴ク装置が関連づけられ産システム全
体の結線管理が可能になる。
4.3自律起動土‑ジiントの機能・
、自律起動エージェン.トは、表4に毒すように計算機
リソースを管理する年別こ必要な機能を有している。

に対して接続情報を通知する際には、サーバの識別子
とペアで通知するごとでサーバと接続情報との対応付
けが可能になる占例えば、サーバのUUID(Universally
Unique IDentifier)等がサーバの識別子となる。このよう
にサーバ特有の識別子とネットワークの識別子とを連
携することで、サーバ.とネットワークの関係を正しく
把握することができるよLぅになる。サエバ情報取得機
能は、管理サーバがサーバの管理古手必要な情報を取得
する機能であり、 CPU情報、メモリ情報、 pcIバ
スに按疲されたダードの情報等を取得し、管理サーバ
に通知する機能である.自律起動機能は、管理対象サ
ーバにOSがインストールされていない状態やもサー
バの情報を取得できるようにするため、自律起動エー
ジェント自身が'osを内蔵している。ネットワーク大
イッチテーブル更新機能は、管理対象サーバカ.ゞ接続さ
れているネットワークスイッチの内部にある制御テー
ブルを更新する機能である。この機能により、ネッ・ト
ワークスイッチの情報をサーバ起動と同時に更新する
ことができるため、ネットワークめ結線情報をリアル
タイムに把握することができるようになる。自律起動
エージェント起動時にネットワークスイ♭チにパケッ
Vトを送出することで制御テーブルを更新する。
上記機能により、 os未インストールのサーバ七も
リアルタイムな結線管理が可能になり、構築フ五一ズ
において、従来は管理者が手動で行っていた細線管理
の手間を削減することができるようになる。羊の技術
は、業務やサービスの入れ替え時など、物理結線の変
更を伴う計算機システムの再構築にも適用することが
できる;

5・自律起動エージェントの実装
自律起動エージェントに関してプロトタイプを開発
し動作検証を行った。プロトタイプでは、管理対象サ
ーバのOSを使用せず、自律起動エ∵ジ芋、ントによる
結線管理自動化技術により、サーバが接続されたネッ
トワークスイッチのポート夢号まで正確に把握するこ
とができる。以降では、プロトタイプの実装について
述べる。

結線情報取得機能は、自律起動エージ土、ン′トゐ基本
機能であり管理対象サーバが有するMac;アドレスと
いった結線管理に必要な情報を取得する機能である。
ここで取得した情報が、従来の結線管理台帳の代わり
となる。高信頼化のために複数のNICが接続されてい
る場合には、複数の接続情報を取得する。管理サーバ

図3は、プ汁トタイプの全体構成を示してい争oネ
ットワ:」クは、,業務ネットワークと管理ネットワーク
から構成さ,れているO.業務ネットワーク臥アプリケ
ーションが占有できるネットワークであり、管嘘ネッ
トワ クは計算機リソースを管理するために必軍なデ
ータを転送するために設けた。管理対象サーバ串よび
業務ネットワークスイッチは、業務ネットワークと管
理ネットワークの両方に属するよう接続する。

図4は自律起動エージェント管理サーバで稼動する
ソラトウェアを示している。自律超勤千一ジ7=ント管
理サーバは、管理対象サーバへの自律起動エージェン
ト転送および管理ササバ情報の管理を行う。

動すると、・結線情報と共にサーバのハードウェア情報
を取得する.取得した情報は、サーバ情報取得機能に
転送される。これらの「連の動作により、図5.に示す
ように、自律起動エージェント管理サーバ内に、従来
管理者が手動で作成していた結線管理台帳に相当する
接続ボード対応情報を自動的に生成することができる。
接続ボード対応情報は、サーバ識別子とサーバが有す
るNICのMACアドレスをペアで管理しており、これ
により管理者の結線管理台痕のメンテナンスの手間を
削減することができる。

自律起動エージェント管理サーバは管理対象サーバ
に自律起動エージェントを転送するための
DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)サーバおよ
びTFTP(Trivial File Transfer Protocol)サーバと、自律起
動エージェントから転送される結線などの情報を受信
するサーバ情報取得機能を有する DHCPサーバは、
管理対象サーバがネットワークブートで使用する際の
一時的なIPアドレスを割り当てるために用いた。開発
した自律起動エージェントは、 TFTPサーバを介して
管理対象サーバに転送される。自律起動エージェント
は、管理対象サーバのディスクは一切使用せず、サー
バのメモリ上で動作するo 自律起動エージェントは起

図6は、結線管理サーバの構成図を示す。結線管理
サーバは、業務ネットワークスイッチから結線情報を
取得するネットワ'‑クスイッチ情報取得機能と、白鍵
起動エージェントが取得した管理対象サーバ情報およ
びネットワークスイッチ情報とを合わせてシステヰ全
体の結線情管理を行うネットワーク結線管理機能、'結
線図生成機能を有する。

6.まとめ
本稿では、ネットワークに接続された多数サーバ環
境において、頻繁に変更される計算機システムの運用
や構築を容易化する事を目的とし、ネットワークのト
ポロジ管理を自動化する技術について述べた。
中長期運用サイクルの構築フェーズにおける自動化
技術の要件を検討し、サーバの追加や構成変更に柔軟

ネットワークスイッチ情報取得機能は、 SNMP(Simple
NetworkManagement Protocol)を使用し、ネットワーク
スイッチから表5に示すようなMIB(Management
Information Base)情報を取得する.ネットワークスイッ
チ情報には、ポート毎のMACアドレス、接続先機器
のMACアドレスなどが含まれる。ネットワーク結線
管理機能は、図5の接続ボード対応情報と表4のネッ
トワークスイッチ情報とをマージすることでシステム
全体の結線情報を生成する。

に対応するために、 OS未インスト‑/yのサーバから
ネットワーク結線管理を自動化する技術が必要である
ことがわかった。また、課題を解決する技術として、
ネットワークブートを利用しサーバとネットワークの
結線管理を自動化する自律起動エージェントを提案し
た。本技術についてはプロトタイプを開発し、実機に
よる結線管理の自動化が実現できることを確認したq
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上記開畢した自律起動エージェント技術により、シ
ステム全体のネ.i,トワーク結線をスイッチのポート番
号まで含めて把握することができるようになった。プ
ロトタイプでは、約1 0秒で結線情報を更新する事が
できる。従って、ほぼリアルタイムにシステム全体の
結線を正確に抱腹することができることを確認できた。
ま串、結線情報を自動的に取得できることから、結線
管壷台帳の更新を簡略化でき、また構築ミスを低減で
きると考える。さらに、結線の把握以外の効果として
OSのデブロイが容易になる効果もあるo OSデブロ
イは、一般にMACテドレス牽キーにサーバを特定し、
0 Sイメージをサーバに転送する方式が一般である。
しかし、 MACアドレスだけでは正しいサーバに対す
るデブロイかどうか不明であり、本技術によりOSイ
ンストール前にサーバと対応付けて管理することでO
Sデブロイ管理も容易になるO

