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大規模データセンタにおけるシステム構成情報の
高速収集方式の提案
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概要：近年，データ量の増加や仮想化技術の発展により，サーバやストレージの台数やリソース数が増大
し，データセンタが大規模化している．このように，大規模化するデータセンタを効率良く運用するため
には，サーバからストレージまでのシステム全体の構成情報を一元管理しなければならない．しかし，従
来の運用管理ソフトウェアでは，管理対象の機器から構成情報を収集する際，装置が備えるリソース数に
比例し使用メモリ量が増大するだけでなく，その収集時間はストレージが 100 台あるような大規模データ
センタにおいては 10 時間以上も必要であった．そこで，本論文では，管理対象の機器と運用管理ソフト
ウェア間で通信を行う管理インタフェースの通信方式とデータモデルに着目し，使用メモリ量を削減可能
なオペレーションおよび削減したメモリを使った並列処理方式を考案し，さらにそれらを組み合わせた
構成情報の高速収集方式を提案する．本提案方式の適用により，従来方式と比べ，構成情報の収集時間は

90%短縮，管理可能な装置の台数も 9 倍向上し，大規模データセンタの運用に耐えうる構成情報の収集方
式を確立した．
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Abstract: In these years, the number of server and storage and resources increases by increase of the data
volume and advancement of the virtualization technology, and the data center becomes large-scale. Therefore
the system management software must control the conﬁguration data from servers to storages intensively to
manage a data center eﬃciently. However, the conventional system management software was not able to
manage a large-scale data center. Because the used memory increased in proportion to the number of the
resource, and it was necessary for the large-scale data center that had 100 storages more than ten hours at
collection time of the conﬁguration information. This paper proposes the discovery method of conﬁguration
data of system which can be used even in a large-scale environment. The method is to combine the new
operation which can be reduced the used memory with the parallel processing by the data model. By this
proposal, 90% of collection time of the conﬁguration data shortened, and the number of the device which the
system management software could manage improved 9 times.
Keywords: large scale, data center, system management, conﬁguration data, CIM

1

2

株式会社日立製作所横浜研究所
Yokohama Research Laboratory, Hitachi Ltd., Yokohama,
Kanagawa 244–8555, Japan
北陸先端科学技術大学院大学情報社会基盤研究センター
Research Center for Advanced Computing Infrastructure,
Japan Advanced Institute of Science Technology, Nomi,
Ishikawa 923–1292, Japan

c 2012 Information Processing Society of Japan


a)
b)
c)
d)
e)

yukinori.sakashita.hk@hitachi.com
yasutaka.kono.vy@hitachi.com
tsukasa.shibayama.qx@hitachi.com
jun.nakajima.vu@hitachi.com
shikida@jaist.ac.jp

969

情報処理学会論文誌

Vol.53 No.3 969–977 (Mar. 2012)

表 1 管理インタフェースとデータフォーマット

Table 1 Management interface and data format.

1. はじめに
近年，クラウドの普及にともない，それを支えるデー
タセンタの規模が大規模化している．これの要因は主に 2
つある．1 つ目は，クラウドで利用されているサーバやス

も登場している．
これら運用管理ソフトウェアは，まず，管理対象の装置
が備える管理用インタフェースを通じ，装置と通信を行う
ことで各装置の構成情報を収集し管理を行っている．
管理対象の装置と構成情報収集モジュール間の管理用

トレージの仮想化技術の進歩である．仮想化技術により，

インタフェースとして，従来は，SNMP（Simple Network

CPU やメモリといったサーバリソースや，ストレージの

Management Protocol）に代表されるように通信データ量

Volume などが仮想化されるようになり，実際の物理的リ

の少ないシンプルな形式のものが利用されていた．しか

ソースの消費を抑え低コストで大量リソースを提供でき

し，近年，SNMP は障害情報の通知には利用されているも

るようになったため，データセンタ内のリソース数が年々

のの，構成情報の収集では，XML 形式のデータフォーマッ

増加している．2 つ目は，データセンタへのデータ集中で

トの利用が一般化している．これは，サーバやストレージ

ある．従来，サーバ内に保存されていたデータが，クラウ

が備え持つ各リソース間の関係が複雑化したためである．

ドの普及により，クラウド上に保存されることが一般的に

従来は，サーバやストレージの構成がシンプルであった

なった．そのため，クラウドを支えるデータセンタに保存

ため，リソース間の関連を SNMP のようなツリー形式の

されるデータ量が増加している．これにともない，データ

モデルで表現できていた．しかし，リソース間の関係が複

センタが所有するストレージの台数が増加し，世界中での

雑化したことで，ツリー形式のモデルでは，表現できなく

全出荷台数が年率約 4 倍のペースで増加し続け，約 5 年後

なった．そこで，複雑化したリソース間の関係を適切に表

には 100 台以上ものストレージを所有するデータセンタの

現すべく CIM（Common Information Model）に代表され

登場が予測されている [1]．

るようなオブジェクト指向形式のモデルの利用が進んでい

このような状況の中，大規模化するデータセンタの運用

る [7]．このオブジェクト指向形式のモデルを通信データ上

管理業務において，リソースの利用効率向上や障害発生時

で表現するのに，表現の自由度の高さが必要となり，XML

の迅速な対応を実現するため，仮想サーバからストレージ

形式のデータフォーマットが利用されている．表 1 に代表

までの構成情報の一元管理が不可欠となっている．しかし，

的な管理対象の管理インタフェースとデータフォーマット

データセンタの運用管理に利用していた従来の運用管理ソ

を示す．

フトウェアでは，管理対象機器から構成情報を収集する際

管理インタフェースとしては，大手ストレージベンダ

のスケーラビリティが低く，大規模化するデータセンタを

の 90%以上の製品に採用されている国際標準仕様 SMI-

一元管理できなかった．そこで，本論文では，大規模デー

S（Storage Management Initiative-Speciﬁcation）[8], [9]，

タセンタ向けに運用管理ソフトウェアのスケーラビリティ

Web Service などで利用されている SOAP（Simple Object

を向上させるべく構成情報の高速収集方式を提案する．

Access Protocol），Windows が OS 標準で備えている管理

以下，2 章では，従来の運用管理ソフトウェアについて述
べ，3 章では本論文で対象とする問題について述べる．次
に，4 章で問題を解決する方式を提案し，5 章では提案方式
の試作システムと，それを用いた測定結果を述べる．6 章
では，測定結果に基づいた提案方式の有効性を議論する．

2. 従来の運用管理ソフトウェア
サーバやストレージを一元管理すべく管理対象機器と運

インタフェースの WMI（Windows Management Instru-

mentation），が普及している．

3. 大規模環境の一元管理における問題点
本章では，データセンタの大規模化にともない発生する
従来の構成情報収集方式の問題点について述べる．

3.1 情報取得時におけるメモリ使用量の増大

用管理ソフトウェア間の管理インタフェースに関する研

まず，1 つ目の問題点として，管理対象の装置から構成

究 [2], [3] が行われている．また，サーバからストレージま

情報を取得する際のメモリ使用量の増大があげられる．こ

でを一元管理する商用の運用管理ソフトウェア [4], [5], [6]

れの原因は，各種装置が備えるリソース数の増加である．
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具体例をあげ説明する．エンタプライズクラスのスト

報を収集する際の時間の増大があげられる．これの原因

レージでは，1 台のストレージが備える Volume 数が増加

は，データセンタ内のサーバやストレージなどの台数増加

している．最大構成で 128,000 Volume を備えるストレー

である．

ジも登場し，メインフレームなどの大型計算機を利用す

運用管理ソフトウェアは，リソースの利用効率向上や障

る環境では，最大構成にて利用するケースもある．そのた

害発生時の迅速な対応を実現するために，複数ストレージ

め，構成情報を収集する場合において，Volume など数が

の構成情報を一元管理しなければならない．また，単に一

多いリソースの構成情報を収集する場合にメモリ量が問題

元管理するだけでなく，適切な管理を行うためには複数の

となる．

装置間で構成情報の整合性を保つことが不可欠であり，各

構成情報を収集する際 SMI-S では，指定されたリソー

種装置間の構成情報の収集時の時刻の差が重要である．つ

スの全情報を 1 個の XML データにエンコードする．そ

まり，各種装置から構成情報を収集した時刻に差が大きい

のため，1 回の通信で送信されるデータ量が巨大化するだ

と，正しい構成情報とならず，適切な管理ができない．し

けでなく，その XML データの生成処理，解析処理に膨大

かし，従来方式では，1 台あたりの収集時間が長時間化し

なメモリが必要となる．たとえば，1 個の Volume の構成

ており，さらに，3.1 節で述べたメモリ使用量の問題のた

情報を表現する XML のデータ量は約 11 KBytes である．

め，大規模なストレージの場合，1 台ずつ情報取得を行わ

1 台のストレージに 10,000 Volume 存在する場合では，約

なければならない．そのため，管理対象のリソース数や管

100 MBytes ものデータ量となる．これを，32 bit 環境の

理対象の装置の台数が年々増加している状況の中，大規模

Java5 の標準の XML パーサを利用した場合のメモリ使用

データセンタの構成情報の収集時の時刻の差が年々拡大し

量を測定すると，XML データの読み込み時に，Java のオ

問題である．

ブジェクト形式に変換するため，XML データの読み込み

たとえば，100 台のストレージから構成されるような大

処理だけで，約 500 MBytes 必要となる．128,000 Volume

規模環境において，ストレージの利用が少ないと想定され

を持つストレージの場合では，約 1 GBytes ものデータ量

る夜間に構成情報の一括収集を行う運用を想定した場合

となり，これのデータ処理には 5 GBytes 以上ものメモリ

を考える．この場合，従来方式では，100 台のストレージ

が必要となる．これは，32 bit 環境の Java VM のメモリの

から情報収集するのに 10 時間以上かかる．そのため，一

ヒープサイズが理論値で最大 2 GBytes であることを考慮

晩（7 時間）かかっても構成情報の収集が完了しないだけ

すると，同環境では，このような大規模なエンタプライズ

でなく，最初に収集したストレージと最後に収集したスト

クラスのストレージ 1 台すら管理できない．

レージでは 10 時間以上もの時刻の差が生じてしまう．そ

メモリ量に関しては，運用管理ソフトウェアを導入する
環境を 64 bit 環境でかつ大量のメモリを搭載した管理用

PC に導入するなど，ハードウェア側からのアプローチに
より改善する方法もある．しかし，データセンタの大規模

のため，情報の整合性を保つことができず実運用に耐えら
れない．

4. 高速情報収集方式の提案

化が加速度的に進んでいる状況や，複数ストレージやサー

本章では，前章で述べた問題点の解決に向け，管理対象

バをあたかも 1 台のハードウェアに見せる仮想化技術の発

からの情報取得時における使用メモリ量を削減し，さらに，

展を考慮すると，使用するメモリ量も加速度的に進むと予

削減したメモリを使い情報収集処理を並列化することで収

測される．たとえば，100 台のストレージを仮想化技術に

集時間の短縮を行う高速情報収集方式を提案する．

より 1 台の仮想的なストレージとして扱うケースを想定す
ると，500 GByte 以上ものメモリが必要となり，エンタプ

4.1 メモリ使用量の削減

ライズクラスのサーバが必要になる．しかし，業務システ

取得対象となるリソースの情報取得する際，従来の SMI-S

ムのサービスを提供するサーバとは異なり，データセンタ

に規定されているオペレーションでは，XML フォーマット

の運用管理を支援する運用管理ソフトウェアは，運用管理

の仕様上，すべての XML データを受信しなければ，XML

にかかるコストを削減することが目的のため，コストの観

データとしての最低限のフォーマット規約を満たせない

点から，オフィス業務などで利用している一般的な PC な

ため，Java の XML パーサで処理できず，すべての XML

ど安価なハードウェアにインストールされ利用されること

データを受信した後にパースしなければならなかった．た

が多い．そのため，ハードウェア側からのアプローチだけ

とえば，1 台のストレージに 10,000 Volume ある環境で，従

では限界があり，ソフトウェア側での使用メモリ量の削減

来の運用管理ソフトウェアで多く利用されているリクエス

が必要である．

トである EnumerateInstances を使った場合，1 回のリクエ
ストで全 Volume の情報を 1 個の XML データとしてエン

3.2 情報収集時間の増大
次に，2 つ目の問題点として管理対象の装置から構成情

c 2012 Information Processing Society of Japan
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図 2 SMI-S における情報取得シーケンス

Fig. 2 Gathering Sequence of SMI-S.
図 1

複数リクエスト組合せ方式

Fig. 1 Combination of multi requests.

いた ( 1 ) より削減できる．問題点の 2 つ目については，識
別子一覧を取得するオペレーションを利用しないため，発

これを解決するために，次の 2 つの方式を考えた．

( 1 ) 複数リクエスト組合せ方式
( 2 ) 取得情報分割方式
( 1 ) は，メモリを大量消費するオペレーションを使わず，

生しない．しかし，( 2 ) の方式は，既存の標準仕様のオペ
レーションでは実現できないため，特定ベンダの限られた
機器でしか実現できない．そこで，著者らは，SMI-S を策
定している SNIA（Storage Networking Industry Associa-

図 1 に示すようにメモリ消費の少ない 2 個のオペレーショ

tion）および関連仕様を策定している DMTF（Distributed

ンに分割することでメモリ量を減らす方式である．

Management Task Force, Inc.）で議論を行った [10]．その

まず，最初のオペレーションとして取得する対象リソー

結果，( 2 ) の方式が “CIM Operations over HTTP 1.3.1”

スの識別子一覧を取得するオペレーションを実行する．次

の Pulled Enumeration Operations として，国際標準化さ

に取得した識別子を使い，1 リソースごとの情報を取得す

れた [11]．

るオペレーションを実行し，リソースの詳細情報を取得す

( 2 ) の方式が国際標準化されたことで様々なベンダが利

る．これを，最初のオペレーションで取得したリソースの

用可能となり，( 1 ) の方式と比べ実行時間，メモリ使用量

個数分実行すれば，全リソースの詳細情報が取得できる．

の観点より有効なため，( 2 ) の方式を提案方式に採用する．

この方式は，既存の標準仕様のオペレーションを組み合わ
せた方式であるため，実現が容易である．しかし，この方
式には 2 つの問題点がある．

1 つ目の問題点は，実行時間が増大してしまうという点
である．従来まで利用されていた全リソースの情報を 1 度

4.2 情報収集処理の並列化
次に，情報収集時間の短縮に向け，構成情報収集処理の
並列化を行う．
近年，一般的に利用されているオブジェクト指向形式の

に取得するオペレーションであれば 1 回の通信であったが，

モデルでは，管理対象のリソースを示すオブジェクト間の

2 個のオペレーションに分割したことで，1 + N i 回（N i：

依存関係が強く，単純に並列化することができない．

リソース数）の通信が発生し，実行時間が増大してしまう．

一例をあげると，ストレージが Port と Volume を有す

2 つ目の問題点は，1 回目のオペレーションである識別

る場合，運用管理ソフトウェアは，まずストレージの情報

子一覧を取得するオペレーションのメモリ使用量である．

を入力値として，そのストレージが所有する Port の情報

このオペレーションは，識別子一覧のみ取得するため全リ

取得リクエストを発行する．これにより，指定されたスト

ソースの情報を 1 度に取得するオペレーションに比べメモ

レージ上に存在する Port の情報を取得する．続いて取得

リ使用量は，約 1/10 に抑えられる．しかし，将来ストレー

した Port の情報を入力値とし，Volume の情報の取得リク

ジやサーバなどの管理対象が，大量にリソースを備えた場

エストを順次発行することで構成情報を取得する（図 2）
．

合に，いずれ対応できなくなる点である．

このようにオブジェクト指向形式のモデルを利用した管理

次に，( 2 ) の方式について述べる．( 2 ) は，通信時のデー

インタフェースでは，リソース間のつながりを意識したオ

タを分割し，リソースの情報を取得する方式である．まず，

ペレーションとなっており，目的のリソースの情報を取得

はじめに運用管理ソフトウェアより，1 回の通信で取得する

する際，関連元のリソースの情報が入力値として必要とな

リソース数を指定し，リクエストを送信する．リクエスト

るため，単純には情報収集処理の並列化はできない．

を受信したストレージなどの管理対象は，リクエストを受

そこで，これを解決するために本提案では，情報収集処

け取ると，指定されたリソース数分の XML データに分割

理の並列化に向け，まずリソース間の依存関係の強弱に着

し，レスポンスを返す．これにより，1 回の通信で送信され

目し，依存関係の強いリソース群をグループとしてまとめ，

るデータ量を削減でき，メモリ量の削減が見込める．この

このグループ単位で情報収集処理の並列化を行う．

方式だと ( 1 ) の方式で発生していた 2 つの問題点を緩和で

まず，リソースのグループ化について述べる．オブジェ

きる．問題点の 1 つ目であった実行時間の増大に関しては，

クト指向形式のモデルでは，各リソースの関係が表現され

1 回の通信で取得するリソース数を，メモリ使用量を見つつ

ており，それぞれの関係には運用管理ソフトウェアにおけ

調整することで，リソース数に依存し実行時間が増大して

る強弱がある．リソースの関係と強弱を表 2 にまとめる．
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表 2

リソースの依存関係と強弱

Table 2 Dependence and strength of resource.

リソースの依存関係が最も強いものとして “他リソース
の情報を所有” がある．たとえば，ストレージを示す情報
の詳細な値に，そのストレージが所有する Port の識別情
報やポート数といった Port 情報の一部情報を持っている
場合である．このようなケースではストレージと Port の
情報に不整合が生じると，運用管理ソフトウェアで，スト
レージの情報として Port の一覧表示していた画面から，

Port の詳細画面に遷移しようとした場合に，Port の詳細
図 3

画面に遷移できないなど，運用管理ソフトウェアにおいて

グループ化の一例

Fig. 3 Sample of groups.

致命的なエラーが発生する．
次に，リソースの依存関係の強いものとして，“物理的
な接続関係” と “論理的な接続関係” がある．前者は，各リ
ソースがネットワークや結線により物理に接続しているこ
とを示している接続関係，後者は，ストレージとホスト間
のアクセス制御情報（LUN Security や Zoning）などの各
種設定情報である．運用管理ソフトウェアにおいて，接続
関係の情報に不整合が生じてしまうと，ハードウェアの故
障による障害管理などにおいて，誤った部位があたかも障
害が発生したかのように間違った結果を表示する，といっ
た重大な問題をひきおこしかねない．また，論理的な接続
関係の利用のケースでは，物理的な接続関係が前提となる
ケースが多い．たとえば，管理者によるオペレーションミ

図 4

スによる設定ミスの検知を実施する場合，物理的な接続関

情報取得の並列化

Fig. 4 Parallel sequence of getting method.

係と現在設定されている設定情報の突き合わせが必要とな
る．そのため，物理的な接続関係と論理的な接続関係は，

グループ化の対象としては，ストレージの構成管理を行う

物理的な接続関係の方が，依存関係が強い．

ために必要な 51 種類のリソースを対象とし 16 グループに

最後のリソースの依存関係としては “設定操作時に関係”

分類した．グループ化したリソースの一例を図 3 に示す．

がある．これは，ストレージへ接続可能なホストを登録設

次に，グループ単位での情報収集処理の並列化につい

定など，管理者が行う設定操作において，必要なパラメー

て述べる．上記で分けたグループ間の依存関係に着目し，

タとして関係している場合である．たとえば，管理ソフト

Group1 の情報を取得した後，依存関係のない Group2 と

ウェアにおいて，設定操作時に管理者が指定するパラメー

Group3 を並列に取得し，Group1 と Group2 と依存関係の

タの一部情報だけが更新されておらず古い情報であった場

ある Group4 については，Group1，Group2 の情報取得後

合，設定操作がエラーとなる場合がある．

取得するように制御する．図 4 に構成情報取得における並

このように，リソースの関係の意味により，運用管理ソ
フトウェアが管理するリソースの情報に不整合が発生した

列化処理をアクティビティ図で示す．
このようにリソースを依存関係の強さでグループにまと

場合に引き起こされる問題の重要度が異なる．そのため，

めし，さらにグループ間の依存関係を考慮することで，構

オブジェクト指向形式で示されたモデルのリソース間の関

成情報の収集処理の並列化を実現した．

係の意味を考慮し，情報の不整合が致命的な問題が発生し
ないように，リソースをグループ化する．

5. 測定

本論文の評価に利用した試作システムでは，リソース間

本章では，4 章で述べた提案方式の試作システムを開発

の依存関係の強弱のスコアが 5 点以上の関係を強い依存関

し，測定した使用メモリ量と構成情報収集時間の結果を述

係を持ったリソースを同一グループとしてグループ化した．

べる．
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図 5

Pull Enumeration Operations 使用メモリ量

Fig. 5 Using memory size of Pull Enumeration Operations.
表 3 試作システム

Table 3 Prototype system.

測定の結果，従来のオペレーション（EnumerateInstances，

Associators，References）では，インスタンス数に比例し，
使用メモリ量が増加しているのに対し，提案方式のオペ
レーション（OpenEnumerateInstanes，OpenAssociatorIn-

stances，OpenReferenceInstances）では，最大 56 MBytes
表 4 測定環境

Table 4 Measurement environment.

で，使用メモリ量が一定となっている．また，OpenRef-

erenceInstances オペレーションにおいては，Volume 数が
1,000–4,000 の間，使用メモリ量が単調増加している．これ
は，OpenReferenceInstances オペレーションで取得する情
報が，他のオペレーションに比べ 1 Volume あたりのデー
タ量が小さいため，56 MBytes まで利用していないためで

5.1 試作システム

ある．

4 章の提案方式を適用した試作システムの仕様を表 3 に
示す．

5.4 構成情報収集時間に関する測定結果

本試作システムでは，メモリ使用量の削減に向けた取得

構成情報の収集時間に関する測定では，取得情報分割方

情報分割方式の実装に，Pulled Enumeration Operations

式におけるオーバヘッドの影響および情報取得処理の並列

をサポートしているライブラリ J WBEM Server3.1.2 を利

化における最適並列数を調査すべく実施した．

用した．

(1) 取得情報分割方式におけるオーバヘッドの影響測定

5.2 測定環境

得を行うため，従来方式ではなかった XML データの分割

取得情報分割方式では，XML データを分割し情報の取
次に，5.1 節で述べた試作システムを使い，大規模環境で
問題となる使用メモリ量と構成情報収集時間を測定した．

処理が必要となる．そのため，従来方式では 1 回のリクエ
ストで全リソースの情報を 1 度に取得していたのに比べ，

表 4 に測定環境を示す．なお，測定では，1 度に取得す

全リソースの情報を取得するのに複数回リクエストを発行

るリソースの数を 1,000 個（J WBEM Server での最大数）

する必要がある．たとえば，4,000 個のリソースを取得す

とした．

る場合，取得情報分割では，1 回のリクエストで取得する
リソース数を 1,000 個とした場合，全リソースの情報を取

5.3 メモリ量に関する測定結果
まず初めに，提案方式の取得情報分割方式におけるメモ
リ削減効果を測定した．
測定では，ストレージの Volume 数を 1,000，2,000，4,000，

得するのに，従来方式に比べ +3 回リクエストが必要とな
る．そのため，本測定では，分割処理におけるオーバヘッ
ドおよびリクエスト回数が増加することにともなうオーバ
ヘッドについて測定した．結果を図 6 に示す．

6,000 と構成変更を行い，使用メモリ量を測定した．なお，

測定の結果，リクエスト回数が 1 回で情報収集する 1,000

測定では運用管理ソフトウェアで利用される頻度の高い 3

リソースの場合の測定結果を比較すると，従来方式に比べ，

種類のオペレーションに対し測定を実施した．結果を図 5

XML データの分割処理に要する時間は，0.1 秒にも満たず

に示す．

情報収集時間への影響は少ないことが判明した．また，リ
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図 6 取得情報分割方式のオーバヘッド

Fig. 6 Overhead of acquisition division of information method.

合わせた本提案の高速情報収集方式の有効性について議論
を行う．

6.1 取得情報分割方式の有効性
3.1 節に述べたように，従来方式では，取得するリソー
ス数に比例し使用メモリ量が増加していた．これに対し，
取得情報分割方式では，その設計思想どおり，取得するリ
ソース数を増加させても，使用メモリ量は一定で抑えら
れており，最大約 56 MBytes のメモリ量となることが 5.3
図 7 構成情報取得時の収集時間とスレッド数

節の測定結果より実証された．また，取得情報分割方式で

Fig. 7 Getting time and number of thread.

は，XML データを分割取得するため，従来方式に比べ情
報取得時間について XML データを分割する処理時間およ

クエスト回数が増加することにともなうオーバヘッドに関

びリクエスト回数が増加することに対する処理時間のオー

しては，リソース数 2,000，リソース数 4,000 の場合の測

バヘッドが生じるが，5.4 節 (1) の測定の結果，構成情報の

定結果を比較すると，平均 0.3 秒/リクエストであり，これ

収集処理に与える影響は少ないことが判明した．

も影響は少ないことが判明した．

(2) 情報取得処理の並列化における最適並列数

これにより，従来方式で Volume の情報を収集する場合，

32 bit 環境の Java の環境下では，1 台のストレージあたり

次に，試作システムを使い，最も効果的な並列数（ス

約 20,000 Volume のリソースがあると，メモリ不足となり

レッド数）を調査すべく，主要ストレージベンダ 3 社に

処理の限界であったが，取得情報分割方式では，リソース

対し測定を実施した．測定環境としては，A 社ストレー

数が増加しても，メモリ使用量を一定に抑えることができ

ジ 3,200 Volume，B 社ストレージ 3,100 Volume，C 社スト

るため，メモリ使用量によるリソース数の限界がなくなっ

レージ 3,050 Volume のストレージを用いた．結果を図 7

た．つまり，1 台のストレージで 20,000 Volume 以上もの

に示す．

リソースを標準で備えるエンタプライズクラスのストレー

主要ストレージベンダ 3 社のストレージに対し測定した

ジを管理する場合であっても，取得情報分割方式を用いれ

結果によると，スレッド数 1 から 2 にかけて，並列処理に

ば，メモリ不足を発生させることなく構成情報を収集で

よる効果が高く各社ともスレッド数 4 で並列処理の効果が

きる．

収束傾向となった．また，試作システムでの CPU の処理
速度および使用メモリ量の限界による影響をなくすため，

これらより，取得情報分割方式はメモリ削減に有効な方
式であるといえる．

3 社のストレージにおいて，100 Volume 程度の構成で測定
を行ったが，図 7 と同様にスレッド数 4 で収束傾向であっ

6.2 情報収集の並列化方式の有効性

た．このことから，ストレージ側で行われているオブジェ

次に，情報収集の並列化について述べる．従来は，4.2 節

クト指向形式のモデルの情報生成処理の処理能力がスレッ

で述べたように，オブジェクト指向形式のモデルで表現さ

ド数 4 で収束していると考える．

れた管理インタフェースを利用する場合，各リソース間の

6. 議論
本章では，メモリ量削減に向け適用した取得情報分割方
式と，情報収集時間短縮に向け適用した情報収集処理の並
列化について，それぞれ有効性を述べた後，これらを組み
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数が約 3,000 Volume の規模のストレージから構成情報を
収集するのに，従来方式だと 3 社の平均で約 7 分（441 秒）
かかっていたものが，並列化方式では，約 3 分（191 秒）
になり，約 57%もの時間短縮に成功した．これは，複数台

U m = 224N th
N
Rt = 191
N th

(1)
(2)

U m：使用メモリ量（MBytes），N th：同時に情報収集す

のストレージを運用管理するケースにおいて，N 台のスト

るストレージ台数，Rt：情報収集時間（Sec）
，N ：管理対

レージから構成情報を収集するのに，441N 秒必要だった

象とするストレージの全台数

ものが 191N 秒に短縮できるようになった．
次に，管理できるデータセンタの規模の観点から述べる．

たとえば，ストレージからの構成情報収集処理に 1 GBytes
のメモリを割り当てたと仮定する．この場合，100 台のス

ストレージからの構成情報収集を一晩（7 時間と想定）で

トレージから構成情報を収集するのに必要な時間を式 (1)，

完了しようと計画した場合，従来方式だと 441N 秒必要で

式 (2) にあてはめて算出すると，同時に構成情報収集可能

あったため，57 台まで扱えなかった．これに対し，並列化

なストレージの台数は 4 台となり，構成情報取得時間は，

方式では 191N 秒に短縮したことで，131 台まで管理でき

約 1 時間 20 分（4,775 秒）ですべてのストレージからの構

るようになる．つまり，構成情報の収集処理を並列化した

成情報収集が可能となる．これにより，従来方式では，約

ことで，収集時間を短縮でき，従来方式の 2 倍以上の台数

12 時間以上（44,133 秒）必要であった情報収集の処理時間

の装置を管理できるようになった．

を約 90%短縮できる．

これらより，提案の並列化方式は構成情報の収集時間の
短縮に有効であるといえる．

次に，管理できるデータセンタの規模の観点から述べる．
ストレージからの構成情報収集を一晩で完了しようと計画
した場合，構成情報が収集能なストレージの台数も従来方

6.3 高速情報収集方式の有効性
6.1 節，6.2 節より，取得情報分割方式と情報収集の並列
化方式がそれぞれ使用メモリ量削減，構成情報の収集時間
の短縮，に有効であることが判明した．
そこで，これら 2 つを組み合わせた提案方式である高速
情報収集方式について，有効性を述べる．

式では 57 台であったものが，提案方式では 527 台と 9 倍
以上もの台数を管理できるようになる．
これは，2010 年時点で 60 台以上のストレージを有する
データセンタが登場しており，2015 年には 100 台，2020
年には 500 台を超えるストレージを有する大規模データセ
ンタが登場すると予測されている状況において，本提案の

まず，1 台のストレージからの情報収集に関しては，6.2

高速情報収集方式は，大規模データセンタの構成情報を一

節で述べたように，並列数 4 で処理した場合，各社の平均

元管理するために十分なスケーラビリティを有した方式で

をとると 191（秒）であった．この場合の使用メモリ量は，

あるといえる．

取得情報分割方式を利用することで，1 スレッドあたり最大

56 MBytes となることから，並列数 4 で最大 224 MBytes
となる．

7. おわりに
本論文では，システムの構成情報の収集処理における使

次に，さらに情報収集の処理時間の短縮を狙い図 8 に示

用メモリ量と処理時間を削減する高速情報収集方式を提

すように複数台のストレージから同時に情報収集すること

案した．従来の運用管理ソフトウェアで用いられていた方

を考える．

式では，使用メモリ量と構成情報の収集時間の増大が原因

これにより，たとえば，ストレージ 1，ストレージ 2 と

で，年々大規模化し 2015 年には 100 台以上ものストレー

2 台のストレージから情報を収集する場合，合計 8 スレッ

ジが存在すると予測されているデータセンタを一元管理す

ドの並列数で情報収集する．

ることができなかった．そこで，本提案方式は，従来方式

この複数台のストレージから情報収集する場合の使用メ
モリ量と情報収集時間の関係を式 (1)，式 (2) に示す．

と比べ 90%の情報収集時間を短縮し，さらに管理台数も 9
倍以上のスケールアップを実現した．これにより，2015 年
の環境だけでなく，現在と同じペースで増加すると仮定し
た場合に 500 台以上のストレージが存在すると予測される

2020 年環境も一元管理できるようになった．
さらに，ストレージだけでなく仮想サーバにおいても，
年々利用台数が増加しており，近い将来，ストレージと同
様に情報収集時の限界問題が発生する．これに対しても，
本提案方式は，仮想サーバが備える管理インタフェースに
も適用できるため，ストレージと同様に解決ができる．ま
図 8 複数台のストレージからの情報収集

た，仮想サーバのスケーラビリティに関しては，本論文で

Fig. 8 Getting method from the plural storage.

述べた 5.3 節，5.4 節の測定結果と近似の値と考えられる．
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河野 泰隆

これは，代表的な仮想サーバである VMware で利用されて
いる CIM のクラスは 48 クラスであり，本論文の試作プロ

2004 年慶應義塾大学理工学部情報工

グラムで対象としたストレージの CIM のクラス 51 クラス

学科卒業．2006 年同大学大学院理工

と近似のクラス数であり，さらにそのモデルも類似してい

学研究科修士課程修了．同年株式会社

るためである．

日立製作所システム開発研究所（現，

本提案方式では，単一のデータセンタ内の機器を一元管

横浜研究所）入所，現在に至る．スト

理すべく提案を行った．今後は，さらにこれを発展させ，
クラウドにより複数データセンタに分散し保存されたデー
タを活用したサービスの登場に追随し，複数の大規模デー

レージシステムおよびシステム運用管
理の研究に従事．

タセンタをまたがった構成情報を一元管理できるようさら
なる進展が課題である．

柴山 司 （正会員）
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