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旨

ディペンダブルネットワークを形成するノードでは高可用性が求められ、そのため冗長化構成が用いられま
す。それには、どのようにノードの構成要素を切り分けてモジュール化するか、ならびに、いかにモジュー
ルを組み合わせて高可用システムを構成するかが重要です。
本稿では、光インターコネクション技術によってもたらされる「筐体を超えた冗長構成」を紹介します。さ
らに、その上で、個々のモジュールごとの故障リスクや、モジュールの実装位置に依存する同一障害リスク
グループという「物理リソース情報まで考慮した冗長構成自動化技術」が動くことで、リソース使用率を同
じに保ちながら、2倍の可用性が実現できることを示し、これらの技術要素を集約したGeneration-FreePlatformの先進性を述べます。
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1. はじめに
ディペンダブルネットワークを形成するためのノードには一
般に99.999%の高可用性が求められます。単体の装置でこのよ
うな高可用性を実現するのは不可能なので、二重化などの冗
長化構成が用いられます。冗長構成をとると、故障時に
Standby系に切り替えて、故障した部分を交換することができ
ますが、その可換な単位を、機能、改版性、故障率などを考
)
慮してうまく切り分けてモジュラー化することが重要です1 。
一方、冗長性を増加させると可用性は増加しますが、同時に
無駄なリソースが増加するため、単純に冗長化を行うとリソー
ス使用率が低下します。そこで、モジュラー化されたリソース
をどのように組み合わせてノードを構成するかが重要です。
本稿では主に後者、高可用ノードの構成のためにどのよう
にモジュールを組み合わせるかという点についてGeneration
)
Free Platform2 というプロトタイプを例に用いて紹介します。
2. 低レイヤでの仮想化を利用した冗長構成
可用性を考えるとき、重要なのは装置が止まらないことで
はなく、ネットワークサービスを止めないことです。従来は、
サービスとそれを実行する装置とが1対1に紐付けされていま

した。その場合、
サービスが止まる割合は、
その装置の故障率、
すなわち、その装置を構成するコンポーネントの故障率の積
になってしまいます。そこで、サービスと装置の1対1の紐付
けを切る方法の1つが仮想化です。すなわち、サービスと物理
リソースの間に抽象化層を設けます。これによりサービスは直
接物理リソース上で実行されるのではなく、論理的に作成さ
れた、仮想ノード上で実行されるようになります。このような、
仮想化技術を用いることで必要なサービスを行うためのノー
ドは冗長構成のとり方の柔軟性、拡張性を飛躍的に向上させ
ることが可能となります。
しかし、従来はグリッドコンピューティングなど、コンピュー
タ系の技術であった仮想化技術をネットワーク系のノードにそ
のまま適用することはできません。なぜなら、コンピュータ系
の仮想化技術は、プロセスを分割して複数のサーバに投げる
など、ソフトウェアレベルで実装されているからです。これに
対してネットワーク系ノードのようにCPUが介在しないでデー
タ処理が行われる場合には、ソフトウェアでの仮想化は困難
で、それより下のレイヤである物理リソース、あるいはそれら
の結合を行うインターコネクションのレイヤでの仮想化の仕組
みを考える必要があります。
そこで、物理リソースのレベルで、仮想化に対応できるよ
うコンポーネントレベルでの低レイヤ・リコンフィギュラビリ
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ティを有し、かつ、その上にサービスを割り当てる際には可用
性とリソースユーティリティを考えながら割り当てることで、
高可用なノードを構成できる装置プラットフォームの研究を進
め、GF-PF (Generation Free Platform)というプロトタイプを開
発しました。
3. 光接続モジュラーハードウェアプラットフォーム
GF-PFのハードウェアは図1の写真に示すマルチスロット型
(写真は4スロット)のプラットフォームです。
各スロットにはサー
バカードやスイッチカード、ラインカードなどが挿入されてそ
れらを組み合わせてサービスが実装されます。特徴は、モジュ
ラー化の単位がスロット用のカードだけでなく、それより小さ
い粒度である「サブモジュール(メザニン)」
、大きい粒度であ
る「筐体」というように複数の粒度があり、かつ、各モジュー
ルが光インターコネクションで等価に結ばれていることです。
光接続を用いると10Gbps/lineを越す高速インタフェースを
持つモジュールでも光コネクタの抜差しで簡単に交換できる
というように、物理的な可換性が向上します。さらに、光ファ
イバの広帯域性、長距離性を享受することで、従来の電気接
続では不可能な、内部バスをシームレスに筐体外へ延ばすこ
とが可能です。これにより、複数の筐体に分散するモジュー
ル間での冗長構成が可能になり、よりシステムとしての信頼
性を向上できます。この光インターコネクションには、図2に
示すように、標準化されたPTモジュールの原案となったNEC
)
オリジナルのPETITモジュールが使われています3 。そのため
通常の光インターコネクションのようにボードの端での接続で
はなく、ボード内の任意の場所からの光接続が可能です。こ
れにより、ボード上メザニン〜筐体という多粒度のモジュラー
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図2

標準化された光モジュールを用いて
ボード内〜筐体間をシームレスに接続

構成を実現しました。
4. 可用性の管理のためのフレームワーク
次にこのモジュラー化された物理リソース上へのサービスの
実装の仕方を、可用性の観点で考えます。我々が注目したのは
「可用性のマネジメントは図3に示すような物理層という低レイ
ヤのファクターを見ることで初めて実現できる」という点です。
物理層の情報の1つに故障率があります。モジュラー化され
たハードウェアでは、それぞれのモジュールの故障率(Mean
Time Between Failure:MTBF)が異なります。それらを組み合
わせて仮想ノードを構成し、その可用性を保証するには、組
み合わされた個々のモジュールの可用性から仮想ノードシス

図3

可用性に関与する低レイヤでのファクター
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テム全体としての可用性をある程度計算で導き出して、サー
ビス割り当てを有効に行わなければなりません。さらに、モ
ジュールの実装位置という物理情報に依存するSRG(Shared
Risk Group)も考慮する必要があります。
SRGとは、たとえば、
電源を共通にしているモジュールどうしは電源が故障したと
きに同時に動作しなくなるというような、1つの故障リスクを共
有しているグループのことを示します。可用性を向上させる
ために冗長化を行う際に、何も考えずに同じSRGのモジュー
ルを使ってActive/Standbyの二重化構成をとっても、あまり
意味がないことになってしまいます。以上のように、可用性
を管理するには、物理リソース情報が非常に重要で、その取
得と管理という低レイヤでの仕組みが必要です。
そこで、以下に説明します、可用性管理フレームワークを
作成しました。それは図4に示すように主に3つのブロックで
構成されます。
1)冗長化管理インタフェース
仮想ノードを構成する際の管理者用のインタフェースです。
実施しようとするサービスに対してどれだけのリソースを必
要とするか、冗長構成タイプ(1+1、1:N...)、SRGを分けるかど
うかの設定が行えます。
2)リソース管理
サービスに対してどの物理リソース群を選択すると1)で設
定された項目を満たすかをリソースの使用率、故障率、SRG
を考慮して計算し、管理、制御するモジュールです。
3)最適化
システムの可用性とリソース利用効率をモニタして、最適
化のためのフィードバックをかけます。

5. 可用性管理の定量的な評価
上記の可用性管理フレームワークの有効性を図5に示すモ
デルを用いて行いました。その評価式は図6に示します。すな
わち、仮想化モジュールサービス割り当てにおいて、サービ
スを実行しているモジュールが故障確率pで発生させた故障
によってどの程度止まってしまうかの期待値をEで表します。
モジュール化の単位はチップ、カード、筐体の三層を考慮し
ました。どれかのモジュールの故障によってActive node、
Standby nodeが同時に止まってしまいサービスが停止する場
合をFailureとして計数しました。前述のResource Managerは、
リスクを最小限にしながら、リソースの利用効率を最大限に
するようにリソース割り当てを最適化するアルゴリズムで動作
させました。ハードウェアは前述のGeneration Free Platform
をモデルとし、4つのスロットを有する筐体、5個に存在するモ
ジュールを用いて仮想ノードを構成しました。故障の発生確

図5

図4

可用性管理フレームワーク

図6

定量化のためのモデル

仮想化モジュールのサービス割り当て有効性の評価式
NEC 技報 Vol.59 No.3/2006

21

ネットワークプラットフォーム技術領域

ディペンダブルを支える装置プラットフォーム技術 Generation Free Platform

S1,A

S2,A

S3,St

S1,St

S3,A

S4,St

S5,A

S2,St

S4,A

S5,St

S6,A

S6,St

S1,A

S1,St

S1,A

S1,St

S2,A

S2,St

S2,A

S2,St

S3,A

S3,St

S3,A

S3,St

Service1:S1, Service2:S2, Service3:S3, Service4:S4,
Service5:S5, Service6:S6 Active:A Standby:St

図7

比較モデルとしてのランダム/手動割り当て

率は、チップ:0.01%、カード:0.1%、筐体:1%と仮定しました。
本方式と比較する相手には図7に示す下記のモデルを用い
ました。
①本方式:MTBFとSRGを考慮して故障リスクが最小、かつ、
リソース利用率が最大になるように仮想ノードへリソースを
割当。
②ランダム割り当て:故障リスクはまったく考慮せずにリ
ソース利用率が最大になるように仮想ノードへランダムにリ
ソース割当。
③手動割り当て:故障リスクを回避するよう、全モジュール
を二重化。
図8にシミュレーション結果を示します。モジュール故障に
より仮想Active Nodeと仮想Standby Nodeの双方がBreakdown
してサービスが 止まってしまった回 数と、Active Nodeは
BreakdownしたがStand-byが生きていたのでサービスを続けら
れた場合の比をとったのが1です。本方式では手動で全部のモ
ジュールを二重化で用意した場合と同じだけのサービスストッ
プ数に抑えられていると同時に、ランダムにリソース割り当て
を行った場合と比べると仮想Standby側でサービスを続行でき

たおかげで、サービスストップ数が1/40に抑制されており、非
常にIntelligentに自動リソース割り当てが実行されていること
が確認できました。一方、
2ではリソースの有効利用率を、可用
性が同じという条件で比較しました。すべて二重化する場合
の③では単純に2倍のリソース量が必要となり、使用されない
無駄なリソースが数多く発生します。それに比較して本方式①
ではランダムに詰めてサービス割り当てを行った場合の②と同
じリソース利用効率を実現しました。これは、本提案の自動リ
ソースアロケーションは障害によるBreakdown発生率をミニマ
ムにしたなかで、リソース使用率が最大になるようにリソース
割り当てを行うため、人間が考えてすべて二重化して構成す
る場合に比較してリソース利用効率が高いためです。このよう
に個々のモジュールの物理的な特性まで考慮しますので、オー
プンなモジュールを利用しても、高可用なシステム構成が実現
できます。
6. おわりに
ディペンダブルを実現する装置構成技術として、低レイヤ
までリコンフィグラブルなようにモジュラー化されたハード
ウェア上に、物理リソースの情報を考慮しながらサービス割り
当 てを 行うプラットフォーム 技 術 をプロトタイプシステム
Generation Free Platformを用いて紹介しました。

参考文献
1) カーリス・Y・ボールドウィン、キム・B・クラーク、安藤晴彦(訳)
「デザイン・
ルール」
、東洋経済社、
2004年
2) N. Kami, et al., "Scalable and Reliable Platform for Service-oriented
Networking and Computing Systems, MILCOM2004 , Monteley, CA,
31 Oct.,2004
3) T. Yoshikawa, et al., "Optical Interconnection as an IP macro of a
CMOS Library", Hot Interconnects 9, 2001, Stanford, CA, 22-24 Aug.
2001

執筆者プロフィール
吉川 隆士

図8
22

可用性とリソース利用率

加美 伸治

中央研究所
システムプラットフォーム研究所

中央研究所
システムプラットフォーム研究所

主任研究員

主任

