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旨

IT機器がユビキタス社会を支えるライフラインとして社会インフラに浸透していくにつれ、ディペンダブル
なシステムとしてこれまで以上に高い信頼性が求められてきています。
今年2月に発表されたftサーバはこのような高い要求に応える堅牢性・可用性を業界標準のオープンなプラッ
トフォーム上に実現することを目標に開発されました。ここではその中核となる新開発のLSI "GeminiEngine"
の特徴と重要なテクノロジについて紹介します。
キーワード

●フォールトトレラント ●可用性 ●高速再同期化 ● ft サーバ

1. まえがき
IT技術の驚異的な進歩は、私たちの生活やビジネス基盤に
も大きな変化をもたらしてきました。ユビキタス社会の実現が
様々な形で具体的に見えてくるようになってきた現在、その
背景ではIT機器やネットワークインフラが私たちの生活空間
の至るところに浸透してきています。私たちがこれらをライフ
ラインとして利用する上で、使い易く、安全・確実であるディ
ペンダビリティという概念の重要性が高まっているものの、実
際にはまだ満足いくだけのものが実現されているとは言えな
いでしょう。このことから今後のユビキタス社会を支えるIT機
器には、従来の基幹システムのような可用性と、誰にでも使
いこなすことのできるユーザビリティが求められていきます。

められていました。この期待に応えてNECは、2001年6月に米
国Stratus社と共同で以下のコンセプトに基づき、IAサーバを
ベースとして可用性を飛躍的に高めたフォールトトレラント
サーバ(Fault-Torelant server、以下ftサーバ)を製品化しました。
(1)無停止
ハードウェアを二重化することで、いずれか一方が故障し
ても動作継続。
(2)無停止保守
システムの稼動を継続したまま、故障した部品を交換。
(3)汎用ソフトウェアを利用可能
誰でも容易に使えるように、Windows / Linuxといった汎用
のOSを搭載し、汎用サーバと同様の運用操作性を実現。
3. 新ftサーバ

2. ftサーバの製品化
以前から銀行の勘定系システムや列車の運行管理システム
のように非常に重要なシステムでは、
メインフレームコンピュー
タやクラスタシステムによって、高い可用性を実現していまし
た。これらは今後も利用され続けていくでしょうが、ユビキタ
ス社会においては、これらの限定された範囲に限らず、より
身近なところにあるIT機器にも高可用性が求められるようにな
ります。しかし、高価なメインフレームや、運用の複雑なクラ
スタシステムはそのような用途には必ずしも向いておらず、低
価格で誰にでも簡単に扱える、高い可用性を有する製品が求

ftサーバの市場での認知が進むにつれ、ユビキタス社会で
のプラットフォームとして期待する声が高まり、この勢いをさ
らに加速するために、2003年から自社技術によるftサーバの研
究に取り組んできました。それまでは、
Stratus社との協業契約
のもと、Stratus社で開発した技術をベースに製品化してきまし
たが、最新の技術トレンドへの追従、広くお客様に使ってい
ただくための価格低減、お客様からの多様な要求に応えるた
めにも、NECの強みであるハードウェア開発技術力を生かした
自社開発が必要との判断によるものです。この取り組みは、
新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の「半導体ア
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写真

新ftサーバExpress5800/320Faと
GeminiEngine

プリケーションチッププロジェクト」の目的とも合致し、その
支援を受ける形で製品化が進められ、2006年1月23日に発表さ
れ、出荷が始まっています(写真)。
4. 新ftサーバの開発
開発チームに与えられた、新ftサーバの開発に当たっての
命題は、ftサーバを限りなく汎用サーバに近づけることで、誰
でも容易に使えるようにすることにありました。従来のftサー
バは、その特異な技術ゆえに、次々と製品化される最新の
CPUやテクノロジに必ずしも追随していけない事情があり、
また、汎用のOSを動作させてはいるものの、依然その一部に
手を加える必要がありました。そしてこれらが迅速な製品化
に向けての課題となっていました。新ftサーバ開発プロジェク
トは、これらの課題を克服し、より広くftサーバを受け入れて
もらうことを目標にスタートしました。
すでに多くのIAサーバで、ストレージ、LAN、電源などの冗
長化が図られていますが、主要コンポーネントであるCPUや
チップセットの冗長化は、今なお技術的にもコスト的にも難し
いものとされています。
図1はftサーバシステムにおけるソフトウェアとハードウェア
の関係を概念的に示しています。CPUやチップセットといった
主要コンポーネントがシステムの土台として全体を支えてお
り、その上にOSなどが動作しています。また、LANやSCSIと
いったI/Oコンポーネントもこの土台上にあり、OSやドライバ
から命令を受けて動作しています。
ftサーバではすべてのコンポーネントが二重化されており、
36

図1

ftサーバにおけるハードウェアとソフトウェア

I/Oコンポーネントの障害発生時にはソフトウェアによって使
用デバイスの切り替え(フェイルオーバ)が行われます。一方、
土台となるCPUやチップセットの障害時にはソフトウェア自身
の正常動作が不可能となるため、ハードウェアによるフェイル
オーバが行われます。このハードウェアによるフェイルオーバ
を実現するためには、両コンポーネントの同期動作と切り替
え技術が必要となります。
5. CPUの同期とデターミニズム
そもそもftサーバの基本的な思想は至って単純です。
2つの
ハードウェアを用意し、それを常に同期して動作させておくこ
とで、仮にどこかが故障しても正常な方が動作を継続するた
め、システム全体として継続動作を保証できるというもので
す。具体的に言うと、CPUはクロック信号に同期して動作する
ものであり、2つのCPUに外部から同じクロック信号を入れて
やれば、必ず同じ動作をするはずです。この状態をロックス
テップ同期と呼び、この状態が維持される特性をデターミニ
ズムと呼びます。
従来ではこの特性を利用してftサーバを実現してきました
が、最近ではあらゆるコンポーネント、インタフェースが高速
化してきており、デターミニズムを利用するftサーバを取り巻
く環境が大きく変化しています。たとえば、CPU動作周波数の
高速化や、
PCIバスのようなチップ間インタフェースの「パラレ
ル・バス/低速クロック同期型」からPCI-Expressのような「シ
リアル・リンク/高速クロック非同期型」へのテクノロジのシ
フトといった動きは、非同期動作要素やクロックの揺らぎなど、

ディペンダブル IT・ネットワーク特集

ロックステップ同期を阻害する要因を増大させることになりま
す。これが、最新のCPUやテクノロジを採用するに当たって、
解決しなければならない最も困難な問題でした。
6. GeminiEngine
従来のftサーバでは、2つのハードウェアが同期していること
を両方のPCIバスの動作を比較することで判断していましたが、
先にも述べたように非同期のPCI-Expressインタフェースを持
つ最新のサーバでは、同じ方式による同期の維持は困難を極
めます。また、CPUの高速化による同期外れに対しても何らか
の対策が必要となります。このため、新ftサーバの開発に当たっ
ては、完全な同期が難しいのなら、ある程度の同期ずれは許
容し、仮にずれ幅が大きくなった場合も瞬時に補正できる仕組
みを備えることで、この課題の解決に取り組むことにしました。
その成果が新開発のLSI「GeminiEngine」です。
GeminiEngine
は、図2に示すようにメモリやFSB制御を含むノースブリッジの
機能をも内包し、
二重化両系を非同期の高速クロスリンクによっ
て接続しています。そして、CPUのシステムバス(FSB)の挙動と
I/O、I/Fの両方を観測し、かつコントロールする仕組みを備え
ています。
両系の比較はFSBとI/O、I/Fの両方で行い、CPUの同期外
れの前兆をFSB上でいち早く見つけることで後述の高速再同
期処理を可能にしています。
両系を接続するクロスリンクは非同期インタフェースです
が、GeminiEngine内で同期化させることで、この問題を解決
しています。また、従来のftサーバでは2チップだった機能を
GeminiEngine 1チップに統合することで、装置の小型化、コ
スト削減、信頼性向上にも寄与しています。

図2

GeminiEngineを用いたシステム構成

7. CPU高速再同期機能
GeminiEngineでは、両系の比較はFSBとI/O、I/Fの両方
で行われますが、CPU障害や単なるCPUの同期ずれも含め多
くのケースでは、FSBを起点として同期ずれが始まります。し
かし、FSBの同期ずれを観測した段階で即座に再同期化が行
われるわけではありません。
CPUの同期外れの要因としては、CPU内部の非同期回路の
ばらつきによる正常動作の範囲での動作タイミングの変動で
ある場合以外にも、CPU内部の致命的な故障である可能性も
存在します。FSB上での同期外れの検出の時点で、その要因
を特定し、故障CPUを確定することはできません。
このため、両系のCPUはある程度「揺らいだ」状態で二重
化を維持し続けるとともに、GeminiEngine配下のトレースメモ
リにメインメモリ更新情報の保持が開始されます。ある程度の
揺らぎ状態での動作を許容した後、一切のエラーが観測されて
いないことを確認した上で、初めてGeminiEngineの高速再同期
機構が動作します。この高速再同期の処理は、
トレースメモリを
利用して同期外れ検出後のメインメモリ更新領域だけをコピー
するため、
200ミリ秒程度の時間で再同期化が完了し、ソフトウェ
アや利用者は何らこれを意識することがありません(図3)。
GeminiEngineでは、同期外れの検出から高速再同期処理
の開始までは、CPUの二重化状態が維持され続けているため、
仮に、この期間に同期外れの原因となった真の故障が特定さ
れた場合、故障検出されたモジュールの切り離しを行い、正
常なCPUへの縮退を行いながらも再同期処理の高速化が可能
となっています。

図3 高速再同期化処理フロー
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8. サービスを止めない両系同期化機能
CPUおよびI/Oモジュールのホットスワップを実現するため
には、CPUの動的な二重化や縮退を実現する必要があります。
つまり、
1つのCPUモジュール上でソフトウェアが稼動している
状態を維持したまま、もう1つのCPUモジュールに稼動中の
CPUモジュールの状態を完全にコピーするということです。
そして、メインメモリ容量が大きくなるほど、コピーに要す
る時間が長くなることから、この影響を極小化するためにシス
テムを 止 め ず に バックグラウンドでコピ ーする仕 組 み が
GeminiEngineに実装されています。システム稼動中には、コ
ピー元のメインメモリの内容は刻々と変化していきますが、そ
の内容を逐次コピー先にも転送する制御が行われます。

り、通常のチップセットに比べ非常に多くのエラー検出回路
が実装されています。LSI内部は細かいブロックに分離してお
り、エラー検出時には不正動作が伝播しないように該当ブロッ
クは論理的に切り離されます。また、各ブロック間のI/Fおよ
び内部バッファはすべてパリティで保護されており、水も漏
らさぬ障害対策を講じています。さらに、それぞれのブロック
には異なるリセット信号が配られており、個別にリセットをか
けることで復帰を図ることができます。
たとえばCPUやメモリで間欠障害が発生し、その制御論理
も動作不能となった場合においても、LSI内部で該当ブロック
のみが切り離され、I/O制御部は依然として反対側の系から引
き続いて利用することが可能であり、各ブロックの個別リセッ
トによりLSI全体の機能を回復し、再同期化させることも可能
となっています。

9. I/Oデバイスの仮想化
11. むすび
I/Oデバイスは冗長化した片方のデバイスで稼動し、もう片
方のデバイスを待機させておき、障害発生時に切り替える方
式を採用しています。これは、ハードウェアとデバイスドライ
バの連携により、2つのデバイスを仮想的な単体のデバイスを
構築することで実現しています。汎用サーバではI/Oデバイ
スやPCI-X、PCI-ExpressといったI/Oへの経路に致命的な障害
が発生した場合、これがOSに通知され、即システムダウンに
発展する場合が多々あります。GeminiEngineではこれを避け
るために、I/O系のすべての致命障害をOSから隠ぺいすること
でシステムダウンを防いでいます。これはOSがサポートする
ホットプラグのサプライズドリムーバブルというスキームに基
づいて実現しています。つまり、致命障害が発生してもそれ
を即座にOSに通知せず、代わりにI/Oデバイスが突然抜かれ
たように見せかけています。OSやドライバはI/Oデバイスの消
失を検出し、代わって動作する待機系デバイスに制御を移し、
フェイルオーバを行います。
これら一連の手続きは、デバイスドライバの範囲内で行わ
れ、障害が発生したことやフェイルオーバが行われたことを
アプリケーションソフトウェアが意識することはありません。
これによって、既存のアプリケーションを一切変更せずに、
利用することが可能となります。
10. エラー検出と分離
GeminiEngineが検出するエラーの種類は数百を超えてお
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ディペンダブルなインフラを支える高可用性プラットフォー
ムとして開発された新ftサーバの中核となるLSI、
GeminiEngine
の特徴について紹介しました。
NECは、汎用サーバの可用性を飛躍的に高めるクラスタと
ftサーバという2つの高可用性の技術と製品を持つ、数少ない
企業の1つであり、これらの特徴を適材適所で生かし、お客
様からの様々な要求に応えるソリューションを提供すること
で、安心で安全な社会を構成するための要求に応えていける
ものと考えています。
＊

＊

Windowsは、米国Microsoft 社の米国あるいはその他の国における商
標または登録商標です。
Linuxの名称は、Linus Torvaldsの米国あるいはその他の国における登
録商標あるいは商標です。
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