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HPE ＋ Oracle がビジネスを変える！ 

Itanium 2 で Oracle は速くなるか？ 
2004 年 3 月 テクニカルライター 吉川 和巳 

 

エンタープライズ向けサーバ分野やデータベース分野では、インテルと HPE が共同開発した Intel®Itanium®プロセッサーへの

本格的な移行が加速している。しかし IT エンジニアにとっては、｢結局のところ Itanium で Oracle は速くなるのか｣という点こ

そが最大の関心事だろう。そこで、日本ヒューレット・パッカードと日本オラクルは、この問いに答えるためのラボ･テストを共

同で実施した。このテストでは、SQL 実行や索引作成といった現実の業務に則した処理を Itanium プロセッサ搭載の Integrity

サーバ上で実行し、従来の RISC アーキテクチャ・ベースのサーバとの性能比較を行った。ここでは、このテストの結果を基に、

「データベース・プラットフォームとしての Itanium プロセッサ搭載サーバのパフォーマンス」をレポートする。 

 

根を下ろしつつある Itanium と EPIC 

 

 

 

クライアント PC 市場とは異なり、エンタープライズ・サーバ市場での現場の動向は公にされる機会が少なく、市場の変化を見て

取ることは難しい。しかし、インテルによる昨年 7 月の発表以来、Itanium プロセッサがエンタープライズ・サーバ市場に着実

に浸透しつつあることは確かだ。最近では、「今回は Itanium プロセッサ搭載サーバでシステムを構築した」という声が開発や

運用の現場から聞こえてくることも珍しくなくなってきた。サービス利用者がそれと気づかないうちに、Itanium は我々の身の

回りに根を下ろし始めているのである。 

 

サービス利用者が意識することはなくても、その水面下では大きな変化が起きている。その一つが、Itanium が従来の RISC とは

一線を画すテクノロジー「EPIC（Explicitly Parallel Instruction Computing）」に基づいて設計されている点だ。EPIC は、

いわゆる VLIW（Very Long Instruction Word）に分類されるプロセッサー・アーキテクチャである。すなわち、複数の命令を

1 つの長いマシンコードにまとめ、各命令を並行して実行することで、クロック当たりのパフォーマンスを高めるという技法だ。

この高度な並列性を支えるために、コンパイラの最適化能力を最大限に活用するのである。 

 

RISC vs EPIC 

図 1 は、従来の RISC アーキテクチャ（左）と EPIC（右）を比較した図である。RISC アーキテクチャで使用されていたスーパー

スケーラ技術では、MPU に実装されたハードウェア・ベースの制御ロジックによってマシンコード内の並列性を検出し、複数命

令の並列実行を実現する。しかし、命令実行ユニットの数が増加するにつれて、制御ロジックが複雑化かつ肥大化し、また達成で

きる並列度も頭打ちとなる現象が顕著となった。例えば、命令実行ユニットの数を 2 倍にすると、制御ロジックのオーバーヘッ

ドは 4 倍になるものの、ユニットの利用効率はそれほど向上しないことが知られている。 
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これに対し、EPIC では、マシンコードの並列性の検出をコンパイラにまかせることで、これらの問題を解決している。ソフトウ

ェアであるコンパイラを利用すれば、非常に広範囲のマシンコードを対象に、じっくり時間をかけて解析や最適化を実行できる。

その結果、MPU から制御ロジックを省略できるだけでなく、命令実行ユニットの利用効率も上昇するのである。 

 

 

図 1：従来の RISC プロセッサー（左）と EPIC（右）の比較 

 

Itanium 搭載サーバが TPC-C を席巻 

こうした Itanium プロセッサーの優位性は、代表的なデータベース・システムのベンチマークである TPC-C において頭角を現し

ている。例えば、2003 年 11 月には、Itanium プロセッサを 64 個搭載した Integrity Superdome と Oracle 10g の組み合わ

せが、世界で初めて 100 万 tpmC の大台を突破した。また、Itanium プロセッサを 4 個搭載した Integrity rx5670 の 16 台ク

ラスタによる 118 万 tpmC という記録を先頭に、TPC-C で上位を Itanium プロセッサを搭載した Integrity サーバが占めてい

る状況だ。 (※2004 年 3 月 21 日現在) 

とはいえ、当然のことながらこうしたベンチマークは、周到に準備された特殊な環境下で計測されるものであり、実運用システム

で得られるパフォーマンスをそのまま反映しているとは言い難い。結局のところ、IT エンジニアにとっては、Itanium プロセッ

サの導入が「実運用システムでの Oracle パフォーマンス」にどのように影響するかが最大の関心事だろう。 

 

この疑問に応えるためのラボ・テストが、日本ヒューレット・パッカードと日本オラクルの共同で実施された。このテストでは、

SQL 実行や索引作成といった現実の業務に則した処理を Itanium プロセッサを搭載した Integrity サーバ上で実行し、従来の

RISC アーキテクチャ・ベースのサーバとの性能比較を行った。そこで以下、このラボ・テストによって得られた結果を紹介し、

データベース・プラットフォームとしての Itanium プロセッサの実力を明らかにしてみたい。  

 

Itanium®＋Oracle の性能を検証する 

HPE＋Oracle の共同検証体制 
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日本ヒューレット・パッカード 

テクニカルシステム統括本部 

滝谷 誠 

 

ここで、「なぜ日本ヒューレット・パッカードと日本オラクルがこのような共同作業を行うのだろう」と疑問を持つ読者もいるだ

ろう。実は両者の関係は古く、ミニコンの名機 PDP-11 の時代から 20 年以上の長い期間にわたって両社の密接な関係は続いてい

る。例えば、日本オラクル本社内に設置された「HP Oracle ソリューション・センター」には日本ヒューレット・パッカードの

エンジニアが常駐しており、新製品の評価や顧客へのデモ、ベンチマークなどの作業を実施している。また、日本ヒューレット・

パッカードの市ヶ谷オフィスに設けられた「MC3（Mission Critical Certified Center）」には、逆に日本オラクルのエンジニ

アが常駐している。MC3 では、HPE 製サーバと Oracle の組み合わせによるミッション・クリティカル環境構築における可用性

やパフォーマンスの検証作業が進められている。今回のテストは、この MC3 による共同検証作業の一貫として実施されたもの

だ。このテストの結果は、2 月 17 日に日本オラクル本社内で開催された MC3 テクニカルセミナーにおいて、日本ヒューレッ

ト・パッカードの滝谷誠氏によって発表された。 

 

検証環境とテスト内容 

検証結果を見る前に、検証に用いられた環境を簡単に説明しておこう。今回のテストでは、図 2 に示す検証環境が用意された。

計測対象となるデータベース・サーバには Oracle9i Database Release 2（9.2.0.2）がインストールされ、ストレージとして

は Fibre Channel で接続された StorageWorks DS2405 が使用されている。 

 

計測対象のサーバとしては、表 1 に示す合計 4 台の HPE 製サーバが用意された。表 1 左端の HP 9000 rp5430 は PA-RISC プ

ロセッサー搭載のマシンであり、それ以外の 3 台の Integrity rx5670 はいずれも Intel® Itanium®プロセッサを搭載したマシ

ンである。これらのパフォーマンスを比較することで、従来の RISC ベースのサーバと Itanium プロセッサ搭載サーバのパフォ

ーマンスの違い、および CPU クロックによる違いを明らかにする。 

 

 

図 2：検証環境 
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表 1： 

モデル rp5430 rx5670 rx5670 rx5670 

CPU PA-RISC Itanium Itanium Itanium 

CPU クロック 875MHz 900MHz 1GHz 1.5GHz 

OS HP-UX 11i v1 HP-UX 11i v1.6 HP-UX 11i v1.6 HP-UX 11i v1.6 

 

一方、これらの Oracle サーバ上で実行する処理としては、以下の 2 種類が用意された。 

 

 ローディングと索引作成 

 SQL 文の実行 

 

「ローディング」と「索引作成」は、いずれも CPU リソースに大きく依存する処理である。前者では、ロードしたデータに基づ

いてブロックを作成し、ディスクへの書き込みを実行する。このブロックの作成やデータの変更時には、大量の CPU リソースを

消費する。また後者でも、テーブル内容から作成されたキーのソーティングにやはり多くの CPU リソースが必要となる。これら

の処理の実行に要した時間を計測し、性能を比較する。 

 

一方、「SQL 文の実行」では 1000 件の SQL を実行する際に消費された CPU 使用率を計測する。このテストでは膨大な数のト

ランザクションが発生するため、CPU リソースに加えて I/O 性能も要求されることになる。これらのテストを両方行うことで、

より現実の運用環境に近いデータベース・パフォーマンスを計測しようというわけである。 

 

Itanium®が示した明らかな差 

図 3 は、ローディングと索引作成によるテスト結果である。左端の 875MHz PA-RISC 搭載サーバが処理に要した時間を 1 とし

たときの相対的な性能をバーグラフで示したものだ。同図で明らかなことは、右端の 1.5GHz Intel® Itanium®プロセッサ搭載

サーバの性能が最速であるという点である。PA-RISC プロセッサー搭載サーバと比較すると、4 割程度の時間で処理を完了して

いることがわかる。テスト内容が CPU リソースに依存していること、そして CPU クロックが PA-RISC 搭載サーバ比べて大幅に

上昇していることを考えれば、この結果はある意味当然とも言える。 

しかし、注目していただきたいのは、PA-RISC とその隣の 900MHz Itanium プロセッサの性能の違いである。これらの間には

CPU クロック差はほとんどないにもかかわらず、後者では 2 割以上の性能向上が認められる。これはすなわち、冒頭で紹介した

EPIC の優位性の表れと解釈することができるだろう。 

つづいて、図 4 を見ていただきたい。同図は、左端の PA-RISC における CPU 使用率を 1 としたときの相対性能を示したもので

ある。ここでも Itanium プロセッサの性能の高さが明確に示されており、SQL 文実行における 1.5GHz Itanium プロセッサー

の CPU 使用率は、PA-RISC の半分以下に留まっている。これを端的に言えば、「同じ仕事を半分の台数で処理できる」というこ

とである。 
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図 3:ローディング,索引作成 テスト結果 

 

 

図 4:単純な SQL 実行時の CPU 使用率 

 

Oracle 10g、そして InfiniBand へ 

MC3 ではまた、Itanium プロセッサーと Oracle9i RAC の組み合わせによる検証も実施された。例えば、RAC のキャッシュ・

フュージョンに関するテストでは、複数の Itanium プロセッサ搭載サーバによる RAC 構成に対してブロック競合率を変化させた

場合のスケーラビリティを計測した。また、ネットワークやノード、ディスク、プロセス Oracle インスタンスといったレベルで

の障害をシミュレートすることで、可用性の高さを検証した。これらのテストの結果、従来の PA-RISC 搭載サーバと比較して

も、Itanium プロセッサ搭載サーバは同等かそれ以上のスケーラビリティと可用性を達成することが実証されている。 

Oracle 10g の登場で、オラクルが提唱する「エンタープライズ・グリッド・コンピューティング」が IT エンジニアにとってよ

り身近な技術となる。上述の検証結果によって、そうしたエンタープライズ・グリッド・コンピューティングの恩恵を Itanium

プロセッサ搭載サーバ上でもシームレスに享受できることが裏付けられたと言えよう。 

また、エンタープライズ・グリッド・コンピューティングに関連して興味深いのが、HPE とオラクルによる「InfiniBand」への

取り組みである。InfiniBand とは、従来のギガビット・イーサネットに比べて 10 倍以上の帯域（2.5～30Gbps）を持つインタ

ーコネクト技術だ。その大きな特徴は、「RDMA（Remote DMA）」と呼ばれる独自のプロトコルにより、異なるノード上で動
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作するアプリケーション同士がダイレクトにデータを交換できる点である。つまり、従来のネットワーク間通信において大きなオ

ーバーヘッドとなっていた TCP/IP スタックやシステムコール、CPU 処理などにともなうデータ転送処理がバイパスされる仕組

みだ。これによって、クラスタ間のデータ通信の遅延が低減し、通信のパフォーマンスが向上することから、エンタープライズ・

グリッド・コンピューティングが目指している数十台や数百台といった規模のクラスタリングでは重要な意味を持つ技術である。 

昨年 12 月に開催された Oracle World Tokyo では、日本ヒューレット・パッカードのブースにおいて、この InfiniBand と

Itanium プロセッサを搭載した Integrity サーバ、そして Oracle 10g によって構築された環境のデモが世界で初めて公開され

た。「サービス利用者の気づかないうちに、Oracle 10g と Itanium プロセッサ搭載サーバ、そして InfiniBand で構築されたグ

リッド上にサービスが移行していた」というような状況も、そう遠い先の話ではないのである。 

今回は、MC3 で実施されたテスト結果を紹介し、データベース・プラットフォームとしての Itanium プロセッサーの実力を検証

した。ここで示したとおり、Itanium プロセッサ搭載サーバによる Oracle パフォーマンスは、従来の RISC アーキテクチャ・ベ

ースのサーバを凌駕していることは明らかである。また、MPU の新規開発に要するコストが指数関数的に上昇しつつあることを

ふまえれば、ハードウェア・ベンダー単独による MPU 開発がもはや限界に達していることは明白だ。インテルという MPU 開発

の最大手がコミットする業界標準アーキテクチャに投資することは、IT エンジニアにとってはもっとも手堅い戦略と言えるかも

しれない。 

 

J2EE サーバ、スケーラビリティと可用性の「現実」 
2004 年 3 月 テクニカルライター 吉川 和巳 

 

スケーラビリティと可用性は、J2EE アプリケーション・サーバ（J2EE サーバ）の能力を測る重要な指標である。しかし、実はこ

の両者は、互いに相反する関係にある。例えば、サーブレットや EJB を利用した Web アプリケーションでは、ショッピング・カ

ート内容などの Web ブラウザとの更新履歴を「セッション情報」として保持する方法が一般的だ。セッション情報の可用性を高

めるには、クラスタ上のノード間でセッション情報をコピーする「レプリケーション」が必要となる。このレプリケーションによ

って大量のノード間通信が発生すると、ネットワークがボトルネックとなりクラスタ全体のスケーラビリティが低下してしまうの

である。ここでは、オラクルが提供する「Oracle Application Server(OAS)」を対象に実施されたラボ・テスト結果を検証し、

J2EE サーバのスケーラビリティと可用性の「現実」を明らかにする。 

 

スケーラビリティと可用性 

J2EE アプリケーション・サーバ（J2EE サーバ）のクラスタリングには、2 つの目的がある。1 つは、スケーラビリティの向上で

ある。具体的には、システム全体にかかる負荷をクラスタ上の各サーバに分散させ、従来のクライアント・サーバ・システム

（C/S システム）のように全負荷が 1 台のサーバに集中するような状況を防ぐ。これにより、クラスタ内のサーバ数を増やすこ

とでシステム規模を拡張できる、いわゆる「スケールアウト」が実現する。もう 1 つの目的は、可用性（Availability）の確保で

ある。例えば、クラスタ上のあるサーバがダウンした場合でも、他のサーバがその役割を肩代わりできる仕組みを実装する。こう

した「フェイル・オーバー」のメカニズムにより、システム全体の運用を止めることなく継続できるのである。 

 

Oracle Application Server でクラスタ構築 

これら 2 つのメカニズムについて、具体的な製品の例を用いて説明しよう。図 1 は、オラクルが提供する J2EE サーバ「Oracle 

Application Server（OAS）」内部で動作するコンポーネントを示した図である。ここで示したとおり、OAS は、「OHS

（Oracle HTTP Server）」および「OC4J」と呼ばれる 2 つの主要なコンポーネントにより構成されている。前者の OHS は、

Apache ベースの HTTP サーバであり、HTTP リクエストを OC4J に転送する。一方の OC4J は、オラクルが開発した J2EE 実行

環境である。OHS が受信した HTTP リクエストは OC4J に転送され、その内部で動作する Java サーブレットや Enterprise 

JavaBeans（EJB）などによって処理されることになる。 
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ここで、この OHS と OC4J の間が、「mod_oc4j」と呼ばれるモジュールによって結ばれていることに注目していただきたい。

mod_oc4j は、オラクルが独自に開発した Apache モジュールであり、クラスタ内の全ての OC4J に対して負荷分散を実行する

能力を備えている。通常のロードバランサーに加え、この mod_oc4j による負荷分散によって、OAS で構築されたクラスタ全体

で安定したスケーラビリティが得られる仕組みである。 

また、OAS で構築されたクラスタの可用性は、個々の OC4J 間で実施される「レプリケーション」によって確保される。クラス

タ内の OC4J は、UDP もしくは IP マルチキャストを通じて互いにデータをコピーし合うことで、いずれかの OC4J がダウンした

場合でもデータが失われないようなメカニズムを実現している。 

 

 

図 1：「Oracle Application Server（OAS）」内部で動作するコンポーネント 

 

ステートレスかステートフルか 

だが、こうしたレプリケーションによる可用性の確保は、「ステートレスな設計」と「ステートフルな設計」という 2 種類のア

プローチのどちらをクラスタ構築に採用するかによって、その重要性が大きく変化する。 

ステートレスな設計とは、J2EE サーバが「ステート（状態）」を一切保持しない設計のことであり、Tuxedo などの TP モニタ

による OLTP システムでは一般的な構成である。この場合、EC サイトにおけるショッピング・カート内容やユーザのログイン状

態などのセッション情報は、全てクライアント（Web ブラウザ）もしくはデータベースに保持することになる。 

 

この設計では、いずれかの J2EE サーバがダウンしたとしても、他のサーバが瞬時に肩代わりでき、高い可用性が得られる。ま

た、リクエストを全ての J2EE サーバに均等に分散させることも容易だ。ただし、デメリットも少なくない。Web ブラウザ側で

保持できるセッション情報には、セキュリティやサイズ上の制約が多い。よって、セッション情報の大部分は、ユーザのマウスク

リックのたびにデータベースに書き込む必要がある。すると、システム全体の負荷がデータベースにダイレクトに集中し、またス

トアド・プロシージャへの依存度も自然と高まる。結果的に、従来の C/S システムと変わらぬ様態となり、J2EE サーバによるク

ラスタ構築の意義が失われてしまうのである。 

これに対し、ステートフルな設計では、カート内容やログイン状態などを個々の J2EE サーバ上に保持する。具体的には、Java サ

ーブレットのセッション・オブジェクト（HttpSession オブジェクト）や、EJB のステートフル SessionBean を利用し、ユー

ザがログアウトするかタイムアウトするまでの間、セッション情報を J2EE サーバのメモリ内部に保管する。 

この場合、J2EE サーバのリソースを多く消費するため、収容可能な同時セッション数につねに気を配る必要がある。また、ロー

ドバランサーに対してスティッキー・セッション（セッション・アフィニティ）を設定し、Web ブラウザと J2EE サーバの 1 対

1 の対応付けを維持しなくてはならない。そうした面倒さの一方で、セッション情報をデータベースのキャッシュとして利用する

ことで、多大なメリットが得られる。EC サイトの例で言えば、ユーザのログイン状態（認証結果）やアクセス権、カート内容な

どをデータベースに毎回問い合わせる必要がない。すなわち、リクエストの大部分をデータベースに頼らず処理できるため、スケ

ーラビリティの向上というクラスタリング本来の目的を果たせるのである。 

 



9 

HP-UX 特集コラムバックナンバー（2004 年） 

 
 

レプリケーションは諸刃の剣 

以上のようなメリットから、J2EE サーバによるクラスタリングでは、ステートフルな設計を採用する事例が多い。だがその場合

は、レプリケーションがもたらすスケーラビリティへの影響を十分に把握しておかなくてはならない。 

上述したとおり、可用性を確保するためのレプリケーションでは、クラスタ内の J2EE サーバ間でセッション情報のコピーを実施

する。問題は、セッション情報の内容が変化するたびにコピーが必要になることだ。つまり、クラスタ内のノード数やリクエスト

数が増加すると、非常に多数のネットワーク間通信が発生してしまう。実際、ある大手のネット証券では、J2EE サーバ間のセッ

ション・レプリケーションのネットワーク負荷によって、サイト全体のダウンを招いた事例さえある。 

 

OAS のスケーラビリティを実地検証する 

 

 

日本ヒューレット・パッカード 

テクニカルシステム統括本部 

渡守武 祐樹 

 

日本ヒューレット・パッカードと日本オラクルが共同で運営する、ミッション・クリティカル環境構築のための検証センター

「MC3（Mission Critical Certified Center）」では、この問題の実態を明らかにするためのテストが実施された。このテスト

では、OAS と HP 9000 サーバによるクラスタ環境を構築し、様々な負荷を与えた場合のスケーラビリティ変化が計測された。

その結果は、2 月 17 日に日本オラクル本社内で開催された MC3 テクニカルセミナーにおいて、日本ヒューレット・パッカード

の渡守武祐樹氏によって発表されている。そこで以下、このテストの概要を紹介し、レプリケーションはスケーラビリティに実際

どのような影響を与えるのかを検証したい。 

このテストでは、図 2 に示す検証環境が用意された。テスト用クライアントとしては Windows PC を使用し、マイクロソフトが

無償提供する負荷生成ツール「Web Application Stress Tool（WAS）」を動作させた。また、ロードバランサーとして HP 

9000 rp2400 シリーズを置き、生成された負荷を OAS 各ノードに分散させる。テスト対象となる HP 9000 rp8400 は、4 つ

の仮想ノードに分割し、それぞれに OAS インスタンス（OHS と OC4J のペア）を稼働させる構成だ。なお、これらの各マシン

間は、ギガビット・イーサネットにより接続されている。また、テストにおいて計測する項目は、WAS で計測されるリクエスト

処理数とレスポンス時間、そして HP 9000 rp8400 で計測される CPU 使用率とメモリ使用率、NIC データ量、ディスク I/O で

ある。 

テスト用の Web アプリケーションとしては、テスト用の文字列をセッション情報として保持するという簡単なコードが用意され

た。この Web アプリケーションでは、CPU にかける負荷の大きさ、文字列の長さ、文字列の更新回数をそれぞれ HTTP パラメ

ータで指定することができる。文字列の更新回数と長さを調整すれば、レプリケーションによって発生するトラフィック量もそれ

に応じて変化する仕組みだ。 

 

この Web アプリケーションを使用し、表 1 に示す 4 パターンのテストが実施された。パターン A～C では、HttpSession オブ

ジェクトを用いて文字列を保持し、またレプリケーション時のトラフィック量を様々に変化させる。一方、パターン D は、

SessionBean を利用して文字列を保持するテストである。 
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図 2：検証環境 

 

PC クライアント 

 CPU: PentiumIII 

 Memory: 512MB 

 

 OS: 

Microsoft Windows2000 

 Client Emulator:  

Microsoft Web Application Stress Tool 

 

HP 9000 rp2600 シリーズ 

 CPU: PA-RISC 500MHz x 1 

 Memory: 6GB 

 

 OS: HP-UX 11i 

 Load Balancer: 

Web Cache 9.0.3（ロードバランサーとしてのみ使用） 

 

HP 9000 rp8400 

 CPU: PA-RISC 875MHz x 1～4 

 Memory: 6GB 

 

 OS: HP-UX 11i 

 HTTP Server: Oracle HTTP Server 

 Application Server: OC4J 9.0.3(J2EE&Web Cache) 

 

表 1：テストパターン 1 

 セッション保持 CPU負荷 文字列の更新回数 文字列長さ（KB） 

パターン A HttpSession 低 15 64 

パターン B HttpSession 中 10 64 

パターン C HttpSession 高 5 64 
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パターン D SessionBean 中 5 64 

 

スケーラビリティが頭打ちに 

では、テスト結果を見てみよう。図 3 は、ノード数を 1～4 台に変化させた場合の、4 パターンそれぞれのスループット（単位時

間あたりのリクエスト処理数）を示した図である。この結果が示すとおり、レプリケーション回数の少ないパターン C では、ノ

ード数とスループットがリニアに比例する良好なスケーラビリティが得られている。その一方で、レプリケーションの多発するパ

ターン A および B では、3 ノード以降のスループットが頭打ちになっていることが分かる。 

つづいて、サーバ内部とネットワーク上で実際に何が起きているかを把握するため、ネットワーク使用量と CPU 使用率に注目す

る。図 4 を見ると、パターン C ではノード数に比例してネットワーク使用量も増加している。また、CPU 使用率もつねに 90％

を維持しており、CPU の増設によってパフォーマンスを改善できることを示している。これに対し、パターン A および B ではネ

ットワーク使用量が飽和状態に陥り、CPU 使用率に余裕が生じている。つまり、ネットワーク I/O がボトルネックとなっている

ため、CPU 増設によるスケールアウトが不可能な状態なのである。 

 

 

図 3 

 

 

図 4 
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レプリケーション専用 LAN の効果 

レプリケーションによってスケーラビリティが頭打ちになる。この問題を解決する手段の 1 つは、「レプリケーション専用

LAN」を設けることである。つまり、クライアントから J2EE サーバへ流れるトラフィックと、J2EE サーバ間のレプリケーショ

ン・トラフィックを分離することで、ネットワーク帯域の圧迫を避ける方法である。 

今回のテストでは、この方法の効果を検証するために、図 5 の環境が用意された。ここでは、1 から 4 台の HP 9000 rp2400

シリーズを配置し、それぞれにレプリケーション専用の NIC を装着、個別の LAN セグメントを構成した。また、表 2 に示す 2

パターンのテストを実施し、専用 LAN によるスケーラビリティの変化を計測した。 

 

 

図 5：検証環境 

 

表 2 

 レプリケーション専用

LAN 
CPU負荷 文字列の更新回数 文字列長さ（KB） 

パターン A なし 低 10 64 

パターン B あり 低 10 64 

 

図 6 は、この構成によるテスト結果を示したグラフである。同グラフから分かるとおり、パターン A では先ほどと同様のスケー

ラビリティ低下が見られる一方で、パターン B ではリニアなスループット上昇が確認された。また、ネットワーク使用量と CPU

使用率のテストでは、専用 LAN の設置によって再び CPU バウンド（CPU がスループットのボトルネックになること）の状態が

確認されている。このように、レプリケーションによるトラフィック増加の問題は、専用 LAN の設置によって一定の解決が可能

なことが実証されたのである。 
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図 6 

 

スケーラビリティと可用性のトレードオフ 

MC3 による今回のテストでは、結論として以下のような報告がなされている。 

 

 CPU ボトルネックの状態では、スループットはノード数にほぼ比例して向上する 

 レプリケーション・データのサイズが大きく、また回数が多い場合は、ネットワーク帯域が圧迫される、スループットに悪

影響を及ぼす 

 そうした状況では、J2EE サーバに NIC を増設し、レプリケーション専用 LAN を設置することが推奨される 

 

ただし、報告ではまた、専用 LAN の設置は万能ではないことが指摘されている。つまり、レプリケーション・データの流量があ

まりに多い場合は、専用 LAN の帯域も消費し尽くされてしまうのだ。 

 

ここでは、MC3 のラボ・テストによって得られた結果を紹介し、J2EE サーバのクラスタリングによるスケーラビリティと可用性

の実際を検証した。今回のテストが明らかにしたように、スケーラビリティと可用性はトレードオフの関係にある。個々のアプリ

ケーションの要件に応じて、レプリケーションの量と回数を必要最小限に抑え、ネットワーク帯域を考慮したシステム設計を施す

ことがクラスタリングの最適解への近道といえるだろう。 

 

 

 

HP-UX でラクするシステム管理 

運用管理の一元化 
2004 年 4 月 テクニカルライター 吉川 和巳 
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オープン系システムでは、「多種多様なプラットフォームの混在」という弱点に対処するため、「運用管理の一元化」を避けて通

ることはできない。HP-UX 向けの「Systems Insight Manager（以下、SIM）」は、無償でユーザに提供される統合型のシス

テム管理ツールだ。ここでは、SIM を利用した運用管理の一元化の実際を紹介する。

「運用管理の一元化」から始めよう 

ガートナーグループが 2001 年に公開したレポート「Surviving in a 24-hour world」では、システムダウンの原因の実に 4 割

は、オペレーションミスによるものであると報告されている。つまり、システム開発のテスト工程に大幅な工数を割き、またハー

ドウェアやソフトウェアの冗長化に贅を尽くしたとしても、システムの運用管理がおろそかでは全てが台無しになりうるのであ

る。 

システムの運用管理は、UNIX や Windows など複数のプラットフォームが混在するオープン系システムのアキレス腱と言え

る。メインフレームの時代、ユーザは高額な運用費をベンダーに支払いさえすれば、専任の技術者が常駐する盤石の運用管理体制

を維持することができた。これに対し、オープン系システムでは、運用管理の責任をベンダーが 100％負うことはまれで、最終

的な責任をユーザが負わなくてはならないのが普通だ。 

では、メインフレーム・クラスの運用管理をオープン系システムで実現するには、どのような方策が考えられるのだろうか。その

答えを明らかにするため、システムの運用管理で生じる様々な問題点を洗い出し、なるべくコストを掛けずにそれらを解決する方

法を検討してみたい。 

数多くのコマンドやツール、UI の習得が面倒 

オープン系システムの運用管理が脆弱になりがちな最大の要因は、多種多様なプラットフォームが混在することにある。つまり、

システム管理者は、多数のコマンドや管理ツール、ユーザインタフェース（UI）の使い方を習得しなくてはならない。例えば、

「その UNIX コマンドの使い方は A さんが詳しい」「あの Windows サーバの設定は B さんしかできない」「この管理用 Web

ページは C さんがいつも使っていたけど、今日は外出中だ」といった会話を誰しも耳にしたことがあるだろう。スタッフの数や

トレーニングコストに制約がある状況では、管理対象となる全てのプラットフォームに精通した優秀なシステム管理者を常駐させ

ておくことはムリなのである。 

こうした時にとるべき方策は、個人のスキルに頼らずに誰もが対処可能な「運用管理の一元化」を実現することだ。つまり、管理

機能をできるだけ単一のツールや UI に集約し、複雑なコマンドオプションや OS の違いを意識しなくてよい環境をつくる。こう

すれば、未熟な若手スタッフでも多くの状況に対処できるうえ、不慣れなツールを使うことによるオペレーションミスを大幅に減

らすことができる。 

無償ツールを活用した運用管理の一元化 

実は、こうした一元化のための統合管理ツールは、意外にも無償で手に入る場合がある。HP-UX 向けのシステム管理ツール SIM

もそのひとつだ（図 1）。本来は有償でもおかしくない高機能の統合管理ツールを無償で提供することで、メインフレーム・クラ

スの運用管理能力を HP-UX 全体のアドバンテージとするのが、HPE の戦略なのである。こうした有り難い手段を活用しない手

はないだろう。そこで以下、この SIM を利用した運用管理の一元化の実際を紹介したい。 
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図 1：System Insight Manager 管理画面 

図 2 は、SIM の全体構成を示したものである。同図に示すとおり、SIM では、全ての管理機能が「セントラル・マネージメン

ト・サーバ（CMS）」と呼ばれる統合管理サーバに集約されている。この CMS は、SNMP や DMI、WBEM、SSH といった標準

的なプロトコルを通じて管理対象となる各ノードにアクセスし、各種の管理機能をリモートから実行する。また SIM では、管理

機能にアクセスするための UI として Web ベースの GUI とコマンドラインインタフェース（CLI）の両方をサポートしている。

よってシステム管理者は、一般的な Web ブラウザや端末エミュレータを利用し、あらゆる場所から CMS の管理機能にアクセス

することが可能だ。 

図 2：System Insight Manager 全体構成 

SIM の特徴は、従来は個別に提供されていた多彩な管理機能をひとつの環境に一元化している点である。具体的には、OS のイン

ストールや構成管理をはじめ、ソフトウェア配布やパッチ管理、パフォーマンス解析や管理コマンド実行、そしてリソース監視や
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ワークロード管理までが、SIM とその配下で動作する管理ツール群に統合されている。そのため、とりあえず SIM の操作を習得

することで、そこを起点として多彩な管理機能を呼び出せるようになるのである。 

もう一つの特徴は、以前より HPE が提供していた HP-UX 向け管理ツール「Servicecontrol Manager」と、旧コンパックが提

供していた Windows/Linux 向け管理ツール「Insight Manager」の両者を SIM に統合している点だ（図 3）。つまり、SIM

を中心として、HP-UX と Windows、Linux という 3 種類の OS の運用管理が可能になる。もちろん、OS ごとに利用可能な管

理機能に差異はあるものの、前述した「運用管理の一元化」という最大の目的は達成されると言えるだろう。 

図 3：System Insight Manager 管理機能 

UI をカスタマイズして「使える」ツールに 

もちろん、運用管理で必要となるツールや機能の全てが SIM にあらかじめ統合されているわけではない。実際には、今まで長ら

く利用してきた自作のシェルスクリプトやサードパーティ製の管理ツールも並行して使用せざるを得ないだろう。したがって、統

合管理ツールを導入する上では、そうした現状にも柔軟に適応できるように、カスタマイズ能力と標準プロトコルのサポートに重

点を置いて設計されているかが重要なポイントとなる。例えば図 4 は、SIM の設定用 XML ファイルを編集し、既存の管理用コマ

ンドを SIM の UI のメニュー項目として追加している例である。このようなカスタマイズ能力を備えているツールであれば、真に

「使える」ツールとしてシステム管理者の手になじむものとなるはずだ。 
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図 4：Systems Insight Manager カスタマイズ 

ロールベースのセキュリティで権限管理を徹底

運用管理の一元化では、セキュリティ管理の一元化もポイントとなる。つまり、個別の管理ツールやコマンドを利用していたとき

のように、「このコマンドを起動するにはパスワードが必要で････」とか、「この Web ツールにログインするにはまた別のパス

ワードを入れて････」といった「管理ツールの数だけパスワードがある状況」から脱しなくてはならない。SIM のようにシングル

サインオンが実現された統合管理ツールであれば、最初に SIM にログインしさえすれば、個々の管理機能を実行する上で繰り返

しパスワードを入力する手間はかからない。 

さらに、メインフレーム・クラスの運用管理環境を実現するうえで避けて通れないのが、「ロールベースのセキュリティ」の導入

である。例えばメインフレームの運用管理では、UNIX の root ユーザのような全権限を有するアカウントが使用されることはま

ずあり得ない。ユーザごとの権限管理を徹底することで、オペレーションミスによる深刻なシステム障害を未然に防いでいるので

ある。 

ロールベースのセキュリティを活用すれば、これと同様の権限管理を導入することができる。SIM の例で説明すると、まずはユー

ザ管理画面を開き、個々のノードやノードのグループに対して特定の管理機能を実行可能な「ロール（役割）」を定義する。そし

て、個々のユーザに対して適切なロールを付与する。例えば、「Web 更新担当者」と「DB サーバ管理者」という 2 種類のロー

ルを設定する。前者は Web サーバ群に対してのみ管理が可能で、後者は DB サーバを管理する権限を持つ。このように設定する

ことで、たとえ Web 更新担当者が誤ったコマンドを発行してしまったとしても、基幹業務を支える DB サーバにまで影響が及ぶ

ことを防げるのである。さらに SIM では、誰がいつ、どのような操作を行ったかを記録に残す「監査機能」もサポートしてお

り、ミッション・クリティカルなシステム運用を前提とした設計になっている。 
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図 5：ロールベースのセキュリティ 

インベントリ管理を自動化しよう

運用管理の一元化では、「インベントリ管理」をいかにして自動化できるかが、旧態依然の管理体制から脱却できるか否かの分か

れ目となる。ご存じのとおり、ハードウェア・コストの低下に反比例するかたちで、一ヶ所のデータセンターに収容されるノード

の数は急速に増えつつある。各ノードのハードウェアや OS の構成情報、IP アドレスなどを手作業でメモしておくような管理体

制では、ドキュメントがたちまち古くなり、トラブル対応時には手探り状態の作業を強いられることもあり得るだろう。運用管理

自体も IT システムの一部分として捉えれば、IT によるインベントリ管理のオートメーションはきわめて自然な考え方だ。 

例えば SIM では、サイトに設置されたノード（ハードウェア）を自動検出することができる。あらかじめ特定範囲の IP アドレス

を SIM に設定しておくと、SIM は個々の IP アドレスに対して定期的に ping を打ち、新たに追加されたノードがあるかどうかを

チェックするのである。新規ノードを検出すると、ハードウェアや OS の構成情報を取得する。具体的には、ファイルシステムの

構成やネットワーク設定、OS のカーネルパラメータ一覧、導入済みのソフトウェアバンドル、ソフトウェアパッチ一覧などであ

る。これらの情報を収集すると、Web 画面上のノード一覧画面に追加する。よってシステム管理者は、SIM に対して手作業によ

るノード登録をせずとも、つねに最新のノード一覧を起点とした運用管理を行えるのである。また、インベントリ状況の詳細レポ

ートの生成や、指定した複数のノードに対してコマンドを一斉に実行し、その結果のコンソール出力を Web 画面で確認すること

もできる。 

インベントリ管理の自動化によって、手作業ではほとんど不可能な作業も実現することができる。SIM に備わる「構成のスナップ

ショット」機能がその一つだ。同機能では、任意の時点でノード構成のスナップショットを保存できる。この機能が興味深いの

は、2 つのスナップショットを比較し、その差異を簡単に表示できる点だ。つまり、上述したようなハードウェアおよび OS の多

種多様な構成情報を対象として、「昨日から何が変わったか」「このノードとあのノードはどこが違うのか」を瞬時に知ることが

できるのである。これは、トラブルシューティング時の障害原因の切り分け作業で特に重宝する機能と言えるだろう。 

以上、本特集の前編では、HP-UX に備わる SIM を例にとり、運用管理の一元化の実際を解説した。後編では、一元化された運用

管理環境における運用時の課題、すなわちソフトウェア配布やトラブルシューティング、プロビジョニング、そしてリソース管理

について掘り下げていきたい。 

プロビジョニングとプロアクティブ 
2004 年 4 月 テクニカルライター 吉川 和巳 
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「プロビジョニング」と「プロアクティブ」は、効率的かつ積極的なシステム管理を行うための重要なキーワードだ。ここでは、

HP-UX 向けに無償で提供される管理ツールである「Systems Insight Manager（以下、SIM）」の潜在能力を引き出すこと

で、この 2 つのキーワードが指し示す運用管理の理想形が、コストを掛けずに実現可能であることを説明する。 

プロビジョニングで「攻めの管理」を実現しよう 

ともすれば、システム管理者の仕事は受け身の姿勢となりやすい。すなわち、開発部門や経営層、エンドユーザなどからの要求を

受け、それに応えるかたちでインフラ整備やリソース増強を始めたり、トラブルシューティングを行ったりというスタイルであ

る。 

もちろん、ビジネスニーズの定義はシステム管理者の役目ではないので、システム管理者にできることには限りがある。とはい

え、開発部門やユーザの言われるままに週末のデータセンターで現地作業をしたり、OS とアプリケーションのインストール作業

を繰り返したりという状況では、理想的な運用管理体制とは言い難いだろう。 

こうした状況を打破し、受け身ではない「攻めの管理」を目指すのが、「プロビジョニング」の考え方だ。つまり、システムの増

設や設定を場当たり的に行うのではなく、予想される要求に対してあらかじめ準備をしておき、いざ要求を受けたときになるべく

スムーズに、かつ短時間でそれに応える体制を整えるアプローチである。もともとは通信事業者のサービス供給で培われた考え方

であるが、最近ではデータセンターや IT インフラの運用管理において重要な役割を担いつつある。 

OS とアプリケーションのインストールでラクをする 

ここで、データセンターにおけるノードへのインストール作業を例にとり、プロビジョニングの導入を考えてみよう。例えば HP-

UX ベースのサーバの場合、1 台のノードに OS やアプリケーションをインストールするのには以下の一連の作業が必要となり、

2 時間以上を費やすことになる。 

 OS のインストール

 最新パッチの適用

 カーネルパラメータの設定

 アプリケーションのインストール

しかし、前編でも説明したとおり、データセンター内のノード数が増加しつつある現状では、これらの作業を繰り返し手作業で進

めることはきわめて非効率的だ。また、こうしたインストール作業が必要となるのは、システム負荷の急激な上昇やハードウェア

障害などの急を要する状況が多く、できるだけ早く済ませるに越したことはない。 

プロビジョニングの視点に立てば、OS とアプリケーションのインストール作業は簡単かつ迅速に完了できる体制を整えておくこ

とが望ましい。前編でも説明した統合管理ツール SIM では、同ツールから OS インストール用ツール「Ignite/UX」を呼び出す

ことで、インストール作業のプロビジョニングを実現している。具体的には、上述の各作業が完了した OS パーティション全体を

ゴールデンイメージとして保存し、任意のノードに push 形式でインストールする。これにより、今まで 2 時間を要していた作

業が、約 30 分で完了するのである（図 1）。 
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図 1：ゴールドシステムイメージ インストール 

こうした OS インストール用ツールの優れた点は、用途に応じて複数種類のゴールデンイメージを使い分けられることである。例

えば、以下のような 3 種類のイメージをあらかじめ作成しておく。 

 クリーン OS イメージ

（OS インストールおよびパッチ適用済み）

 Web サーバ用イメージ

（OS およびパッチ、カーネルパラメータ設定、Web サーバ導入済み）

 DB サーバ用イメージ

（OS およびパッチ、カーネルパラメータ設定、DB サーバ導入済み）

このように各種イメージを使い分ければ、サービス提供可能なノードを即座に用意できる。ノード追加やトラブル対応の際には、

抜群の威力を発揮するはずだ。 

インストール後のソフトウェア管理でラクをする

また SIM では、OS のインストールだけでなく、その後の運用においてもシステム管理者を補佐するツールを提供している。その

一つ、「SD-UX」は、HP-UX ノードに対するソフトウェアのインストールを自動化するツールである。SD-UX では、「ソフト

ウェアデポ」と呼ばれるサーバにソフトウェアを格納し、そこから任意のノードに対して push インストールを実施できる。シス

テム管理者は、SIM に表示されたノード一覧からノードを選択し、メニューにて SD-UX によるインストール機能を選択するだけ

である。その後、SIM のコンソール上には、各ノードのインストール状況がリアルタイムに表示される仕組みだ。また、ノードの

負荷の少ない夜間などを利用して、SD-UX によるインストールを特定の時間帯に実行するようなスケジューリングも可能であ

る。さらには、インストールしたソフトウェアやパッチを削除（ロールバック）したり、インストール済みのソフトウェアを一覧

表示したりする機能も用意されている。 

各種の運用管理ツールを活用した以上のようなプロビジョニングの導入によって、システム管理者もラクをすることができ、同時

に開発部門や経営層、エンドユーザもその恩恵を受けるのである。 
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もう一つ、システム管理の新しいあり方を提示するのが、「プロアクティブな運用管理」という考え方である。すなわち、深刻な

システムトラブルやセキュリティ上の脅威に対して、それらが実際に発生してから対処するのではなく、可能な限りその兆候を捉

えて未然に対策を打つというアプローチである。 

ここで重要なポイントとなるのが、「障害管理」をいかにしてプロアクティブな運用管理に役立てるかという点である。一般に

は、障害管理というと、Web サイトや DB サーバの動作を ping やプロセス監視によって定期チェックし、トラブル時にはメー

ル等でシステム管理者に通知する、という監視ツールを思い浮かべる向きも多いだろう。しかし、それらは単なるトラブル通知に

過ぎない。そこからさらに一歩前進し、トラブルの発生前にシステム管理者に通知を行えるかが、プロアクティブな運用管理を実

現するカギとなる。 

もちろん、シェルスクリプトによる ping チェックやプロセス監視などでは、このようなインテリジェントなモニタリングの実装

には限界がある。とはいえ、商用のネットワーク管理ツールに匹敵する洗練されたイベントフィルタリングやスケジューリングを

利用するには、高価な運用管理ツールを導入しなくてはならない。 

プロアクティブな障害管理を実現する無償ツール 

SIM に統合されている障害管理ツール EMS（Event Monitoring Service）は、そうしたニーズに応えるべく無償で提供されて

いる製品である。EMS は、サイト全体の実に多岐にわたるシステムリソースを網羅し、障害の事前検出のための監視を行う。例

えばハードウェアレベルでは、個々のサーバの CPU やディスク、ファン、I/O ステータス、ネットワークデバイスおよびリン

ク、SAN デバイスなどの動作状況を監視。またソフトウェアレベルでは、各種のカーネルリソースやメモリ状況、負荷状況、デ

ータベース状態、そして HA（二重化）構成におけるノード状態に至るまでをモニタリングする。これらの膨大な監視データに対

して、イベントの深刻度や種類に応じた高機能のフィルタリングを適用し、システム管理者に通知する仕組みだ。 

図 2 は、EMS によるイベントフィルタリングの設定例である。同図が示すように、SIM の Web 画面を通じて、システム管理者

に通知すべきイベントの深刻度を設定できる。また、監視対象ノードの選択についても、ノード名や IP アドレス、OS 種別、ク

ラスタグループ、ネットワークプロトコル、ハードウェア状態その他の多彩な属性に基づいて条件設定を行える。システム管理者

へのイベント通知方法としては、メールをはじめポケットベル通知、コマンド実行、SNMP トラップ送出などから選択が可能

だ。 
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図 2：EMS によるイベントフィルタリングの設定例 

さらには、図 3 のように、イベント通知を行うスケジュールの設定も、Web 画面上で簡単かつ詳細に行うことができる。障害管

理に要求されるサービスレベルや用途に応じて、平日 9 時から 5 時までのビジネス時間帯を選択したり、その逆に夜間や週末だ

けの通知を行ったりできる。 

以上のように、運用管理ツールの潜在能力をきちんと引き出してやることで、コストを一切掛けなくてもプロアクティブな障害管

理を実現できるのである。 

図 3：イベント通知を行うスケジュールの設定 
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面倒なセキュリティパッチのチェックを自動化 

ツールの活用という点では、SIM に統合されたもう一つのツール、「Security Patch Check」の存在も見逃せない。同ツール

は、任意のノードに対して適用されていないセキュリティパッチを自動的に検出し、表示するツールである（図 4）。パッチ適用

の作業は、ノード台数が多い場合、もしくは手作業に依存する管理環境では、つい後手後手にまわりがちである。こうした作業

も、Security Patch Check によってパッチチェックを積極的に実施することで、問題が顕在化する前にセキュリティ対策を施せ

る。 

図 4：Security Patch Check 

カーネルパラメータを目に見えるかたちに

システムトラブルの原因は、ハードウェアやソフトウェアの障害、セキュリティ上の脅威に因るものだけとは限らない。システム

管理者が気を配らなくてはならないもう一つの要素が、OS のカーネルパラメータである。 

従来の一般的な OS では、カーネルのビルド時やシステム起動時にのみカーネルパラメータの設定が可能であり、システム動作中

の変更は不可能な場合がほとんどである。そのため、システム管理者はノードのインストール時にのみカーネルパラメータの調整

を行い、運用が安定すればカーネルパラメータのことは忘れてしまうというケースが少なくない。 

しかし、アプリケーションのリソース消費動向に応じてカーネルパラメータを適切に調節しておかなければ、トラブル原因の切り

分けが困難な思わぬ障害を引き起こしかねない。例えば個々のプロセスがオープン可能なファイル数や生成可能なスレッド数など

が十分な値に設定されていないと、アプリケーション本来のスループットが得られなかったり、高負荷時に突然エラーが発生し始

めたりする場合がある。 

HP-UX の場合、多数のカーネルパラメータをシステム動作中に設定変更することができ、ミッション・クリティカルな IT システ

ムの要件に応えられるよう設計されている。この能力をさらに活かすためのツールが、SIM に統合されているカーネル構成管理ツ

ール、「kcweb」である。 



24 

HP-UX 特集コラムバックナンバー（2004 年） 

kcweb では、SIM の Web 画面を通じて、個々のノードのカーネルパラメータを一覧し、システム動作中の設定変更を容易に行

うことができる。図 5 は、kcweb によるカーネルパラメータの表示例である。同ツールでは、HP-UX に備わるカーネルパラメ

ータの現在の設定値が一覧表示される。また、個々のパラメータの意味を説明するヘルプメッセージ（man ページ）や、実際の

使用率の 1 日ごとのグラフ、そしてパラメータに対応するリソースを最も多く消費しているプロセスの一覧が表示される。さら

には、各リソースの消費状況を監視し、しきい値に達した場合はシステム管理者に通知するアラーム機能も備えている。これによ

り、上述のようなカーネルパラメータに起因する問題が実際に発生してしまう前に、未然の対策を講じることが可能になる。 

図 5：kcweb によるカーネルパラメータの表示例 

以上、本特集の後編では、プロビジョニングおよびプロアクティブという 2 つのキーワードを軸として、システム運用管理のあ

るべき姿を検討した。ここで説明したとおり、HP-UX 向けに無償で提供されるツールの中には、高価な有償ツールに匹敵する高

機能の運用管理機能を提供するものが少なくない。これらの潜在能力を引き出すことで、上述の 2 つのキーワードが指し示す運

用管理の理想形が、コストを掛けずに実現可能であることがご理解いただけたはずだ。 

HP-UX で実現するネットワーク＆セキュリティ
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Install Time Security と Bastille で実現する盤石のホスト構築 
2004 年 5 月 テクニカルライター 吉川 和巳 

セキュアなホストをゼロから構築していくというのは、システム管理者にとって時間と手間、そしてスキルを要求される面倒な作

業だ。HP-UX 11i v2 より搭載された「Install Time Security」は、OS のインストール時に、そのサーバの使用目的に合わせた

セキュリティ・レベルを設定できるというもの。これにより、「はじめからセキュアなホスト」を実現することができるのであ

る。 

「はじめからセキュアなホスト」を作る 

周知のとおり、Web サーバやメールサーバ、DNS サーバなど、インターネット環境に直接さらされるホスト（DMZ ホスト）の

インストールと管理には、セキュリティの確保という頭の痛い問題が常についてまわる。不要なポートは開けないようにし、使用

していないプロセスやサービスを停止し、絶えず更新されるパッチを当てて････。「ここまでやれば大丈夫」と言い切れないの

が、セキュリティ対策のやっかいなところである。 

しかし一方で、現在の多様化するネットワーク環境に対応すべく、OS のあり方も変化を遂げつつある。つまり、システム管理者

のチューニング作業によってセキュアなホストをゼロから構築していくのではなく、一通りのセキュリティ対策を済ませた DMZ

ホストを OS のインストール時点で提供するという考え方だ。

この考えを具体化したテクノロジーが、HP-UX 11i v2 より搭載された「Install Time Security」だ。Install Time Security と

は、HP-UX に備わる以下の 4 種類のツールでさまざまなセキュリティ設定をインストール時に自動的に実施するための機能であ

る。 

 Bastille（セキュリティ強化）

 IPFilter（パケットフィルタリング）

 SSH（暗号化シェル）

 Security Patch Check（パッチ管理）

これら 4 つのツールのうち、最初の 3 つ（Bastille および IPFilter、SSH）はいずれも広く普及しているオープンソースのセキュ

リティ・ツールであり、それらを HPE が HP-UX 向けに移植し機能拡張を施したものである。Install Time Security のメリット

は、これらツールの機能詳細や設定方法を十分に習得していないシステム管理者であっても、それらの能力を OS インストール時

点でフルに引き出せることだ。これにより、管理者のセキュリティ対策のスキルに左右されることなしに、「はじめからセキュア

なホスト」を実現できるのである。 

Install Time Security の実際 

ここで、Install Time Security の機能を具体的に紹介しよう。同機能を利用するには、HP-UX のインストール作業時に、以下の

セキュリティ・レベルのいずれかを選択する（図 1）。

 Sec00Tools

 Sec10Host

 Sec20MngDMZ

 Sec30DMZ
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図 1：HP-UX 11i v2 インストール時のセキュリティ・レベル選択 

セキュリティ・レベルを選択すると、Install Time Security によって上述した各種ツールの機能が呼び出され、HP-UX 全体が指

定されたセキュリティ・レベルにまで強化される仕組みだ（図 2）。各レベルの内容は以下の通りである。 

図 2：Install Time Security のメカニズム 

【Sec00Tools】 

レベル Sec00Tools は、セキュリティ設定をまったく行わないレベルである。Bastille および IPFilter、SSH、Security Patch

Check のインストールだけを実施し、それらの機能は起動しない。全てのセキュリティ設定をシステム管理者自らがカスタマイ

ズしたい場合に適したレベルである。 

【Sec10Host】 

Bastille を利用した約 50 種類のロックダウン（不要なサービスの停止）を実施する（ただし telnet および ftp は利用可能）。

そのままインターネット上に公開できるほどのセキュリティ強化は施されないため、社内ネットワークで利用されるホストに適し

たレベルと言えるだろう。 

【Sec20MngDMZ】 

Bastille および IPFilter、SSH を起動し、ロックダウンに加えてパケットフィルタリングの設定も実施する。セキュアなプロトコ

ルによる通信（SSH や Webmin、WBEM、IDS など）のみ許可し、ping など通常のプロトコルによる通信はすべて拒否され

る。例えば、ファイアウォール・アプライアンスなどにより保護された DMZ ホストへの適用が考えられる。 
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【Sec30DMZ】 

ロックダウンとパケットフィルタリングをフルに実施し、SSH 以外の通信は一切拒否する構成である。インターネット環境に直

にさらされる DMZ ホストに適した、強固なセキュリティ保護を提供する。 

このように、Install Time Security の利用はごく簡単に行える。インストール時のメニューにおいて、ホストの利用目的に合っ

たセキュリティ・レベルを選択するだけである。あとは、Bastille や IPFilter などの各ツールの設定を変更し、必要に応じたカス

タマイズを行えばよい。例えば、Web サーバであればポート 80 番へのアクセスを許可したり、メールサーバであれば

sendmail を起動したり、といった具合である。 

では、Bastille によるセキュリティ強化とはどのような内容なのか、もう少し掘り下げて紹介しよう。 

ホストを「要塞化」するツール、Bastille

Bastille は、UNIX システムに対してロックダウン（不要なサービスの停止）や各種設定を施すことでセキュリティを強化するツ

ールである。上述したとおり、元々は Linux 向けのオープンソース・ソフトウェアとして開発されたものだ。HPE では、この

Bastille を HP-UX 向けに移植し、機能拡張を施したものを Web サイト上で無償提供している。 

Bastille では、図 3 の設定画面を利用して全ての設定を行う。同画面の左側には「モジュール」と呼ばれる項目が並んでおり、そ

れぞれの項目についてウィザード形式の質問事項が表示される。各項目について Yes か No かを選択したり設定値を入力したり

することで、それに応じた適切なセキュリティ設定を実施する仕組みである。 

図 3：Bastille の設定画面 

Security Patch Check によるパッチ管理 

例えば Bastille のモジュール Patches では、HPE が提供するパッチ管理ツール Security Patch Check（SPC）のセットアップ

が可能だ。簡単な質問に答えるだけで、SPC の起動や crontab への登録、起動時間の設定などを行える。これにより、毎日一定

の時間に SPC が起動し、ホストに適用されているセキュリティパッチの一覧と HPE が公開するパッチ一覧の比較が行われる。 

ファイル・パーミッションとアクセス権管理の強化

モジュール File Permission では、HP-UX のファイル・システムに対して world-writable なディレクトリ（全てのユーザから

読み書き可能なディレクトリ）のスキャンを実施するかどうかを指定できる。このスキャンを実施すると、world-writable なデ

ィレクトリのパーミッション設定を個別に編集するためのスクリプトを自動作成できる。 
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また、モジュール Account Security では、ユーザ・アカウントのアクセス権管理の詳細なチューニングが可能だ。例えば、全て

のユーザとシェルにおけるデフォルトの umask 値（作成されるファイルのパーミッション値）の設定をはじめ、ログイン・ポリ

シー（ログイン拒否やログイン許可数、ルートログイン禁止）およびパスワード・ポリシー（パスワード変更間隔や期限切れ警

告、シャドウ・パスワードの利用）の設定を容易に行える。さらには、HP-UX の高信頼性モードを利用したセキュリティ監査

（全てのシステムコールのトレース）も指定することができる。 

ネットワーク・サービスのロックダウン

一方、モジュール Secure Inetd および Miscellaneous Daemons では、HP-UX に備わる多数のネットワーク・サービスのロ

ックダウン設定が可能である。実際には、inetd デーモンにより起動される大半のサービス（telnet や ftp/tftp、

login/shell/exec、finger/ident、bootp、uucp、ntalk など）や、NFS、NIS、snmpd などは全てデフォルトで無効とな

る。よって、本当に利用したいサービスだけを個別に起動を指定すればよい。 

また、Web やメール、DNS などの標準的なインターネット・サービスのセキュリティ保護のためのモジュールとして、Apache

および Sendmail、DNS、FTP が用意されている。これらのモジュールでは、Apache httpd や sendmail のロックダウンを行

えるほか、chroot を利用して BIND や Apache のプロセスがアクセス可能なディレクトリを制限することも可能だ。 

インターネットに適応し、進化した商用 UNIX

Install Time Security と Bastille の導入によって、DMZ ホストとして十分な強度のセキュリティを容易に達成できることがお

分かりいただけたはずだ。また、DMZ ホスト構築の観点から見れば、HP-UX はさらにユニークな特長をいくつか備えている。 

カーネルレベルでバッファオーバーフロー対策

その 1 つが、HP-UX におけるバッファオーバーフロー対策である。同機能を有効にすると、意図的にオーバーフローさせたスタ

ック領域のコード実行を HP-UX のカーネルレベルで検出し、禁止することができる（図 4）。 

図 4：カーネルレベルのバッファオーバーフロー対策 

この機能のメリットは、監視のためにシステム・リソースを消費したり、検知が遅れたりすることがない点である。また、既存の

アプリケーション・コードに修正を加える必要もない。

もっとも、アプリケーションの中には、スタック領域からコード実行を行うものもわずかながら存在する。そのため HP-UX で

は、そうしたアプリケーションだけを個別にチェック対象外とする手段（ゾーン・バイパス機能）を提供している。また、スタッ
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ク領域におけるコード実行のログ記録だけを行い、アプリケーションに適用可能かどうかをテストするトライアル・モードも利用

できる。 

オープンソース・ソフトウェアを積極的にサポート

HP-UX のもう 1 つの特長は、Apache や Tomcat、Samba、Webmin、Mozzila、IPFilter、SSH などの定番のオープンソー

ス・ソフトウェアを、オペレーティング環境の一部分として統合している点だ。HPE では、これらのソフトウェアを単に移植す

るだけでなく、HP-UX 上で最大のパフォーマンスを引き出すべく最適化を施し、OS 本体と同レベルの品質検査を実施している

という。また、いずれのソフトウェアにも商用製品としての正式サポートを提供している。確固としたセキュリティ対策が要求さ

れるミッション・クリティカルなインターネット・サービスの構築では、こうしたオープンソース・ソフトウェアに対するベンダ

ー・サポートは大変有り難いと言えるだろう。 

さらに HPE では、CERT/CC などのセキュリティ監視組織とも連携し、HP-UX 上で利用されるオープンソース・ソフトウェアで

発見されたセキュリティ脆弱性への迅速な対応を行っている。HPE の「IT リソース・センタ」では、こうしたセキュリティ脆弱

性の情報を速報する「Security Bulletin」を随時配布しており、会員登録さえ行えばつねに最新の情報を入手することができ

る。 

ホスト型侵入検知システム HP-UX HIDS を統合

HP-UX には、ホスト型侵入検知システム「HP-UX HIDS」が統合されている点も興味深い。HP-UX HIDS は、HP-UX カーネル

と密接に連携して動作することで、サード・パーティ製品では実現できないトータルな分析と侵入検知を可能としている。また、

伝統的なシグネチャ・マッチングによる脆弱性監視ではなく、攻撃された際によく見られる特定のアクティビティ パターンを監

視することで、機知の攻撃パターンに加え将来登場してくる攻撃シナリオにも柔軟に対応できる。頻繁なシグネチャの更新作業も

不要である。 

ここまで見てきたとおり、今日のネットワーク環境の急速な変化に適応すべく、商用 UNIX のセキュリティ機能も着実に進化を

遂げている。この新たな能力を上手に活用すれば、日増しに高まりつつあるセキュリティ対策の負担を軽減することも難しくはな

いだろう。 

LDAP、Kerberos、RADIUS で統合認証を自在にあやつる HP-

UX 
2004 年 5 月 テクニカルライター 吉川 和巳 

HP-UX には、「Netscape Directory Server」や「Kerberos」、「RADIUS」といったユーザ認証ソフトウェアが無償でバン

ドルされている。しかも、これらのソフトウェアはオペレーティング環境の一部として厳格な品質検査を受け、製品としてのサポ

ートが提供されている。こうした事実を裏付けるように、DH Brown が公開したレポート「2002 UNIX Function Review」で

は、ディレクトリとセキュリティサービス部門で HP-UX に第 1 位の評価が与えられている。そこで本稿では、HP-UX の隠れた

アドバンテージである統合認証基盤としての実力にスポットを当ててみたい。

Netscape Directory Server を軸とする LDAP 統合 
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LDAP（Lightweight Directory Access Protocol）による認証基盤の統合化を実施する上で、もっとも大きな障害となるのは

商用 LDAP サーバのコストの高さであろう。例えば、マイクロソフトの Active Directory やノベルなどの商用のディレクトリサ

ーバ製品を導入する場合、クライアント数によってはかなり高額の出費を覚悟しなくてはならない。一方、コストをかけずに

LDAP サーバ構築を可能にする OpenLDAP のようなオープンソース・ソフトウェアも存在するものの、スケーラビリティやパフ

ォーマンス、ベンダー・サポートの面を考えれば、導入の難しいケースも多い。 

しかしもし、商用 LDAP サーバが無償で、かつエントリ数も潤沢に利用できるとすれば、LDAP サーバ導入の敷居はきわめて低

くなるはずだ。HP-UX は、まさにそうしたソリューションを提供している。HP-UX 11i v1 および v2 には、Netscape 

Directory Server 6.11 がバンドルされており、イントラネット版（社員情報の管理に使用）であれば、ユーザエントリ数は無制

限に利用できる。また、エクストラネット版（社員ではない一般ユーザの情報管理に利用）も、最大 25 万ユーザエントリまで無

償で使用することができる。 

このソリューションの優れた点は、冒頭でも述べたとおり、Netscape Directory Server を HP-UX のオペレーティング環境の

一部分として一体化していることにある。よって、OpenLDAP と同じくコストを一切かけずに導入可能な一方で、HP-UX 本体

と同じ品質検査とベンダー・サポートのメリットを享受できるわけだ。また、Netscape Directory Server は LDAP 仕様の黎明

期を支えた開発者によって実装されており、商用 LDAP サーバとしての機能性や信頼性、パフォーマンスは折り紙付きである。IT

インフラを支える「止まってはならない」土台として LDAP サーバを導入する企業にとっては、このソリューションは理想的と

も言えるだろう。 

多彩な LDAP インテグレーションに対応 

HP-UX では、Netscape Directory Server 以外にも多彩な LDAP ソリューションを提供している。ここで、それらの機能を概

観しよう。 

【LDAP-UX Client Services】 

「LDAP-UX Client Services」は、HP-UX を LDAP クライアントとして動作させるための機能である。具体的には、UNIX の標

準的な認証アーキテクチャである PAM（Pluggable Authentication Modules）および NSS（Name Service Switch）によ

るユーザ認証を LDAP 経由で実施するためのモジュールが提供されている。このモジュールを利用すれば、LDAP サーバ上に保

管されたユーザやパスワード情報を元にして、Apache やメール、Samba、UNIX ログインなどのユーザ認証を一括して実施す

ることができる。 

【NIS/LDAP Gateway】 

「NIS/LDAP Gateway」は、いわば「LDAP ベースの NIS サーバ」である。具体的には、NIS ドメインごとに設置された

NIS/LDAP Gateway が NIS スレーブサーバとして動作する。同サーバは、NIS クライアントからの認証リクエストを受け付け、

それを LDAP 照会に変換する仕組みだ。これにより、NIS マスターサーバが不要になるだけでなく、大規模な NIS ドメインにお

けるスケーラビリティやレスポンスの問題も解消される。 
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図 1：Netscape Directory Server による認証統合化の例 

図 1 は、Netscape Directory Server を中心とした LDAP インテグレーションの例である。この例では、HP-UX サーバ上で

Netscape Directory Server を動作させ、そこを起点として多種多様なユーザ認証を一括して引き受けている。また同図が示す

とおり、Windows クライアント向けのファイル・サーバとして利用する Samba や、ネットワーク・インフラで利用される

RADIUS のユーザ認証に LDAP を用いることも可能だ。 

次に、HP-UX に無償バンドルされる Kerberos について触れてみよう。 

シングルサインオンを実現する Kerberos

HP-UX に無償バンドルされるもうひとつのソリューションが、MIT によって開発された分散認証システム「Kerberos」であ

る。LDAP がディレクトリ・サービス（つまり様々な情報の保管場所）の標準仕様であるのに対し、Kerberos はシングルサイン

オンのための標準仕様と捉えることができる。すなわち、ユーザ認証の結果を複数のホストやアプリケーション間で共有すること

で、何度も繰り返しログインする手間をなくす手段を提供するのである。 

Kerberos では DES 暗号化を使用するため、米国政府の輸出規制によって日本国内での利用が制限されていた経緯がある。この

理由により、Kerberos は米国では普及しているものの、国内での表立った導入事例は多くはない。しかし現在では、規制緩和に

よって国内での利用制限は解消されている。実のところ、Windows 2000 および XP クライアントのデフォルトのユーザ認証プ

ロトコルは Kerberos であり、また Mac OS X でも採用されているため、国内でもっとも広く利用されているセキュリティ標準

と言うこともできるだろう。 
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図 2：Kerberos によるシングルサインオン 

ここで、Kerberos によるシングルサインオンのメカニズムを簡単に説明しよう（図 2）。Kerberos におけるユーザ認証は、全

てのクライアントとアプリケーションの公開鍵を保管する「KDC（Key Distribution Center）サーバ」と呼ばれるホストを中心

に進めることになる。また、KDC サーバ内には以下の 2 種類のサーバが動作している。  

 「認証サーバ」：ユーザ認証を担当

 「チケット交付サーバ（TGS／Ticket Granting Server）」：チケットの交付を担当

ここで言う「チケット」とは、クライアントがアプリケーションへのアクセス時に提出する切符のようなものだ。この 2 つのサ

ーバを介して、以下の手順で処理が進む。 

1. まずクライアントは、パスワードや証明書等を認証サーバに送り、ユーザ認証を依頼する。これを受けた認証サーバは、認

証後に「チケット交付チケット（TGT／Ticket Granting Ticket）」をクライアントに返す。この TGT とは、いわば「チケ

ットを交付してもらうためのチケット」である。

2. クライアントは、個々のアプリケーションにアクセスする際に、前出の TGT を TGS に送信する。これを受けた TGS は、指

定されたアプリケーションにアクセスするためのチケットをクライアントに返す。

3. クライアントは、TGS から得たチケットをアプリケーションに送信し、アクセス許可を得る。

このように、クライアントは TGT さえ一度入手すれば、あとはそれを用いて複数のアプリケーションに接続することができる。

よって、個々のアプリケーションはユーザ認証の責務から解放され、またアプリケーションへの接続のたびに認証を繰り返す手間

も省けるわけである。また、①から③までのやりとりはすべてクライアントやアプリケーションの公開鍵を使用して暗号化される

ため、認証プロセスの秘匿やホスト間の相互認証も実現される。 

HP-UX の Kerberos ソリューション 
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以上が Kerberos によるシングルサインオンの概要であるが、HP-UX ではこのメカニズムを利用するためのソリューションをい

くつか提供している。まず、HP-UX 11i のオペレーティング環境は Kerberos v5 サーバを統合しており、Netscape Directory 

Server と同様に高度な品質検査とベンダー・サポートの対象としている。また、HP-UX 用 Kerberos Server 3.1 では、バック

エンド・データベースとして LDAP（Netscape Directory Server）がサポートされた。これにより、認証データ管理の一層の

統合化が可能となった。 

 

また、Kerberos クライアントの開発に必要な各種ユーティリティやライブラリを提供し、図 2 に示したような分散認証システム

の構築を支援する環境を整えている。さらに、HP-UX 11i では、telnet および ftp、rcp、rlogin、remsh などの標準的なリモ

ートアクセスコマンドの Kerberos 対応が施されている。例えば Kerberos 対応の telnet を使用する場合、一度 KDC サーバに

ログインしさえすれば、後はパスワードを入力することなしに複数のホストにログイン可能になる。 

 

一方、上述したとおり、Kerberos は Windows 2000 および XP における標準の認証プロトコルとしても採用されている。その

ため、HP-UX に備わる Kerberos 対応 PAM モジュールを利用すれば、HP-UX ホストへのログイン認証時に Windows サーバ

上の Active Directory を参照させることも可能だ。 

 

RADIUS によるモバイル・ユーザ認証の統合化 

最後に紹介するのは、ネットワーク・インフラにおけるユーザ認証の標準プロトコル、「RADIUS（Remote Authentication 

Dial-In User Service）」である。その名が示すとおり、元々はダイヤルアップ接続用アクセス・サーバのユーザ認証を統合化す

るプロトコルとして IETF によって標準化されたものだ。しかし最近では、社内に設置された無線 LAN アクセスポイントや LAN

スイッチ、VLAN へのモバイル・ユーザのアクセスを認証するプロトコルとして広く普及している。 

 

RADIUS を利用したユーザ認証の統合化では、社内ネットワーク上で「RADIUS サーバ」を立てなくてはならない。しかし、ネ

ットワーク・ベンダーが提供する商用 RADIUS サーバ・ソフトウェアや、RADIUS サーバ搭載のアプライアンスなどを導入する

には、数十万～数百万円のコストがかかってしまう。ここでも、やはり導入コストが統合認証基盤の構築に立ちはだかる障壁とな

るのだ。 

 

これに対し、HP-UX では自社開発の RADIUS サーバ「HP-UX AAA Server」を無償バンドルすることで、ネットワーク・イン

フラにおける統合認証基盤の構築を容易にしている（図 3）。HP-UX AAA Server は、認証手段として外部の LDAP サーバおよ

び Oracle サーバをサポートしており、これらに保管されているユーザ情報を参照したアクセス管理が可能だ。また、RADIUS プ

ロトコルに加え、無線 LAN 機器で利用される EAP（Extensible Authentication Protocol）や、Cisco LEAP（Lightweight 

Extensible Authentication Protocol）をサポートしており、単なる無償の RADIUS とは異なる高い相互運用性を特長としてい

る。 
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図 3：HP-UX AAA Server を用いたアクセスポイント認証 

以上、ここでは HP-UX のオペレーティング環境に統合された 3 種類のユーザ認証ソリューションを紹介した。商用のサーバ製品

につきまとう導入コストの高さを解消しつつ、オープンソース・ソフトウェアのようなリスクを負うこともない。その結果、統合

認証基盤の構築がより身近なものになったことがご理解いただけたはずだ。 

Java 環境を強力にサポートする HP-UX

J2EE 運用の新しい常識、「パーティショニング」を検証する 
2004 年 6 月 テクニカルライター 吉川 和巳 

コンソリデーション(IT 統合)の普及により、4-way を越えるマルチプロセッサー・サーバで J2EE サーバを運用する事例が増えて

いる。しかし、単にプロセッサー数を増やすだけでは J2EE の性能はすぐに頭打ちになってしまい、「パーティショニング」の概

念を導入しない限り、この壁は突破できないのである。ここでは、来日した米国 HP の JVM 関連の主任エンジニアであるジョゼ

フ・コア(Joseph Coha)氏へのインタビューを元に、HP-UX に導入されているパーティショニングのメカニズム、「プロセッサ

ー・セット(pset)」と「Cell Local Memory」にスポットを当て、コンソリデーション時代の J2EE 運用ノウハウを明らかにす

る。 

J2EE に立ちふさがる「壁」 

4-way を越えるようなマルチプロセッサー・サーバでは、J2EE サーバのスケールアップを阻む大きな「壁」が立ちはだかる。ま

ずは、この壁の実態をつかむために、図 1 を見ていただきたい。 
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図 1：プロセッサー増設時の J2EE サーバのスケーラビリティ低下 

図 1 は、プロセッサー数を 1 から 4 まで変化させた場合に、J2EE サーバのスケーラビリティ（ユーザ数に対するスループット）

にどのような影響が現れるのかを計測したグラフだ。このグラフから分かるように、1 CPU および 2 CPU のケースではパフォー

マンス上の問題はないものの、4 CPU ではスケーラビリティが極端に低下してしまう。本来であれば、4 CPU の構成では、2

CPU 構成に対して 2 倍程度のパフォーマンスを維持することが期待される。しかし現実には、同時アクセスするユーザ数が増え

るとともに CPU の利用率が低下し、ハードウェアのパフォーマンスをフルに引き出せなくなるのだ。 

では、CPU 以外の何がボトルネックとなるのだろうか。米国 HPE において Java パフォーマンス・チューニングのコンサルティ

ングやツール開発に携わるエンジニア、ジョゼフ・コア(Joseph Coha)氏は、その答えが「ロック競合」であると説明する。

写真 1： 筆者のインタビューに答えるジョゼフ・コア(Joseph Coha)氏。 

米国 HPE において Java パフォーマンス・チューニングのコンサルティングやツール開発に携わる主任エンジニアだ 

Java 仮想マシン（JVM）の内部では、複数のスレッドが同時アクセスするオブジェクトに対してロックをかけることが頻繁に行

われる。図 2 のように、いずれか 1 つのスレッドがオブジェクトをロックすることで、他のスレッドがアクセスできない状況を

一時的に作り出すのである。 
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図 2：ロックによるマルチスレッドの同期化 

このとき、もしロックされたオブジェクトに他のスレッドがアクセスしようとすると、そのスレッドはロックが解放されるまで一

時停止しなくてはならない。これが、JVM におけるロック競合である。 

実のところ、シングル・プロセッサー構成のサーバでは、アプリケーションの設計に問題がない限り、ロック競合がボトルネック

となることは少ない。しかしコア氏は、「マルチプロセッサー・サーバではわずかなロック競合がスケーラビリティに大きな影響

を及ぼす」と指摘する。 

キャッシュ整合性の維持がボトルネックに

その理由を明らかにするため、OS カーネル内部におけるロックのメカニズムに注目しよう。JVM 実装の多くでは、OS に備わる

ミューテックス（排他制御の機構）によって Java オブジェクトのロックが実現されている。具体的には、ミューテックスを利用

してメモリ上の 1 ワードをロックすることで、オブジェクトのロックを表現するのである。 

問題となるのは、このミューテックスによるロック競合で一時停止させられるスレッドの扱いだ。一時停止したスレッドは、ロッ

クが解放されるまでスリープ状態とされる。しかし、スレッドのスリープや再起動は OS にとってオーバーヘッドの大きい処理で

あるため、現在の UNIX OS の多くは「スピン・ロック（spin lock）」と呼ばれるメカニズムを合わせて利用している。つま

り、スレッドを実際にスリープさせる前に、ロックの状態をつねに監視しつづけるループを一定回数だけ実行させる仕組みだ。多

くの場合、このスピン・ロック中にロックが解放されるので、スレッドを毎回スリープさせるよりも効率がよいのである。 

スピン・ロックの間、待ち状態にある全てのスレッドは上述したメモリ上の 1 ワードに繰り返しアクセスすることになる。これ

は、シングル・プロセッサー構成では難なく実行できる処理だ。だがマルチプロセッサー構成では、個々の CPU に付属するキャ

ッシュ間で、メモリ内容に対する整合性（キャッシュ・コヒーレンシー）の維持が必要になる。具体的には、その 1 ワードをめ

ぐってキャッシュ間のアクセス調停やコピーをきわめて高い頻度で繰り返さなくてはならない（図 3）。さらにこの負荷は、プロ

セッサー数の増加にともない指数的に拡大する。これが、4-way を越えるマルチプロセッサー・サーバにおいてロック競合がボ

トルネックになる原因であると、コア氏は指摘する。
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図 3：プロセッサー間のキャッシュ・コヒーレンシー維持 

 

「パーティショニング」を導入せよ 

コア氏は、J2EE サーバの運用において「パーティショニング」の概念を導入することが、この壁を打ち破るために不可欠である

と説明する。「特に、JDBC の PreparedStatement（コンパイル済み SQL）や EJB の Entity Bean（DB アクセス用コンポーネ

ント）のキャッシュ効率を高めるには、パーティショニングが非常に重要」（同氏）という。 

 

パーティショニングとは、1 台のサーバに備わるリソース（CPU やメモリ、ディスクなど）を論理的もしくは物理的に分割し、

それぞれに別々のアプリケーションを割り当てる技術。古くはメインフレームの時代から実装されてきたものである。近年では、

サーバ・コンソリデーションの浸透にともない、ハイエンドの UNIX マシンにおけるパーティショニング機能の発展が顕著であ

る。 

 

そこで以下、パーティショニングの具体例として、HPE の Itanium ® 2 プロセッサー搭載サーバ「Integrity サーバ」において

実装されているパーティショニング機能、「プロセッサー・セット(pset)」と「Cell Local Memory」について説明しよう。 

 

pset による CPU のパーティショニング 

pset は、CPU リソースのパーティショニングを可能にするテクノロジーであり、以下の特長を備えている。 

 

 サーバ上の複数の CPU を「プロセッサー・セット」にグループ分けする 

 個々のプロセッサー・セットは指定したプロセスやスレッドによって占有される 

 プロセッサー・セットの設定は動的に変更が可能で、システム再起動は不要 

 プロセッサー・セット間は隔離されており、負荷分散は行われない 

 

Integrity サーバ上で動作する HP-UX 11i v2 オペレーティング・システムでは、この pset を利用するためのコマンド

「psrset」が用意されている。例えば、4-way のサーバにおいて、2 個の CPU からなるプロセッサー・セットを新たに定義する

には、以下のコマンドを実行する。 

 

psrset -c 1 2 
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これにより、CPU 1 および CPU 2 からなる pset が作成され、同セットに割り当てられた ID が戻り値として表示される。つづ

いて、同セット内でアプリケーションを実行するには、以下のように入力する。 

psrset -e 1 ＜アプリケーション起動コマンド＞ 

これにより、ID が 1 であるプロセッサー・セットにおいて、指定されたアプリケーションのプロセスが起動する。このように、

pset の設定はコマンドレベルで容易に実行でき、システムを再起動する必要はない。 

また HPE では、「Process Resource Manager（PRM）」の GUI ツール(xprm)を提供しており、pset 設定はこのツールでも

行える。同ツールを使えば、psrset コマンドと同様のリソース割り当て作業をドラッグ・アンド・ドロップで行える。図 4 は、

xprm を利用し、16 CPU と 8 CPU で構成される 2 つのプロセッサー・セットを定義し、それぞれを経理部門と販売部門の

Oracle サーバに占有させている例である。 

図 4：xprm による pset 設定 

pset を用いた CPU のパーティショニングによって、図 5 に示すように、J2EE サーバのプロセスやスレッドの実行を 1 個もしく

は 2 個の CPU に限定することが可能だ。これにより、ロック競合時のキャッシュ・コヒーレンシー維持にかかる負担を大幅に抑

えることができる。また、複数のプロセッサー・セット上で個別の J2EE サーバのインスタンスを動作させ、それらに対して負荷

分散を実施する。こうした方策により、冒頭で述べたようなロック競合によるスケーラビリティ低下は回避できるのである。 
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図 5：CPU のパーティショニングによる効果 

メモリ・アクセスのパーティショニングとは

次に、HPE が提供するもうひとつのパーティショニング技術、「Cell Local Memory」について説明しよう。pset が CPU のパ

ーティショニングを行うのに対し、Cell Local Memory はメモリのパーティショニングを実現するテクノロジーである。 

ではなぜ、J2EE サーバの運用において、メモリのパーティショニングが必要なのだろうか。CPU のパーティショニングについて

は、上述のとおり、ロック競合時のキャッシュ・コヒーレンシー維持の負担を下げるという理由があった。一方、メモリのパーテ

ィショニングには、「メモリ・アクセスのローカリティ（局所性）を高め、パフォーマンスを改善する」という目的がある。 

ccNUMA とローカリティ 

CPU 数が 10 を超えるハイエンドのマルチプロセッサー・サーバの多くは、ccNUMA（Cache Coherent Non-Uniform 

Memory Architecture）と呼ばれるアーキテクチャを採用している。ccNUMA とは、おおざっぱに言えば、4-way や 8-way

の SMP システムを複数セット用意し、高速なインターコネクトで相互接続したアーキテクチャである。この相互接続により、互

いのローカル・メモリに自由にアクセス可能となり、それらのメモリを統合して 1 つの巨大なメモリ空間を構成する仕組みだ。

例えば Integrity サーバのハイエンド・モデル「Superdome」の場合、8 個の CPU を搭載した「セル（Cell）」と呼ばれるモ

ジュールを 16 セットまで搭載できる。これらのセルはクロスバースイッチで結ばれており、最大で 128-way/1 TB まで拡張で

きる大規模なマルチプロセッサー・サーバを構成している。 

ccNUMA ベースのサーバでは、メモリ・アクセスのローカリティが重要な意味を持つ。図 6 は、Integrity サーバにおけるメモ

リ・アーキテクチャを示した図である。ここで、セル内のローカル・メモリへのアクセス速度が 243 ns であるのに対し、別のセ

ル上のローカル・メモリへのアクセス速度は 423～479 ns と倍近くかかる点に注目していただきたい。セル間で透過的なメモリ

共有が可能とはいえ、ccNUMA のパフォーマンスを最大限に引き出すには、やはり物理的なプロセッサー構成を意識したローカ

リティの維持が必要なのである。
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図 6：ccNUMA におけるメモリ・アクセス 

 

そこで、メモリ・アクセスのローカリティを高めるために用意されたテクノロジーが、Cell Local Memory である。具体的に

は、コマンド「mpsched」を実行することで、プロセスやスレッドが 1 つのセル上でのみ動作するよう指定できる。例えば、以

下のような具合だ。 

 

mpsched -T PACKED -P PACKED ＜アプリケーション起動コマンド＞ 

 

ここで指定されている「PACKED」というフラグは、アプリケーション・プロセスの動作ポリシーを指定するためのもので、アプ

リケーションの全てのスレッドを単一のセル内でのみ実行することを意味する。このような設定によって、アプリケーションによ

るメモリ利用をセル内のローカル・メモリに限定させることが可能だ。 

 

J2EE におけるパーティショニングの必要性 

コア氏は、ハイエンドの J2EE システムであるほど、pset と Cell Local Memory によるパーティショニングは不可欠であると説

明する。冒頭に述べたようなスケーラビリティの劣化を回避できるだけでなく、パフォーマンスについても、「4 CPU 構成では

30 %、より多数の CPU 利用時には 50 %以上のパフォーマンス向上をもたらす」（同氏）という。 

 

実際、コア氏が知るある顧客では、上述の Superdome を 4 台設置したきわめて大規模なミッション・クリティカル・システム

を運用している。同システムは J2EE および JMS により構築されているが、pset と Cell Local Memory によるパーティショニ

ングをフルに利用し、パフォーマンスとスケーラビリティを可能な限り引き出しているとのことだ。 

 

また、パフォーマンス面に限らず、パーティショニングには可用性やセキュリティを高める効果もある。例えば、ある Web アプ

リケーションが DoS 攻撃などにより CPU を使い果たしてしまうような状況を想定してみよう。この場合、CPU のパーティショ

ニングによって他のアプリケーションへの影響を回避でき、サイト全体のダウンを免れるのである。 

 

CPU のデュアルコア化、そしてサーバ・コンソリデーションの動きが加速するにしたがい、パーティショニングの重要性は J2EE

サーバの運用においてこれから一層高まるとみられる。 
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巨大 J2EE システム、パフォーマンス・チューニングの舞台裏 
2004 年 6 月 テクニカルライター 吉川 和巳 

EJB パフォーマンスの代表的なベンチマークである SPECjAppServer2002 において、1 年以上にわたりトップの座を守り続けて

いるのが、HPE と BEA のコンビだ。4,496 TOPS（Total Operations Per Second）という他を圧倒するスループット達成を

可能にしたのは、ハイエンドの J2EE システムに固有の数々のチューニング・ノウハウである。ここでは、大規模 J2EE システム

におけるパフォーマンス・チューニングの舞台裏に迫ってみよう。 

ベンチマーク結果の裏側にあるもの 

SPECjAppServer2002 は、EJB（Enterprise JavaBeans）の実行パフォーマンスを対象とした代表的なベンチマークである。

図 1 は、同ベンチマークの過去 2 年間の推移を表したグラフである。これを見てもわかるとおり、IBM やサンを大きく引き離

し、1 年以上にわたってトップの座を守り続けているのが、HPE と BEA のコンビである。 

図 1：SPECjAppServer2002 ベンチマーク結果の推移 

HPE と BEA による 4,496 TOPS（Total Operations Per Second）というベンチマーク結果は、48 個の Intel® Itanium®プ

ロセッサを搭載したハイエンド・サーバ「Integrity Superdome」と、11 の「BEA Web Logic Server 8.1」の組み合わせと

いう大規模な J2EE サーバによって達成されている。とはいえ、大量の CPU を載せたサーバを用意し、その上でただ単にベンチ

マーク・プログラムを実行するだけでは、他のベンダーを圧倒するような結果は得られない。ベンチマークの数字の裏側には、ハ

イエンドの J2EE システムに固有の数々のチューニング・ノウハウが隠されているのである。

SPECjAppServer2002 の実像 

ベンチマーク結果というと、実際のアプリケーション性能を反映していないのではないか、と感じる向きもあるだろう。確かに、

一部の CPU ベンチマークなどでは、コンパイラや CPU キャッシュによる最適化によって極端に高い結果が得られる場合もあ

る。だが、今回紹介する SPECjAppServer2002 は、より現実的なシナリオに基づいて J2EE アプリケーションやトランザクショ
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ン負荷をモデル化したベンチマークである。具体的には、製造や仕入れ、受注、顧客管理といった 4 種類の業務からなる架空の

エンタープライズ・システムが想定されている。これらの業務にて発生する多種多様なトランザクションを再現し、J2EE サーバ

の総合スループットを算出する。 

図 2：受注業務を担当する EJB コンポーネント 

図 2 は、同ベンチマークにおいてもっとも負荷の集中する受注業務の EJB コンポーネントを示したクラス図である。ここでは、

次のようなシナリオの元に負荷が再現される。顧客はまず、Session Bean「CartSes」が提供するショッピング・カート機能を

利用し、いくつかの商品をカートに追加したのち、カートのチェックアウトの指示を出す。これを受けた CartSes は、Session 

Bean「OrderSes」に受注処理を依頼する。OrderSes では、個々の受注情報を表す Entity Bean「OrderEnt」に受注内容を書

き込むことで、データベース保存を行う。また OrderSes では、顧客からのリクエストに応じて、登録済みの受注情報の内容確

認や変更、キャンセルなどの処理も実行する。このように、SPECjAppServer2002 は、十分に現実味のある複雑な EJB アプリ

ケーションをベースとしていることがお分かりいただけるだろう。

この SPECjAppServer2002 の計測に際し、HPE のエンジニアはスループットを可能な限り高めるため 2 つの手段を利用した。

それは、「徹底したパーティショニングの適用」と、「自社開発の JVM とチューニング・ツール」である。 
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徹底したパーティショニング 

特集 1 の「J2EE 運用の新しい常識、『パーティショニング』を検証する」でも解説したとおり、ハイエンドの J2EE システムに

おいてパフォーマンス向上のカギを握るのは、パーティショニングである。今回のベンチマーク計測でも、上記の特集で説明した

プロセッサー・セット(pset)および Cell Local に加えて、HPE のハードウェア・パーティショニング技術「nPartitions 

(nPars)」が活用されている。nPars は、サーバ上の複数の CPU やメモリをハードウェア・レベルで分離し、それぞれで独立し

た OS の運用を可能にするテクノロジーである。 

図 3 は、SPECjAppServer2002 のベンチマーク計測に使用されたシステムの構成図である。ここで、赤字で囲まれている部分

が、計測対象である Integrity Superdome サーバだ。一方、同図の上部に示される 4 台のサーバは、「Driver」と呼ばれる負

荷生成クライアントである。 

図 3：ベンチマーク計測におけるシステム構成 

Superdome の内部は、nPars によるハードウェア・パーティショニングによって、3 つのアプリケーション・サーバ（BEA 

WebLogic Server）と 1 つのデータベース・サーバ（Oracle9i）に分割されている。Superdome が装備する 48 個の

Itanium 2 プロセッサーのうち、28 個をデータベース・サーバにあて、残る 20 個を 3 つのアプリケーション・サーバそれぞれ

に振り分けた構成だ。 

pset と Cell Local の適用 

nPars によって大きく 4 つに分割された CPU とメモリは、pset および Cell Local によってさらに細かくパーティショニングさ

れる。図 4 は、3 つのアプリケーション・サーバそれぞれの内部における pset と Cell Local の設定を示した図である。 
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図 4：pset と Cell Local の適用 

ここではまず、Cell Local を設定し、1 つのセル上で動作する WebLogic Server のプロセスを 2 ないし 3 つに限定している。

これにより、同プロセスはセル上のローカル・メモリだけを利用することになり、セル間通信にともなう遅延の影響を受けずに済

む。 

また、各セルに備わる 4 つの CPU を分割し、2 CPU からなる 2 つの pset を構成、それぞれの上で個別の WebLogic Server プ

ロセスを動作させている。その結果、例えば 1 つの Entity Bean にアクセスが集中するような状況でも、キャッシュ・コヒーレ

ンシー維持にともなうスケーラビリティ低下を免れるのである。

以上のように、Superdome が有するハードウェア・リソースの能力を効率よく引き出すべく、幾重ものパーティショニングが

導入されていることがわかる。 

自社開発の JVM とチューニング・ツールの効果 

HPE＋BEA の組み合わせによる高パフォーマンスのもうひとつの理由として、「自社開発の JVM とチューニング・ツール」を効

果的に利用している点が挙げられる。上述の Superdome では、WebLogic Server の実行環境として HPE が開発した「JVM」

が用いられており、それがベンチマーク結果を押し上げる大きな要因となっているのだ。 

HPE では以前より、HP-UX プラットフォームおよび Itanium プロセッサー・ファミリに対応する JVM を自社で開発し提供して

いる。そのベースはサンからライセンス提供を受けた HotSpot VM であるが、特に過去 6 年以上にわたって続けられてきた

EPIC アーキテクチャ向けの最適化により、Itanium 2 プロセッサーの能力を引き出すことに成功しているという。 

また興味深い点は、JVM が独自の「拡張プロファイリング機能」を内蔵し、その収集データを解析するためのツール

「HPjmeter」と「HPjtune」も合わせて提供していることである。この拡張プロファイリング機能は、標準の JVM のそれに比

べ、より詳細なログを収集できる。さらに、プロファイリングにともなうオーバーヘッドが低いため、よりプロダクション環境に

近い状態でのシステム・パフォーマンスを掴めるのが特長だ。 

JVM と HPjmeter によるプロファイリングの例を紹介しよう。JVM では、実行時にオプション「-Xeprof」を指定することで、

上述した拡張プロファイリング機能を動作させることができる。図 5 は、SPECjAppServer2002 の実行時に同機能によるプロ
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ファイリングを実施し、その結果を HPjmeter にて解析している例である。ここでは、Session Bean「OrderSes」における新

規の受注処理（メソッド newOrder）、および Entity Bean「OrderEnt」のデータベース保存において、CPU 時間の多くを費

やすことが示されている。つまり、この 2 つの EJB コンポーネントが、同ベンチマークにおけるチューニングのポイントなので

ある。こうした作業によって、個々のアプリケーション・サーバやデータベース・サーバのどの部分に多くのリソースを配分すれ

ばよいか、また JVM のヒープサイズ等をどのようにチューニングすればよいかが明らかになる。 

図 5：HPjmeter による負荷集中部分のプロファイリング 

スレッド挙動を OS レベルで詳細にモニタリング

Superdome のチューニングに際しては、JVM のもう一つのユニークな能力が活用されている。それは、Java スレッドの挙動を

OS のスレッドのレベルで子細にトレースできる機能である。 

同機能は、具体的には次のように利用する。JVM により Java アプリケーションが動作している最中に、その実行プロセスに対し

SIGQUIT シグナルを送る。すると、Java アプリケーションの動作は継続したまま、その時点での各スレッドについて以下のよう

なスタックトレースが表示される。 

"Thread-0" prio=9 tid=0x1bad30 nid=61 lwp_id=12190 waiting for monitor entry [0x67642000..0x67642478 ] 

at MsgThread.rest(ObjectWaiterApp.java:203) 

-waiting to lock <0x6bcc0978>(a java.lang.Class)

at MsgThread.run(ObjectWaiterApp.java:222) 

ここで、1 行目のヘッダ部分は、以下のような意味を表している。 

ヘッダ 内容 

"Thread-0" Java スレッド名 

prio=9 JVM 内部のスレッドの優先順位 



46 

HP-UX 特集コラムバックナンバー（2004 年） 

tid=0x1bad30 Java スレッドに対応する C++オブジェクトのポインタ 

nid=61 Java スレッドに対応する pthread の ID 

lwp_id=12190 Java スレッドに対応するカーネル・スレッドの ID 

waiting for monitor entry スレッドの状態を表す（waiting for monitor entry＝ロック解放待ち／waiting on

monitor＝スリープ中／runnable＝実行中） 

[0x67642000..0x67642478 ] Java スレッドのスタック領域 

このように、個々の Java スレッドについて、それが OS 上のどのユーザ・スレッド（pthread）に対応し、またどのカーネル・

スレッドに対応するかが容易に把握できる。よって例えば、上記のようなロック競合状態にあるスレッドが多く存在する場合、

OS のプロセス管理ツールによる調査を並行して行えば、それがシステム全体にどのような影響を与えているのかを正確に追跡可

能なのである。こうしたチューニング方法を選択できる点は、OS と JVM、そして関連するツールのすべてを自社開発する HPE

の強みといえるだろう。 

以上、ここでは、SPECjAppServer2002 でトップの成績を達成した Superdome を題材にして、そこで用いられたパフォーマ

ンス・チューニング技法をいくつか紹介した。いずれも、小規模な Java アプリケーションや Linux ベースのシステムではあまり

お目にかかれない、ミッション・クリティカルな J2EE システムに特有のチューニングのノウハウといえるだろう。 

HA クラスタの疑問を解く

HA クラスタの疑問を解く・前編 
2004 年 7 月 テクニカルライター 吉川和巳 

いまどきの IT システムは、24 時間いつでも利用できて当たり前。数 Mbps のネットワーク帯域、数 GB のメインメモリが容易

に手に入るのと同じように、エンドユーザは 99.99%や 99.999%といった高可用性を当然のように要求する。そうした高可用性

を実現する手段としては、HA クラスタ（高可用性クラスタ）の構築がもっとも現実的な選択肢だ。本特集では、HPE のクラスタ

ソフト「Serviceguard for HP-UX」を例にとり、HA クラスタを構成するハードウェアとソフトウェアの実態を明らかにする。

「高可用性は当たり前」の時代 

IT エンジニアであれば、思わぬことが原因でシステムがいとも簡単に止まってしまうことを経験的に知っているだろう。ソフト

ウェアのバグはもちろんのこと、ディスク障害などのハードウェアの不具合、単純なオペレーションミス、バージョンアップによ

る挙動の変化、ユーザの予想もつかない操作など、システム・トラブルのタネはいつもどこかに潜んでいる。そのすべてをあらか

じめ予測することは不可能だ。となると、高可用性を実現するもっとも確実な手段は、「トラブルが起きたとき、なるべく短い時

間でシステムをリカバリ（復旧）すること」だろう。 
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図 1 は、おもなリカバリの手段とその所要時間を比較したものである。 

図 1：リカバリの手段と所要時間 

もっとも簡単で安上がりな方法は、データやアプリケーションを定期的にバックアップすることだろう。いざトラブルが発生した

ときは、バックアップを用いてデータやアプリケーションを元の状態に回復し、システムを再起動させる。また、データベースお

よびファイルシステムのミラーリングやジャーナリングを利用すれば、より短時間でリカバリが可能になる。とはいえ、これらの

方法によるリカバリ作業は影響範囲やデータ量に応じて数 10 分から数時間に及んでしまい、可用性が高いとは言い難い。また、

メンテナンスやバージョンアップのための計画的なシステム停止も避けられない。

一方、はじめから複数セットのシステムを用意しておき、トラブル時やメンテナンス時にそれらをすばやく切り替えるというアプ

ローチもある。それが、HA クラスタ（ホットスタンバイ）やフォールトトレラント・システムである。HA クラスタとは、その

名が示すとおり、高可用性（High Availability）を得るために構成されたクラスタである。具体的には、OS が起動した状態のス

タンバイ・ノード（予備機）を常に待機させておき、プライマリ・ノード（本番機）の停止時には自動でフェイルオーバ（切り替

え）を行う。これにより、数秒～数 10 秒でのリカバリが可能になる。さらにフォールトトレラント・システムでは、この時間を

ゼロに近づけるために、各システムがまったく同じ処理を並行して実行するという特殊なアーキテクチャが利用される。ただし、

きわめて高コストなハードウェアが必要なため、導入できる用途は特殊なアプリケーションに限られてしまう。 

結局のところ、昨今のユーザが求める高可用性を実現する手段としては、HA クラスタがもっとも現実的な選択肢といえるだろ

う。 

HA クラスタへの疑問に答える 

だが、HA クラスタを実際に導入するとなると、さまざまな現実的な疑問が浮かんでくる。HA クラスタの構築に利用される、い

わゆる「クラスタソフト」は、具体的にどのような機能を提供するのだろうか。ハードウェアやソフトウェアはどのように構成

し、二重化すればよいか。プライマリ・ノードとスタンバイ・ノードが誤って同時に動作し、データが破損するようなことはない

のか。フェイルオーバはどのようなメカニズムで働くのか････。そこで以下では、この分野でもっとも実績あるクラスタソフトの

1 つである HPE の「Serviceguard for HP-UX(以下、Serviceguard)」を例にとり、その動作メカニズムを紹介しながら、これ

らの疑問を解いていきたい。 

HA クラスタのハードウェア構成 

まずは、ハードウェア構成を見てみよう。図 2 は、Serviceguard による HA クラスタの構成例である。ちなみに、同図では 2

ノードによるもっとも単純な構成が示されているが、Serviceguard そのものは最大 16 ノードによる大規模な HA クラスタまで

サポートしている。
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図 2：HA クラスタの構成例 

同図を見てもわかる通り、HA クラスタでは、サーバ本体だけでなくストレージやネットワークも二重化することになる。たとえ

ば、システム・ディスクとデータ・ディスクの両方について、RAID やミラーリングによるドライブの冗長化を施し、インタフェ

ースも二重化する。また、ネットワークハブや NIC も 2 セットずつ用意する。さらにいえば、これらの電源系統も二重化し、

別々の UPS（無停電電源装置）を用意するのが望ましい。このようにして、SPOF（Single Point of Failure）すなわち「ここ

が止まるとすべてが止まるような箇所」をできる限り排除するのである。大規模なデータセンターでは、2 か所の変電所から電力

供給を受けている例さえある。 

こうした HA クラスタでの冗長化構成は、一見すると大げさでコスト高のように感じられるかもしれない。だがプロダクション環

境では、トラブル発生やメンテナンス時の代替として、ハードウェアのスペアをあらかじめ購入しておくのは常識的なことだろ

う。要するに、そうしたスペアのインストールや設定を事前に済ませておき、いつでも切り替えできるようにしておくのと同じで

ある。 

ちなみに、HA クラスタを構成するノードは、独立した 1 台のサーバである必要はない。たとえば、多数のプロセッサーを搭載し

たハイエンド・サーバでは、1 台に複数のパーティションを設定し、それぞれ独立した OS イメージを運用することが多い。この

場合、それらのパーティション間で HA クラスタによるフェイルオーバを実装することも可能である。これは Cluster-in-a-box

と呼ばれる構成で、アプリケーション・レベルの可用性を高めるために用いられる。また、ハイエンド・サーバを 2 台用意し、

それぞれのパーティション同士でフェイルオーバするという構成も、実際に使用されている。 

いずれにせよ、HA クラスタのハードウェア構成におけるポイントは、「ノード間でディスクを共有すること」である。

Serviceguard では、SCSI バスや SAN（Storage Area Network）を介して複数ノードに接続可能なディスクの利用を前提とし

ている。これにより、フェイルオーバ時には、プライマリ・ノードが残した最新のデータをスタンバイ・ノード側でもただちに利

用できる仕組みだ。なお、クラスタソフトによっては、共有ディスクが不要なものも存在する。この場合、ネットワーク経由でノ

ード間のミラーリングを常に実行し、それぞれのディスク内容の同期をとるという形態が多い（ただしミラーリングによる I/O

負荷が発生する）。 
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HA クラスタのソフトウェア構成 

次に、HA クラスタのソフトウェア構成に目を転じてみよう。 

図 3：Serviceguard のソフトウェア構成 

図 3 は、Serviceguard のソフトウェア構成を示したものだ。同図が示すように Serviceguard 本体は以下の 3 つのマネージャ

から構成されている  

 パッケージ・マネージャ

 クラスタ・マネージャ

 ネットワーク・マネージャ

これらのうち、クラスタ・マネージャとネットワーク・マネージャは、ノード間のフェイルオーバー機能を提供するコンポーネン

トであり、そのメカニズムについて詳しくは特集 2 で解説する。ここでは、フェイルオーバー時のアプリケーションの起動や停

止をつかさどるパッケージ・マネージャについて説明しよう。 

Serviceguard では、フェイルオーバーの対象となるアプリケーションを「パッケージ」と呼ばれる単位で管理している。その実

体は、以下のようなテキストベースの設定ファイルである。 

＜パッケージ設定ファイルの例＞ 

PACKAGE_NAME pkg1 

PACKAGE_TYPE FAILOVER 

FAILOVER_POLICY CONFIGURED_NODE 

FAILBACK_POLICY MANUAL 

NODE_NAME csps0431 

NODE_NAME csps0432 

AUTO_RUN YES 

RUN_SCRIPT /etc/cmcluster/pkg1/control.sh 

HALT_SCRIPT /etc/cmcluster/pkg1/control.sh 

＜以下略＞ 

パッケージ・マネージャは、パッケージに登録されたアプリケーションの起動や停止、状態監視をすべて自動で管理する。ここ

で、上記ファイルの一番下にあるパラメータ RUN_SCRIPT と HALT_SCRIPT に注目してほしい。これらは、それぞれアプリケー

ションの起動と停止のためのスクリプトを指定するために用いる。フェイルオーバーの際、パッケージ・マネージャは、ここで指
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定されたスクリプトをスタンバイ・ノードで実行することで、アプリケーションの起動や停止を行う。よって、同スクリプトさえ

用意すれば、どのようなアプリケーションでもフェイルオーバーさせることができるわけだ。 

 

Oracle RAC や SAP のサポート 

とりわけ、HA クラスタの恩恵を受けるのは、「ディスク上のデータを占有するアプリケーション」である。クラスタウェアは、

アプリケーションの起動と停止だけでなく、スタンバイ・ノード側で共有ディスクのボリュームを安全にマウントし直す機能も備

える。よって、データベースやメール・サーバ、NFS サーバなどのフェイルオーバーには、HA クラスタを欠かすことができな

い。また、通常はロードバランサーを用いてフェイルオーバーを行う Web サーバやアプリケーション・サーバについても、アプ

リケーション・データをデータベースではなくファイルに保存する設計であると、HA クラスタを使わずにフェイルオーバーを実

現するのは困難であろう。 

 

ちなみに Serviceguard では、Oracle データベースのクラスタ機能である RAC（Real Application Clusters）をサポートする

ためのオプション、Serviceguard Extension for RAC（SGeRAC）が用意されている。Oracle RAC の利用にはクラスタソフト

の導入が前提となるが、SGeRAC では Serviceguard と RAC のスムーズな統合をサポートするパッケージが提供される。これに

より、ハードウェアや OS、ネットワーク、ディスク・ボリュームなどの状態をきめ細かく監視し、検知した障害をすばやく RAC

に伝えることが可能だ。 

 

また、もうひとつのオプションとして、SAP との連携のための Serviceguard Extension for SAP（SGeSAP）も用意されてい

る。SGeSAP を利用することで、SAP Web Application Server（WAS）の監視やフェイルオーバーを実現するほか、SAP が利

用する NFS サーバを HA クラスタ化し、可用性を高めることができる。 

 

フェイルオーバー・ポリシーとは 

つづいて、パッケージ設定ファイルの他のパラメータについて見てみよう。それぞれ、以下のような意味を持つ。 

 

 FAILOVER_POLICY――パッケージのフェイルオーバー先の決定方法（フェイルオーバー・ポリシー）を指定する 

 FAILBACK_POLICY――フェイルバック、すなわちプライマリ・ノード復旧後の現状復帰の方法を指定する 

 NODE_NAME――プライマリ・ノードとスタンバイ・ノードを指定する 

 AUTO_RUN――クラスタ全体の起動時にパッケージの自動起動を行うかどうかを指定する 

 

これらのパラメータの主な役割は、フェイルオーバー先の決定方法、すなわちフェイルオーバー・ポリシーを指定することにあ

る。上記例のパラメータ FAILOVER_POLICY で指定している CONFIGURED_NODE とは、後続のパラメータ NODE_NAME で

指定された 2 つのノード、csps0431 と csps0432 をそれぞれプライマリとスタンバイとして利用することを意味する。よっ

て、プライマリである csps0431 に何らかの障害が発生した場合は、パラメータ RUN_SCRIPT で指定したスクリプトがスタン

バイ・ノード csps0432 で実行される。これにより、アプリケーションの肩代わりが可能になる仕組みだ。 

 

このように、プライマリとスタンバイの指定は、パッケージすなわちアプリケーション単位で行える。よってたとえば、2 台のノ

ードから構成される HA クラスタでは、以下のような「たすきがけ」のフェイルオーバーも可能である。 

 

 データベース：プライマリ＝ノード 1、スタンバイ＝ノード 2 

 メール・サーバ：プライマリ＝ノード 2、スタンバイ＝ノード 1 
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この場合、ノード 1 の障害時にはデータベースがノード 2 へとフェイルオーバーし、ノード 2 の障害時にはメール・サーバがノ

ード 1 へとフェイルオーバーする。こうした構成の HA クラスタは「active/active 型」と呼ばれ、2 台のノードを有効活用でき

るという利点がある（一方、片方をもっぱら予備機とする構成は「active/standby 型」と呼ばれる）。 

 

また、フェイルオーバー・ポリシーとしては、上記例で指定されている CONFIGURED_NODE の他にも、

MIN_PACKAGE_NODE というポリシーも指定できる。この場合、指定されたスタンバイ・ノードの中から、「フェイルオーバ

ー時点でもっともパッケージ数の少ないノード」が動的に選択される。 

 

Serviceguard のパッケージ設定ファイルでは、以上のパラメータの他にも、アプリケーションの動作に不可欠なシステム・リソ

ースを監視するためのパラメータも用意されている。このパラメータと、HPE が提供する監視ツール「EMS HA Monitor」と組

み合わせることで、システム・リソース不足時のフェイルオーバーも可能だ。たとえば、ネットワークやディスクの状態をはじ

め、システム負荷、ユーザ数などの状況を監視し、アプリケーションの動作に支障がでるような場合はフェイルオーバーを行う、

といった具合である。 

 

GUI 管理ツール Serviceguard Manager (SGM) 

Serviceguard では、こうしたパッケージの作成や変更、さらにはクラスタ全体の構成や状態を管理するための GUI ツール、

Serviceguard Manager(SGM)を提供している。 

 

 

図 4：Serviceguard Manager (SGM) 

 

図 4 は、SGM によるクラスタ管理の例である。ここでは、「ff」と名付けられたクラスタが csps0431 および csps0432 とい

う 2 台のノードによって構成されていることが GUI 表示によって示されている。また、これらのうち csps0431 がパッケージ

xclock のプライマリ・ノードとしてアプリケーションを稼働中であることがわかる。 

 

また、従来の Serviceguard では、こうした管理機能は OS の root ユーザしか利用することができなかった。しかし、

Serviceguard の最新版であるバージョン A.11.16 では、非 root ユーザに対して特定のパッケージについてのみ管理を許可した

り、クラスタ状態の参照のみ許可したりといったロールベースのアクセス制御が可能となっている。 
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ここまでの説明で、HA クラスタのハードウェアとソフトウェアの構成について大まかにつかんでいただいただろう。つづく特集

2 では、HA クラスタの心臓部であるフェイルオーバーのメカニズムに迫ってみたい。 

HA クラスタの疑問を解く・後編 
2004 年 7 月 テクニカルライター 吉川和巳 

HA クラスタの要は、トラブル発生時に実行されるフェイルオーバ処理である。この処理にかかる時間をどれだけ短縮できるか

が、高可用性を達成するうえで主要なポイントとなる。では、フェイルオーバは具体的にどのようなメカニズムで働き、どの程度

の時間が必要となるのか。クラスタソフト Serviceguard の動作メカニズムを掘り下げ、その新バージョンで導入された高速フ

ェイルオーバ機能の実力を検証したい。 

フェイルオーバの全体像

HA クラスタにおけるフェイルオーバの全体像を理解するために、まずは、図 1 を見てほしい。 

図 1：フェイルオーバ処理の内訳 

同図は、Serviceguard のフェイルオーバで実行される一連の処理を表したものだ。この図が示すように、フェイルオーバでは大

きく分けて以下の 2 つの処理が実行される。 

 クラスタソフトのフェイルオーバ処理

 アプリケーションの起動

たとえば Serviceguard の場合、前者には最短で 30 秒を要する。また、後述する高速フェイルオーバ機能を利用すれば、その時

間は 5 秒にまで短縮が可能だ。 

しかし、HA クラスタのダウンタイムにもっとも大きく影響するのは、後者のアプリケーションの起動である。たとえば一般的な

データベースの場合、フェイルオーバ後にはデータベース・インスタンスの起動をはじめ、トランザクションのロールバックやロ

ールフォワードといった比較的時間のかかる処理を実行しなくはならない。もしこの処理が数分に及べば、クラスタソフトのフェ

イルオーバ処理の速さはあまり重要ではなくなる。一方、メール・サーバや Web サーバ、または Oracle データベースのクラス

タ機能である RAC（Real Application Clusters）のように数秒で切り替え可能なアプリケーションであれば、逆にクラスタソフ

トの処理時間の方が相対的に長くなる。HA クラスタを構築する際には、この 2 つの時間のバランスを考慮しながらクラスタソフ

トを適切に設定する必要があるだろう。

このポイントをふまえた上で、以下ではトラブル時に最初に実行される Serviceguard のフェイルオーバ処理に注目してみた

い。 
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Serviceguard のフェイルオーバ処理 

図 1 が示すように、Serviceguard のフェイルオーバ処理は大きく分けて以下の 3 つの段階から成っている。 

1. 障害の検知

2. クラスタの再構成

3. パッケージのリカバリ

フェイルオーバは、第 1 段階の「障害の検知」をきっかけにスタートする。たとえばプライマリ・ノードからの音信がしばらく

途絶えているといった事象をもとに、同ノードにトラブルが発生していると判断する。この障害の検知につづいては、第 2 段階

「クラスタの再構成」に進む。具体的には、障害ノードを切り離し、生き残ったノードからなる新しい HA クラスタを構成するた

めの一連の手順が実施される。そして最後の第 3 段階は、「パッケージのリカバリ」である。この段階では、アプリケーション

移行先のスタンバイ・ノードを決定し、次にアプリケーションが障害直前まで使用していたシステム・リソース（共有ディスクの

ボリュームや IP アドレスなど）をスタンバイ・ノードに引き渡し、利用可能な状態にする。これで、スタンバイ・ノードにおい

てアプリケーションを再起動する準備が整うことになる。 

では、これら 3 つの段階について、より詳細な動作メカニズムについて掘り下げていこう。 

第 1 段階：障害の検知 

まずは、第 1 段階である障害の検知のメカニズムから説明しよう。Serviceguard では、以下の 3 種類の障害を検知することが

できる。 

 ノード障害

 ネットワーク障害

 アプリケーション障害

「ノード障害」とは、すなわちハードウェアや OS のトラブルによってノード全体がダウンした状況を指す。Serviceguard で

は、ノード障害を検出するために、「ハートビート」と呼ばれるメッセージをクラスタのネットワーク上で交換している。 

Serviceguard による HA クラスタでは、いずれか 1 台のノードがクラスタ全体を統括する「クラスタ・コーディネータ」とし

て振る舞う。クラスタ・コーディネータは、以下の図 2 が示すように、他のすべてのノードに向けてハートビートを 1 秒間隔で

送信する。 
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図 2：ハートビートの送受信 

ハートビートを受信した各ノードは、ただちに返信のハートビートをクラスタ・コーディネータに送り返す。そして、あらかじめ

設定したタイムアウト時間（デフォルトは 2 秒、推奨値は 5～8 秒程度）が経過しても返信がない場合、そのノードに障害が発生

したと判断する。また逆に、クラスタ・コーディネータからのハートビートが途絶えてしまった場合は、同コーディネータのノー

ド障害と判断され、残りのノードのいずれかが新しいコーディネータとして選出される仕組みだ。 

このハートビートの交換は、Serviceguard による HA クラスタの命綱ともいえるメカニズムだ。仮に、ネットワークの輻輳によ

ってハートビートのパケットが紛失するような状況になると、HA クラスタ全体の統率に混乱をきたすことになる。よって、より

高い可用性が求められる用途では、ハートビート専用の LAN を設け、さらにそれを二重化することが推奨されている。 

一方、Serviceguard では、ネットワーク・インタフェース・カード（NIC）やスイッチのトラブル、すなわち「ネットワーク障

害」の検知も行う。各ノードのすべての NIC を通じてデータリンク層のパケットを 2 秒間隔で送受信することで、NIC やネット

ワークの正常動作を常に監視している。また、Serviceguard の最新バージョン A.11.16 では、NIC 障害を判定する基準につい

て、以前のバージョンよりも柔軟な設定が可能になり、たとえばパケットの受信のみ不具合があるような状況でも障害として検出

できるようになった。NIC のドライバ・ソフトウェアから発せられたエラーを捕らえてフェイルオーバを開始することも可能だ。 

Serviceguard が検知可能なもうひとつのトラブルは、「アプリケーション障害」である。特集 1 で説明したとおり、

Serviceguard では、パッケージと呼ばれる単位で個々のアプリケーションを管理している。プライマリ・ノードにおいてパッケ

ージが起動すると、それに含まれるアプリケーションのプロセス、そしてアプリケーションが利用するシステム・リソース（共有

ディスクのボリュームなど）の監視を開始する。そして、これらの状態に異常を検知した場合、アプリケーション障害としてフェ

イルオーバを開始するメカニズムである。

ちなみに、アプリケーション障害の場合、プライマリ・ノードそのものがダウンしてしまったわけではないため、次に説明するク

ラスタの再構成の処理はスキップされる。よって、Serviceguard によるフェイルオーバ処理の時間は大幅に短縮されることにな

る。 
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第 2 段階：クラスタの再構成 

第 1 段階で障害が検出されると、フェイルオーバーの処理がスタートし、第 2 段階の「クラスタの再構成」に進む。これは先に

述べたとおり、障害ノードを切り離して生き残ったノードからなる新しい HA クラスタを構成するために必要な手順である。  

クラスタの再構成では、以下の 3 つの手順が実施される。

 エレクション

 クラスタ・ロックの取得

 クワイエセンス

エレクション

「エレクション（election）」とは、障害検出の後に生き残った各ノードが「新たに形成される HA クラスタに参加する権利」

を獲得するための手続きである。たとえば、5 台のノードからなる HA クラスタにおいて、ネットワークの障害によって 3 台と 2

台がそれぞれ分断された状況を想定してほしい。このとき、互いの生存を確認できた（つまり通信可能な）3 台と 2 台は、それぞ

れが別々のグループを形成する。もし、それぞれのグループがフェイルオーバーを実行し、同一アプリケーションを並行して起動

すると、共有ディスク上のデータは破損してしまうだろう。 

そこで Serviceguard では、このような現象を防止するため、「クラスタの半数に満たないグループは参加権を得られない」と

いうルールが組み込まれている。よって、2 台のグループはすべて動作を停止し、残る 3 台のグループによって新しい HA クラス

タが形成される。これが、エレクションのメカニズムである。

クラスタ・ロックの取得

だがここで、「クラスタがちょうど半数ずつに分断された」 (この現象は、「スプリット・ブレイン (split brain)」と呼ばれてい

る) というケースを考えてみよう。もっとも可能性が高いのは、2 台のノードで構成される HA クラスタにおいて、ネットワーク

障害により互いのハートビートを送受信できなくなる状況だ。この場合、どちらもクラスタの半数に相当するため、エレクション

では参加権を決定できなくなってしまう。こうした状況を想定してエレクションの後に実行されるのが、「クラスタ・ロックの取

得」である。 

クラスタ・ロックとは、新しい HA クラスタへの参加権をあらわすフラグのようなものであり、いずれか 1 つのグループのみが

先取りできる。これにより、半数ずつのグループが並立することによるスプリット・ブレインを回避する仕組みである。 

Serviceguard では、クラスタ・ロックを実現する手段として、以下の 2 つの方法をサポートしている。 

 ロック・ディスク

 クォーラム・サーバ

ロック・ディスクとは、共有ディスクの特定領域をクラスタ・ロックとして利用する方法である。クラスタ・ロックを取得したノ

ードは、その領域にマークを付けることで、ロックを取得したことを表明する。なお、ロック・ディスク専用のドライブを用意す

る必要はなく、通常のデータ・ディスクで兼用することができる。 

一方、クォーラム・サーバ（quorum server）とは、HA クラスタに参加しないノードを 1 台用意し、その上で特別なソフトウ

ェアを動作させてクラスタ・ロックとして利用する方法である（図 3）。 
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図 3：クォーラム・サーバの利用例 

 

この場合、生き残った各ノードはクォーラム・サーバに競ってアクセスし、クラスタ・ロックを取得することになる。 

 

ちなみに Serviceguard では、2 台のノードのみで HA クラスタを構成する場合、ロック・ディスクもしくはクォーラム・サー

バによるクラスタ・ロックの設置を必須としている。2 台構成ではエレクションのルールが意味をなさず、スプリット・ブレイン

の発生確率が高いためである。一方、3 台以上の HA クラスタでは、ほとんどの状況においてエレクションによる調停が可能なた

め、クラスタ・ロックの設置はオプション扱いとなっている。 

 

クワイエセンス 

エレクションおよびクラスタ・ロックの取得によって、新しい HA クラスタの構成が決定されると、最後に「クワイエセンス

（quiescence）」と呼ばれる一定の待ち時間が設けられる。これは、参加権を得られなかったノードにおいてアプリケーション

が完全に停止するのを待ち、共有ディスク上のデータの破損を防ぐことを目的としている。 

 

第 3 段階：パッケージのリカバリ 

以上のように、エレクション、クラスタ・ロックの取得、そしてクワイエセンスという 3 つの手順によるクラスタの再構成によ

り、障害ノードを取り除いた新しい HA クラスタが形成される。これらがすべて完了すると、最後の段階である「パッケージのリ

カバリ」が始まる。 

 

パッケージのリカバリでは、おもに以下の作業が行われる。 

 

 スタンバイ・ノードの決定 

 IP アドレスの引き継ぎ 

 ディスク・ボリュームの引き継ぎ 

 アプリケーションの起動 

特集 1 で説明したとおり、Serviceguard ではパッケージごとに「フェイルオーバー・ポリシー」を設定することができる。そこ

でまずは、同ポリシーの内容に基づき、パッケージのフェイルオーバー先となるスタンバイ・ノードとして適切なノードが選択さ

れる。 
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つぎに、プライマリ・ノードで障害直前まで用いられていた IP アドレスをスタンバイ・ノードに移行する。Serviceguard で

は、個々のノードに対して「ステーショナリ（固定）IP」と「リロケータブル（移動可能）IP」という 2 種類の IP アドレスを割

り当てている。ハートビートなどの送受信には前者を用い、パッケージ内のアプリケーションへのアクセスには後者を用いる。 

フェイルオーバー時、Serviceguard は、このリロケータブル IP をプライマリからスタンバイに移動する。具体的には、ARP

（Address Resolution Protocol）のブロードキャストを配信し、LAN 上のすべてのデバイスに対して同 IP がスタンバイ・ノ

ードに移行したことを告知する。これにより、障害直前までアプリケーションに接続していたクライアントが同じ IP アドレスを

継続して利用できる仕組みだ（ただし TCP コネクションは再接続が必要）。 

IP アドレスの移行と同時に、共有ディスク上のボリュームの移行も行われる。Serviceguard では、ボリューム・マネージャと

して HP-UX の LVM（Logical Volume Manager）および VERITAS の VxVM（Veritas Volume Manager）をサポートして

いる。フェイルオーバー時には、これらのマネージャが管理するボリュームをスタンバイ・ノードにマウントし、プライマリから

のデータの引き継ぎを行うのである。 

これら一連のリカバリ処理が完了したのち、スタンバイ・ノード上でアプリケーションが起動される。Serviceguard によるフェ

イルオーバー処理はこれで完了だ。

高速フェイルオーバーを実現する SGeFF 

冒頭でも述べたとり、以上のフェイルオーバー処理には、最短でも 30 秒程度の時間がかかる。しかし、今年 6 月に新たにリリー

スされたオプションである「Serviceguard Extension for Faster Failover（SGeFF）」を導入することで、この時間を 5 秒に

まで短縮できるようになった。 

この大幅な短縮は、以下のような最適化（図 4）によって実現されたものだ。 

 2 ノード構成のみサポート

 クォーラム・サーバの設置

 ハートビート専用 LAN の設置と二重化

図 4：SGeFF の構成 
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SGeFF では、2 ノード構成の HA クラスタのみをサポートしている。上述したとおり、2 ノード構成ではクラスタ再構成におけ

るエレクションの手順は意味をなさない。そこで SGeFF では、エレクションをすべて省略し、それに要する時間をカットしてい

る。 

また、クラスタ・ロックとして、ロック・ディスクは利用不可となり、クォーラム・サーバの設置を義務づけている。なぜなら、

クラスタ・ロックとしてロック・ディスクを用いた場合、共有ディスクの SCSI バスや FibreChannl インタフェースのリセット

に 10～30 秒の時間を要するからだ。これに対し、クォーラム・サーバであれば、クラスタ・ロックの取得を瞬時に完了でき

る。 

さらに、SGeFF ではハートビート専用 LAN を設置し、それを二重化することを必須としている。こうしてハートビートの伝送路

の信頼性を高め、パケット紛失の可能性を低くすることで、ハートビートのタイムアウト時間を最短で 1.6 秒にまで短縮可能にし

ている。 

以上、特集 2 では Serviceguard におけるフェイルオーバー処理にスポットをあて、そのメカニズムを明らかにした。ここまで

の説明によって、HA クラスタにまつわる漠然とした疑問が解けたのではないだろうか。取り扱いが難しく複雑そうな印象のある

HA クラスタであるが、その振る舞いを理解し使いこなすことができれば、高可用性を達成するための強力なツールとなるのであ

る。 

「サーバ仮想化によるスケールアウト」の新潮流

「サーバ仮想化によるスケールアウト」の新潮流・前編 
2004 年 8 月 テクニカルライター 吉川和巳 

サーバ仮想化とは、プロセッサーやメモリなどのシステムリソースを論理的にプールし、それぞれに個別のアプリケーションや

OS を動作させてスケールアウトを実現するアプローチだ。「リソースの共有と動的な分配」を実現することで、通常のクラスタ

やブレードサーバでは困難な高効率を達成できるのである。特集１では、サーバファーム構築の新潮流である「サーバ仮想化」の

テクノロジーについて紹介する。

スケールアウトはスケールアップに行き着く

1U サーバやブレードサーバによるスケールアウトは、ミッドレンジ/ハイエンド・サーバによるスケールアップに行き着く。こ

の逆説的ともいえる状況が、明確なトレンドとして現れつつある。そのカギを握るキーワードは、「サーバ仮想化」だ。 

従来のデータセンター構築では、1U サーバやブレードサーバによるスケールアウト構成が広く採用されてきた。その背景には、

「安いサーバを数多く並べるだけで、リニアなパフォーマンス向上が実現する」というスケールアウトのメリットがある。また、

1 台のサーバ上にいくつものアプリケーションを混在させると、たとえばメンテナンスによるリブートの際にはすべてのアプリケ

ーションに影響が及んでしまう。これに対し、個々のアプリケーションを独立したサーバに分散させた方が、メンテナンスの柔軟

性や可用性が高まるのである。 
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スケールアップシステムの仮想化がコスト削減の切り札になりえる理由 

しかし、こうしたスケールアウト構成で構築されたデータセンターは、いくつかのやっかいな問題を抱える可能性がある。まず

は、図 1 を見ていただきたい。 

 

 

図 1：サーバごとの負荷のばらつき 

 

図 1 は、スケールアウト構成における典型的な負荷の状況を表したものだ。この図が示すように、アプリケーションの負荷には

バラツキがあるのが普通で、利用率が常に一定というアプリケーションはごくまれだ。一説には、一般的なデータセンターのプロ

セッサー利用率は平均 2～3 割とされている。つまり、仮に平均利用率を 8 割や 9 割に高められれば、ハードウェアコストを現

状の 1/3～1/4 にまで下げられる可能性があるのだ。 

 

スケールアップソリューションに比較し、コスト削減に一定の限界が生じる要因の１つとしては、従来のスケールアウト構成が

「物理的なサーバ」で実装されていることがある。各サーバの能力が物理的に固定されており、負荷状況に応じて自由にプロセッ

サーを追加・削除できるわけではない。そのため各システムをそれぞれの負荷のピークに合わせたサーバ台数またはプロセッサー

数に余裕を持たせて設置するしかない。いわゆる「オーバー・プロビジョニング」が不可避なのだ。 「余裕」が少なくて済む中

小規模のシステムの場合は「オーバー・プロビジョニング」によるコスト増の要因は少ないが、ビジネス・システムの規模が大き

くなればなるほど、そのコストインパクトを十分に精査しなければならなくなる。 

 

もう一点、物理的なサーバが増加すればサーバのメンテナンスコストへの配慮も必要になる。最新の管理環境が実現されていない

場合、従来は設置されたサーバ数に応じ、ハードウェアのインストールや管理、メンテナンスを個々の筐体ごとに実施しなければ

ならないケースもあり、データセンター要員にかかるコストが肥大化する可能性があるのだ。そのためあらかじめ導入するシステ

ムの構成をもとにスケールアウトにするか、それ以外の選択肢を検討する必要がある。 

 

メインフレームライクなサーバ仮想化の技術 

これとは対照的に、物理的な縛りから解放された「論理的なサーバ」を基盤としてスケールアウトを実現するアプローチがある。

それが、ミッドレンジやハイエンドの商用 UNIX サーバで急速に発展が進む「サーバ仮想化」の技術である。 

 

サーバ仮想化とは、1 台の大きなサーバに備わるプロセッサーやメモリなどのリソースを複数の「パーティション」に分割し、そ

れぞれに個別のアプリケーションや OS を動作させる技術である。このパーティショニングによって、多数の Web サーバやデー

タベースを同時に運用したり、それぞれの OS を個別にリブートしたりできる。つまり、スケールアウト構成のメリットであるリ

ニアなパフォーマンス向上、そしてメンテナンスの柔軟性や可用性が得られる仕組みだ。たとえて言えば、1U サーバを何台も並

べたデータセンターを一筐体で仮想的に実現するようなものである。 

 

このサーバ仮想化には、従来のスケールアウト構成ではマネのできない特徴がある。それは、「リソースの共有」だ。ここで、以

下の図を見ていただきたい。 
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図 2：サーバ仮想化によるリソース共有の効果 

図 2 が示すように、サーバ仮想化によるスケールアウトでは、すべてのアプリケーション間でリソースを共有するため、負荷の

バラツキが平均化される。図 2 では、昼間は Web や OLAP、夜間はバッチ処理の負荷が高い状況を想定しているが、その両者が

リソースを共有することで平均利用率を一定に保つことができる。

これは、IP ネットワークにおける「統計多重効果」と同じであるといえる。つまり、1U サーバやブレードサーバは昔の TDM

（時分割多重）ベースの電話回線のようなもので、個々のユーザがリソースを占有するため利用効率がとても低い。一方、サーバ

仮想化は IP ネットワークと同様にすべてのユーザが同じリソースを共有するため、統計多重によって劇的なコスト・パフォーマ

ンス向上が可能になる。

サーバ仮想化のさらなるメリットは、「リソースの動的な分配」である。つまり、サーバにプロセッサーを挿したり抜いたりする

に等しい作業を、システムの動作中に実施可能だ。これにより、あらかじめピーク時の負荷に合わせてリソースを占有させておく

必要がなくなる。たとえば図 3 のように、昼間は Web サーバに多くのプロセッサーを割り当て、夜間はバッチ処理にプロセッサ

ーを移動させるといった運用も、国内外の企業ですでに導入され始めている。 

図 3：プロセッサーの動的な分配 

実のところ、こうしたサーバ仮想化は、もともとはメインフレームの分野で培われてきた考え方である。メインフレームのプロセ

ッサー利用率は平均で 8 割を超えると言われ、商用 UNIX におけるサーバ仮想化技術はこうしたメインフレームの考え方を応用

した基盤技術なのである。 
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では、サーバ仮想化は具体的にどのような基盤技術によって実装されるのだろうか。それを明らかにするため、ここでは HPE が

提供する仮想化技術である VSE（Virtual Server Environment）を例にとり、そのメカニズムを解説しよう。 

VSE のパーティショニング技術 

仮想化技術 VSE は、以下の 3 種類のパーティショニング技術を基盤としている。これらはいずれも、Integrity サーバおよび HP 

9000 サーバでサポートされている（Integrity サーバにおける vPar サポートは、2005 年前半の予定）。 

＜VSE の 3 種類のパーティショニング技術＞ 

パーティション技術 種類 分割単位 

nPartitions（nPar） 物理パーティション 
システム・ボード（セル・ボード）単位（4～8 プロセッ

サー）

Virtual Partitions（vPar） 論理パーティション プロセッサー単位 

PRM/pset リソース・パーティション プロセッサー、メモリ、I/O を利用する割合(%)で分割 

図 4：VSE を構成するパーティション技術 

図 4 に示すとおり、もっとも粒度の大きなパーティショニング技術は nPartitions（nParｓ）である。これは、ハイエンド・サ

ーバにおけるハードウェアの可用性向上をおもな目的とした物理パーティションである。サーバ全体をシステム・ボード（セル・

ボード）の単位で電気的に分離することで、あるボードのハードウェア障害が他のボードに影響することを防ぐ。nParｓの 1 つ

のパーティションは 1 枚以上のセルで構成されるため、少なくとも 4 個のプロセッサーが含まれることになる。 

論理パーティション vPar 
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この nParｓにフレキシビリティをもたせたのが Virtual Partitions（vParｓ）である。vPar は、nPar をさらにいくつかに分割

した論理パーティションであり、1 個以上のプロセッサーを割り当てることができる。図 5 は、8 枚のセル・ボード（32 プロセ

ッサー）を搭載する HP 9000 Superdome サーバに対し、nPars と vPars によるパーティショニングを施した例である。 

図 5：nPars と vPars によるパーティショニング 

図 5 の例では、8 プロセッサーからなる nPar 1 と、24 プロセッサーからなる nPar 2 の 2 つにサーバ全体が大きく分割されて

いる。また、nPar 2 はさらに 4 つの vPars に分割され、それぞれがデータベースやバッチ処理、Web サーバなどに割り当てら

れている。 

vPars の特徴は、それぞれが独立した OS イメージを持つことである。そのため、OS のバージョンやパッチ・レベルを vPars ご

とに変えたり、個別にリブートしたりできる。図 5 の例でいえば、Web サーバの OS をリブートしても、データベースはまった

く影響を受けずに運用を継続できる。このように、それぞれの vPar を 1U サーバやブレードサーバのような感覚で利用できるの

である。 

vPars のもうひとつの特徴は、アプリケーションの負荷状況に応じて、vPars のプロセッサー数をシステム動作中に変更できる点

だ。上述した夜間バッチ処理の例に限らず、たとえば Web サイトの成長にともないデータベース・サーバの負荷が上昇したとし

ても、vPar にプロセッサーを追加するだけで対処が可能になる。従来のように、サービスを一時停止してデータベース・サーバ

を移転するなどの、「物理的なサーバ」に縛られるがゆえの大規模メンテナンスは不要になる。 

使った分だけ支払う iCOD 

HPE では、この nPars や vPars を活用してさらに柔軟な運用とコストダウンを可能にするソリューション、iCOD（Instant 

Capacity On Demand）を提供している。この iCOD では、図 6 に示す 3 種類のモデルが用意されている。 



63 

HP-UX 特集コラムバックナンバー（2004 年） 

図 6：オンデマンド・ソリューション iCOD 

これらのうち、iCOD Cell および iCOD CPU では、予備のセル・ボードもしくはプロセッサーをあらかじめサーバに装着してお

き、動作させずに待機状態としておく。そして、負荷の上昇に応じてそれらを nPars や vPars に追加すると、その時点で初めて

セル・ボードやプロセッサーに対して課金される仕組みだ。一度追加したセル・ボードやプロセッサーは、そのまま継続的に使用

する。言ってみれば、メーカー在庫をサーバ内に保管しておくようなものである。これにより、サーバ導入時のコストを抑えなが

らも、サーバの運用を停止せずに瞬時のリソース増強が可能になる。また、iCOD 用プロセッサーを装着したサーバでは、運用中

のプロセッサーに障害が発生すると自動的にプロセッサーの交換が行われるため、可用性向上の効果もある。 

一方、TiCOD（Temporary iCOD）は、30 日分のプロセッサー使用権を事前に購入しておき、日々の負荷状況に応じてプロセ

ッサーを一時的に利用する形態だ。いわば使った分だけ支払うモデルである。これにより、たとえば月末処理や期末処理などのピ

ーク時のためだけに余分なハードウェアコストを費やすことがなくなる。 

以上のように、nPars および vPars によるパーティショニングによって、「論理的なサーバ」の基盤が実現されることがご理解

いただけただろう。後半の特集 2 では、リソース・パーティショニングを実現する PRM/pset、そしてパーティション間のリソ

ース管理を統括する WLM（Work Load Manager）について説明する。 

「サーバ仮想化によるスケールアウト」の新潮流・後編 
2004 年 8 月 テクニカルライター 吉川和巳 

サーバ仮想化のユニークな点は、アプリケーションのサービスレベル目標（SLO）を監視し、その変化に応じてリソースをリアル

タイムに配分する能力にある。つまり、少ないリソースを多くのアプリケーションで効率的に利用することができるわけだ。特集

2 では、HPE が提供する Process Resource Manager（PRM）と WorkLoad Manager（WLM）を例にとり、サーバ仮想化

によるサービスレベル管理のメカニズムを詳しく紹介する。 

リソース・パーティションを実現する pset と PRM
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前編で説明したとおり、vPar によるパーティショニングによって、1 台のミッドレンジ／ハイエンド・サーバを複数の「論理的

なサーバ」（独立した OS）に分割することができる。一方、HPE の VSE（Virtual Server Environment）では、さらに粒度の

細かなパーティショニング技術として、Processor Set（pset）および Process Resource Manager（PRM）という 2 つを用

意している。 

vPars が「1 台のサーバを複数の OS に分割する」のに対し、pset と PRM は「1 つの OS を複数のリソース・パーティションに

分割する」ためのメカニズムである。つまり、1 つの OS が管理するリソース（プロセッサーやメモリ、ディスク・バンド幅）を

いくつかに分割し、それぞれに異なるアプリケーションを割り当てるのである。なお、pset は HP-UX 11i で無償で提供されて

いる機能であり、PRM は有償機能として提供されている。 

プロセッサーをグループ化する pset 

図 1 は、pset の概要を表した図である。 

図 1：pset によるプロセッサーのグループ化 

この図が示すように、HP-UX 11i では、複数のプロセッサーをグループ化したプロセッサー・セット（pset）を設定できる。そ

して、それぞれの pset 内で動作させるアプリケーション（プロセス）をコマンドで指定する。この pset によってプロセッサ

ー・リソースを分割することで、複数アプリケーション間の干渉を防ぐことができる。図 1 の例でいえば、仮にアプリケーショ

ンのバグやピーク時負荷によって pset A のプロセッサー利用率が 100%に達したとしても、pset B や pset C のアプリケーショ

ンに影響が及ぶことはない。つまり、共用ホスティングでありながら、あたかも専用ホスティングのように常時一定のパフォーマ

ンスを維持できるのである。

また、pset を構成するプロセッサー数の変更や、割り当てるプロセスの設定などは、すべて動的に実施できる。アプリケーショ

ンの動作を止める必要がなく、コマンド 1 つで即座に実行できるため、負荷ピーク時にプロセッサーを増強するなどの緊急対応

も可能だ。 

リソース利用率を%単位で制御する PRM
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一方、HPE が有償ソフトウェアとして提供する PRM は、プロセッサーとメモリ、ディスク・バンド幅のそれぞれの利用率につ

いて、アプリケーションごとに%単位の制御を実現する。たとえば、1 つの OS が管理するプロセッサー・リソース全体を 100%

として、アプリケーション・グループ 1 には 33%の使用権を、グループ 2 には 66%の使用権をそれぞれ割り当てるといった運用

が可能である。この割り当て例で PRM を動作させると、図 2 のようなプロセッサー・リソース管理が実施される。 

図 2：PRM によるプロセッサー利用率の制御 

図 2 が示すように、プロセッサーに空きがある状態（時間 A～B）では、グループ 1 は使用権を上回るプロセッサー・リソースを

得ることができる。しかし、プロセッサーが逼迫してくると（時間 B～）、グループ 1 の利用率は最大 33%に抑えられ、グルー

プ 2 には 66%が確保される。 

こうした%単位のきめ細かなリソース管理のカギは、HP-UX のスケジューラが握っている。HP-UX の標準のスケジューラでは、

UNIX OS では一般的な、プロセスの優先度に基づくスケジューリングが実施される。しかし周知のとおり、単純な優先度ベース

のアルゴリズムでは、図 2 のような安定した利用率制御は実現できない。そこで PRM では、標準スケジューラの代わりに Fair 

Share Scheduler（FSS）と呼ばれる専用のスケジューラを HP-UX に組み込むことで、指定された利用率を厳密に履行する OS

環境を実現している。 

図 3 は、この PRM と pset の組み合わせによるリソース管理の例である。 

図 3：pset と PRM の組み合わせ例 
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この例では、まず pset A と B にそれぞれアプリケーション・グループ A と B を固定で割り当てている（図左上）。また、pset 

C では、アプリケーション・グループ C および D で、PRM による%単位の利用率制御を実施している（図右上）。さらにメモリ

とディスク・バンド幅については、すべてのグループに対して PRM を利用した利用率制御を適用している（図中央下）。 

このように、pset と PRM の連携により、プロセッサー単位および%単位の厳密なリソース・パーティショニングが可能になり、

メインフレーム・ライクなアプリケーションの集約と安定運用が実現する。

vPars・pset・PRM を操る SLO 管理ツール WLM 

さて、これまで取り上げてきた vPars や pset、PRM では、いずれも管理者のマニュアル操作によってパーティション構成を指

定する必要がある。もちろん、これだけでも「物理的なサーバ」に比べれば柔軟性は格段に高いといえるが、たとえば昼休みの

Web アクセス集中や夜間のバッチ処理など、日々の負荷変動のたびにマニュアル操作で構成変更するのは現実的ではない。そこ

で HPE では、vPars と pset、PRM の構成変更を自動化するツール WorkLoad Manager（WLM）を有償ソフトウェアとして

提供している。 

WLM のユニークな点は、それがサービスレベル目標（SLO）に基づいて動作することだ。WLM では、アプリケーションのレス

ポンス時間やスループットなどの「サービスレベル」をリアルタイムに計測する。そして、負荷の変動に応じて一定のサービスレ

ベルを維持するため、PRM にプロセッサー・リソースの割り当て変更を指示するという役割を担うのである。 

図 4 は、WLM の動作メカニズムを図示したものだ。 

図 4：WLM の動作メカニズム 

図 4 が示すように、WLM では、Data Collector と呼ばれるコンポーネントを通じて、アプリケーションのサービスレベルをリ

アルタイムに計測する。具体的には、以下の種類の Data Collector が用意されている。

Data Collector およびツールキットの種類 サービスレベル取得の対象

Glance HP-UX のリソースモニタツール Glance の計測結果 

Apache TK Apache Web サーバ 

ODBTK Oracle データベース 
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SASTK SAS ソフトウェア 

SNMPTK SNMP 対応デバイス／ソフトウェア 

WebLogicTK WebLogic アプリケーション・サーバ 

ライブラリ API 任意のアプリケーション 

EMS Monitor EMS（イベント管理ソフトウェア） 

標準出力 シェルスクリプトや Perl などによる標準出力 

 

このように WLM では、ほぼあらゆる種類のアプリケーションのサービスレベルを、Data Collector にて計測することができ

る。これらのデータを受け取った WLM の Controller は、あらかじめ用意された SLO 設定と比較し、個々のアプリケーショ

ン・グループが必要とするプロセッサー・リソースを算出する。 

 

WLM の SLO 設定では、アプリケーション・グループごとに、それぞれの優先度やプロセッサー使用権を定義できる。加えて、

SLO 設定を適用する期間や時間帯、プロセスの状態といった条件指定が可能だ。たとえば、「毎月 20～25 日の間だけ月末処理

用アプリケーションにリソースを確保する」、「バックアップ処理プロセスの起動中のみリソースを確保する」、「HA クラスタ

のフェイルオーバー時のみリソースを確保する」といった使い方ができる。 

 

Controller からのリクエストは、WLM の Arbiter に集約される。Arbiter は、各グループに割り当てるプロセッサー・リソース

配分を決定し、それに基づいて PRM の設定をリアルタイムに調節する。また、PRM だけでは負荷上昇に対応しきれない状況で

は、vPar の構成変更によって対処する仕組みになっている。すなわち、各 vPar の WLM が互いに連携し、vPar 間でリアルタイ

ムにプロセッサーを融通し合うのだ。これにより、サーバの動作中にプロセッサーを挿したり抜いたりするような運用が、現実に

可能になるのである。 

 

WLM によるリソース管理の例 

では、WLM によるリアルタイムのリソース管理とは実際にどのようなものなのか、具体例を紹介しよう。ここでは、Finance と

Sales、Bach という 3 つのアプリケーション・グループを想定し、それぞれに一定の SLO 目標を設定した場合の WLM の動作を

見てみたい。 
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図 5：Finance グループの負荷とレスポンス 

 

図 5 は、Finance グループの負荷とレスポンスの推移を表したグラフだ。同図において、赤色は Finace グループの負荷、水色

は SLO 目標、そして黄色はレスポンス時間を表している。図 5 を見ると、負荷の急激に上昇した時点で、レスポンスが SLO 目

標を一時的にオーバーしているものの、やがて SLO 目標を満たす状態に落ち着いているのがわかる。ここで、プロセッサー・リ

ソースの割り当てがどのように変化しているのかに注目しよう。 

 

 

図 6：プロセッサー割り当ての変化 

 

図 6 において、Finance グループに割り当てられたプロセッサー・リソースの大きさは黄色のグラフで示されている。このよう

に、Finance グループの SLO 目標をオーバーした直後から段階的に割り当てが大きくなり、やがて一定のレベルに収束する。 

 

このように、WLM を用いることで、サービスレベルというエンドユーザーに近い指標に基づいて、リソースの動的な配分を自動

的にコントロールすることができる。また一連の調整プロセスに際して、他のグループが大きく影響を受けることもない。これら

のメリットは、まさしく「論理的なサーバ」によってのみ得られるメリットと言えるだろう。 

 

National Semiconductor の事例 

以上のようなサーバ仮想化は、すでに国内外で導入され始めており、システム構築で要求される仕様となっている。そうしたサー

バ仮想化の導入事例の 1 つとして、ここでは米国 National Semiconductor（以下、NS）のケースを紹介したい。 
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NS では、5 台の SAP サーバについて、それぞれを物理的に独立したマシンで運用するスケールアウト構成を採用していた。しか

し同社では、あるサーバが過負荷の状態となる場合でも他のサーバは空き状態のままというアンバランスさに悩まされていた。ま

た、SAP の機能拡張にともないサーバの負荷が上昇した際にも、柔軟な負荷分散が行えない状態であった。 

こうした状況で同社が選んだのは、5 台のサーバを仮想化技術を利用した 2 台の rp8400 サーバにリプレースするという「サー

バ統合」である。2 台の rp8400 サーバでは、それぞれに 3 つの vPar を設定し、合計で 6 つの SAP サーバとして運用する構成

とした。うち 2 つはプロダクション用で、残る 4 つはテスト用である。ここで WLM を導入し、プロダクション用 SAP サーバの

プロセッサー利用率が 80%を超えた場合、テスト用 SAP サーバのプロセッサーを自動的に借用する設定とした。これにより、

NS では、5 台のサーバを運用管理するコストを削減できただけでなく、リソースの共有によって負荷の不均衡の悩みを解消する

ことができたという。 

以上、サーバ仮想化による仮想スケールアウトに注目し、それを支えるパーティショニング技術のメカニズムを解説した。もちろ

ん、通常のスケールアウトにするか仮想スケールアウトとするかは、導入時のシステム構成・コスト、運用コスト、将来的なシス

テム構成・コストに留意して選択する必要がある。 仮想スケールアウトがさらに浸透すれば、IT エンジニアはやがて「形のない

サーバ」だけを扱うようになり、データセンターに出向く機会は皆無となるかもしれない。

高可用性、高信頼性を支える HPE のテクノロジ

HP-UX 11i v2 機能強化で何が変わるか 
2004 年 9 月 テクニカルライター 吉川和巳 

日本ヒューレット・パッカードは 9 月 15 日、HP-UX 11i v2 の機能強化計画を発表した。それによると、HP 9000 サーバと

Integrity サーバの両方をサポートする共通リリースをはじめ、Global Workload Manager(gWLM）や Secure Resource 

Partition、Integrity Virtual Machines(IVM)など、続々と新機能が登場の予定だ。ここでは、HP-UX 11i v2 の機能強化につ

いてレポートする。 

HP-UX 11i v2 機能強化のハイライト 

今回発表された HP-UX 11i v2 機能強化のハイライト部分は以下の通りだ。 

 HP 9000 と Integrity 対応の HP-UX 共通リリース

 Integrity での Virtual Partitions(vPars)サポート

 Serviceguard 機能強化

 Integrity Virtual Machine（IVM）

 Global Workload Manager（gWLM）

 Secure Resource Partitions

以下、これらの機能強化点について詳しく説明していこう。 

HP 9000 および Integrity 向け HP-UX 共通リリース 
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2004 年 11 月にリリース予定の HP-UX 11i v2（11.23）は、PA-RISC 搭載の HP 9000 サーバと Intel® Itanium®プロセッ

サ搭載の Integrity サーバの両方をサポートする共通リリースとなる。これによりソフトウェアのアップデートを統一化できるた

め、PA-RISC から Itanium へのマイグレーションがよりスムーズになるはずだ。ちなみに、本リリースの HP-UX は、PA-RISC

および Itanium 向けのバイナリが単一のソースコードから生成されている。 

 

また今回のリリースによって、HP 9000 サーバと Integrity サーバそれぞれがサポートする機能の差異がより少なくなる。たと

えば HP 9000 サーバでは、32 TB の大規模ファイルシステムと 128-way のスケーラビリティが新たにサポートされる。一方

Integrity サーバでは、HP 9000 サーバで好評を博してきた論理パーティション Virtual Partitions（vPars）が利用可能にな

る。 

 

なお今回のリリースでは旧リリースの HP-UX とのバイナリ互換性が確保されている。よって、Integrity サーバ（HP-UX 11i 

v2）および HP 9000 サーバ（HP-UX 11i v1）でこれまで利用されてきたアプリケーションは、新リリースでもそのまま動作可

能だ。 

 

 

図 1：HP-UX 旧リリースと新リリース間の互換性 

 

Serviceguard と仮想化技術の統合を強化 

HPE が提供する高可用性クラスタ（HA クラスタ）のためのソフトウェア Serviceguard も合わせて強化されている

（Serviceguard について詳しくは以前のコラムを参照のこと）。たとえば BEA WebLogic サーバとの統合により、一定の SLO

（サービスレベル目標）を維持できない場合は自動的にスタンバイサーバにフェイルオーバするといった連携が実現する。また新

たにリリースされた Serviceguard extension for Faster Failover（SGeFF）では、これまで最短で 30 秒ほどを要していたフ

ェイルオーバ処理を 5 秒にまで短縮可能となった。 

 

また Serviceguard Manager による管理機能も強化されており、HA クラスタの管理者に対してロールベースのアクセス制御が

可能になり、たとえば非 root ユーザにクラスタの状態の閲覧を許可したり、クラスタの制御を許可したりできる。これらの機能

は、2004 年 7 月より出荷開始済みだ。 

 

仮想化技術のさらなる増強を推し進める HPE 

今回の発表で注目すべきポイントは、HPE が得意とする仮想化技術について、アグレッシブな機能追加を推し進めている点だろ

う。そのひとつが、2005 年後半のリリースに向けて開発が進められている Integrity Virtual Machines（IVM）である。IVM
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は、vPars と同じく論理パーティションを実現する技術である。すなわち、1 台のサーバ（もしくは 1 つの nPars パーティショ

ン）を論理的に分割し、複数の OS を動作可能とする。ただし Integrity サーバのみのサポートとなる予定だ。

図 2：Integrity Virtual Machines（IVM） 

IVM は vPars にはない以下の特徴を備えている。 

 サブ CPU 単位のパーティショニング

 マルチ OS をサポート

 I/O を共有

現状の vPars では、1 つの CPU に複数の論理パーティションを設定することができない。これに対し、IVM では CPU 利用率の

5%が最小分割単位となり、1 つの CPU 上に 20 の論理パーティションを設定できるようになる。よって 1 台の Integrity サーバ

で数 10 もの OS を並行して運用することさえ可能だ。また I/O 共有もサポートされる。 

さらに IVM ではゲスト OS として HP-UX に加えて Linux をサポートする点も注目すべきだろう。これにより、Integrity サー

バのアドバンテージであるパフォーマンスや仮想化技術のメリットを享受しつつ、Linux の手軽さや互換性を同時に提供できる。 

IVM はソフトウェア・ベースの実装であるため、どちらかと言うと VMware ライクな粒度の細かいパーティショニングに適して

いる。一方、vPars はファームウェア・ベースの実装であり、オーバーヘッドが極めて小さいため、より粒度の大きなサーバ分割

に最適だ。こうした特性の違いに応じてそれぞれ使い分けられていくだろう（ただし IVM と vPars を同時に利用することはでき

ない）。 

gWLM によるマルチ OS 環境での大規模ワークロード管理 

今回の発表でもうひとつの目玉となるのが、大規模ワークロード管理に対応した Global Workload Manager（gWLM）であ

る。同製品は、2005 年前半の出荷が予定されている。 
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周知のとおり、HPE ではワークロード管理ソリューションとして Workload Manager（WLM）をすでに提供している（WLM

について詳しくは以前のコラムを参照のこと）。gWLM では、WLM と同じく論理パーティション（vPars）とリソース・パーテ

ィション（pset）をリアルタイムに制御し、一定のサービスレベルを達成する。その特徴は以下の通りだ。 

 大規模ワークロード管理に対応

 マルチ OS 対応（HP-UX と Linux をサポート）

 Systems Insight Manager（SIM）に統合

WLM との大きな違いは、gWLM は複数のサーバからなる大規模なワークロード管理のためのソリューションである点だ。その

ために掲げられた目標は、「ソフトウェアのインストール後 30 分以内に vPars ベースの仮想化環境を構成できること」。つま

り、大規模でありながら管理の容易さに的を絞ったソリューションと言える。 

たとえば gWLM は、Systems Insight Manager（SIM）に統合された Web ベースの GUI を提供し、すべてのサーバに対する

ワークロード管理を 1 つのインタフェースから集中管理できる。各サーバに備わる vPars やリソース・パーティションを自動検

出することも可能だ。またロールベース管理をサポートしており、「gWLM の監視だけが許可された管理者」や「ポリシー設定

を許可された管理者」などの作業分担が可能である。 

図 3：SIM に統合された gWLM の管理画面 

さらに、ワークロード管理のためのポリシー設定も簡素化されており、gWLM のメリットをすぐに活用できる工夫が施されてい

る。以下の 3 種類の標準ポリシーがあらかじめ用意されており、いずれかを選択すればよい。 

 OwnBorrow――リソース割り当ての最小値と最大値、そして「占有部分」を設定する。未使用のリソースはワークロード

間で共有可能で、占有部分に相当するリソースの確保は最低限保証される。

 Fixed――ワークロードに対しリソースを固定で割り当てる。共有は行われない。

 Utilization――リソース利用率の最小値、最大値を指定する。実際の利用率がポリシー設定を下回った場合、より多くのリ

ソースを要求する。
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gWLM のもうひとつの特徴は、Linux のワークロード管理もサポートする点だ。ただし Linux については pset のみのサポート

であり、個々の Linux アプリケーションに割り当てるプロセッサー数を制御することになる。 

このように、gWLM では「同じサービスを多数のサーバで運用し、ワークロード管理を実施したい」、「Linux サーバでワーク

ロード管理を行いたい」というニーズに応えることができる。これに対し、WLM はサーバ単体でのワークロード管理や、運用す

るサービスの種類が多岐にわたる場合に適している。つまり gWLM が WLM を置き換えるわけではなく、用途に応じて使い分け

ていくことになるだろう。 

Secure Resource Partition とは 

今回の発表では、HP-UX のセキュリティ強化機能も公表されている。2005 年上期にリリース予定の Secure Resource 

Partition（以下、SRP）がそれだ。SRP は、これまで Virtual Vault のような Trusted OS（セキュア OS）で提供されてきた厳

格なセキュリティ保護機能を、標準の HP-UX で簡単かつ手軽に利用可能にする技術だ。 

SRP では、HP-UX のプロセスとファイルをセキュリティ的に分割する「コンパートメント」という概念が導入される。たとえ

ば、あるコンパートメントを利用する HP-UX ユーザは、一定のアクセス権が与えられない限り、他のコンパートメント内のプロ

セスやファイルがまったく見えなくなる。それぞれのコンパートメントがあたかも別々の OS インスタンスであるかのような使用

感だ。こうした徹底した隔離により、たとえ 1 つのコンパートメントがクラッキングを受けたとしても、それが OS 全体に広がる

のを防げる仕組みだ。 

また SRP ではロールベースのアクセス制御（RBAC）が導入される。これはちょうど Linux の sudo コマンドに相当する機能

で、非 root アカウントに対して特定の root コマンドの実効権限を与えるメカニズムだ。そのため、root アカウントの乱用を防

ぐことができる。SRP に含まれる機能としてはこのほかにも、システム・コール呼び出し時の権限チェックや監査機能の統合化

が予定されている。 

Secure Resource Partition によるロールベースのアクセス制御 

User 

Admin 

Network 

Admin 

Backup 

Operator 
User Admin 

hpux.user.add ● ● 

hpux.user.delete ● ● 

hpux.user.modify ● ● 

hpux.user.password.modify ● ● 

hpux.network.nfs.start ● ● 

hpux.network.nfs.stop ● ● 

hpux.network.nfs.config ● ● 

hpux.fs.backup ● ● 
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hpux.fs.restore 
  

● 
 

● 

 

以上、ここでは HP-UX 11i v2 の機能強化について概観した。 

Oracle RAC 10g＋Serviceguard の勘どころ 

Oracle RAC 10g＋Serviceguard の勘どころ・前編 
2004 年 10 月 テクニカルライター 吉川和巳 

 

Oracle Database 10g のクラスタ・テクノロジ Real Application Clusters 10g(以下、RAC 10g)では、オラクルが開発した

クラスタウェア Cluster Ready Services(以下、CRS)の利用が必須となった。しかし、Serviceguard 製品群である

Serviceguard Extension for RAC(以下、SGeRAC)のような OS レベルで最適化された障害検出やフェイルオーバの能力は備え

ていないので、ミッションクリティカル用途では CRS と SGeRAC を組み合わせて使うことになる。ここでは、この両者の組み合

わせの勘どころを探ってみたい。 

 

HA クラスタと Oracle RAC の違い 

まずは HA クラスタと RAC によるクラスタの違いについて再確認しておきたい。 

 

以前の特集「HA クラスタの疑問を解く」でも説明したとおり、HA クラスタでは 1 台の共有ディスクを複数のノードに接続す

る。たとえば HA クラスタ上で Oracle データベースを運用するケースを考えてみよう。プライマリ・ノードの障害時には、スタ

ンバイ・ノード側で共有ディスクのボリュームをマウントし直したあと、Oracle インスタンスを起動する。その後、スタンバ

イ・ノードによってサービスが再開される。共有ディスク上のデータベースをオープンできるのは、つねに 1 つのノードに限定

されている。 

 

一方 RAC によるクラスタでも、1 台の共有ディスクを複数のノードに接続するという構成は変わらない。異なるのは、すべての

ノード上で Oracle インスタンスが常時起動しており、それぞれが共有ディスク上のデータベースを同時にオープンしている点だ

(図 1)。もちろん、普通のデータベースでこのようなことをすれば、共有ディスクに I/O 負荷が極端に集中するし、データの整合

性も維持できない。 
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図 1：HA クラスタと RAC の違い 

この 2 つの問題を解決するのが、RAC の要である分散キャッシュ機能、Global Cache Service(以下、GCS)である。GCS は、

各ノードのそれぞれのキャッシュを統合し、1 つの仮想的なキャッシュ(Cache Fusion)を実現する。たとえば、ノード B が必要

とするデータがノード A のキャッシュにあるときは、ノード A から B へとキャッシュ内容が瞬時にネットワーク転送される。こ

のメカニズムにより、共有ディスクがボトルネックとなることを防ぎ、クラスタ全体で優れたスケーラビリティが得られる。また

同時に、各ノードがデータベース・レコードのロックを分散管理することで、データの整合性も確保される仕組みだ(図 2)。 

図 2：Cache Fusion のメカニズム 

こうしたアーキテクチャの違いから、RAC によるクラスタは、通常の HA クラスタでは得られない以下のようなメリットを提供

する。 

 インスタンス起動が不要なため短時間でフェイルオーバできる

 負荷分散によりスケーラビリティが大幅に向上する

HA クラスタでのフェイルオーバでは、Oracle インスタンスの起動のために数 10 秒～数分の時間を要する。これに対し、RAC

では Oracle インスタンスの起動はすべてのノードで動作しているため、あらためて起動する時間がかからない。さらに RAC で

は Cache Fusion による負荷分散のおかげで、すべてのノードのプロセッサーとメモリを活用でき、格段に高いスケーラビリテ

ィを実現できる。この 2 点が RAC のアドバンテージである。 
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RAC によるクラスタ環境の構築 

HA クラスタと同様に、RAC においてもノードやネットワーク、Oracle インスタンスなどの障害をきっかけとしてフェイルオー

バが開始される。HA クラスタとは異なり、RAC では Oracle インスタンスの起動や共有ディスクのボリュームのマウントは不要

だ。ただしその他のフェイルオーバ処理、たとえば障害の検知をはじめ、スプリット・ブレイン（障害によりクラスタが分裂する

現象）の解決、クラスタの再構成、IP アドレスの引き継ぎといった処理は、HA クラスタと同じく必要になる。またダウンした

Oracle インスタンスの代わりを務める Oracle インスタンスでは、共有ディスク上に残された REDO ログをもとにトランザクシ

ョンのロール・フォワードやキャッシュのリカバリなどを実施する。 

Oracle RAC 10g からは、RAC のフェイルオーバを実現する手段として、オラクル製のクラスタウェア Cluster Ready 

Service(CRS)が標準コンポーネントとして提供されるようになった。 

そこで以下では CRS がどのように構成されているかを概観し、システム、OS レベルのイベント、RAC 以外のアプリケーション

の監視に必要となる SGeRAC と共存させる際に考慮すべきポイントを説明したい。 

Cluster Ready Services(CRS)とは何か 

CRS は、オラクルが開発した RAC 専用のクラスタウェアである。あくまで RAC 専用であるため、CRS が監視するのはもっぱら

Oracle 関連のプロセスであり、その他のアプリケーションの監視には利用できない。 

CRS は、以下の 3 種類のコンポーネントから構成されている。 

 CRS リソース ―― CRS が管理するデータベース・プロセスやサービス、IP アドレスなど

 CRS デーモン群 ―― CRS 本体を構成するソフトウェア

 その他 ―― 構成レジストリやロック・ディスクなど

図 3 は、HP-UX 上で SGeRAC と CRS を併用する場合のそれぞれの位置づけを示した図である。 

図 3：CRS の構成 
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以下、CRS の個々のコンポーネントについて概観しよう。 

 

CRS リソース 

まずは、CRS リソースである。これは CRS が管理するさまざまなリソースの総称であり、SGeRAC におけるパッケージに相当す

る。具体的には以下のものが含まれる。 

 

 サービス ―― Oracle RAC 10g では、負荷分散やワークロード管理を目的として「サービス」という概念が新たに導入され

た。その詳細はここでは触れないが、おおざっぱに言ってサービス＝アプリケーションと考えてよい 

 データベース ―― Oracle RAC 10g を構成する各種プロセスである。CRS ではこれらのプロセスの稼働状況を監視し、フ

ェイルオーバ時には起動や停止を制御する 

 ノード・アプリケーション ―― 各ノードの VIP(Virtual IP)、Oracle リスナ、そして ONS(Oracle Notification Service)

を指す。VIP は SGeRAC におけるリロケータブル IP に相当するもので、フェイルオーバ時にはダウンしたノードの VIP を

他のノードが引き継ぐ。なお ONS はアプリケーション・サーバへの障害通知に利用する 

 

CRS デーモン群 

一方、これらの CRS リソースを管理するソフトウェアが、CRS デーモン群である。 

 

 CRS(Cluster Ready Servies)デーモン――CRS リソースの監視や起動、停止などを担当する(図 4) 

 CSS(Cluster Synchronization Servies)デーモン――クラスタウェア機能を提供。ハートビートによる障害検出、クラスタ

再構成、スプリット・ブレイン解決を担当する。ベンダー製クラスタウェア併用時は自動的にその配下で動作する 

 EVM(Event Manager)デーモン――イベント管理を担当。CRS デーモンから障害イベントを受け取ったり、ONS へイベン

ト通知を行ったりする 

 OPROCD(Processor)デーモン――ベンダー製クラスタウェアが存在しない場合に起動する。ノードのストール状態を検出

し、自動リブートを行う 

 

 

図 4：CRS デーモンによる CRS リソースの管理・監視 

 

その他のコンポーネント 

以上の CRS リソースおよび CRS デーモン群以外に、以下のコンポーネントが存在する。 
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 OCR(Oracle Cluster Registry) ―― Oracle RAC 10g で利用される共有ディスク上のレジストリ。CRS リソースや CSS、

ノード間インターコネクトなどの構成や状態を保持する。OCR が壊れると CRS を起動できない

 Voting Disk ―― スプリット・ブレイン解決のために用いられる共有ディスク上の領域。SGeRAC のロック・ディスクやク

ォーラム・サーバに相当する

CRS と SGeRAC の組み合わせ 

ここまで見てきたとおり、CRS はクラスタウェアとしての一通りの機能を備えている。 

とはいえ、CRS は今のところ、SGeRAC ほど OS レベルで最適化された障害検出やフェイルオーバの能力は備えていない。たと

えば SGeRAC では、HP-UX のイベント管理ツール EMS(Event Monitoring Service)との連携により、プロセッサーやメモ

リ、NIC カード、ディスクドライブなどのデバイス障害を OS レベルで検知し、即座にフェイルオーバを開始できる。また

SGeRAC では、業務で必要なジョブスケジュールを行うアプリケーションなど、RAC 以外のアプリケーションの監視やフェイル

オーバが可能だ。

さらに、HP-UX 対応のワークロード管理ツール WLM(Workload Manager)と組み合わせれば、データベースや Web サーバの

レスポンス時間などを監視し、サービスレベルが一定値を下回った場合に強制的にフェイルオーバさせることも可能だ。これに対

し、CRS では Oracle 関連プロセスやハートビートの状態監視だけで障害を検知する。 

またフェイルオーバ時間にも大きな差がある。HPE が今年 6 月にリリースした高速フェイルオーバ・オプション Serviceguard 

Extension for Faster Failover(SGeFF)を使えば、障害検出から RAC のフェイルオーバまでが数秒で完了する。一方 CRS 単体

の場合、デフォルトでは障害検出までに 30 秒を要し、またフェイルオーバには数 10 秒程度かかる。こうした事情から、ミッシ

ョンクリティカル環境での RAC 構成時には、いままで同様に SGeRAC を併用するケースが少なくないだろう。 

CRS＋SGeRAC 構成によって得られるメリットについてまとめると次のようになる。 

表 1：CRS+SGeRAC 構成より得られるメリット 

CRS＋SGeRAC 

Oracle 以外のアプリ監視とフェイルオーバ ○ 

EMS 連携によるデバイスレベルの障害検知 ○ 

WLM 連携によるサービスレベルの障害検知 ○ 

プライベート・ネットワークの冗長化 ○ 

障害検知時間 2 秒(SGeFF 利用時) 

フェイルオーバ時間* 数秒～ 

*障害内容によるフェイルオーバ時間の違いについては特集 2 を参照のこと 
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ここでは、Oracle RAC 10g から導入されたクラスタウェア CRS について説明し、SGeRAC 併用によるメリットを概観した。つ

づく後編では、CRS＋SGeRAC 構成におけるフェイルオーバの動作メカニズムについて掘り下げる。 

 

Oracle RAC 10g＋Serviceguard の勘どころ・後編 
2004 年 10 月 テクニカルライター 吉川和巳 

 

日本ヒューレット・パッカードと日本オラクルが共同運営する検証体制 MC3(Mission Critical Certified Center)では、Oracle 

Real Application Clusters 10g(以下、RAC 10g)と Serviceguard Extension for RAC(以下、SGeRAC)の組み合わせによる

検証を行った。この検証作業では、ノード障害やインスタンス障害、ネットワーク障害などのさまざまなパターンが実際に再現さ

れ、RAC と SGeRAC の連携によりフェイルオーバを短縮可能なことが確認された。ここでは MC3 による報告をもとに、RAC と

SGeRAC 連携のポイントや連携によるメリットを明らかにする。 

 

RAC＋SGeRAC 検証環境 

まずは今回の MC3 による検証作業に用いられた環境を確認しておこう。図 1 を見ていただきたい。 

 

 

図 1：検証環境の構成図 

 

今回の検証では、2 台の Integrity rx2600-2 でクラスタを構成した。クラスタウェアとしては、Oracle Database 10g 

Enterprise Edition 10.1.0.2 に付属の CRS をはじめ、SGeRAC 11.15 および RAC 対応オプション SGeRAC 11.15 を併用す

る。また共有ディスクとしては StorageWorks Enterprise Virtual Array(以下、EVA ディスクアレイ)を用意し、ボリュームマ

ネージャには HP-UX の LVM を利用している。 

 

2 台のノードは「Public ネットワーク」および「Private ネットワーク」という 2 つのネットワークによって結ばれている。

Public ネットワークは、Oracle クライアントが RAC に接続するために利用される。一方 Private ネットワークは、RAC の

GCS(Global Cache Service)による分散キャッシュ通信に加え、CRS や SGeRAC のハートビート送受信、クラスタ再構成に用

いられる。 

 

またテスト用の Oracle クライアントの tnsnames.ora ファイルは、図 2 のように設定する。 
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図 2：Oracle クライアントの tnsnames.ora 設定 

 

図 2 のとおり、アドレスリストには rac1_vip および rac2_vip という 2 つのホスト名を記述する。これは Oracle クライアント

接続時のフェイルオーバおよび負荷分散のための設定で、rac1_vip が高負荷状態やダウン状態の場合は rac2_vip に接続する仕

組みだ。ちなみに今回は、RAC と SGeRAC による可用性検証が目的であるため、負荷分散機能および TAF(Transparent 

Application Failover)は利用していない。 

 

障害テストの結果 

今回の検証作業では、上述した検証環境においてノード障害やネットワーク障害などのいくつかの障害パターンを再現し、それぞ

れのケースにおいて CRS と SGeRAC がどのような挙動を示すかが確認された。表 1 はその結果をまとめたものだ。 

 

表 1：障害テスト結果 

ノード障害 例 SGeRACの動作 CRSの動作 クライアントへの影響 

ノード障害 

プロセッサーや

OS などの障害

によりノード全

体がダウンする

ケース 

障害検知、フェイルオーバ

(クラスタ再構成) 

フェイルオーバ(ク

ラスタ再構成、VIP

移動、リソース再

構成、リカバリ) 

接続失敗もしくはセッショ

ン切断(TCP タイムアウト

後に別ノードへ再接続) 

インスタンス障害 

Oracle 関連プ

ロセス(LGWR

や LMSx)などが

停止するケース 

なし 

フェイルオーバ(リ

ソース再構成、リ

カバリ) 

接続失敗もしくはセッショ

ン切断(即座に別ノードへ

再接続) 

ディスク障害 

FibreChannel

スイッチやケー

ブル、ディス

なし なし 

接続可能およびセッション

継続可能(約 10 秒間の停

止) 
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ク・コントロー

ラなどの障害

CRS 障害 
CRS デーモン群

の障害 

フェイルオーバ(クラスタ再

構成) 

フェイルオーバ(ク

ラスタ再構成、VIP

移動、リカバリ) 

接続失敗もしくはセッショ

ン切断(TCP タイムアウト

後に別ノードへ再接続) 

Public ネットワーク障

害 

Oracle クライ

アントが利用す

る Public ネッ

トワークの NIC

やスイッチの障

害 

なし なし 

接続失敗もしくはセッショ

ン切断(TCP タイムアウト

後に別ノードへ再接続) 

Private ネットワーク

障害 

RAC および

SGeRAC が利用

する Private ネ

ットワークの

NIC やスイッチ

の障害 

障害検知、フェイルオーバ

(スタンバイ NIC へ IP 移動)
なし 

接続可能およびセッション

継続可能 

これらの各ケースのうち、Oracle クライアントへの影響がもっとも少ないのは「ディスク障害」と「Private ネットワーク障

害」だ。たとえばディスク障害のテストでは、2 台のノードと EVA ディスクアレイをつなぐ FibreChannel スイッチやそのケー

ブルの障害が再現された。この場合、HP-UX に備わるディスクパス冗長化機能 SecurePath によるフェイルオーバが瞬時に働く

ため、約 10 秒程度の I/O 停止が発生するだけで RAC や SGeRAC への影響は皆無だ。またネットワーク障害でも、SGeRAC に

よる NIC の切り替えがすぐに実施されるため、RAC および Oracle クライアントは通常運用を継続できる。 

続いて、Oracle クライアントへの影響は避けられないものの、比較的短時間でフェイルオーバ可能なケースが「インスタンス障

害」である。このテストでは、Oracle 関連のプロセス(LGWR や LMSx など 18 種類)を kill することで、Oracle インスタンス

の障害がシミュレートされた。この場合、プロセスの種類によっては Oracle データベースの運用にまったく影響を及ぼさないも

のもあった(アーカイバやジョブ・キュー・コーディネータなど)。一方、ログ・ライター(LGWR)や RAC 関連の主要プロセス

(LMSx)などがダウンすると、CRS は Oracle インスタンスの再起動を開始する。この場合、同インスタンスに接続中であったセ

ッションはすぐさま切断され、再接続を余儀なくされる。 

とはいえ、インスタンス障害によるフェイルオーバは比較的短時間で完了する。なぜなら障害ノードの Oracle リスナは依然とし

てアクセス可能であり、Oracle クライアントに「即座」に ORA-03113 エラーを返すため、別ノードへのすばやい切り替えが可

能になるからだ。 

これに対し、「ノード障害」や「CRS 障害」、「Public ネットワーク障害」の各ケースでは、Oracle クライアントが RAC に向

けて発した TCP 接続要求(もしくは既存の TCP 接続)がタイムアウトするまで待たなくてはならない。これらのケースでは、さら

に高速なフェイルオーバを実現できる余地がある。 
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ここからは、ノード障害における CRS+SGeRAC の動作メカニズムを掘り下げ、より高速なフェイルオーバを実現するために

MC3 が推奨する手法を解説しよう。 

 

ノード障害時の動作メカニズム 

図 3 は、ノード障害時のフェイルオーバの流れを示した図である。 

 

 

図 3：ノード障害時のフェイルオーバ手順 

 

サーバのハードウェアや OS レベルで重大な障害が発生し、ノード全体がダウンすると、SGeRAC がまずそれを検知し、スプリ

ット・ブレインの解決を含むクラスタ再構成を実行する。SGeRAC による障害の検知とクラスタ再構成には、標準では 30～60

秒程度を要するが、これは高速フェイル・オーバー・オプションである Serviceguard Extension for Faster Failover(SGeFF)

を併用すれば約 5 秒にまで短縮可能だ。 

 

SGeRAC のクラスタ再構成が完了すると、その結果が専用の API を通じて CRS に報告される。これを受けた CRS では、まず

CSS(Cluster Synchronization Services)でのクラスタ再構成を実施し、続いて RAC の各種フェイルオーバ処理を進める。具体

的には、ダウンしたノードが残した REDO ログを別ノードの Oracle インスタンスが読み込み、トランザクションのロールバッ

クやロールフォワード、そして GCS 上にキャッシュされたブロックのリカバリを行う。そしてこれらと並行して、別ノードへの

VIP の移動を実施する。 

 

フェイルオーバ時間の内訳 

オペミス等によるリブートやノード障害などのイベントが発生した場合、接続中の Oracle クライアントは、表 2 で示す動作をす

る。 

 

 

 

表 2：イベント発生時の既存セッションの扱い 
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パターン イベント発生時の動作 

オペミス等によるリブート 

1. 即座にセッションが切断 

2. 再接続では、まず VIP1 (rac1_vip) への接続を試みる 

3. その間に VIP1 (rac1_vip) が移動 

4. 接続要求にエラーが戻され、tnsnames.ora の設定 (接続時フェイルオーバ) に基づき

VIP2 (rac2_vip) に接続 

ノード障害 

1. VIP1 (rac1_vip) 移動後にセッションが切断 

2. 再接続では、まず VIP1 (rac1_vip) への接続を試みる 

3. VIP1 (rac1_vip) はすでに移動済みのためすぐにエラーが戻され、tnsnames.ora の設

定 (接続時フェイルオーバ) に基づき VIP2 (rac2_vip) に接続 

 

つまり、オペミスなどによるリブート時とノード障害発生時とでは、既存セッションのフェイルオーバ時間の内訳が大きく違い、

かかる時間も大きく異なるのである。リブートの場合は、Oracle クライアントのセッションが即座に切断され、この間に 

VIP1(rac1_vip)が移動する。ここで、VIP1(rac1_vip)で接続できるインスタンスがないことはすぐにわかり、tnsnames.ora フ

ァイルの設定に基づいて、別 VIP2(rac2_vip)、すなわち別ノードへの接続を行なう。この間、数十秒である。 

 

他方、電源トラブルなどによるノードがダウンするケースでは、フェイルオーバ時間はより長くなる。この場合、VIP の移動完了

後にセッションが切断される。その後、別 VIP2(rac2_vip)、すなわち別ノードに再接続する流れだ。 

 

「リスナー・パッケージ」による解決 

MC3 では、このようなノード障害におけるフェイルオーバ時間をより高速化する手段として、「リスナー・パッケージ」の利用

を推奨している。リスナー・パッケージとは、Oracle リスナをフェイルオーバさせるために設定された SGeRAC のパッケージの

ことである。同リスナーと IP アドレスのフェイルオーバを SGeRAC が担当することで、Oracle 9i RAC＋SGeRAC と同等のフ

ェイルオーバ時間を実現するテクニックである。 
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図 4：リスナー・パッケージの構成例 

図 4 が示すように、それぞれのノードの Oracle リスナを SGeRAC のパッケージとして設定し、また SGeRAC のリロケータブル

IP を用いて IP アドレスの移動を実装する。これにより、フェイルオーバ時間は格段に短縮され、Oracle クライアントは長い時

間待つことなく、即座にフェイルオーバ先ノードへ接続できる。 

以上、本特集では MC3 の検証結果にもとづき、Oracle RAC 10g のクラスタウェア CRS と SGeRAC の連携がもたらすアドバン

テージを明らかにした。ここまで見てきたとおり、この両者それぞれのメリットを押さえた「適材適所」こそが、RAC によるク

ラスタ構築のキーポイントとなるだろう。

Solaris 技術者のための「HP-UX への移行のすすめ」

Solaris 技術者のための「HP-UX への移行のすすめ」・前編 
2004 年 11 月 テクニカルライター 吉川和巳 

Solaris で構築済みの IT システムを HP-UX へ移行する──卓越した Web 技術で定評のあるテックファーム株式会社では、この

移行作業における問題点や効果を洗い出す検証作業を実施した。同社 CTO の小林正興氏は、その検証結果から「ポイントさえ押

さえれば HP-UX への移行は難しくない」と説明する。特集の前半では、移行に際して管理者が最初に押さえておくべき違いなど

について説明する。 

UNIX OS の“バリアフリー化” 
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テックファーム株式会社

取締役 副社長 

小林正興 氏 

テックファームは、「IT 分野の法律事務所」ともいうべきユニークなビジネス・モデルのもとに Web 開発を手がける SIer だ。

同社 CTO の小林氏は、同社の強みについて「ビジネスを新たに立ち上げるようなお客様にもフォーカスできるよう、技術領域を

幅広く持つようにしている」と説明する。NTT ドコモ「i モード」の仕様検討への参加(1998 年)に代表される傑出した実績は、

同社のフットワークの良さの表れといえるだろう。 

テックファームのそうしたアドバンテージの 1 つとして、Linux や Solaris、HP-UX など複数の OS をサポートし、様々なシー

ンに合わせてそれらを使い分けて提案できる柔軟性がある。OS 間の隔たりを意識させないこのような提案が可能になった背景に

は、近年の UNIX OS の“バリアフリー化”も大きく影響している。小林氏は、「UNIX OS 全体がかなり歩み寄ってきており、(そ

れぞれの使い勝手が)昔より近づいている」と説明する。「最近は Java のようなプラットフォーム非依存の言語で動くアプリケー

ションも多い。ある程度の移行ノウハウを持つことで、どの OS でも提案できるようになった」という。

そこでテックファームでは、Solaris から HP-UX への移行における問題点や効果を洗い出す検証作業を実施した。ここでは以下

のようなニーズを持つ事業者が想定されている。 

 稼働後 4～5 年経過した Solaris 上の Web アプリケーションを最新環境に移行したい

 オープンソース中心だが、信頼性の高い商用 UNIX による運用を継続したい

 OS の移行後もアプリケーションが正しく動作するか確かめたい

では、こうした事業者が HP-UX へ移行することでどのような恩恵を享受できるのか。まずはその点について、第一線のエンジニ

アである小林氏の客観的な意見を伺った。

HP-UX 移行で開かれる世界 

既存の Solaris アプリケーションを最新環境に移行するとき、移行先としては Linux が有力候補のひとつとなるだろう。実際、

テックファームでもコスト・パフォーマンスの高さから Linux と x86 サーバの組み合わせを顧客に提案するケースが少なくな

い。 

しかし小林氏は、高可用性(HA)や安定性が求められる局面では、Linux に比べて HP-UX が確固とした優位性を持つと証言す

る。「いちばんエンジニアが実感するのはスケジューラの安定性だ。Linux の場合は非常にバラツキが大きく、マルチスレッドで

同時に処理を実行させると、早く終わるものと時間のかかるものと大きな差が出る。それに比べ HP-UX は安定性が高く、同じ仕

事を同じようにスタートさせると、同じタイミングで処理が完了する。とくに体感速度に影響するようなサービスの場合にはその

点が結構な差になる」。 

こうしたカーネルの安定性の違いは、スケジューリングに限ったことではない。たとえば Linux が抱えるメモリ管理の問題点に

ついて、同氏は次のように指摘する。「Linux は何も設定しなくてもとりあえず動いてくれる。しかしメモリ不足の影響は深刻
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で、メモリ不足をプロセス内できちんと検出できなかったり、プロセスごと終了してしまったりするケースも多い。そのため

Linux では、メモリ全体の 6～7 割にとどめる余裕を持たせた設計を行うしかない」。「一方 HP-UX では、スレッドやメモリに

関するカーネル設定作業が欠かせない。逆にそこをきちんと理解した上で、確定的な設計や運用が要求される。カーネル・パラメ

ータですべてを制限できるので、『このように確定的に運用しましょう』というプランを描きやすい」(同氏)。 

図 1：kcweb によるカーネル・パラメータ管理 

64 ビットはこう使う 

また小林氏は、64 ビット環境の必要性について「この半年がちょうど境目の時期にさしかかっている」という現状を明らかにし

た。「1 年前なら 32 ビットで十分だったが、最近は 64 ビットのニーズがかなり増えている」(同氏)。その最大の要因は「メモ

リ」だ。

「我々が手がけるインターネット上のコンシューマー向けサービスなどでは、ある時間帯だけアクセスが集中するケースが多く、

ピークに合わせて設計する必要がある。そうしたときもっとも即効性があるのはメモリのチューニングだ。しかし 32 ビット環境

では、OS の制限上、現実的には 2GB 程度しか使えない。この 2GB という大きさではそろそろ危なくなりつつある」(同氏)。 

では、64 ビット環境によってもたらされる広大なメモリ空間をどう活用すればよいのか。小林氏は次のように解説してくれた。

「データベースと Java アプリケーション・サーバのキャッシュ領域として使う。最近では 1 つのアプリケーション・サーバの中

にいくつものパッケージを置き、たくさんのアプリケーションを運用するケースもある。そうすると大変な勢いでメモリを消費す

る」という。 

このように、テックファームではすでに 64 ビットを実戦で使える「武器」として活用しているようだ。とはいえ小林氏によれ

ば、実際に 64 ビットを有効に活用できるプラットフォームは限られている。「現時点の 64 ビット・プロセッサーとして選択で

きるものを考えてみても、SPARC には性能的な問題があり、Opteron はそれをきちんと使える OS がない」(同氏)。 
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Itanium は「SSL にものすごく効く」 

また Web アプリケーション開発においてインテル®Itanium®プロセッサ(以下、Itanium)が持つアドバンテージについて、小

林氏は「SSL」を第一に挙げ、「(Itanium は)SSL にものすごく効く」と説明する。同氏によれば、たとえば同じクラスのサーバ

と比較しても、Itanium 搭載サーバは SSL の数倍の性能差があるという。これはつまり、同じ 1 台のサーバで数倍の SSL セッシ

ョンを収容できることを意味する。EC サイトなどの運用ではしばしば SSL 負荷が深刻なボトルネックとなるだけに、このアドバ

ンテージの意味するところは大きいだろう。

－さらに同氏は、Itanium 搭載の Integrity サーバが実は“高性能の PA-RISC 互換機”でもある点に着目している。が提供する

PA-RISC コード・トランスレータ「Aries」を用いることで、既存の PA-RISC バイナリをそのまま Itanium 上で実行できるの

だ。その性能について、小林氏は「ビックリするくらい速く動く」と驚きを隠さない。Itanium ネーティブのバイナリと比較し

ても、アプリケーションによってはその半分以上のスピードで動作する」(同氏)。Itanium ネーティブのバイナリと同様とはいか

ないが、PA-RISC 資産を Itanium バイナリへ移行手段の一つとして、Aries は十分な能力を備えているようだ。 

以上のように、レガシー・アプリケーションの移行先としての HP-UX と Integrity サーバは、第一線のエンジニアからも高く評

価されていることがわかる。それでは実際に Solaris から HP-UX への移行を進める際にはどのようなポイントを押さえておけば

よいか、その詳細を追ってみよう。 

Solaris→HP-UX 移行のポイント 

テックファーム小林氏は、「ポイントさえ押さえれば HP-UX への移行は難しくない」と説明する。ちなみに今回の検証作業は、

HP-UX をまったく知らない Solaris 技術者によって実施されたという。 

まずは、HP-UX への移行に際して管理者が最初に押さえておくべき違いについて説明しよう。 

管理者が最初に押さえておくべき違い 

表 1 は、基本的な管理手順について、Solaris と HP-UX での差をまとめたものだ。 

表 1：基本的な管理手順の比較 

Solaris HP-UX 

ネットワーク設定ファイル /etc/hostaname.[ifname]、 

/etc/hosts、/etc/network、 

/etc/defaultrouter、 

/etc/netmask 等 

/etc/rc.config.d/netconf 

カーネル・パラメータ /etc/system を編集し再起動 /stand/system を編集し、mk_kernel

を実行して再起動 
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ディスク容量 

ネットワーク IF 情報

パッチ情報 

/usr/sbin/df -k 

/sbin/ifconfig -a 

/usr/bin/showrev -p 

/usr/bin/bdf 

/usr/sbin/ifconfig [ifname] 

/usr/sbin/swlist -l patch 

GUI 管理ツールで設定 

可能な項目 

/usr/bin/admintool 

ユーザ、グループ、hosts、プリンタ、

シリアルポート、パッケージ管理

/usr/sbin/sam 

ユーザ、グループ、セキュリティ、バッ

クアップと復元、ディスク・ファイルシ

ステム、カーネル・パラメータ、ネット

ワーク、パーティション、周辺機器、プ

リンタ、ソフトウェア管理 等 17 項目

まず注意すべき点は、それぞれの管理コマンドに似ているようで違う部分があることである。たとえばネットワーク・インタフェ

ースの情報を取得するには、Solaris と同様に HP-UX でも ifconfig コマンドを実行すればよい。しかしこの両者にはオプション

の指定方法に若干の違いがあるため、Solaris と同様に「ifconfig -a」(全インタフェースの情報を表示)と入力すると HP-UX で

はエラーが発生する。HP-UX では対象のインタフェース名を指定しなければならない。 

もうひとつのポイントは、HP-UX では標準の管理ツール SAM(System Administration Manager)によって大半の管理作業を

実施できることである。Solaris の管理ツールに比べてはるかに広い範囲をカバーするため、とりあえずは SAM の使い方を覚え

れば、あまり苦労はしないだろう。ちなみに SAM は、GUI とキャラクタ・ベースの両方で利用することができ、リモート管理で

も支障なく使える。 

ちなみにテックファームの小林氏は、ファイルシステム管理の違いについても言及しており、HP-UX に標準添付される LVM(論

理ボリューム)について次のように説明する。「LVM をうまく使えば、ディスク容量が不足したときでも後で簡単に拡張できる。

またソフトウェアによるミラーリングやストライピングも可能だ。こうした高機能なファイルシステムと、そのすべてを GUI で

設定できる SAM が OS に標準で付属する点は、かなり強力なメリットだと思う」(同氏)。 

プロセス起動・停止手順の違い 

つづいて、プロセス起動および停止手順の違いについて注目してみよう。表 2 は、Solaris と HP-UX のプロセス起動・停止設定

に関する違いを比較した表である。 

表 2：プロセス起動・停止設定の違い 

Solaris HP-UX 

起動スクリプトの格納ディレクトリ /etc/init.d /sbin/init.d 

ランレベルごとの起動・停止設定 /etc/rc(0-6).d の下に起動スクリプトの

リンクを作成、起動順に名前を付ける

/sbin/rc(0-6).d の下に起動スクリプト

のリンクを作成、起動順に名前を付け

る。ただし起動・停止やパラメータ設定

だけであれば、同ディレクトリに手を加

える必要はない 
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起動スクリプトごとの起動・停止・パラ

メータ設定 

/etc/init.d 以下のスクリプトの有無で

起動・停止を設定。パラメータはスクリ

プトごとに外部ファイルを参照する場合

が多い 

/etc/rc.config.d 以下にある設定ファ

イルに起動・停止・各種パラメータなど

が記述される 

 

Solaris での管理経験が豊富なエンジニアであれば、/etc/init.d ディレクトリにある起動スクリプトを直接編集する方法に慣れて

いるだろう。しかし HP-UX では、SAM を使うのが近道だ。起動スクリプトやディレクトリ内容を直接編集すると、SAM による

変更や起動時のコンソール表示に不都合が生じることがあるので避けた方がよい。 

 

こうした起動・停止設定によって、HP-UX のブート時やシャットダウン時には、図 2 のような起動・停止画面が表示される。こ

こでは、各スクリプトの実行結果が 0(成功)、1(失敗)、2(未設定)という各ステータスでわかりやすく表示される。 

 

 

図 2：HP-UX シャットダウン時の停止画面 

 

以上見てきたとおり、Solaris から HP-UX への移行に際して、管理面ではさほど大きな障壁はないといえるだろう。とくに HP-

UX では SAM を通じて多彩な管理機能にアクセスできるため、HP-UX に不慣れな管理者にとっても敷居はそれほど高くない。

また、その他の HP-UX 管理機能は、「HP-UX 上の管理ツール」をご覧頂きたい。 

 

つづく後編では、Solaris 上で動作するオープンソース・ソフトウェアを HP-UX に移行するテクニックについて紹介したい。 

 

Solaris 技術者のための「HP-UX への移行のすすめ」・後編 
2004 年 11 月 テクニカルライター 吉川和巳 

 

Apache などのオープンソース・ソフトウェアをインテル®Itanium®プロセッサ(以下、Itanium)＋HP-UX 環境にインストー

ルする場合、いくつかの「コツ」を知ることでスムーズに事が運ぶ。たとえば最新版の autoconf の利用や、HP C コンパイラに

最適なオプション指定などがそうしたコツの一例だ。また gcc と HP C コンパイラそれぞれの得手不得手を理解すれば、「実行

速度にこだわらない開発ツールなどのビルドには gcc」「Web サーバやデータベースなどのビルドには HP C コンパイラ」とい
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った使い分けも可能になる。特集の後半では、テックファームによる検証結果にもとづき、HP-UX 移行作業の詳細を掘り下げて

いく。 

 

オープンソース・ソフトウェアの HP-UX 移行 

本特集の前編では、Solaris から HP-UX への移行に際して、とくに管理作業面で注意すべきポイントを紹介した。後編ではひき

つづき、各種オープンソース・ソフトウェアの HP-UX 移行について説明する。まずは移行作業の土台となる C コンパイラの違い

から見ていこう。 

 

gcc と HP C コンパイラ 

ご存じのとおり、オープンソース・ソフトウェアの標準的な C コンパイラといえば gcc である。Itanium で動作する gcc を初め

からビルドするのは容易ではないが、HP-UX Developer Edge では Itanium 版 gcc を公開しているので、これをダウンロード

して使うことができる。gcc を使えば、オープンソース・ソフトウェアの構成やインストールをスムーズに進めることができる。 

 

しかし gcc のネックは、投機実行やプレディケーション、明示的並列化といった Itanium のメリットをフルに引き出す最適化機

能を備えていないことだ。よって Integrity サーバの能力をフルに引き出すためにも、HPE が有償製品として提供している HP C

コンパイラ の購入を前提に考えたほうがよいだろう。 

 

実際、テックファームの小林氏も、gcc が生成する Itanium バイナリのパフォーマンスが「いま一歩の印象」であると説明す

る。同社の評価によれば、ファイル圧縮などの整数演算処理では HP C コンパイラが生成するバイナリの方が 10～20%ほど高速

で、浮動小数演算処理ではその差が 2～5 倍にも達するという。こうした事実をふまえれば、「実行速度にこだわらない開発ツー

ルなどのビルドには gcc」「Web サーバやデータベースなどのビルドには HP C コンパイラ」といった使い分けも 1 つの方法だ

ろう。 

 

Apache HTTP Server のインストール 

さて、たいていの Web アプリケーション開発では、Apache HTTP Server（以降、Apache）のセットアップを欠かすことがで

きない。HP-UX には標準で Apache 2.0.46 がプリインストールされている（/opt/hpws/apache）ので、最新版や構成オプ

ションにこだわらなければそれをそのまま利用可能だ。しかし最新バージョンを使いたい場合や構成オプションを変更したい場合

は、ゼロから Apache をインストールする必要がある。 

 

Itanium＋HP-UX 環境における Apache のインストール手順について、小林氏は「とりたてて特別な設定をせずに Apache を

コンパイルしてインストールしても、ほぼ問題なく動作する。ただし、ちょっとしたウォーニングなどが出力されることもある」

と説明する。そこで同氏は、最新版の autoconf を使って Apache を Itanium＋HP-UX 環境に対応させる方法を推奨してい

る。これにより、警告メッセージなどが表示されないクリーンなインストールが可能になるという。 

 

オープンソース開発で広く利用されている autoconf は、特定の UNIX 環境にあわせたコンパイルを可能にするツールだ。

Apache 2.0 などの autoconf に対応したソフトウェアの場合、ソースコード中の OS の違いに依存する部分がどこかを示す

configure.in と呼ばれるテンプレートが付属する。autoconf を実行すると、同テンプレートの内容にもとづいて、実行環境の

OS に特化した configure スクリプトが生成される。さらにこの configure スクリプトを実行すれば、make のための

Makefile と config.h ヘッダファイルが生成される仕組みだ。 

 

さて、Integrity サーバ上で autoconf による Apache のインストールを実施するには、まず Itanium+HP-UX 環境に対応した

最新の autoconf を用意する必要がある。そのためには、図 1 の手順をひととおり進めることになる。 
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図 1：Apache インストール時の各パッケージ相関図 

図 1 に示すように、最新版の make や m4、autoconf、libtool をそれぞれ事前にインストールしなければならない。もっと

も、これらのツールのインストール作業は簡単で、いずれも「./configure」「make」「make install」といった通常の手順だ

けで完了する。 

各ツールが用意できたならば、以下の手順で Apache のインストールを実施する。 

$ PATH=/usr/local/bin:$PATH 

$ export PATH 

$ gzip -cd httpd-2.0.49.tar.gz | tar xf - 

$ cd httpd-2.0.49 

$ sh ./buildconf 

$ CC="cc" CFLAGS="-AC99 +DSitanium2" LIBS="-lpthread" \ 

./configure --prefix=/opt/apache2 --disable-include --disable-cgi --enable-so

$ make 

# make install 

ここで、buildconf スクリプトを実行することで autoconf が呼び出され、Itanium＋HP-UX 環境に対応した configure スク

リプトが生成される。なお上記例のとおり、HP C コンパイラに対して CFLAGS 変数で-AC99 オプションと+DSitanium2 オプ

ションを指定し、LIBS 変数で-lpthread オプションを指定しておく。また 64 ビット・バイナリを作成する場合は、さらに

+DD64 オプションを指定する。以上の手順により、Apache のインストールは完了する。

ここで紹介した手法は、その他のオープンソース・ソフトウェアにも適用可能なことが多い。つづいてはその一般則をまとめてお

こう。 

オープンソース・ソフトウェア移行の一般則

Itanium 2＋HP-UX 環境はまだ新しいこともあり、オープンソース・ソフトウェアのコンパイル作業において引っかかりやすい

箇所がいくつかある。テックファームでは、そのおもなポイントを以下のようにまとめている。 

 configure スクリプトが OS や CPU 構成を正しく判定できないケース

 configure スクリプトが HP C コンパイラ独自のオプションに対応していないケース

 make、m4、flex（lex）、bison（yacc）、tar、sed などについて、HPE 標準のツールでは動作が異なるケース

 一部のソースが特定プラットフォームにしか対応していないケース
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これらのケースに対する解決法として、同社では以下の手段を紹介している。 

 

 configure 実行時に、使用コンパイラやオプションを明示的に指定する（例：CC="cc" CFLAGS="-Ae 

+DD64" ./configure） 

 最新版の autoconf を用いて configure スクリプトを再作成する 

 HPE 標準ツールの代わりに GNU ツールの PATH を先に通してから configure を実行する 

 PA-RISC 版 HP-UX に対応しているものは、CFLAGS="-AC99"を試してみる 

 プラットフォームを指定して configure を実行する（例：./configure -build=ia64-hp-hpux11.23） 

 

こうしたコツさえつかんでおけば、たいていのオープンソース・ソフトウェアにそれを応用できるという。 

 

Solaris ユーザから見た HP-UX 

さらにテックファームでは、Solaris ユーザから見て「HP-UX はここが違う」という点をいくつかピックアップしている。これ

らを頭に入れておけば、つまらないことに足を取られる状況も防げるはずだ。 

 

tty 設定の違い 

Solaris ユーザが HP-UX 環境での作業でつまずく点の 1 つは、tty 設定の違いだ。 

 

表 1：tty 設定の違い 

 Solaris HP-UX 

Ctrl+C によるプログラムの停止につい

て 

デフォルト設定は intr = ^C なので、

Ctrl+C でプログラムを停止できる 

デフォルト設定は intr = DEL なので、

Ctrl+BS などでプログラムを停止する。

stty intr '^C'の設定で Ctrl+C に変更で

きる 

メールアドレスの入力に使用する"@"に

ついて 

デフォルト設定は kill = ^U なので、メ

ールアドレスの入力に支障はない 

デフォルト設定は kill = @なので、@を

入力すると、行入力がキャンセルされ

る。また-echok -echoke なので、行入

力がキャンセルされたことが見えない 

文字の削除について デフォルト設定は erase = ^? s なので

stty erase '^H'などとしてバックスペー

スで削除可能にする 

デフォルト設定は-echoe -echok なの

で、文字の削除がエコーバックされない

が、実際には削除されている。stty 

echoe echoke とし、削除がエコーバ

ックされるように設定する 
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プログラムを一時停止する方法について デフォルト設定では Ctrl+Z で一時停止 デフォルト設定では一時停止がアサイン

されていない。stty susp '^Z'を設定す

る 

 

stty cs8 intr '^C' erase '^H' kill '^U' susp '^Z' -istrip echo echoe -echok echoke 

 

カーネル構成の違い 

また Solaris と HP-UX のカーネル構成については、表 2 のような違いがある。 

 

表 2：カーネル構成の違い 

項目 

Solaris HP-UX 

パラメータ名 デフォルト パラメータ名 デフォルト 

プロセス数 max_nprocs 
10+(16 x メモリの

メガバイト数) 
nproc 4,200 

ユーザ別プロセス数 maxuprc max_nprocs - 5 maxuprc 50 

スタックサイズ カーネルに制限されない 
maxssiz 

maxssiz_64bit 

8MB 

8MB 

ヒープサイズ カーネルに制限されない 
maxdsiz 

maxdsiz_64bit 

256MB 

1GB 

オープンできるファイル数 
rlim_fd_cur 

rlim_fd_max 

256 

1024 

maxfiles 

maxfiles_lim 

50 

1024 

システム全体でオープンで

きるファイル数 
カーネルに制限されない nfiles 

((16*(nproc+16+ 

maxusers)/10) 

+32+2*(npty+ 

nstrpty+nstrtel) 

 

コマンドレベルではよく似た UNIX OS であっても、Solaris と HP-UX はそれぞれがまったく異なるアーキテクチャを持つ OS

である。その違いは、表 2 のカーネル・パラメータにも表れており、たとえば HP-UX における最大プロセス数やオープン可能フ

ァイル数は比較的少なめに設定されている。小林氏は、「全般的に Solaris は自動化指向が強く出ているが、HP-UX は細かく制

御できる傾向にある。このため HP-UX は、最初の段階で計画性を持って設定しておくのがコツだ」と説明している。 

 

以上、本特集ではテックファームによる検証結果をもとに、Solaris から HP-UX への移行作業のポイントを解説した。また同社

による検証作業では、Java や Oracle、PHP といった定番のミドルウェアについても HP-UX へスムーズな移行が可能なことも

確認されている。小林氏は、「環境さえ作れば、Solaris で稼働していたアプリケーションを Integrity サーバで動かすのはとく
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に難しい話ではない」と自信をのぞかせる。SIer にとっては、こうした OS 間移行のスキルが強力な提案力として生きてくるはず

だ。 

システムの可用性、柔軟性を左右するパーティション技術

サーバを増やす「打ち出の小づち」──vPars を使いこなす
2004 年 12 月 テクニカルライター 吉川和巳 

「テスト用や開発用のサーバがほしい。でも予算はない。」Virtual Partition (以下、vPars)は、そうした悩みを抱える管理者に

とっての「打ち出の小づち」だ。手持ちの HP-UX マシンに vPars をインストールするだけで、新たなサーバを購入せずに仮想サ

ーバを 2 台、3 台と増やせる。仮想サーバとはいえ、その使い勝手や信頼性は本物のサーバとほぼ同じ。個別にリブートできる

し、OS のバージョンやパッチレベルを揃える必要もない。それぞれが一定の CPU やメモリを占有するので、過負荷やハングア

ップなどのトラブルが他のサーバに影響することもない。ここでは、“小づち”を振るほどに便利さが増す vPars の使い方を紹介す

る。 

vPars とは何か？ 

たとえば管理者が「新しいプロジェクトで使う開発用サーバを手配してほしい」という要望を受けたとしよう。既存の開発用サー

バの処理能力には余裕があるものの、他のプロジェクトでも利用しているので、新しいプロジェクトと共用させるわけにはいかな

い。たとえば OS のバージョンやパッチレベルを変更したり、何度もリブートしたりすれば、他の開発者からたちまちクレームが

付くだろう。とはいえ、新しいサーバを購入するにはコストも時間もかかる。 

こうしたとき、何もないところからサーバを生み出す「打ち出の小づち」として威力を発揮するのが、vPars だ。 

vPars は、HP-UX 11i にて利用できる論理パーティション技術である。現状では HP 9000 サーバにのみ対応しており、2005

年前半には Integrity サーバもサポートする予定だ。 

たとえば図 1 のような 4CPU で構成された HP-UX サーバ環境があったとしよう。 
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図 1：vPars 導入前のサーバ構成例 

vPars を使えば、1 台の HP-UX サーバが備える CPU とメモリ、I/O を論理的なパーティションに分割できる。図 2 は、この

HP-UX サーバを 2 つのパーティションに分割した例である。 

図 2：vPars 導入後のサーバ構成例 

この 2 つのパーティションは、あたかも独立したサーバであるかのように運用可能な、いわば仮想サーバである。それぞれが

CPU やメモリを占有できるうえ、OS の構成変更やリブートも個別に実施できる。よって、開発作業で多少乱暴な使い方をして

も、他の vPars に影響を及ぼすことはない。作業中に何度もリブートしたり、新しいパッチを当てたり、コードのバグで CPU が

過負荷状態に陥ったりしても、もう一方のパーティションは安定した運用を継続できる。 

vPars のもうひとつの特徴は、パーティション間で CPU を即座に移動できる点である。たとえば、あるパーティションの CPU

能力が不足している一方で、他のパーティションの負荷が低い状況を考えよう。その際には、OS やアプリケーションの動作を止
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めずとも、コマンド 1 つ実行するだけで一方からもう一方へと CPU を振り向けられる。マシンパワーの一時的な不足にもすぐに

対応でき、むやみに新規購入する必要も少なくなる。 

 

こうした便利な機能が HP-UX 11i で提供されているのだから、活用しないのは損である。そこで以下、vPars の具体的な使用方

法を説明しよう。 

 

vPars を導入する 

まずは、vPars を利用するにあたっての制限事項を確認しておきたい。vPars は、HP 9000 rp5470、rp7400、rp7410、

rp7420-16、rp8400、rp8420-32、Superdome の各モデルで利用可能だ(2004 年 12 月現在)。OS としては、HP-UX 11i 

(2002 年 12 月以降のリリース)であれば問題はない。ちなみに、物理パーティションである nPars(nPartitions)内での vPars

の利用も可能である。 

 

vPars の個々のパーティションには、最低でも以下のリソースを占有させる必要がある。 

 

 1 個以上の CPU 

 HP-UX 11i およびアプリケーションを動作可能なメモリ容量 

 独立した PCI バス/LBA(Local Bus Adapter) 

 独立したブートディスクと LAN カード 

 

なお、コンソールや DVD ドライブはパーティション間で共有することができる。 

 

なお、vPars のインストール作業の詳細や方法については、こちらのテクニカル・ドキュメントを参照していただきたい。 

 

vPars の管理コマンド 

vPars ソフトウェアをインストールすることで、以下の各種コマンドが利用可能になる。 

 

表 1：vPars のおもな管理コマンド 

コマンド名 機能 

/sbin/vparcreate パーティションを作成する。CPU 数、メモリサイズ、I/O デバイス、ブートデバイス等を指

定できる 

/sbin/vparmodify パーティションの構成を変更する。CPU 数、メモリサイズ、I/O デバイス、ブートデバイス

等を指定できる 

/sbin/vparstatus パーティションの構成を表示する 

/sbin/vparreset パーティションをハードリセットする 

/sbin/vparremove パーティションを削除する 

/stand/vpmon vPars モニターを起動する(ISL から) 
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/sbin/vparload パーティションを起動する(vPar モニターから) 

/sbin/vparboot パーティションを起動する(コマンドラインから) 

 

vPars インストールの仕上げとして、各パーティション用のブートディスクのいずれか 1 つに HP-UX をインストールしておく。

これでパーティション作成の準備は整ったことになる。 

 

つづいては、これらの管理コマンドを利用してパーティションを作成する手順を見ていこう。 

 

パーティションをつくろう 

vPars のパーティションを作成するには、vparcreate コマンドを実行すればよい。以下は、Bergen という名称のパーティショ

ンを新規作成する例である。 

 

# vparcreate -p Bergen -a cpu::3 -a cpu:::2:4 -a mem::1024 \ 

   -a io:0/0 -a io:0/0/2/0.6.0:BOOT -b /stand/vmunix -B auto 

 

以下、このコマンドの各オプションの意味を簡単に説明しよう。 

 

バウンド CPU とアンバウンド CPU 

上記コマンド例の「-a cpu::3」というオプション指定は、ブート時の CPU 数を表している。よって同パーティションが起動した

時点では、3 つの CPU が割り当てられることになる。つづく「-a cpu:::2:4」は、「最小 CPU 数は 2、最大 CPU 数は 4」とい

う指定を意味する。 

 

ここで、vPars における「バウンド CPU」と「アンバウンド CPU」について説明しておこう。バウンド CPU とは、個々のパー

ティションが占有する CPU のことである。同 CPU は、パーティションにおける I/O 割り込み処理を担当しており、他のパーテ

ィションに移動することはできない。一方アンバウンド CPU とは、各パーティションの間を移動できる CPU を指す。上記コマ

ンド例では、バウンド CPU を 2 個、アンバウンド CPU を 2 個にそれぞれ設定していることになる。 

 

この 2 種類の CPU は、用途に応じて適切に使い分ければよい。たとえば I/O 処理中心のアプリケーションであれば、バウンド

CPU を多めに用意しておく。一方、CPU 処理中心であれば、アンバウンド CPU を増やしておくことで、パーティション間でプ

ロセッサー・パワーを融通しやすくなるだろう。 

 

メモリと I/O の割り当て 

上記コマンド例のオプション「-a mem::1024」は、このパーティションのメモリサイズを 1024MB(1GB)に設定することを表

している。メモリサイズは 64MB の倍数で指定する必要がある。また、上記例のようなサイズ指定だけでなく、メモリのアドレ

ス範囲を特定することも可能だ。なお、いったんパーティションをシャットダウンすれば、パーティションのメモリサイズを後か

ら変更することもできる。 

つづくオプション「-a io:0/0」は、パーティションが占有する I/O として、LBA レベル 0/0 を割り当てることを表す。HP-UX

サーバが有する LBA レベルを知るには、ioscan コマンドを実行すればよい。 

 

0/0  ba  Local PCI Bus Adapter (782) 
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0/0/2/0 ext_bus  SCSI C875 Ultra Wide Single-Ended 

0/0/2/1 ext_bus  SCSI C875 Ultra Wide Single-Ended 

上記のリストは、ioscan の実行結果から抜粋したものだ。この例では、LBA レベル 0/0 に 2 台の SCSI ディスクが接続されてい

ることがわかる。上述したとおり、vPars では各パーティションに独立した LBA を占有させる必要がある。よって、この例のよ

うに 1 つの LBA に接続された複数のディスクを複数のパーティションから共有することはできない。 

次のオプション「-a io:0/0/2/0.6.0:BOOT」と「-b /stand/vmunix」は、パーティションのブートに関する指定である。ブー

トディスクは、前者の例のように、同パーティションに割り当てた LBA 配下にあるディスクのハードウェアパスを記述する。ま

た後者は、ブートするカーネルイメージのファイル名を表す。そして最後のオプション「-B auto」は、HP-UX サーバのコール

ドスタート時にパーティションを自動ブートさせる設定である。 

パーティションを使う 

以上の設定でパーティションを作成したならば、さっそくそれを起動してみよう。vPars のパーティションを起動するには、HP-

UX サーバ起動時に表示される ISL プロンプトより以下のコマンドを実行する。 

hpux /stand/vpmon vparload -p Bergen 

この例では、ISL から vPars モニター(vpmon)を呼び出し、その vparload コマンドを実行することでパーティション Bergen

を起動している。vPars モニターとは、HP-UX サーバのハードウェアと各パーティションの HP-UX カーネルの間に位置するモ

ニターソフトウェアであり、パーティション構成の管理やハードウェアリソースの割り当て、パーティションの起動などを担当し

ている。vPars の要ともいえるソフトウェアだ。 

ちなみに、いずれか 1 つのパーティションを起動したならば、そのコマンドラインから vparboot コマンドを用いて他のパーテ

ィションを起動することもできる。また、パーティションがハングアップするなどしてハードリセットする必要が生じた場合は、

vparboot コマンドを実行する。 

# vparreset -p Bergen –h 

ここで、オプション「-h」は、ハードリセットを表している。同オプションを省略すると、パーティションの HP-UX カーネルの

ソフトリセット(TOC)を意味することになる。

CPU の動的な移動 

上述したとおり、vPars ではシステムの動作を止めずに、アンバウンド CPU をパーティション間で移動することが可能だ。実際

には、パーティション構成を変更するコマンド vparmodify を以下のように実行すればよい。 

# vparmodify -p Bergen -a cpu::1 

この例では、オプション「-a cpu::1」を指定し、パーティション Bergen のアンバウンド CPU を 1 つ増やしている。一方アン

バウンド CPU を 1 つ減らすには「-d cpu::1」と記述すればよい。CPU の移行はたいてい即座に実行されるが、場合によっては

移行までに若干の時間を要することもある。 
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パーティション構成の変更結果を確認するには、vparstatus コマンドを用いる。図 3 は、Bergen の他に Oslo、Trondheim

と名付けられた 3 つのパーティションを有する HP-UX サーバにて同コマンドを実行した例だ。 

図 3：vparstatus コマンドの実行結果 

この例を見ればわかるように、各パーティションの動作状態をはじめ、アンバウンド／バウンド CPU の数、メモリサイズなどを

知ることができる。 

以上、ここでは vPars によるパーティショニングの実例を紹介した。ご覧いただいたとおり、vPars の管理は数種類のコマンド

だけで実施でき、さほど難しいものではない。CPU パワーに余裕のある HP-UX サーバをお持ちであれば、ぜひ一度 vPars を導

入し、その便利さを実感してみてはいかがだろうか。 

http://www.hpe.com/jp/hpux
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