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gWLM が描く仮想データセンターの理想像 

gWLM が描く仮想データセンターの理想像・前編 
2005 年 1 月 テクニカルライター 吉川和巳 

 

従来のデータセンターの考え方は、「需要に応じてラックにサーバを増設していく」というもの。それに対して仮想データセンタ

ー(Virtualized Data Center)は、「需要に応じてサーバ・リソースがリアルタイムに配分される」という考え方だ。2004 年 12

月、その先駆けとなるソリューション Global Workload Manager(以下、gWLM)が公開された。gWLM は、あたかも渋滞情報

を表示するカーナビのように、データセンター全体の稼働状況をリアルタイムに俯瞰しながら、高負荷のアプリケーションに動的

に CPU パワーを割り当てることができる。ここでは、gWLM が提供するワークロード管理機能の概要について紹介する。 

 

仮想データセンターは IT 部門に残された道 

企業の IT 部門やシステム子会社を「企業内サービスプロバイダ」と位置づけるのが、米国ではすでにポピュラーな

ICSP(Internal Corporate Service Provider)の考え方だ。たとえばある国内企業では、「この程度のサーバ・リソースを用意し

てほしい」という各部門からの要求に対し、独立採算制の IT 部門がホスティング・サービスを提供し、プロジェクト単位で対価

を受け取っている。このように ICSP のアプローチは、国内でも着実に定着しつつある。 

 

ICSP 化した IT 部門にとっての最重要課題は、社外のサービスプロバイダと同等以上の競争力を維持すること。つまりサービスの

コストはもちろん、プロビジョニング(サービス導入)の迅速さも問われることになる。「要求に応じてラックにサーバを積み重ね

ていく」といった悠長な体制のままでは、いずれ要求元から「社外に発注した方が早いし････」と敬遠されてしまうだろう。 

 

こうした状況を背景に、IT 部門の管理者は仮想データセンター(Virtualized Data Center)の実現に期待を寄せている。仮想デー

タセンターとは、VMWare や vPars に代表されるサーバ仮想化やネットワーク仮想化を大規模に展開することで、仮想サーバや

VLAN の構成を自在に変更できるデータセンターである。これにより、「要求に応じてリアルタイムにサーバ・リソースが配分さ

れる」という理想のプロビジョニングが可能になる。 

 

このような仮想データセンターの構築は、仮想サーバをデータセンター規模で効率的に統括できるソリューションの登場によっ

て、にわかに現実味を帯びてきた。そうしたソリューションのひとつが、HPE が 2004 年 12 月に公開したソフトウェア gWLM

である。gWLM の最大の特徴は、多数の仮想サーバに対するワークロード管理や負荷のモニタリング、ポリシー配布などを、シ

ンプルな GUI 操作で実施できる点だ。あたかも渋滞情報を表示するカーナビのようにデータセンター全体の稼働状況をリアルタ

イムに俯瞰しながら、高負荷のアプリケーションに動的に CPU パワーなどのリソースを割り当てるといった、仮想サーバのプロ

ビジョニングを実現するのに必要な機能である。 

 

そこで以下、この gWLM が提供する大規模ワークロード管理機能を紹介し、仮想データセンター構築のディテールを掘り下げて

みたい。 

 

gWLM のアーキテクチャ 

図 1 は、gWLM の全体アーキテクチャを示したものである。 
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図 1：gWLM のアーキテクチャ 

 

この図が示すように、gWLM は大きく分けて以下の 2 つのコンポーネントから構成される。 

 

 CMS(Central Management Server) 

 Node Manager 

 

gWLM の CMS は、データセンター全体のワークロード管理を統括する管理サーバである。gWLM コンソールと呼ばれる Web

ベースの GUI を備えており、すべての作業はここから実施する。また管理対象サーバからリアルタイムに収集した統計情報をは

じめ、ポリシー設定内容などを保持するデータベースを搭載している。 

 

一方、個々の管理対象サーバでは、Node Manager と呼ばれるソフトウェアが動作する。Node Manager は、CMS と連携し

ながら、各サーバが有するコンテナ(仮想サーバ)の自動検出や、負荷レベルの統計収集を行う。また CMS から配布されたポリシ

ーに基づき、コンテナに割り当てるサーバ・リソースの自動調整を実施する。 

 

管理対象サーバとなるハードウェアは、Integrity サーバおよび HP 9000 サーバである。OS としては HP-UX 11i(v1 および

v2)、RedHat Linux および SuSE Linux(カーネル 2.6 以降)にも対応を予定している。 

 

続いて、gWLM によるワークロード管理をさらに具体的に見ていこう。 

 

コンテナと SRD を理解する 

gWLM のワークロード管理を理解するには、その基盤をなす 2 つの概念、「コンテナ」と「SRD(Shared Resource 

Domain)」について知っておく必要がある。 

 

「コンテナ」とは何か 
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「コンテナ」とは、VMWare などのサーバ仮想化ソフトにおける「パーティション」や「仮想マシン」に相当するものである。

gWLM では以下の 3 種類のコンテナを管理できる(Linux サーバでは pset のみサポート)。 

 

 vPars(Virtual Partitions) 

 pset(Processor Sets) 

 FSS グループ(Fair Share Scheduler group) 

 

vPars は、HP-UX 11i が提供する論理パーティションである。vPars を使えば、1 台の HP-UX サーバの CPU やメモリ、I/O デ

バイスを複数のパーティションに分割し、それぞれを別々の OS イメージを持つ仮想サーバとして運用できる。また、それらのパ

ーティション間で CPU リソースの動的な移動が可能である(vPars について詳しくは、コラム「サーバを増やす「打ち出の小づ

ち」──vPars を使いこなす」を参照していただきたい)。 

 

一方、pset と FSS グループは、いずれも OS 内に設けられるリソース・パーティションである。OS 内で動作する各アプリケー

ション(プロセス)に、個別の CPU リソースを割り当てる技術だ。これにより、共用ホスティングでありながら専用ホスティング

のように常時一定のパフォーマンスを保証できる(ただし OS は 1 つなので、個別のリブートやバージョンアップは行えない)。

pset では「CPU の個数」でリソース配分を指定するのに対し、FSS グループでは「CPU の使用率」によるきめ細かな制御が可

能だ(この 2 つについて詳しくは、コラム「サーバ仮想化によるスケールアウト」の新潮流・後編」を参照のこと)。 

 

SRD(Shared Resource Domain) 

SRD とは、「CPU リソースを共有するコンテナの集まり」のことだ。たとえば Linux サーバの場合、同サーバの CPU リソース

を複数の pset が共有し、負荷状況に応じて pset 同士が CPU を融通し合う。この場合、Linux サーバ＝SRD となる。また HP-

UX サーバで複数の vPars や FSS グループを運用するケースでは、HP-UX サーバ＝SRD となる。もっとも、かならずしも 1 サ

ーバ＝1 SRD とする必要はない。たとえば 1 台のサーバに複数の SRD を構成することも可能だ。 

 

以上が、gWLM におけるコンテナと SRD の位置づけである。たとえば前述した図 1 は、合計 4 つの SRD を CMS が統括し、

Node Manager を通じて vPars や pset などのコンテナを制御する構成を表している。CMS は、これらのコンテナの負荷変動

に呼応して、SRD が有する CPU リソースの配分をリアルタイムに調整する。これが gWLM におけるワークロード管理のメカニ

ズムである。 

 

ちなみに現状では、複数の Linux サーバや HP-UX サーバにまたがって SRD を構成することはできない。つまり、VMWare に

おける VMotion のような「サーバを隔てたワークロードのマイグレーション」には未対応だ。とはいえ、仮想データセンター構

築のメリットは、少数のサーバにリソースを集約して TCO を下げることにある。つまりサーバ・コンソリデーションを前提とす

れば、マイグレーションの必要性はあまりない。またマイグレーションを実装するには、プロセスの一時停止や共有ディスクを介

した移動が必要だ。そのコストとリスクの増加に見合うメリットが得られるかは疑問だ。 

 

データセンター規模のプロビジョニングと監視 

続いて、gWLM が備えるプロビジョニングと監視の機能を説明しよう。gWLM は、データセンター規模のワークロード管理に必

要なプロビジョニングをスムーズに進めるための GUI ツールを用意している(図 2)。 
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図 2：gWLM の設定画面(SIM) 

 

図 2 を見てわかるとおり、gWLM の GUI は SIM(Systems Insight Manager)に統合されている。SIM とは、HPE が提供する

Web ベースの統合管理ツールであり、多数のサーバをひとつの GUI から集中管理することができる(SIM について詳しくは、コ

ラム「運用管理の一元化」を参照のこと)。SIM には、FSS グループや pset 設定のための PRM(Process Resource Manager)

や、nPars 設定のための Partition Manager も統合されている。そのため SIM を通じて、コンテナと SRD の構成に必要なひと

とおりの GUI ツールにシームレスにアクセスできる。 

 

gWLM における設定作業は、すべて図 2 のようなウィザード形式の GUI 上で実施可能だ。あらかじめ管理対象サーバに Node 

Manager をインストールしておけば、データセンター内に存在するすべての SRD とコンテナが CMS によって自動検出される。

あとは、個々のコンテナに対する CPU リソースの配分ポリシーをメニューで選択すればよい。HPE では、vPars や pset などの

コンテナに関する知識を持つ管理者であれば、gWLM の設定作業は 30 分以内で可能だと説明している。 

 

ワークロードのリアルタイム状況と履歴を追跡 

ミッションクリティカルな IT システムの運用では、「サーバの内側でいま何が起きているか」、そして「これまでに何が起きた

か」をきちんと把握することが肝要だ。そこで gWLM では以下の 2 つの管理機能を提供している。 

 

 ワークロードのリアルタイム監視とアラーム送出 

 ワークロード履歴の監査レポート作成 

 

gWLM の GUI を使えば、個々のワークロードについて、CPU リソースの割り当て状況や CPU 使用率をリアルタイムにグラフ表

示できる(詳しくは後編にて説明)。さらにコンテナが発する CPU リソース不足などのアラームは、SIM の EMS(Event 

Monitoring System)に転送される。gWLM と EMS の連携によって、データセンター規模の障害管理体制を構築できる仕組み

だ。 
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こうしたリアルタイム監視のほかに、これまでの運用履歴をデータベースに保存し、そこから監査レポートを作成する機能も備え

ている。このレポートをレビューすれば、「ワークロードに保証した CPU リソースが実際に提供されたかどうか」、「保証分を

上回る CPU リソースの消費はどの程度か」といったサービスレベルの監査が可能だ。 

 

続く後編では、実際のデモを通じて、gWLM による仮想データセンターのプロビジョニングと監視をひととおり紹介したい 

 

gWLM が描く仮想データセンターの理想像・後編 
2005 年 1 月 テクニカルライター 吉川和巳 

 

gWLM の大きな特徴は、データセンター規模のプロビジョニングや運用管理の支援を念頭において設計されている点にある。

CPU 割り当て設定をワークロードごとに繰り返すのは、運用管理の面で非常に面倒な作業となる。そこで gWLM では、「プロダ

クション環境用」、「開発環境用」、「月末処理用」といったポリシーをあらかじめ設定しておき、日々のプロビジョニング作業

ではこれらのポリシーを選択するだけですむ。データセンター全体に余裕があるときは CPU を柔軟に融通し合い、全体が高負荷

のときは各ワークロードに一定のパフォーマンスを保証する。このような理想的な仮想データセンター運用が、gWLM で実現す

るのである。ここでは、gWLM を利用したプロビジョニングと運用の実際について解説する。 

 

gWLM によるプロビジョニングの実際 

前編の説明によって、gWLM が提供するワークロード管理機能の概要はご理解いただけたはずだ。後編では、gWLM を利用した

プロビジョニングと運用の実際を解説する。 

 

ここでは、8-way の HP-UX が稼動するサーバを SRD とし、3 つの vPars をコンテナとして設定する例を紹介しよう。各 vPars

では以下のワークロードを運用する。 

 

 Sales アプリケーション 

 Finance アプリケーション 

 Test アプリケーション 

 

最初に行うべき作業は、コンテナと SRD のプロビジョニングである。gWLM の GUI にて新規登録用ウィザードを起動し、管理

対象サーバのホスト名を入力する。この時点で CMS が Node Manager と交信を開始し、各サーバが持つコンテナを自動検出す

る。 
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図 1：自動検出されたコンテナ 

 

図 1 では、wlmdemo および wlmdemo1、wlmdemo2 という 3 つのコンテナが検出されていることがわかる。ここで図 1

の画面下の選択肢よりコンテナの種類として vPars を選択し、次のページに進む。 

 

次のステップは、SRD の登録である。図 1 の 3 つのコンテナからなる SRD に対して、gWLMDemo という名前を以下のように

指定する。 

 

 

図 2：SRD 名の指定 

 

図 2 では「Mode」項目として「Advisory」および「Active」という選択肢があることに注意していただきたい。ここで Active

モードを選択すると、コンテナの負荷状況に応じて gWLM が自動的に CPU リソースを配分調整するという動作になる。一方

Advisory モードを指定すると、自動調整は行わず、CPU リソース配分の変更が必要になるたびに管理者にメッセージが送信され

る。これを受けた管理者がマニュアル操作で変更を行うという運用形態である。 

 

ワークロードにポリシーを設定する 

次に、個々のワークロードに対し「ポリシー」を設定する。 
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図 3：ワークロードにポリシーを指定 

 

図 3 は、ワークロード Finance に対し、「Owns_4_CPUs-Max_6_CPUs」という名称のポリシーを設定している例である。ポ

リシーとは、CPU リソースの割り当て設定のテンプレート(ひな形)である。このように gWLM では、面倒な割り当て設定をワー

クロードごとに繰り返すのではなく、あらかじめ定義しておいた数種類の設定パターンから選択するという方法を採用している。

よって、たとえば「プロダクション環境用」、「開発環境用」、「月末処理用」といった用途ごとのポリシーをはじめに設計して

おけば、日々のプロビジョニング作業は新人スタッフに任せることができる。 

 

ウィザードによる設定手順は以上である。最後に以下のような確認ページが表示されるので、問題がなければウィザードを終了す

る。 

 

 

図 4：設定内容を確認 

 

ポリシーはどのようなメカニズムで働くか 

では、gWLM のポリシーはどのようなメカニズムで働くのか、もう少し詳しく見ていこう。図 5 は、ポリシーを新規登録する例

である。 
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図 5：ポリシーの新規登録 

 

この画面が示すように、ポリシー・タイプ(Policy Type)を以下の 3 種類から選択できる。 

 

 Fixed 

 Utilization 

 OwnBorrow 

 

「Fixed」とは、ワークロードに割り当てる CPU リソースを固定する設定である。ワークロードを収容するコンテナが vPars お

よび pset であれば「CPU の個数」を指定し、FSS グループであれば「CPU 使用率」を指定する。ポリシー・タイプが Fixed の

場合、gWLM は動的な自動配分を実施せず、決められた CPU リソースをワークロードに常時占有させるという動作になる。 

 

次の「Utilization」とは、ワークロードの CPU 使用率を一定範囲内に保つように CPU リソースを自動配分する設定である。た

とえばワークロード Finance に「最大 CPU 使用率＝80%、最小 CPU 使用率＝50%」と指定したケースを考えよう。ワークロー

ド Finance の負荷が上昇し、CPU 使用率が 80%を超えると、gWLM は同ワークロードへの CPU 割り当てを 1 個増やす。逆に

50%を下回れば、CPU 割り当てを 1 個減らす。こうした調節によって、最適な CPU 利用効率を維持するわけである。 

 

3 つめの「OwnBorrow」は、個々のワークロードが“所有”する CPU リソース(Owned CPU)を明示できるポリシー・タイプ

だ。図 5 の例では、以下の内容で OwnBorrow タイプのポリシーを定義している。 

 

 最小 CPU 数：1 

 Owned CPU 数：4 

 最大 CPU 数：6 

 

Owned CPU 数とは、ワークロードが高負荷状態のときに「最低限保証する CPU 数」である。つまり上記例では、少なくとも 4

個の CPU を占有させ、他のワークロードの負荷に余裕があれば最大 6 個まで割り当てるという動作になる。一方、ワークロード

の負荷が低くければ、CPU 数を 1 個まで減らし、高負荷状態の他のワークロードに“貸し出す”。つまり SRD 全体に余裕があると

きは CPU を柔軟に融通し合いつつ、SRD 全体が高負荷のときでも一定のパフォーマンスを保証できる仕組みだ。 

 

なお gWLM では、Fixed と Utilization、OwnBorrow の 3 種類の他にも、Custom と呼ばれるポリシー・タイプも用意してい

る。この場合、ユーザが gwlmsend コマンドを通じて gWLM に通知する任意の計測データをもとに自動配分を実施する。よっ

て、作り込みさえ行えば、Web サーバやデータベースのレスポンス時間といったサービス・レベルに基づく CPU リソース管理

も可能だ。 
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ワークロード管理の実例 

では、gWLM によるワークロード管理の実際の例を見ていこう。前編で説明したように、gWLM はリアルタイム監視機能を備え

ており、ワークロード状況を GUI 上でグラフ表示することができる。 

 

 

図 6：gWLM のリアルタイム監視グラフ 

 

ここで、上述の Finance ワークロードに設定した OwnBorrow タイプのポリシーの動作例をグラフ表示で見てみよう。 

 

 

図 7：負荷上昇に応じて CPU 数が増加 

 

図 7 で注目していただきたい点は、青線が示す CPU 使用率（右側目盛）と、黄線が示す CPU 数（左側目盛）の変化である。

CPU 使用率が 100%に近づくたびに、CPU 数が 1 個から 2 個、2 個から 4 個へと増加しているのがわかる。CPU 数が増えた後

は、CPU 使用率は 80%程度に落ち着いている。ちなみに水色の線は、CPU 使用率を CPU 数ベースで表したものだ。 

一方、ワークロードの CPU 使用率が減少すると、gWLM は割り当てる CPU 数を段階的に減らしていく。 
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図 8：負荷低下に応じて CPU 数が減少 

 

以上、後編では gWLM によるプロビジョニングと運用の具体例を紹介した。  

 

ちなみに HPE が以前より提供している WLM(Workload Manager)と gWLM の異なる点は、前者が部門レベルのワークロード

管理に特化しているのに対し、後者はデータセンター規模のプロビジョニングや運用管理を支援することを念頭に設計されている

ことだ。たとえば WLM では管理対象サーバごとに個別の設定作業が不可欠であるのに対し、gWLM では多数のサーバへのポリ

シー配信を GUI 操作で実施できる。一方、WLM にはデータベースや Web サーバなどのサービス・レベルに基づくワークロード

管理をはじめ、iCAP(Instant Capacity)および TiCAP(Temporary iCAP)のサポートなど、gWLM にはない特徴がある。 

※2005 年 1 月よりブランド名が「iCOD」から「iCAP：(instant Capacity)」に変更となりました。 

 

いまや「手の届くソリューション」になりつつある仮想データセンター構築。ユーザを唸らせるすばやい対応と低コストを実現す

るための強力な武器になるはずだ。 

 

 

 

HP-UX/Itanium へラクに移行する 6 つの方法 

HP-UX/Itanium へラクに移行する 6 つの方法・前編 
2005 年 2 月 テクニカルライター 吉川和巳 

 

「64 ビット化が必要？」「API は変わる？」「ソースなしでは移行できない？」「Linux や Solaris からの移行は簡単？」――

こうした互換性についてのちょっとした疑問のせいで、インテル®Itanium® アーキテクチャ・ベースの HP-UX(以下、HP-

UX/Itanium)の導入に踏み切れないユーザも少なくないだろう。しかし互換性の確保は HP-UX 長年の伝統であり、HPE はこれ

らの懸念を解消するソリューションに多大な投資を行っている。ここでは、トランスレータ Aries が提供する PA-RISC バイナリ

互換性をはじめ、コード修正の不要なソース互換性、そして Linux や Solaris 対応の移行キットなど、以下、HP-UX/Itanium

へ移行するソリューションを紹介する。 

 

アプリケーション移行の 6 つの方法 
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商用 UNIX 分野では、HP-UX/Itanium を搭載した Integrity サーバが存在感を増している。半導体製造大手のルネサス テクノ

ロジでは今年、トータルで 200 億円の予算をかけ、Integrity Superdome および SAP R/3、Oracle を核とする IT インフラ構

築を進めている。また全日本空輸(ANA)をはじめ、富士重工業(スバル)、大日本印刷、UFJ 銀行、KDDI など、大手企業による大

規模案件での導入が目白押しだ。 

 

このような状況の背景には 2 つの要因がある。そのひとつは、ミッションクリティカル用途では HP-UX が圧倒的な実績を残して

いること。加えて、近年リリースされたインテル®Itanium®プロセッサが、“一昔前のインテル®Itanium®プロセッサのイメ

ージ”を払拭する高パフォーマンスを達成していることだ。例えば、富士重工業によって機種選定時に実施されたベンチマークで

は、Integrity サーバが他社製品の 1.5 倍というパフォーマンスをたたき出し、それが採用の決め手になったという。 

 

一方、Integrity サーバのこうした実力に魅力を感じつつも、互換性についてのちょっとした疑問のせいで HP-UX/Itanium 移行

に踏み切れないユーザも少なくないはずだ。例えば、「64 ビット化が必要？」「API は変わる？」「ソースなしでは移行できな

い？」「Linux や Solaris からの移行は簡単？」――といった疑問である。しかし互換性の確保は HP-UX 長年の伝統であり、

HPE はこれらの懸念を解消するソリューションに多大な投資を行っている。具体的には、HP-UX/Itanium へ移行するための 6

種類のソリューションが提供されている。 

 

 HP-UX/PA-RISC とのバイナリ互換性 

 HP-UX/PA-RISC とのソース互換性 

 Linux/Itanium とのバイナリ互換性 

 Linux/x86 とのソース互換性 

 Solaris からの移行支援 

 Tru64 からの移行支援 

 

 

図 1：Itanium ベース HP-UX 移行のためのソリューション 

 

これらについて頭に入れておけば、既存アプリとの互換性を気にする顧客や上司に対しても、自信を持って Integrity サーバの導

入を提案できるだろう。そこで今回は、HP-UX/Itanium への移行ソリューションについて掘り下げてみたい。 
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ソース互換性とバイナリ互換性 

ここで、「ソース互換性」および「バイナリ互換性」という言葉の意味を明確にしておこう。 

 

ソース互換性とは、アプリケーションのソースコードを修正せずに再コンパイルでき、生成されたバイナリコードが以前と同様に

動作することを指す。システム・コールなど API の互換性だけでなく、ビルド・システム(ビルド用コマンドやスクリプト)の互換

性も含んでいる。よってソース互換性のある環境では、ソースコード一式さえ用意できれば、そのままビルドを実行できる。 

 

一方、バイナリ互換性とは、アプリケーションのバイナリ・コード(実行可能モジュールや共有ライブラリ)さえあれば、再コンパ

イルをせずにそのまま動作するという意味だ。つまりソース互換性に加えて、OS の ABI(Application Binary Interface)の互換

性も確保されている環境を指す。 

 

この 2 種類の互換性とともにポイントとなるキーワードは、「well-behaved なアプリケーション」である。well-behaved と

は、以下の条件を満たしていることを指す。 

 

 公開されている API のみ使用する 

 ドキュメントが指示する作法に従う 

 特定の実行環境やプラットフォーム、構成に依存する機能を使用しない 

 リバース・エンジニアリングによって得られた結果を使用しない 

 

HP-UX/Itanium が提供するバイナリ互換性やソース互換性は、これらの条件を守る well-behaved なアプリケーションについ

てのみ確保されるものだ。よって、例えばアプリケーションがカーネル内部の実装形態に依存していたり、非公開 API を利用し

ていたりすれば、互換性の確保はない。 

 

これらをふまえたところで、まずは PA-RISC 資産との互換性に注目してみよう。 

 

HP-UX/PA-RISC からの移行 

図 2 は、HP-UX/PA-RISC との互換性を示した図である。 
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図 2：Itanium ベース HP-UX 移行のためのソリューション 

 

最初に押さえておくべきポイントは、「インテル® Itanium® アーキテクチャ(以下、Itanium)だからといって 64 ビット化は

必須ではない」という点だ。周知のとおり、64 ビット対応アプリへの移行では、ソースコードの修正が広範囲に及ぶ可能性があ

る。しかし Itanium では、PA-RISC と同じく 32 ビットと 64 ビット両方のアプリを混在させることが可能だ。32 ビットだから

といってパフォーマンス面でペナルティが発生するわけではない。ただもちろん、移行を機会に 64 ビット化も同時に実施すれ

ば、4GB 以上のアドレス空間が使用できるなどのメリットが得られる。これらのトレードオフを考慮して、64 ビット化の是非を

決定すればよいだろう。ちなみにデータの互換性(バイトオーダー)に関しては、PA-RISC と Itanium いずれの場合でも HP-UX

はビッグ・エンディアンを採用しており、移行に際して特別な変換は不要だ。 

 

Aries による PA-RISC とのバイナリ互換性 

図 2 が示すように、HP-UX/Itanium では HP-UX/PA-RISC とのバイナリ互換性を提供している。つまり、PA-RISC バイナリが

まったくそのままで Itanium でも動作する。この互換性は、HP-UX カーネルに内蔵されたバイナリ・トランスレータ「Aries」

によって実現されている。 

 

Aries がいわゆるエミュレータや仮想マシンと異なるのは、それが「Itanium バイナリをリアルタイムに生成するトランスレー

タ」である点だ。このユニークなメカニズムにより、HP 9000 サーバと同レベルの高パフォーマンスを達成している。また

Aries はカーネルに内蔵されており、PA-RISC バイナリの起動を検出すると自動的に呼び出される。よってユーザから見れば、

Itanium バイナリと PA-RISC バイナリの違いを意識する必要さえない。 

 

さらに Aries は、プロダクション環境でも導入可能な高信頼性が特徴だ。Apache サーバや Java VM といった主要なアプリケー

ションの安定動作が確認済みである。実のところ、HP-UX/Itanium のオペレーティング環境の一部(例えば CDE など)は現在で

も PA-RISC バイナリで提供されているが、表面上その違いは分からない。 

 

このように、Aries はきわめて透過的なバイナリ互換性を実現している。とはいえ、ネーティブの Itanium バイナリと同じよう

に Itanium の性能をフルに引き出せるわけではないし、また使用上の制限もいくつかある(詳しくは特集 2 で触れる)。よって

Aries は、あくまでも「Itanium バイナリに完全移行するまでの一時的なソリューション」と捉えるべきであろう。 

 

なお、Aries の動作メカニズムについては、後編で簡単に紹介する。 

ソース互換性と HP-UX STK 

一方、HP-UX/Itanium は、HP-UX/PA-RISC とのソース互換性も維持している。すなわち API やヘッダファイルに加えて、コ

ンパイラや Makefile などの互換性があるため、既存アプリケーションのビルド・スクリプトをそのまま利用可能だ。よってソー

スコードさえ手に入れば、原則的にはほとんど手を加えずに Itanium バイナリをビルドできる。 

 

ただし多くの場合、PA-RISC から Itanium への移行に加えて、旧バージョンの HP-UX から最新バージョン HP-UX 11i v2 への

移行も伴うはずだ。そのため、ソースコードやスクリプトが以下のような変更点の影響を受けるかどうか、事前のチェックが必要

になる。 

 

 C コンパイラの変更点(K&R 仕様は非対応、およびオプションの変更) 

 共有ライブラリ名の変更(lib*.sl から lib*.so へ) 

 PA-RISC 依存のマクロ定義の廃止 

 端末関連の変更(termcap から terminfo へ、Hcurses から xcurses へ) 
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 非推奨のハードウェア依存 API(コンテキスト API、setjmp/longjmp など) 

 

そこで HPE では、この事前チェックを支援するツール STK(Software Transition Kit)を無償で用意している(関連リンク参照)。

STK の核となるツールは、既存のソースやバイナリをスキャンし、上述のような変更点に抵触する部分を検出する「ファイルスキ

ャナー」である。 

 

 scansummary/scandetail/scanwizard 

C または C++、Fortran、COBOL のソースコード、および Makefile やシェルスクリプトのスキャン 

 binaryScan 

実行可能モジュール、共有ライブラリなどのバイナリコードのスキャン 

 

これらのツールによるスキャン結果は、HTML 形式のレポートとして出力される。このレポートは STK に含まれる移行支援ドキ

ュメントにリンクされており、それを辿れば具体的な修正手順をさらに詳しく調査できる。その指示にしたがってコードを修正し

たのち、HP-UX/Itanium でのビルドを実施するという手順だ。 

 

Itanium 対応コンパイラの入手 

HP-UX/Itanium でのビルド作業に際しては、STK だけでなく Itanium 対応コンパイラも事前に用意しておく必要がある。例え

ば、以下の各種コンパイラが HP-UX 向けに提供されている。 

 

 ANSI C/aC++コンパイラ 

 gcc 

 Java JDK 

 Fortran コンパイラ 

 COBOL コンパイラ (マイクロフォーカス社より提供中) 

 

C/C++コンパイラについては、HPE が販売する ANSI C/aC++コンパイラと、HPE の Web サイト(関連リンク参照)から無償ダウ

ンロード可能な gcc コンパイラの 2 種類が利用可能だ。ただし、gcc は HPE によるサポートの対象外であり、また Itanium の

EPIC アーキテクチャに対応した最適化機能を備えていない。よって、「Itanium のパフォーマンスをフルに引き出したいアプ

リ」のビルドには前者を利用し、各種のオープンソース・ツールなど「性能はともかく手軽にビルドしたいアプリ」には後者を使

えばよいだろう。 

 

また Java については、HP-UX のオペレーティング環境に Itanium 対応 JVM が標準で付属している。Fortran は HPE より、

COBOL コンパイラはマイクロフォーカス社(関連リンク参照)から販売されている。 

 

つづく後編では、Linux からの移行ソリューションを中心に解説しよう。 

 

HP-UX/Itanium へラクに移行する 6 つの方法・後編 
2005 年 2 月 テクニカルライター 吉川和巳 

 

Linux アプリケーションをインテル®Itanium®プロセッサをベースとした HP-UX(以下、HP-UX/Itanium)へ移行するには、

まず Linux と HP-UX という OS の違いを乗り越えなくてはならない。そこで HPE では、glibc 2.2.4 の API の 96%を実装した
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glibc 互換ライブラリ「libhplx」を提供している。同ライブラリは、Linux の各種 API に対応する HP-UX システム・コールを

実行することで API 互換性を実現。さらに HP-UX/Itanium には、数 100 種類のオープンソース・ソフトウェアがポーティング

済みで、gcc をはじめ、gmake、bash などが利用可能だ。ここでは、Linux から HP-UX/Itanium への移行のコツを解説する

とともに、HP-UX/PA-RISC との透過的なバイナリ互換性を実現する Aries の動作メカニズムやパフォーマンスについても紹介

する。 

 

Linux からの移行 

Linux アプリケーションを HP-UX/Itanium へ移行するには、まず Linux と HP-UX という OS の違いを乗り越えなくてはなら

ない。例えば、Linux と HP-UX それぞれが実装するシステム・コールやシグナルに互換性はない。またデータのバイトオーダー

も、Linux はリトル・エンディアン(LE)であるのに対し、HP-UX はビッグ・エンディアン(BE)だ。 

 

HPE では、これらの差異を埋めるための移行ソリューションとして、以下の 2 つを提供している。 

 

 インテル®Itanium® アーキテクチャ・ベースの Linux(以下、Linux/Itanium)とのバイナリ互換性 

 x86 アーキテクチャ・ベースの Linux(以下、Linux/x86)とのソース互換性 

 

図 1 は、これらによって得られる互換性を示したものだ。 

 

 

図 1：Linux との互換性 

 

LRE による Linux とのバイナリ互換性 

移行手段のひとつは、Linux/Itanium アプリケーションとのバイナリ互換性である。これは、現在ベータ版として公開されてい

る LRE(Linux Runtime Environment)によって実現される(関連リンク参照)。LRE は、その名の通り「Linux 実行環境」を

HP-UX 上で実装したものだ。同ツールを使えば、再コンパイルを行わずとも、Linux アプリケーションがそのまま HP-

UX/Itanium 上で動作する。 
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図 2：LRE の構成 

 

図 2 において、赤色で示した「glibc」が LRE の中核をなすコンポーネントだ。HPE が開発したこの glibc は、Linux との ABI

互換性を提供しつつ、その内部では以下のような手順で変換処理を実施する。 

 

1. Linux アプリケーションが glibc を呼び出す 

2. パラメータを LE から BE に変換する 

3. 対応する HP-UX システム・コールを呼び出す 

4. 戻り値を BE から LE に変換する 

5. エラー発生時は、HP-UX のエラーを Linux のエラーに変換する 

6. Linux アプリケーションに制御を戻す 

LRE はこの他にも、Linux アプリケーション用のシグナル・ハンドラを備え、Linux シグナルと HP-UX シグナルの相互変換を行

っている。こうしたメカニズムによって、HP-UX/Itanium 上で仮想的な Linux 実行環境を再現しているわけだ。HPE による

と、主要な Linux アプリケーションの大半について LRE による安定動作が確認されており、またオーバーヘッドも低く抑えられ

ているという。 

 

ただし、LRE には制限も多い。まず、サポートする Linux アプリケーションが 64 ビットインテル®Itanium® アーキテクチャ

(以下、Itanium)バイナリに限定されており、通常の x86 バイナリが動作する訳ではない。また LRE はベータ版であり、HPE に

よるサポートの対象外だ。さらに、Linux カーネルやハードウェアに直接アクセスするような Linux アプリケーションには対応

しない。 

 

LPK による Linux とのソース互換性 

一方、Linux/ x86 のアプリケーションにソース互換性を提供するのが、LPK(Linux Porting Kit)である(関連リンク参照)。LPK

は、以下のコンポーネントで構成されている。 

 

 libhplx ライブラリ 

 HP-UX 11i オープンソース・ツールキット 

 Linux STK 

 移行ドキュメント 

 

「libhplx ライブラリ」は、glibc 2.2.4 の API の 96%を実装した glibc 互換ライブラリである。上述した LRE のようなバイト

オーダー変換などは行わないものの、各 API に対応する HP-UX システム・コールを実行し、Linux との API 互換性を実現す
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る。この libhplx についても、Apache Web サーバや MySQL など大半のアプリケーションでの安定動作が確認されている。ち

なみに、未実装の 4%はおもにプラットフォーム依存部分とのことだ。 

 

一方、「HP-UX 11i オープンソース・ツールキット」は、Linux 上で広く利用されている数 100 種類のオープンソース・ソフト

ウェアを HP-UX/Itanium 上にポーティングしたものである。例えばビルドに関連するツールとしては、前編で紹介した gcc を

はじめ、gmake、m4、autoconf/automake、ant、cvs などが利用可能だ。またシェルとしては、bash や tcsh、zsh が用意

されている(Bourne シェルは非サポート)。このように、ビルド・システムについても高い互換性が確保されており、スクリプト

の変更は最小限で済む。 

 

そして「Linux STK」は、これらの移行済みツールや libhplx を利用した Linux アプリケーションの移行を支援する STK であ

る。前編で紹介した HP-UX STK と同様に、C/C++のソースコードやスクリプト、Makefile を事前チェックするファイルスキャ

ナーを提供する。スキャン結果は、移行ドキュメントと統合された HTML 形式レポートとして出力される。 

 

以上の各種ツールを含む LPK を使えば、Linux/ x86 のアプリケーションについても、HP-UX/Itanium 上での再ビルドをスム

ーズに進められるはずだ。なお HPE では、Linux からの移行を支援するサポート・サービスも提供している。 

 

Solaris および Tru64 からの移行 

ちなみに、Solaris および Tru64 UNIX から HP-UX/Itanium への移行について、HPE では以下の 2 種類の STK を公開してい

る。 

 

 Solaris STK 

 Tru64 STK 

 

Solaris と Tru64 UNIX アプリケーションについては、PA-RISC や Linux の場合とは異なり、残念ながらバイナリ互換性は実現

されていない。よって移行に際しては、ソースコードからの再ビルドが必須だ。上述した STK を利用し、移行ドキュメントにし

たがってソースやスクリプトの修正を進めていくことになる。なおデータの互換性については、Solaris は HP-UX と同じく BE

であるため互換性がある。一方、Tru64 UNIX は LE であるため、バイトオーダーの変更にともなう修正が随所に必要となる。 

 

Aries の動作メカニズムとパフォーマンス 

では本特集の締めくくりとして、バイナリ・トランスレータ Aries の動作メカニズムとパフォーマンスについて簡単に紹介しよ

う。前編で紹介した通り、Aries は、HP-UX/PA-RISC との透過的なバイナリ互換性を実現する。ソースコードが入手できないア

プリや、ドキュメント不足などで再ビルドが困難なアプリについては、Aries が優れた移行ソリューションとして威力を発揮する

はずだ。 

 

図 3 は、Aries の内部アーキテクチャを示した図である。 

 



19 

HP-UX 特集コラムバックナンバー（2005 年） 

 
 

 

図 3：Aries の内部アーキテクチャ 

 

Aries は、大きく分けて以下の 2 つの部分から構成されている。 

 

 ISA エミュレーション・エンジン 

 実行環境エミュレーション・エンジン 

 

ISA(Instruction Set Architecture)エミュレーション・エンジンは、簡単にいえば PA-RISC プロセッサーのエミュレータであ

る。ただし単純なエミュレータと異なるのは、「インタプリタ」と「トランスレータ」の 2 つから構成されている点だ。このう

ちインタプリタは、PA-RISC バイナリの命令コードを逐一解釈し、実行していく。一方、同じコード・ブロックが繰り返し実行

されるとトランスレータが呼び出され、同コードに相当する Itanium バイナリが生成される。このバイナリは「コード・キャッ

シュ」に格納され、次回以降はトランスレータを介在せずに Itanium バイナリの実行が可能になる。 

 

もう一つのコンポーネントである実行環境エミュレーション・エンジンは、PA-RISC バイナリのシステム・コールやシグナル、

スレッドを管理し、PA-RISC 上と同等の実行環境を再現する役割を司る。 

 

Aries のパフォーマンス・チューニング 

これら 2 つのエンジンの実体は、aries32.so および aries64.so という 2 つの共有ライブラリである。前述のとおり、Aries 自

体が HP-UX カーネルに組み込まれているため、開発者やユーザがこれらの共有ライブラリを明示的に呼び出す必要はない。ただ

し Aries では、「Aries リソース・ファイル」と呼ばれるテキスト・ファイルを通じて、個々のアプリケーションごとにパフォー

マンス・チューニングの手段を提供している。 

 

このリソース・ファイルは、.ariesrc(32 ビット用)もしくは.aries64rc(64 ビット用)という名称で作成する。このファイルを

HP-UX のルート・ディレクトリに配置すれば、Aries が実行するすべてのアプリケーションが設定対象となる。一方、ユーザの

ホーム・ディレクトリに配置すると、同ユーザが起動するアプリケーションのみ対象となる。 

 

リソース・ファイルの中では、個々のアプリケーションごとに Aries の実行オプションを指定可能だ。例えば、「同じコード・ブ

ロックを何回繰り返し実行したら Itanium バイナリへ変換するか」、「Itanium バイナリを保存するコード・キャッシュのサイ

ズはどの程度か」といった項目について、チューニングが可能だ。 

 

Aries のパフォーマンスと制限 
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では、この Aries は実際にどの程度のパフォーマンスを達成可能なのだろうか。HPE では、システムや I/O 処理、メモリ・アク

セスが平均的に混在したアプリケーションの場合、「PA-8700 ベースのシステムと同等のパフォーマンス」としている。例えば

数年前に導入された HP 9000 サーバ上のアプリケーションであれば、Integrity サーバ上の Aries に移行することで、それまで

と同じかそれ以上のパフォーマンスが得られると期待できる。またアプリケーションによっては、Itanium バイナリに匹敵する

性能を出すものもあるという。 

 

一方、CPU 処理主体のアプリケーションの場合は、それほどの結果は期待できない。例えば浮動小数点処理が主なものでは、PA-

8700 ベース・システムの 50%程度、Itanium バイナリの 10～15%まで低下するケースもある。 

 

以上のような Aries の特性から、やはり Itanium のネーティブ・パフォーマンスを要求する用途では、ソースコードからの再ビ

ルドが望ましい。一方、Web サーバのようにネットワーク I/O やディスク I/O に依存するもの、もしくは Web ブラウザやエデ

ィタなどは、Aries でも十分な結果が得られるだろう。 

 

ただし、前編でも指摘したとおり、Aries には使用上の制限がいくつかある。以下のような条件にあてはまる PA-RISC アプリケ

ーションは、Aries では実行できないか、もしくは実行に支障が生じる。 

 

 HP-UX 9.x 以前のもの 

 Itanium 用共有ライブラリを必要とするもの 

 同期が不十分でシステム・コールの処理タイミングに依存するもの 

 PA-RISC バイナリの再コンパイルが必要なもの 

 カーネル内部のデータ構造やカーネルモードを使用するもの 

 

もっとも、これらの条件に抵触するアプリケーションはほとんど存在しない。大半のケースでは、Integrity サーバがあたかも

HP 9000 サーバであるかのように振る舞う、シームレスな移行環境は実現される。 

 

以上、本特集では HP-UX/Itanium が提供する移行ソリューションについて紹介した。ここで紹介したいくつかの手段を活用す

れば、より多くの局面で Integrity サーバの真価を引き出せるはずだ。 

 

Oracle RAC フェイルオーバーを高速化する SGeFF 

Oracle RAC フェイルオーバを高速化する SGeFF・前編 
2005 年 3 月 テクニカルライター 吉川和巳 

 

以前の特集「Oracle RAC 10g＋Serviceguard の勘どころ」では、クラスタウェア Serviceguard と Oracle RAC の組み合わ

せによりフェイルオーバ時間を最適化する技法を紹介した。HPE が 2004 年 6 月にリリースした Serviceguard Extension for 

Faster Failover(以下、SGeFF)は、この Serviceguard のフェイルオーバをさらに高速化するオプション製品である。SGeFF を

使えば、クラスタの再構成にかかる時間を「数秒程度」にまで短縮可能だ。ここでは、SGeFF がどのようにして大幅な時間短縮

を実現するのか、その動作メカニズムを掘り下げてみたい。 

 

Serviceguard の歴史は時間短縮の歴史 
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Serviceguard の歴史は、「クラスタ再構成」の時間短縮の歴史と言える。まずは、図 1 を見ていただきたい。 

 

 

図 1：Serviceguard のクラスタ再構成時間の変遷 

 

図 1 が示すように、「障害の発生」から「サービスの回復」までのフェイルオーバ時間には、以下の 2 つの処理が含まれる。 

 

 クラスタ再構成 

 その他のリカバリ処理 

 

「クラスタ再構成」とは、障害を検知してから、クラスタをどのように再構成すればよいか決定するまでのプロセスである。その

詳細については、以前の特集「HA クラスタの疑問を解く・後編」で解説したとおりだ。 

 

一方、「その他のリカバリ処理」としては、共有ディスクの活性化やデータベースの再起動(シングル・インスタンスの場合)、デ

ータベースのクラッシュ・リカバリが含まれる。この処理に要する時間はデータベースの規模や障害状況によって大きく変化する

ため、事前の予測は困難だ。 

 

この 2 つの処理のうち、前者のクラスタ再構成時間を可能な限り短くするのが、クラスタウェアに課せられた使命だ。そこで

Serviceguard では、後述する Quorum Server や今回リリースされた SGeFF といったユニークな新技術を順次投入し、クラス

タ再構成の高速化を達成してきた。最終的に SGeFF では、クラスタ再構成時間が数秒程度にまで短縮されている。 

 

なぜ SGeFF は高速なのか 

では、なぜ SGeFF ではそれほどまでの高速化が可能になったのだろうか。図 2 は、通常の Serviceguard と SGeFF のフェイル

オーバ手順の違いを示した図である。 
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図 2：フェイルオーバ手順の違い 

 

まず異なる点は、従来は必要であった「エレクション」の手順が SGeFF では省略されている点だ。「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。

SGeFF では、この手順を省略しつつも、ノード間の競合が発生しないメカニズムを実現している。 

 

高速化されたもう一つの手順は、「クラスタ・ロック取得」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だ。例えば「クラスタがちょうど半数ずつに分断された」としよう。この状況は「スプリット・ブレイ

ン(split brain)」と呼ばれる。このときに実行されるのが、「クラスタ・ロックの取得」である。つまり、いずれか 1 つのノー

ド・グループがクラスタ・ロックを先取りすることで、スプリット・ブレインを回避する仕組みである。SGeFF では、その実装

手段として Quorum Server の利用を必須とすることで、クラスタ・ロック取得時間を大幅に短縮している(これについて詳しく

は後述する)。 

 

ではつづいて、SGeFF の導入の実際を詳しく見ていこう。 

 

SGeFF の導入の実際 

SGeFF を動作させるためには、以下の動作環境を用意する必要がある。 

 

SGeFF の動作環境 

ハードウェア HP 9000 サーバ 

Integrity サーバ 

ソフトウェア HP-UX 11i v1(11.11)もしくは HP-UX 11i v2(11.23) 

Serviceguard A.11.16 以降 

Quorum Server A.02.00 以降(無償) 

オプション・ソフトウェア Serviceguard Extension for RAC A.11.16 以降 

Serviceguard Manager A.04.00 以降(無償) 
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上述したとおり、SGeFF は Serviceguard のオプション製品であり、最新バージョンである 11.16 以降で動作する。プラットフ

ォームとしては、HP-UX 11i v1(11.11)もしくは HP-UX 11i v2(11.23)が動作する HP 9000 サーバか Integrity サーバをサポ

ートする。また、標準の Serviceguard ではオプション扱いであった Quorum Server の利用が必須となる。 

 

ちなみに、SGeFF を Oracle RAC のフェイルオーバに使用する場合は、Serviceguard のもう一つのオプション製品である

Serviceguard Extension for RAC(以下、SGeRAC)との併用が不可欠となる。なお、Serviceguard や SGeRAC が必要とする

以上のメモリおよびディスク容量、ポート等を SGeFF が使用することはない。 

 

SGeFF の制約事項 

SGeFF の導入に際しては、標準の Serviceguard にはなかった以下のような制約事項を考慮しておかなくてはならない。 

 

 最大 2 ノードまで対応(2005 年 4 月現在) 

 Quorum Server が必須 

 2 系統のハートビート LAN が必須 

 Oracle RAC の場合は、SLVM を使用する 

 

 

図 3：SGeFF の構成例 

 

今のところ、SGeFF は 2 ノードまでのクラスタにのみサポートしている。よって、もし後からクラスタを 3 ノード以上に拡張す

るときは、いったんクラスタを停止して SGeFF を無効にしなくてはならない。 

またクラスタ・ロックの実装方法として、SGeFF では Quorum Server の利用が必須となっており、従来のロック・ディスクは

利用できない。これは上述したとおり、クラスタ再構成時間の短縮に不可欠な措置である。 

 

さらに、従来の Serviceguard と異なる点は、2 系統以上のハートビート LAN が必須であることだ。これにより、ハートビート

誤認識の確率が減少し、より高速な障害検出が可能になる。ハートビート LAN は専用 LAN である必要はなく、例えばデータ

LAN と Oracle RAC のインターコネクト LAN のそれぞれに 1 系統ずつハートビートを流す構成も可能だ。ちなみに、HP-UX の

APA(Auto Port Aggregation)で二重化されたハートビート LAN は 1 系統と見なされる。 

 

また、SGeFF を Oracle RAC と組み合わせて使用する場合、論理ボリューム・マネージャとして HP-UX の SLVM(Shared 

Logical Volume Manager)を用いる必要がある。 

 

SGeFF の設定方法 
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SGeFF の設定方法は、Serviceguard のそれと大幅に異なる部分はない。設定方法が変化するのは、以下の 3 つのパラメータ

だ。 

 

FAILOVER_OPTIMIZATION(新パラメータ) 

     FAILOVER_OPTIMIZATION  TWO_NODE 

2 系統のハートビート設定の確認(既存パラメータ) 

   NODE_NAME    node1 

    NETWORK_INTERFACE  lan2 

       HEARTBEAT_IP   192.168.1.51  → ハートビート#1 

    NETWORK_INTERFACE  lan6 

       HEARTBEAT_IP   192.168.2.51  → ハートビート#2 

Quorum Server 設定の確認(既存パラメータ) 

      QS_HOST     node3 

      QS_POLLING_INTERVAL  300000000 

      QS_TIMEOUT_EXTENSION  0 

 

まず、SGeFF 独自のパラメータとして、「FAILOVER_OPTIMIZATION」が追加された。同パラメータには「NONE」もしくは

「TWO_NODE」のいずれかを指定でき、SGeFF 利用時には後者を選択する。 

 

残る 2 つは、いずれも既存パラメータである。ひとつは、ハートビート LAN の設定を 2 系統について実施するためのパラメー

タ。もう一つは、必須となる Quorum Server 設定を実施するパラメータである。 

 

Quorum Server のメカニズム 

ここで、SGeFF によるクラスタ再構成の高速化において重要な役割を担っている Quorum Server(Serviceguard Quorum 

Server)について改めて説明しておこう。 

 

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 

 Quorum Server 

 

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・ロックを取得するノ

ードは、ディスク領域にマークを付けることで、ロックの取得を表明する。一方、Quorum Server は、HA クラスタ外部のノー

ド上のソフトウェアによって実現されるクラスタ・ロックである。いずれも、スプリット・ブレインを解消するという役割は同じ

である。 

 



25 

HP-UX 特集コラムバックナンバー（2005 年） 

 
 

SGeFF では、この 2 種類のクラスタ・ロックのうち、Quorum Server の利用を必須とすることでクラスタ再構成の高速化を達

成している。後編では、この Quorum Server とロック・ディスクの違いについて掘り下げてみたい。 

 

Oracle RAC フェイルオーバを高速化する SGeFF・後編 
2005 年 3 月 テクニカルライター 吉川和巳 

 

Serviceguard 以外のクラスタウェアでは、クラスタ・ロックの実装方法としてロック・ディスクを用いるのが一般的。しかし

Serviceguard では、Quorum Server という独立したソフトウェアによってクラスタ・ロックを実現できる。このユニークな設

計によって、クラスタ再構成時間の大幅な短縮、さらには可用性向上を実現している。またテレコム分野などのミッションクリテ

ィカル環境では、非常にまれな多重障害についてもシステム構築段階で想定しておくことが求められる。SGeFF がその真価を発

揮するには、そうした高度な要求に応えるコンサルティング能力の存在が不可欠だ。 

 

Quorum Server とロック・ディスクの違い 

Serviceguard 以外のクラスタウェアでは、クラスタ・ロックの実装方法としてロック・ディスクを用いるのが一般的だ。一方

Serviceguard では、Quorum Server という独立したソフトウェアによってクラスタ・ロックを実現することができる。このユ

ニークな設計によって、クラスタ再構成時間の大幅な短縮、さらには可用性向上を可能にしている。 

 

 

図 1：ロック・ディスク構成と Quorum Server 構成 

 

Quorum Server とロック・ディスク、いずれもクラスタ・ロックという役割は同じである。では、なぜ前者はクラスタ再構成の

高速化に貢献するのだろうか。以下の表は、この両者の特徴を比較したものである。 

 

 Quorum Server ロック・ディスク 

実装形態 クラスタ外のサーバ上のソフトウェア 共有ディスク上の領域 

通信方法 LAN（TCP/IP） I/O バス（FibreChannel/SCSI） 
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クラスタ・ロック取得に要

する時間 
数秒 

約 10 秒（SCSI）～約 32 秒 

（FibreChannel） 

サポート可能なクラスタ数 最大 50 クラスタ/最大 100 ノード 最大 1 クラスタ 

ロック機能障害時のクラス

タの動作 
継続動作 継続動作 

クラスタ・ロック障害の修

復方法 

クラスタ運用を継続したまま Quorum 

Server を交換 
共有ディスク(通常はディスクアレイ)を修理 

必要リソース 7MB メモリ、1MB ディスク 数 KB 

 

ロック・ディスクと Quorum Server の基本的な違いは、前者は共有ディスクによる実装であるのに対し、後者がソフトウェア

による実装である点だ。ロック・ディスクの場合は、FibreChannel などの I/O バスのリセットが必要であり、クラスタ・ロッ

クの取得に数十秒の時間を要する。これに対し Quorum Server の場合は、LAN 経由で同サーバに接続するため、取得時間は数

秒で済むのである。 

 

また、クラスタ構成の自由度や多重障害発生時の修復方法にこの両者には差がある。ロック・ディスクは 1 つのクラスタしかサ

ポートできないが、Quorum Server は最大 50 クラスタを 1 台でサポート可能だ。ロック・ディスクの単一障害時は、どちらの

場合でも Serviceguard クラスタは継続動作するので可用性としては変わらない。が、多重障害等でクラスタロックを交換する

必要が生じた場合、ロックディスクの場合は、クラスタを止めて共有ディスクを修復する場合もありうるが、Quorum Server 障

害時はクラスタを止めずに交換できる。 

 

Quorum Server は無償ソフトウェアであり、HPE の Web サイトからダウンロード可能だ。また必要なリソースはごく少ない

ため、例えばアプリケーション・サーバと Quorum Server を同じノード上で運用してもよいだろう。Quorum Server のシス

テム要件は以下の通りである。 

 

Quorum Server A.02.00 のシステム要件 

OS 
HP-UX 11.0/11i v1 (11.11)/11i v2 (11.23) 

Red Hat Linux バージョン 7.1 以降(カーネル 2.4.2 以降) 

対応クラスタウェア Serviceguard 11.13 以降 

 

Quorum Server は、最新バージョンである A.02.00 より、HP-UX 版と Linux 版の 2 種類が提供されている。このどちらも、

HP-UX ベースのクラスタと Linux ベースのクラスタの両方をサポートしており、兼用も可能だ。 

 

Oracle 9i RAC＋SGeFF のネットワーク構成 

では、Oracle 9i RAC と SGeFF によるクラスタ構築では、どのような点を考慮すべきだろうか。まずはネットワーク構成につい

て考えてみたい。 
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前編で説明したとおり、SGeFF では 2 系統以上のハートビート LAN が必要となる。また RAC の構築では、GCS(Global Cache 

Server、すなわちインターコネクト)のための冗長化されたインターコネクト LAN が必要だ。ただし、ハートビート LAN の片方

とインターコネクト LAN は兼用可能なため、最低 3 本の LAN が必要となる。例えば図 2 のような構成が可能である。 

 

 

図 2：Oracle 9i RAC＋SGeFF のネットワーク構成例 

ここでは、インターコネクト LAN とハートビート LAN#1 はともに同じ冗長化スイッチで構成し、またハートビート LAN#2 は

独立したスイッチで構成している。なお、Quorum Server をアプリケーション・サーバ側の LAN に置くことで、ハートビート

LAN のダウンによって Quorum Server がアクセス不可になる状況を回避できる。 

 

つづいては、Oracle 9i RAC＋SGeFF の構築手順について説明しよう。 

 

Oracle 9i RAC＋SGeFF のクラスタ構築手順 

Oracle 9i RAC＋SGeFF のクラスタ構築手順は、従来の手順とほとんど同じである。具体的には、以下の順番で作業を進めてい

く。 

 

1. Quorum Server の構築 

2. Quorum Server のホスト名登録(DNS や/etc/hosts) 

3. 共有ディスク領域作成(SLVM) 

4. Serviceguard クラスタ設定 

5. Oracle 9i RAC のインストール 

6. Oracle データベース作成 

7. Oracle インスタンスおよび Serviceguard パッケージ作成 

 

SGeFF における相違点は、4.の Serviceguard クラスタ設定の部分のみである。前編でも説明したとおり、新規追加されたパラ

メータ FAILOVER_OPTIMIZATION の設定に加え、2 系統のハートビート設定、そして Quorum Server 設定を行う。 

 

Serviceguard パッケージの作成 
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Serviceguard パッケージの作成についても、SGeFF の追加にともなって変化する点はない。パッケージにリロケータブル IP(移

動可能 IP)を割り振り、Oracle リスナや Oracle インスタンスの起動を設定する。また、Oracle の各種プロセスの監視や、必要

に応じてアプリケーション・サーバ側 LAN の監視を設定しておく。これにより、障害を検出すると、Oracle リスナやなどがプ

ライマリ・ノードからセカンダリ・ノードへとフェイルオーバする仕組みだ。こうしたパッケージは「DB インスタンス

Serviceguard パッケージ」と呼ばれる。 

 

 

図 3：DB インスタンス Serviceguard パッケージ 

 

以上のように、SGeFF の導入にともない、Oracle 9i RAC 構築手順に大きく変化する部分はない。またクラスタの運用手順につ

いても、フェイルオーバ時間が短縮する点を除けば、以前と同じ体制で運用が可能だ。 

 

SGeFF によるフェイルオーバを検証する 

ここで、SGeFF の導入によって、クラスタのフェイルオーバが具体的にどの程度高速かされるのか、日本ヒューレット・パッカ

ードによる検証結果を紹介しよう。この検証作業では、図 4 の検証環境が使用された。 

 

 

図 4：SGeFF の検証環境 
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SGeFF 検証環境の仕様 

Serviceguard クラスタ 

サーバ 
Integrity rx2600 x 2 

(1.5GHz, 4GB メモリ) 

ストレージ 
EVA5000(36GB×28) 

ボリューム・グループ数：2 

OS HP-UX 11.23 

Oracle 

Oracle Enterprise Edition 9.2.0.5 or 10.1.0.2 

SGA：約 2GBDB 

容量：約 30GB 

Serviceguard A.11.16.00 

SGeRAC A.11.16.00 

SGeFF A.01.00.00 

Quorum Server(兼クライアント) 

サーバ 
HP 9000 rp3430 

(1.0GHz, 4GB メモリ) 

Quorum Server A.02.00.00 

 

今回の検証では、Oracle 9i および 10g の Enterprise Edition を搭載した 2 台の Integrity で Serviceguard クラスタを構成

し、「Oracle シングル・インスタンス構成」と「Oracle RAC 構成」の双方についてフェイルオーバ時間を計測した。また、ク

ライアント兼 Quorum Server として、HP 9000 rp3430 を用意した。 

 

図 5 は、検証によって計測された「DB リカバリ開始までの時間」をグラフ化したものである(DB リカバリに要する時間は含まれ

ない)。 
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図 5：DB リカバリ開始までの時間 

 

図 5 において、「9i SI」および「10g SI」と記されているグラフは、Oracle シングル・インスタンス構成での結果、そして「9i 

RAC」は Oracle RAC 構成での結果を表している。 

 

上記グラフが示すとおり、シングル・インスタンス構成および Oracle RAC 構成のいずれについても、SGeFF によるクラスタ再

構成は 5 秒で終了している(デフォルトの設定)。さらに Oracle 9i RAC との組み合わせでは、リカバリ開始までの処理が 10 秒

を切るという高速性が確認できた。 

 

Oracle 9i RAC＋Serviceguard のベストプラクティス 

最後に、Oracle 9i RAC＋Serviceguard の組み合わせで生じるいくつかの考慮点について、日本ヒューレット・パッカードが推

奨する「3 つのベストプラクティス」を紹介し、本特集の締めくくりとしよう。 

 

ノードダウン時の IP 消失への対応 

例えば障害やメンテナンスによるノードのダウン時には、「IP アドレスが存在しなくなる状態」がアプリケーションの動作に大

きく影響する。なぜならアプリケーション側では、TCP タイムアウト(HP-UX のデフォルトでは約 1 分)が発生するまでは、別ノ

ードの RAC インスタンスへ再接続しないからだ。 

 

この問題を回避するには、「リロケータブル IP のみのパッケージをフェイルオーバさせる」という策がある。このパッケージに

は、Oracle リスナや Oracle インスタンスは含めないのがポイントだ。これにより、アプリケーション側では TCP タイムアウト

を待たずに障害を検知し、再接続を開始できる。 

 

多重障害によるインターコネクト LAN のダウン 

GCS 通信に用いるインターコネクト LAN は冗長化が必須である。しかし、この LAN で万が一にも多重障害が発生すると、

Oracle 9i RAC がそれを検出するまでに長い時間を要してしまう。 

 

この長時間にわたるダウンを回避するには、「Serviceguard のハートビート LAN を 1 系統のみとし、インターコネクト LAN

と兼用する」という方法が考えられる。これにより、GCS 通信のダウンを Serviceguard 側で即座に検知し、フェイルオーバを

開始することが可能になる。 
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SGeFF における多重障害への対応 

もっとも、SGeFF 利用時は 2 系統のハートビート LAN が必須であるため、この方策は選択できない。そこで、SGeFF における

インターコネクト LAN 多重障害への対処方法としては、以下の 2 つが考えられる。 

 

 VLAN によるハートビート LAN の集約 

 GCS 監視パッケージの作成 

 

 

図 6：VLAN によるハートビート LAN の集約 

 

前者は、インターコネクト LAN 用のスイッチ上に VLAN を設けることで、2 系統のハートビート LAN も同じスイッチで収容す

るという方法。後者は、Serviceguard のサブネット監視機能を使い、インターコネクト LAN の監視を実施する方法だ。いずれ

の方法でも、スイッチの多重障害を SGeFF が検出し、フェイルオーバを迅速に開始できる。 

 

これらが、日本ヒューレット・パッカードの推奨する 3 つのベストプラクティスだ。もちろん、冗長化された LAN の多重障害が

実際に発生することは極めてまれである。しかし、例えばテレコム分野などのミッションクリティカル環境では、こうした多重障

害でさえもシステム構築段階で想定しておくことがしばしば求められる。そうした高度な要求に応える日本ヒューレット・パッカ

ードのコンサルティング能力があってこそ、SGeFF がその真価を発揮できると言えるだろう。 

 

 

 

Itanium の「底力」を引き出す HPE のコンパイラ技術 

Itanium の「底力」を引き出す HPE のコンパイラ技術・前編 
2005 年 4 月 テクニカルライター 吉川和巳 

 

「Itanium の卓越したパフォーマンスは、それを支えるコンパイラ技術を抜きには語れない」と説明するのは、米国 HPE でコン

パイラ開発を統括するアレックス・マケール氏だ。命令のスケジューリングのほとんどをコンパイラが担当するインテル® 

Itanium® プロセッサー(以下、Itanium)では、「コンパイラ技術が発展するにしたがいプロセッサーのパフォーマンスも上昇し

続ける」(同氏)という。つまり Itanium 対応コンパイラは、「進化し続ける Itanium の一部分」と言っても過言ではないのだ。

ここでは、HP C コンパイラの最適化機能によって引き出される Itanium の「底力」とはどのようなものかレポートする。 
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アレックス・マケール氏 

 

コンパイラあってのインテル®Itanium®プロセッサ 

「Itanium の卓越したパフォーマンスは、それを支えるコンパイラ技術を抜きには語れない」と説明するのは、米国 HPE でコン

パイラ開発を統括するアレックス・マケール氏だ。以前の特集「Itanium で Oracle は速くなるか？」でも説明したとおり、

Itanium では EPIC(Explicitly Parallel Instruction Computing)と呼ばれるユニークなプロセッサー・アーキテクチャを採用し

ている。この EPIC の能力をフルに引き出せるかどうかはコンパイラの最適化能力しだい、というのが同氏の主張である。これを

裏付けるのが、図 1 のグラフだ。 

 

 

図 1：HP C コンパイラによる性能向上の経過 

 

このグラフは、HPE が開発した Itanium 対応コンパイラ「HP C コンパイラ」を用いて計測された、SPEC や TPC-C などの 4 種

類のベンチマーク結果である。注目していただきたい点は、いずれも同一の Itanium 上で計測されたにもかかわらず、年を追う

ごとにパフォーマンスが向上していることだ。例えば浮動小数点演算の性能を測る SPECfp2000 では、2002 年 5 月の値に比較

して、2004 年の値は 40%近い性能向上が達成されている。  

 

これは、一般的なプロセッサーでは見られない現象だ。なぜなら他のプロセッサーでは、命令のスケジューリング(命令の実行順

序の決定)をプロセッサー内部のロジックで実装しているため、並列性を高めたり新たな最適化技法を導入したりするにはプロセ

ッサーを交換するしかない。よってコンパイラ側で改善できる余地は限られている。これに対し、命令のスケジューリングのほと

んどをコンパイラが担当する Itanium では、「コンパイラ技術が発展するに従いプロセッサーのパフォーマンスも上昇し続け

る」(同氏)という。つまり Itanium 対応コンパイラは、「進化し続ける Itanium の一部分」と言っても過言ではないのだ。 

 

では、Itanium 対応コンパイラは具体的にどのような役割を担っているのだろうか。コンパイラが重要な意味を持つ Itanium の

最適化機能としては、おもに以下の 3 つがある。 
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 テンプレート 

 投機実行 

 プレディケーション 

 

テンプレート 

テンプレートとは何かを理解するには、まず Itanium の特殊な命令フォーマットを知る必要がある。 

 

 

図 2：Itanium の「バンドル」 

 

例えば x86 プロセッサーでは、可変長命令(8～120 ビット)を 1 単位として処理が進む。これに対し Itanium では、3 つの固定

長命令(41 ビット)をまとめた「バンドル」と呼ばれる 128 ビットの命令フォーマットを 1 単位としている。このバンドルを 2

つまで同時に実行できるため、合計で最大 6 命令を 1 クロックで処理可能だ。 

もちろん x86 や RISC でも、複数命令の同時実行は以前からサポートされている。しかしその実現には、「命令間の依存性」と

いう大きな障壁がある。例えば「a = b」と「c = a」というコードの場合は順番どおり実行するしかない。こうした依存性を検出

して処理順序を入れ替えたりする複雑なスケジューリングのロジック(アウトオブオーダー実行)をプロセッサー内部で実装せねば

ならず、性能向上の足かせとなっている。 

 

一方 Itanium では、この依存性チェックとスケジューリングをすべてコンパイラが担当しており、その結果がバンドル内のテン

プレートと呼ばれる 5 ビットの領域に格納される。このテンプレートには、バンドル内の 3 命令をそれぞれどの演算ユニットで

実行すべきか、そしてどれを順不同に処理してよいかが指示されている。そのため、アウトオブオーダー実行の複雑なロジックを

プロセッサー側で実装する必要がない。さらに、ソフトウェアであるコンパイラは、より広範囲のコードを対象にじっくり時間を

かけて解析できるので、1 クロック 6 命令という高度な並列性のポテンシャルをより多く引き出せるのである。 

 

投機実行 

周知のとおり、今日のプロセッサーとメモリの間には、動作速度に大幅なギャップがある。例えばキャッシュメモリの読み込みに

は数クロック分、メインメモリは数 100 クロック分の時間がかかり、その間プロセッサーは空回りし続ける。そこでコンパイラ

の多くは、メモリからのロード命令を見つけると、それをできるだけコードの先頭部分に移動しようとする。 

 

ただし、この方法にも限界がある。その一つが、「分岐命令より前にはロードを移動できない」という制限だ。例えば、ロードし

たいデータが仮想メモリによってディスク上にページ・アウトされている状況を想定しよう。このデータをロードすると、ペー

ジ・フォルトによって処理が長時間ストップする。こうした例外の発生を考慮すると、分岐の結果次第ではムダになるかもしれな

い投機的なロードは逆効果になる(図 3)。また、もしロードしておいたメモリ内容が使う前に更新されてしまったら、ロードをや

り直さなくてはならない。通常のプロセッサーでは、これらの問題によりコードを移動できる範囲がかなり制限されている。 
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図 3：ロード移動の制約 

 

Itanium では、これらの問題をクリアするユニークな投機実行(speculation)のメカニズムを実装している。例えば、投機的なロ

ードにより例外が発生すると、例外処理は実施せずに「ロードに失敗した」という意味のフラグ(NaT ビット)が各レジスタにセッ

トされる。そのため、分岐命令にとらわれずにロードを自由に移動できる。また同様に、ロード済みのメモリ内容が書き換えられ

ると、ALAT(Advanced Load Address Table)レジスタを通じてロードが無効化される。一方、Itanium 対応コンパイラは、こ

の NaT ビットや ALAT を随時チェックするコードと、ロードが無効な時にはロードをやり直すリカバリ・コードを挿入する。こ

うしたプロセッサーとコンパイラの連携によって、分岐やデータ依存の垣根を超えたより広い範囲でのコード最適化を実現してい

る。 

 

「HP C コンパイラの最適化機能」 

プレディケーション 

プレディケーション(predication)とは、分岐命令によるパイプラインの乱れを解消する Itanium 独特の機構である。x86 プロ

セッサーの分岐予測(分岐先をパイプラインに先読みする機能)の確率は 9 割程度とされている。これはつまり、およそ 1 割の分岐

命令で予測が失敗し、パイプラインの空きにより 10～20 クロック分の遅れが発生していることを意味する。これに対し

Itanium のプレディケーションは、分岐そのものをなくしてしまうことで、この遅延を元から絶つというアプローチだ。   

 

例えば、以下のようなコードがあるとしよう。  

 

if (a == 0) {  

   x = 0; 

} else { 

   x = 123; 

} 

 

通常のコンパイラでは、こうしたコードは分岐命令に変換される。一方 Itanium 対応コンパイラに最適化オプションを指定する

と、分岐命令の代わりに以下のようなプレディケーションを利用したコードが生成される。 

 

 cmp.eq p1,p2 = a,0 ;; 

(p1)  mov x = 0 

(p2)  mov x = 123 

 

ここで、p1 および p2 として示されているのはプレディケート・レジスタと呼ばれる特殊なレジスタで、比較演算の結果を保持

するために用いられる。プレディケート・レジスタの働きにより、上記コードは以下のように動作する。 
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1) a == 0 なら p1 = 1、p2 = 0 を実行する  

2) mov x = 5 を実行し、p1 == 0 なら結果を破棄} 

3) mov x = 123 を実行し、p2 == 0 なら結果を破棄  

 

つまりプレディケーションでは、分岐結果がどうであれ、分岐先である 2)と 3)を両方とも実行してしまう。 

そして最終的にはプレディケート・レジスタの値を参照し、分岐先の結果だけを残す。前述のとおり Itanium では最大 6 命令を

同時実行できるので、2)と 3)を両方同時に 1 クロックで処理できる。このように、Itanium の高度な並列性を活用してパイプラ

インをつねにコードで満たすのがプレディケーションの技法である。 

 

HP C コンパイラの最適化機能 

テンプレートや投機実行、プレディケーションといった Itanium 固有のメカニズムは、Itanium 対応コンパイラの最適化機能を

利用しない限り、フルに活用されることはない。そのため前出のマケール氏は、「gcc」などの汎用のコンパイラでは Itanium

本来の性能をうまく引き出せないと強調する。事実、「Itanium 対応の HP C コンパイラで SPECint2000 ベンチマークを計測

すると、gcc と比較して約 80% の性能向上が得られる」(マケール氏)という。 

 

  

(図 4：gcc と HP C コンパイラの性能比較) 

 

図 4 は、gcc に-O オプションを付加してコンパイルしたコードの性能を基準として、HP C コンパイラに様々な最適化オプショ

ンを指定したときに得られる性能を示したグラフである。いずれもベンチマークとして SPECint2000 を使用し、1 GHz 動作の

Itanium 2 上で計測された値から算出されたものだ。「+O2」や「+O3」、「+O4」は、それぞれ HP C コンパイラによる最適

化レベルを示しており、+O4 を指定するとすべての最適化機能を使ったコンパイルを実施する。「PBO」とは、後述するプロフ

ァイル・ベース最適化の併用を表す。また「Base オプション」および「Peak オプション」とは、SPECint2000 が規定するル

ールに則したオプション指定を意味する。  

 

このグラフが示すように、HP C コンパイラによる最適化を実施するだけで、既存の Itanium 搭載サーバの性能を 2 倍近く改善

できるケースもある。要するにコンパイラによる最適化なしでは、Itanium に備わる数々の先進的なメカニズムが「宝の持ち腐

れ」となってしまうのだ。そこで後編では、HP C コンパイラにおける最適化オプション指定のポイントを説明しよう。 

 

Itanium の「底力」を引き出す HPE のコンパイラ技術・後編 
2005 年 4 月 テクニカルライター 吉川和巳 
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インテル®Itanium®プロセッサ(以下、Itanium)対応コンパイラによる最適化を実施しないかぎり、テンプレートや投機実行、

プレディケーション、ソフトウェア・パイプラインといった Itanium の先進的なメカニズムは「宝の持ち腐れ」となる。また

HP C コンパイラのプロファイル・ベース最適化(BPO)を使えば、アプリケーションを実際に動作させて計測したプロファイリン

グ・データによる最適化により、さらなる性能向上が可能だ。ここでは「HP C コンパイラ」における最適化オプションの機能と

使い方を説明する。また、HP-UX/Itanium での C/C++開発で有用となるデバッガや IDE(Integrated Development 

Environment)、パフォーマンス・チューニング・ツールを紹介する。 

 

HP C コンパイラの最適化オプション 

前編で示したように、Itanium に備わる数々の先進的なメカニズムがその能力を発揮するには、Itanium 対応コンパイラによる

強力なサポートが不可欠となる。周知のとおり、Itanium は HPE とインテルの長年の共同作業により生み出されたプロセッサー

であり、Itanium 対応コンパイラ設計のノウハウでは HPE が突出している。そこで以下、HPE が提供する Itanium 対応コンパ

イラ「HP C コンパイラ」における最適化オプションの機能と使い方を紹介したい。 

 

なお HPE では、HP C コンパイラに加えて、C++言語に対応した「HP aC++コンパイラ」を提供している。これらはいずれも同

じバックエンドを使用しており、以下に説明する最適化オプションもほぼ共通して使用できる。図 1 は、HP-UX/Itanium で利

用できるおもな C/C++開発ツールの一覧である。 

 

 

図 1：HP-UX/Itanium で利用できるおもな C/C++開発ツール 

 

さて、HP C コンパイラでは、おもな最適化オプションとして以下の 5 つを提供している。 

 

 +O0 

 +O1(デフォルト) 

 +O2(-O) 

 +O3 

 +O4 
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+O0 オプション 

このオプションは、最適化をまったく実施せず、さらに 1 クロックに 1 命令ずつ実行するオプションである。そのため、バンド

ル内の空いた命令スロットには nop(処理なし)が挿入される。マシンコード・レベルのデバッグのための特殊なオプションであ

り、基本的には使用しない。 

 

+O1 オプション 

HP C コンパイラで最適化オプションを指定しない場合のデフォルトは、この+O1 オプションに相当する（PA-RISC プロセッサ

ーでのデフォルトは+O0）。この場合、一般的なコンパイラと同様の最適化（共通部分式や不到達部分の削除、レジスタ割付）に

加えて、Itanium のテンプレートによる命令スケジューリングが実施される。 

 

+O2 オプション 

+O2 オプション(-O オプションはこれに相当)は、+O1 の最適化に加えて、前編で説明したような Itanium 固有のアーキテクチ

ャをフルに活用する最適化を実施する。投機実行やプレディケーションをはじめ、Itanium のもうひとつの特徴であるソフトウ

ェア・パイプラインも利用可能になる。また個々の関数の中でコード移動などの最適化を適用する。  

Itanium のソフトウェア・パイプライン 

ソフトウェア・パイプラインとは、ループ内に時間のかかる命令(ロードや浮動小数点演算など)があるとき、その完了をまたずに

ループを次に進めてしまう最適化技法である。例えばループの 1 回目を開始した直後に、2 回目や 3 回目も次々と開始する。も

ちろん、これらすべてが同じレジスタを使ったのでは処理が滞る。そこで Itanium では、レジスタ・ローテーションと呼ばれ

る、ループの繰り返しごとにレジスタ名をずらすメカニズムを実装している(例えば r32 は r33、r34…と変化していく)。またル

ープが停止条件を満たすとプレディケート・レジスタに 0 がセットされ、余分に実行された結果は破棄される。このようにソフ

トウェア・パイプラインは、128 本という Itanium の大量のレジスタを活かした「ソフトウェアによるパイプライン処理」であ

り、場合によってはケタ違いの高速化が可能になる。 

 

+O3 オプション 

+O3 オプションは、ソース・ファイル全体を対象とした最適化を実施するオプションだ。例えば、同じファイル内にある関数の

インライン展開や、高レベルのループ再構成などを行う。 

 

+O4 オプション 

+O4 オプションは、最適化の対象範囲をさらに広げ、アプリケーション・プログラム全体に及ぶ最適化をリンク時に実行する。

ただし大規模アプリケーションの場合、かなり大きなメモリ領域と長いコンパイル時間を必要とする場合がある。 

 

これらのうち、+O1 オプションは他のオプションに比べてコンパイルを高速に実行できる。よって、開発やデバッグ中はこのオ

プションの指定(つまり最適化オプションを指定しない状態)で十分だろう。もっとも、以前のコンパイラ製品とは異なり、HP C

コンパイラでは+O2 以上のオプションを指定してもデバッグ作業に支障をきたすことはない。 

 

一方、プロダクション環境で利用するコードであれば、最低でも+O2 オプション(-O オプション)を付加しておくべきである。ま

た、パフォーマンスが重要な意味を持つパッケージ・ソフトウェア製品や数値計算プログラムであれば、+O3 や+O4 の利用をお

勧めする。 

 

続いては、これらの最適化オプションの能力をさらに向上させる「プロファイル・ベース最適化」について説明しよう。 
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プロファイル・ベース最適化 

HP C コンパイラのプロファイル・ベース最適化(PBO)とは、アプリケーションを実際に動作させて計測したプロファイリング・

データをもとにした最適化である。これは HPE が業界で初めて実装したテクノロジだ。前出のマケール氏は「アプリケーション

の性能を最大限に高めるうえで、PBO はもっとも重要なテクノロジーだ」と説明する。 

 

HP C コンパイラにおいて PBO を実施するには、次のような手順で作業を進める。 

 

計測用実行ファイルの作成 

まずは、以下のように+Oprofile=collect オプションを指定し、計測用の実行ファイルを作成する。  

 

cc -Aa +Oprofile=collect -c sample.c  

cc -o sample.exe +Oprofile=collect sample.o 

 

プロファイル・データの計測 

続いて、上記の実行ファイルを起動し、プロファイル・データを収集する。これにより、計測結果が記録されたファイル

flow.data が作成される。 

 

sample.exe 

 

プロファイル・ベース最適化の実施 

最後に、計測結果をもとにして PBO によるコンパイルを実施する。このとき、オプションとしては+Oprofile=use を指定す

る。 

 

cc -Aa +Oprofile=use -O -c sample.c 

cc -o sample.exe +Oprofile=use -O sample.o 

 

以上が、PBO 利用のための手順である。コンパイル作業を 2 回繰り返す必要があるが、アプリケーションのビルド・スクリプト

に一連の手順を記述して自動化すれば手間が省ける。 

 

この PBO によって、コードのどの経路が頻繁に実行されるか(ホット・パス)が判明する。ホット・パスの情報は、HP C コンパ

イラの+O2 以上の最適化においてとても貴重なヒントとなる。例えば、ホット・パス上の変数を優先的にレジスタ割付したり、

ホット・パス上のコードをできるだけホット・パス外に移動したりできるようになる。また関数内のホット・パス外のコードを別

関数に分割することで、命令キャッシュの容量を節約できる。さらには、switch 文中の case 文を利用頻度の高い順に並べ替え

たり、ホット・パスに対して積極的な投機実行やインライン化を適用したりできる。 

 

上述した最適化オプションと PBO の併用により、平均で 2～3 割のパフォーマンス改善が得られるという。実際、ベンダー各社

が出荷する HP-UX/Itanium 対応データベース製品をはじめ、HP-UX カーネルや HP C コンパイラ自体が、PBO によって得ら

れたコードで動作している。ISV 製品や HPC 分野で優れた威力を発揮する最適化機能と言えるだろう。 

 

HPE が提供する開発ツール群 
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最後に、HPE が提供するおもな C/C++開発用ツールを紹介し、締めくくりとしたい。 

 

Caliper 

Caliper は、あらゆる Itanium バイナリ・コードに対して利用可能なパフォーマンス計測ツールである。このツールでは、

Itanium が内蔵する PMU(Performance Monitoring Unit)を利用し、リアルタイムに収集された 300 種類以上の統計情報を

計測できる。例えば以下の表は、HP-UX/Itanium 上の Oracle 10g データベースにて TPC-C ベンチマークを実行したときの

PMU による計測結果である。  

 

表：Oracle 10g データベースの計測結果 

イベント クロック数の割合 

データ・アクセス待ち 55% 

通常処理 28% 

命令アクセス待ち 9% 

レジスタ・スタック待ち 5% 

その他 3% 

(出展： Squeezing performance out of the Itanium architecture, Tor Ekqvist, Hewlett-Packard Company, HP World 

Conference & Expo 2003, October 2003.) 

 

この例では、Itanium のクロック数のおよそ半分がデータ・アクセス待ち(キャッシュやメモリのレイテンシ)によって費やされて

いることが分かる。Caliper で得られるこうした情報を使えば、コードのさらなる最適化のポイントを明確にできる。 

 

WDB 

WDB は、gdb をベースに HPE が拡張を加えたデバッガである。HPE 独自の機能として、動的なメモリ・リーク検出機能や、デ

バッグ中にコードを修正して継続実行できる fix and continue 機能などを実装。またインターフェイスとしては、GUI(wdb お

よび ddd)とテキストベース(emacs および xdb)をサポートしている。 

 

Eclipse C/C++ IDE 

HPE では現在、オープンソースの統合開発環境「Eclipse」をベースとした C/C++開発ツール「Eclipse C/C++ IDE」の開発を進

めている。この IDE では、ネームスペースやクラスごとの C/C++コードのブラウズや編集をサポートしており、さらに HP C コ

ンパイラや HP aC++コンパイラ、wdb などを統合している。また、リモート・マシン上で動作するコンパイラやデバッガを手元

の IDE から制御するリモート開発機能を実装している点が興味深い。 
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図 2：Eclipse C/C++ IDE 

 

Firebolt 

HPE が従来からサポートする開発ツールが「Firebolt」である。このツールは vim を拡張したテキストベースの軽量 IDE であ

り、エディタやコンパイラをはじめ、デバッガ、ヒープ解析、バージョン管理などの多彩な機能を vi エディタ感覚で利用できる

のが特徴だ。テキスト・エディタによる小回りの効く開発スタイルを好むエンジニアにお勧めのツールである。 

 

 

図 3：Firebolt 

 

以上、本特集では Itanium に固有のアーキテクチャと、それを駆使するためのコンパイラの最適化機能について解説した。

Itanium 対応コンパイラできちんと最適化を施せば、Itanium の「埋もれた才能」を引き出せることがご理解いただけたはず

だ。 

 

 

 

ディザスタトレラント(耐災害)クラスタの構築法 
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ディザスタトレラント(耐災害)クラスタの構築法・前編 
2005 年 5 月 テクニカルライター 吉川和巳 

 

IT システムにとってのディザスタ(災害)は、地震や火災だけとは限らない。例えば、近隣の工事作業中に地中の電線や通信ケーブ

ルが誤って切断されたケース。ビルの受配電設備やマシンルームの空調設備の故障。システム運用スタッフの不注意や悪意ある操

作。または、大規模なハッキングやウィルス被害によるシステム停止。こうした様々な“ディザスタ”の発生に耐える広域 HA クラ

スタが「ディザスタトレラント・クラスタ」だ。米国 HPE で高可用性ソリューションの開発を指揮するボブ・サワーズ氏に、デ

ィザスタトレラント・クラスタ構築の要となる技術的ポイントについて話を伺った。 

 

地震や火災以外にもある「ディザスタ」 

 

 

ボブ・サワーズ氏 

 

IT システムにとってのディザスタ(災害)は、地震や火災だけとは限らない。例えば、近隣の工事作業中に地中の電線や通信ケーブ

ルが誤って切断されたケース。ビルの受配電設備やマシンルームの空調設備の故障。システム運用スタッフの不注意や悪意ある操

作。または、大規模なハッキングやウィルス被害によるシステム停止。このように、サイト全体規模で障害が発生するあらゆる可

能性をディザスタと見なせば、ディザスタリカバリ・システムは「地震や火災への保険」に留まらないことが分かる。むしろ、高

度な可用性を達成するためには必要不可欠な手段と言える。 

 

米国 HPE で Serviceguard やディザスタリカバリ・ソリューションの開発を指揮するボブ・サワーズ氏は、IT システムに求めら

れる可用性がここ数年で急激に高まっている状況を次のように説明する。「10 年前は 5×8、つまり平日営業時間帯のみのシス

テム運用が一般的だった。しかし今や 7×24、つまり 24 時間年中無休の運用が当たり前だ」「多くの企業では 99.9%(年間 9 時

間のダウン)の可用性を必要としている。また金融機関や証券会社では 99.99%(1 時間)や 99.999%(5 分)、さらに通信事業者で

は 99.9999%(30 秒)といったレベルになる。例えば電話交換機から課金情報を収集するシステムがダウンすれば、その間の通話

はまったく課金できなくなり、莫大な損害が発生する」(サワーズ氏)という。たとえ電話会社ではなくても、短時間のシステム障

害が大幅なイメージダウンや減収に直結する企業ならば、通信事業者に匹敵する可用性が求められるだろう。 

 

ローカル・クラスタから DT クラスタへ 

以前の特集「HA クラスタの疑問を解く・前編」でも説明したとおり、こうした高可用性を実現する手段として HA クラスタ(高

可用性クラスタ)が広く用いられている。Serviceguard をはじめとするクラスタウェアを利用し、システム障害時にはプライマ

リ・ノードからスタンバイ・ノードへとフェイルオーバーすることで、ダウンタイムを最小限にとどめる手法だ。こうしたサイト

内でフェイルオーバーする HA クラスタは「ローカル・クラスタ」と呼ばれる(図 1)。 
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図 1：ローカル・クラスタ 

 

しかし、こうしたローカル・クラスタでは、冒頭で紹介したようなサイト全体の障害には対処できない。そこで、地理的に離れた

場所に複数のサイトを設置し、ディザスタ発生時には遠隔サイトを代替えとするのがディザスタリカバリ・システムである。 

 

ディザスタリカバリの具体的な手段として、従来はテープ・メディアによるデータ移動が一般的だった。つまり、バックアップ作

業で作成されたテープを人手で遠隔サイトに運搬し、リカバリ作業を実施する。しかしサワーズ氏は、こうした方法では「手作業

によるリカバリ作業が中心となるため、2～3 日、もしくはそれ以上の時間がかかってしまう」と指摘する。またバックアップさ

れた内容が必ずしも最新のデータでない場合もある。 

 

これに対し、近年のネットワーク技術やストレージ技術の進化によって生まれた新しい手法が、ディザスタトレラント(耐災害)ク

ラスタ(以降、DT クラスタ)である。DT クラスタは、その名が示すとおり、「ディザスタの発生に耐える HA クラスタ」だ。ロー

カル・クラスタにおけるフェイルオーバーの規模を拡大し、サイトからサイトへのフェイルオーバーを数分～数時間で実現するメ

カニズムである(図 2)。 
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図 2：DT クラスタ 

 

以前の特集でも説明したとおり、HA クラスタの特徴は「プライマリ・ノードとセカンダリ・ノードでディスクを共有すること」

だ。ローカル・クラスタの場合、プライマリとセカンダリを同じ共有ディスクに接続することで、セカンダリ側では最新のデータ

をもとに業務を継続できる。一方、サイトとサイトが遠く離れている DT クラスタでは、サイト間を結ぶ広帯域ネットワークが重

要な役割を果たす。この点についてサワーズ氏は、「ここ数年でネットワーク技術は大きく様変わりした。とりわけ DWDM は、

DT クラスタを実現する手段として理想的なテクノロジーだ」と強調する。 

 

DWDM(Dense Wavelength Division Multiplexing)とは、「高密度波長分割多重方式」の略である。これは、波長の異なる数

10 本の光信号を 1 本のファイバーケーブルに束ねることで、数 10～数 100Gbps の長距離広帯域伝送を可能にする技術である

(図 3)。 

 

 

図 3：DWDM の原理 
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この DWDM によりサイト間を接続すれば、それぞれに設置された 2 台のストレージ間で、あたかも同じサイト内であるかのよ

うな高速・大容量のミラーリングが可能になる。これにより、フェイルオーバー先の遠隔サイトでも最新データによる業務継続が

実現する仕組みだ。 

 

3 種類の DT クラスタ 

HPE では、こうした DT クラスタを実現するソリューションとして、クラスタウェア Serviceguard をベースとした 3 種類の製

品を提供している。いずれも、前出のサワーズ氏が中心となって開発されたものだ。 

 

＜表：3 種類の DT クラスタ・ソリューション＞ 

 Extended Campus 

Cluster 
Metrocluster Continentalclusters 

サイト間距離 ～100km ～200km 無制限 

サイト間ネットワーク DWDM DWDM WAN 

クラスタ構成 1 クラスタ 1 クラスタ 2 クラスタ 

ミラーリング方式 
ソフトウェアによるミラーリ

ング 

ストレージによるミラーリン

グ 

ストレージによるミラーリン

グ 

フェイルオーバー 自動 自動 手動 

 

そこで以下、この 3 つのソリューションにクローズアップし、DT クラスタの技術的な特徴を説明しよう。 

 

局所災害に対応する Extended Campus Cluster 

Extended Campus Cluster は、最大 100km 離れたサイト間で、1 つの大きな Serviceguard クラスタを構成する DT クラス

タだ。おおざっぱに言えば「クラスタのノードの半数を東京に、残りを横浜に置いてフェイルオーバーさせる」というイメージに

なる。サイト間のフェイルオーバーは、ローカル・クラスタと同様に、ハートビートの消失やアプリケーション停止などを契機に

自動で開始される。 

 

サイトとサイトの間では、2 種類のネットワーク回線が必要になる。1 つは、Serviceguard のハートビートやアプリケーショ

ン・データが流れる LAN 回線。もう 1 つは、ストレージのミラーリングを行うための FibreChannel 回線である。これらの回線

の物理層としては、通信事業者が提供するダークファイバを各サイトに引き込む必要がある。ファイバの両端には、サイト間の距

離に応じて適切なネットワーク機器を接続する。例えば 10km 以下であれば、ダークファイバをそのまま LAN スイッチのギガビ

ット Ethernet(1000BASE-ZX)や FDDI インタフェース、SAN スイッチの FibreChannel インタフェースに接続できる。一方、

数 10km の距離がある場合は DWDM 機器を導入し、LAN と FibreChannel の双方を 1 本のファイバに多重化して長距離伝送

を行う(図 4)。ただし、1 本のファイバが SPOF となることを避けるため、経路の異なるファイバを少なくとも 2 本敷設すること

が推奨される。またいずれの構成でも、両サイトを 1 つのサブネットとして構成し、パケットの遅延を 200 ms 以下に抑える必

要がある。 
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図 4：Extended Campus Cluster のネットワーク構成例 

 

ストレージのミラーリング・Oracle RAC 対応 

各サイトに設置するストレージとしては、FibreChannel 対応の以下のストレージ製品が利用できる。 

 

 StorageWorks Disk Array XP(図 5) 

 StorageWorks EVA(Enterprise Virtual Array) 

 EMC Symmetrix DMX 

 

 

図 5： StorageWorks XP12000 Disk Array 
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また Extended Campus Cluster では、サイト間のストレージのミラーリング手段として、ソフトウェアによるミラーリングを

採用している。具体的には、HPE が提供するミラーリング・ソフトウェア MirrorDisk/UX や、HP-UX 版の VxVM(VERITAS 

Volume Manager)や CVM(Cluster Volume Manager)のミラーリング機能を用いる。例えば、図 4 のノード A がプライマ

リ・ノードであるとすると、同ノードがストレージに書き込んだデータは、ソフトウェア・ミラーリングによって遠隔サイトのス

トレージにもリアルタイムに書き込まれる。 

 

さらに Extended Campus Cluster は、Oracle RAC もサポートしている。サイト間を低遅延の広帯域ネットワークで結ぶの

で、RAC のキャッシュ・フュージョンのトラフィックも十分に収容可能だ。サワーズ氏によれば、「ヨーロッパのある金融機関

では、60～65km 離れたサイト間で 1 つの RAC を構成している例もある」という。なお、後述する Metrocluster と

Continentalclusters ではネットワークの遅延が大きくなるため、サイトごとに個別の RAC を構成する必要がある。 

 

続く後編では、Extended Campus Cluster のサイト構成を左右するクラスタ・ロックの実装方法について掘り下げる。また、

広域の DT クラスタを構成する Metrocluster と Continentalclusters について紹介する。 

 

ディザスタトレラント(耐災害)クラスタの構築法・後編 
2005 年 5 月 テクニカルライター 吉川和巳 

 

Metrocluster は、最大 200km の規模で展開できる DT クラスタである。HPE のサワーズ氏によれば「特に SAP R/3 向けに広

く採用されている」という。一方 Continentalclusters は、数 100km～数 1000km 離れたサイト間を結ぶソリューションであ

り、国内では 2002 年に小売大手のユーザが導入済みだ。こうした DT クラスタの構築では、「IT システムの継続」と「業務の

継続」の違いを理解することが肝要となる。日本ヒューレット・パッカードの鬼山氏は、「きちんとプロセス化しないと、ディザ

スタ発生時に『とりあえず集まって議論する』という事態になりがち。こうした『考える時間』を極力なくすのがポイントだ」と

説明する。 

 

クラスタ・ロックの実現方法 

Extended Campus Cluster のサイト構成は、クラスタ・ロックの実現方法と密接に関わり合う(クラスタ・ロックについて詳し

くは、特集「HA クラスタの疑問を解く・後編」を参照のこと)。例えば 2 つのサイトで構成されたクラスタでは、クラスタ・ロ

ックとして Quorum Server を用いることはできない。どちらか片方のサイトに Quorum Server を設置すると、ディザスタ発

生時にはクラスタ・ロック機能も同時に失われるからだ。 

 

そこで 2 サイト構成では、両サイトのストレージを使った「デュアル・ロック・ディスク」を設定する。これにより、ディザス

タ発生時にもクラスタ・ロック機能はいずれかのサイトに残るため、スプリット・ブレイン解決を実施できる仕組みである。ただ

し Serviceguard の制限上、この方法では両サイト合わせて最大 4 台のノードまでのサポートとなる。 

 

一方、もし第 3 のサイトを設けることができれば、ロック・ディスクとは別の方法でクラスタ・ロックを実装し、最大 16 ノード

のクラスタを構成可能になる。それは、第 3 のサイトに「アービトレータ・ノード」もしくは Quorum Server を設置する方法

だ。 

 

アービトレータ・ノードとは、「クラスタ・ロックとして振る舞う Serviceguard のノード」である。この場合、第 1・第 2 の

サイトのいずれかでディザスタが発生した際には、第 3 のサイトに設置されたノード上の Serviceguard がクラスタ・ロックと

して調停を行う。よって、デュアル・ロック・ディスクを設定する必要がなくなる。なお、第 3 のサイトのノードはストレージ
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のミラーリングに参加できないため、おもにアプリケーション・サーバなど「データのフェイルオーバーが不要な用途」に振り向

けることになる。 

 

もっとも、ダークファイバで結ばれたデータセンターを 3 か所も設置するのはかなりのコストがかかる。そこで第 3 のサイトに

Quorum Server を配置しクラスタ・ロックとする方法もある。Quorum Server はごく軽量のプロセスで通信量もごくわずか

なので、例えば遠隔地の支店や営業所にある WAN 接続された Linux サーバなどでも運用できる。この方法ならば、2 か所のデ

ータセンターだけでも最大 16 ノードの DT クラスタを構成可能だ。 

 

地域災害に対応する Metrocluster 

Metrocluster は、最大 200km の規模で展開できる DT クラスタである。Extended Campus Cluster と同様にダークファイバ

でサイト間を接続し、全体で 1 つの Serviceguard クラスタを構成することで自動フェイルオーバーを実現する(図 1)。

Metrocluster は米国やヨーロッパ、アジア、日本国内で多数の導入事例があり、サワーズ氏によれば「特に SAP R/3 の DT ク

ラスタ化に広く採用されている」という。なお Metrocluster ではロック・ディスクが使用できないため、第 3 のサイトへのア

ービトレータ・ノードもしくは Quorum Server の設置が必須となる。 

 

 

図 1：Metrocluster のネットワーク構成例 

 

Metrocluster の特徴は、ソフトウェア・ミラーリングの代わりに、ストレージ製品に備わるミラーリング機能を利用する点だ。

具体的には、以下の 3 つの製品をサポートする。 

 

 StorageWorks Continuous Access XP 
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 StorageWorks Continuous Access EVA 

 EMC SRDF 

 

例えば StorageWorks Continuous Access XP(以降、CA XP)は、Disk Array XP シリーズ用のミラーリング・ソリューション

である。CA XP では、OS やファイルシステムが介在することなく、ストレージ同士が FibreChannel 回線を通じてミラーリン

グを実行する。図 1 の例は、サイト 1 の PVOL(プライマリ・ボリューム)からサイト 2 の SVOL(セカンダリ・ボリューム)へ、そ

してサイト 2 の PVOL からサイト 1 の SVOL へと、CA XP による双方向のミラーリングを実施する構成例である。 

 

CA XP のミラーリングの振る舞い 

CA XP では、アプリケーションの要件に応じて、ミラーリングの振る舞いを「同期」と「非同期」のいずれかに設定する。同期

ミラーリングでは、PVOL と SVOL のデータをつねに一致させるため、フェイルオーバー後も最新データをもとに処理を継続で

きる。ただし PVOL と SVOL 双方のデータ書き込みを待たねばならず、パフォーマンス面での制約がある。またサイト間のリン

クや SVOL に障害が発生すると、ミラーリングを手動停止するまでは PVOL への書き込みが行えなくなる。パフォーマンスや可

用性よりもデータの整合性確保を優先した設定である。 

一方の非同期ミラーリングでは、データがキャッシュに書き込まれた段階で次の処理に進めるため、より高いパフォーマンスが得

られる。データはキャッシュから PVOL および SVOL に非同期的に保存され、またリンクや SVOL の障害時にも PVOL だけで処

理を継続できる。つまり非同期ミラーリングは、データの整合性よりもパフォーマンスと可用性を重視した構成となる。 

 

このように Metrocluster は、ストレージ製品のミラーリング機能をフルに活用した DT クラスタを実現するソリューションだ。 

 

大規模広域災害まで対応できる Continentalclusters 

HPE が提供する 3 つめのソリューションである Continentalclusters は、数 100km～数 1000km 離れたサイト間での DT ク

ラスタ構築を実現する。例えば米国西海岸と東海岸、もしくはニューヨークと東京といった規模でのフェイルオーバーが可能とな

る(図 2)。 

 

 

図 2：Continentalclusters のネットワーク構成 
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こうした長距離のネットワーク接続では遅延の発生が避けられないため、Extended Campus Cluster や Metrocluster のよう

に 1 つの Serviceguard クラスタを構成することはできない。そこで Continentalcluster では、サイトごとに個別のクラスタ

を設け、「クラスタからクラスタへのフェイルオーバー」を行う。またクラスタ・ロックは利用せず、ディザスタ発生時には両サ

イトの運用担当者が連絡を取り合うことでスプリット・ブレインの発生を防ぎ、手動でフェイルオーバーを開始する。 

 

Continentalclusters では、各サイトのクラスタがそれぞれ独立しているため、両サイト全体を 1 つのサブネットとしたり遅延

を 200ms 以下に抑えたりする必要がない。よってダークファイバ接続は不要で、IP ネットワークであればどのような種類の回

線でも利用可能だ。FibreChannel も FC-IP コンバータを通じて IP ネットワークで収容する。ストレージ間のミラーリング方法

としては、Metrocluster と同様に CA XP および CA EVA、EMC SRDF をサポートし、さらに Oracle データベースのレプリケ

ーション機能(Standby DB や Data Guard)も使える。ちなみに Continentalclusters において Oracle RAC を利用する際は、

それぞれのサイトで個別の RAC を構成し、「RAC から RAC へ」のフェイルオーバーを行うことになる。 

 

Continentalclusters も国内外での導入実績が多い。例えば国内では、小売大手のユーザが Continentalclusters による DT ク

ラスタを 2002 年に構築している。この事例では、Superdome および StorageWorks Disk Array XP512 で構成された SAP 

R/3 システムを、数 100km 離れた国内 2 か所のデータセンターに設置。それぞれの XP512 の間では Continuous Access XP

によるミラーリングを実施している。これにより、ディザスタ発生時には数時間以内で業務を継続できる体制を整えた。 

 

ディザスタリカバリは「IT 以外」が肝要 

 

 

日本ヒューレット・パッカード IT コンサルティング本部 シニアコンサルタント 

鬼山 浩樹氏 

 

以上、本特集ではディザスタリカバリ・システムの技術的側面にフォーカスして説明した。だが、「IT システムの継続」と「業

務の継続」の間には大きな隔たりがある。その点について、日本ヒューレット・パッカード IT コンサルティング本部 シニアコン

サルタントの鬼山 浩樹氏は「IT システムは意外と早い時期に復旧できるが、業務の復旧には時間がかかることが多い。本来のデ

ィザスタリカバリには、業務プロセスを含めた全社規模的な対策が必要となる」と説明する。 

 

鬼山氏が特に強調するのは、「ディザスタ発生から業務復旧までのプロセス化の必要性」である。「きちんとプロセス化しておか

ないと、ディザスタ発生時に『とりあえず集まって議論する』という事態になりがち。こうした『考える時間』を極力なくすのが

ディザスタリカバリのポイントだ。二次災害を起こさないためにも、誰がどこにいて何をすべきかを明確に定義すべき」であると

いう。鬼山氏は、ディザスタリカバリ体制構築のポイントとして、以下の点を挙げる。 

 

 議論の時間を最小にする 

 プロセスを文書化する 

 属人性(担当者への依存性)を排除する 

 適切な変更管理(業務プロセスの変更への対応)を実施する 

 定期的な確認や訓練を実施する 
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また鬼山氏は、同氏がこれまで経験した「ディザスタ発生の現場」の実情をもとに次のように提言する。「フェイルオーバー時に

は何らかのトラブルが発生するものと考えた方がよい。よってトラブル時の対処ルールをあらかじめ決めておく必要がある。通常

は、ハードウェアやデータベースなどのインフラ部分よりも、アプリケーション部分に想定外のトラブルが発生しやすい。そのた

め、アプリケーションの DR 分析(災害対策化すべきポイントの洗い出し)を実施し、フェイルオーバーに耐えるシステムの構築に

注力すべき。また災害時には、各拠点の状況が掴めずに混乱しがちになるので、30 分おきに状況報告するなどの連絡網を設けて

おくことが重要になる」 

 

以上、本特集ではディザスタリカバリ・システム構築のための技術と方法論を概観した。「テクノロジ」と「業務プロセス」は、

企業の業務継続性を支える両輪であることがご理解いただけたはずだ。 

 

 

 

基幹業務をサポートする「ミッションクリティカル

Java」 

「ミッションクリティカル Java」の真意とは 
2005 年 6 月 テクニカルライター 吉川和巳 

 

Java の爆発的な普及の原動力となったのが、C や C++とは一線を画す Java Virtual Machine(JVM)のアーキテクチャである。し

かしミッションクリティカル環境では、「パッチが提供されない」「サポート期間が短い」という JVM の欠点が逆に「アキレス

腱」となることもある。そこで HPE では、これらの問題点を解消する「MC Java サポートソリューション」の提供を今年 5 月か

ら開始した。これは、JVM に対して SLA(サービス品質保証制度：サービスの可用性、故障回復時間、障害通知など)ベースの長

期サポートと個別障害に対するパッチ提供を実施するという業界初の試みである。同ソリューションが示す「ミッションクリティ

カル Java(以下、MC Java)」の真意とは何かを明らかにする。 

 

Java はミッションクリティカル環境のアキレス腱？ 

サン・マイクロシステムズによって 1995 年に発表された Java 言語は、その後の 10 年間で爆発的な勢いで普及し、いまや多く

の IT システムの根幹を支える存在となった。こうした広がりの原動力のひとつが、C や C++とは一線を画す Java Virtual 

Machine(JVM)のアーキテクチャである。JVM とは、Java 仕様で規定されている仮想的なスタックマシンであり、すべての

Java アプリケーションはこの JVM 用のバイナリコード(クラスファイル)にコンパイルされる。一方、サンや IBM、HPE などの

ベンダー各社は、Windows や Linux、HP-UX などの個々の OS やハードウェア上で動作する JVM とクラスライブラリを提供

している。よって、同一の Java アプリケーションを多種多様なプラットフォーム上でそのまま動作させることが可能だ。もちろ

ん現実にはプラットフォーム間のふるまいの微妙な違いなどもあるが、特定の OS の API に依存するアプリケーションと比べれ

ば、Java アプリケーションのポータビリティーの高さは抜群だ。 

 

しかしミッションクリティカル環境では、Java 固有のアドバンテージの源泉である JVM が、逆に「アキレス腱」となることもあ

る。それは、「JVM にはパッチが提供されない」「JVM のサポート期間が短い」という点だ(図 1)。 
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図 1：ミッションクリティカル環境での Java の問題点 

 

JVM には「パッチ」が出ない 

例えば OS にバグがある場合、OS ベンダーはすぐさまパッチを公開するのが通例である。Windows であれば、「Windows 

Update」を通じて随時パッチを入手してインストールできる。UNIX の場合も、個々の細かなバグについて、ベンダー各社から

タイムリーにパッチを入手できる。よって、アプリケーションの修正では対処できない OS 側の問題も、適切なパッチさえ当てれ

ばすぐに解決可能だ。また例えば HPE では、ミッションクリティカル向けサポート契約を結ぶ HP-UX ユーザに対し、SLA ベー

スのミッションクリティカルサービスを提供している。これは、HP-UX にバグが発見されたとき、2 週間以内のパッチ提供を保

証するものだ。よってシステム担当者は、ユーザに対して「いついつまでに問題を修正できます」と回答できる。  

 

しかし JVM のバグについては事情が異なる。例えばサンでは、同社が無償公開している JVM について、個々のバグを修正するた

めのパッチを提供していない。その代わりに、JVM のバグレポートを集めた「Bug Database」を一般公開しており、そこで多

くの投票数を集めたバグから優先的に修正し、数ヶ月に 1 回のマイナーバージョンアップ時に反映させる。個々のバグは、運が

よければ次回バージョンアップで修正されるが、再現性の低いバグや日本語環境に固有のバグなどは投票数が集まりにくく、修正

までに時間がかかる可能性もある。そのためシステム担当者は、JVM のバグがアプリケーション運用に深刻な影響を与えている

ような状況でも、それがいつまでに解消されるのかユーザに明確な時期含めた返答ができないのである。 

 

バージョンアップによるバグフィクスの弊害は他にもある。それは、バージョンアップのたびに Java アプリケーションのテスト

を繰り返さなくてはならないことだ。JVM のバージョンアップでは数 10 個のバグが一斉にフィクスされ、時には機能追加や仕様

変更も実施される。例えばサンが昨年 9 月に公開した「J2SE 5.0」では、今年 5 月の「J2SE 5.0 Update 3」までに 3 回のマイ

ナー・バージョンアップが実施され、合計で 270 件以上のバグがフィクスされている。これだけ大量の修正が施されれば、特に

ミッションクリティカル環境ではアプリケーションの回帰テストを実施せざるを得ず、OS のバージョンアップに匹敵する検証作

業が必要となる。また、もし 1 回のバージョンアップで懸案のバグがすべて解消されなければ、数か月後にはもう一度バージョ

ンアップしなければならない。個別のパッチさえ提供されれば、こうした繁雑さは回避できるだろう。 

 

サポート期間が短い 

ミッションクリティカル環境における JVM のもう一つの問題点は、サポート期間の短さである。ミッションクリティカル・シス

テムは、一度カットオーバーしたら数年間は大きなバージョンアップせずに継続運用することも少なくない。そのため、ミッショ

ンクリティカル向けの OS やアプリケーション・サーバでは長期サポートの提供が一般的である。例えば HP-UX では 10 年間、

BEA の WebLogic 環境では約 5～7 年間のサポートが利用可能だ。これに対し、特定バージョンの JVM のサポート期間は、ISV

検証にかかる時間を除くと実質 3～3.5 年程度。その後はシステムのバージョンアップを余儀なくされるのが実情だ。 

 

このように、ミッションクリティカル環境における Java 導入には、実のところ「死角」があったと言わざるを得ない。そこで続

いては、これらの問題点を解消し、ミッションクリティカル環境でのスムーズな JVM 運用を実現する HPE のソリューションに注

目してみよう。 

 

HPE の新提案「MC Java サポートソリューション」とは 
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HPE では、上述したような JVM 利用の問題点を解消する「MC Java サポートソリューション」の提供を今年 5 月から開始し

た。これは、JVM に対して SLA ベースの長期サポートとパッチ提供を実施するという、業界初の試みである。 

 

MC Java サポートソリューションは、以下の点を特徴とする。 

 

 エンタープライズサポートライフ 

 24×7 サポート体制、ミッションクリティカル SLA ベースのパッチ提供と 24×7 サポート 

 サポータビリティ・ツールキット(SKIT) 

 

エンタープライズサポートライフ 

周知のとおり HPE では、サンからのライセンス供給を受け、HP-UX 対応の「JVM」を自社開発し公開している。HP-UX のオペ

レーティング環境にはこの JVM がバンドルされており、HP-UX のサポート契約を結んでいれば JVM のサポートも受けることが

できる。  

 

今回の MC Java サポートソリューションでは、この標準サポートに加えて、ミッションクリティカル向けの長期サポートが用意

された。具体的には、JVM のメジャーバージョンアップ後、1～1.5 年の評価期間を経て高信頼性が確認されたマイナーバージョ

ンを、HPE が「MC サポート対象版」として認定する。標準サポートでは同バージョンに対するサポート期間は残り 3～3.5 年と

なるが、MC Java サポートソリューションではさらに 3 年の期間延長を実施する。つまり合計で 6～6.5 年の長期サポートを受

けられるわけだ。これにより、長期運用を前提とした IT システムでも JVM のサポート計画を立てやすくなる(図 2)。 

 

 

図 2：エンタープライズサポートライフの提供 

 

24×7 サポート体制、ミッションクリティカル SLA ベースのパッチ提供 

MC Java サポートソリューションのもう一つの特徴は、JVM へのパッチ提供が実施される点だ。このパッチは、HPE が独自に作

成するもので、JVM に適用することで個々のバグだけを修正できる。またすべてのパッチは、主要な ISV ソフトウェアとの動作

検証を HPE 社内で実施し、ISV 各社の承認を得てから提供される。こうした信頼性の高いパッチの供給により大がかりな JVM の

バージョンアップは不要となり、タイムリーな対応が可能となる。 

 

また今回のソリューションでは、2 週間以内を目標にパッチを提供するというミッションクリティカルレベルの SLA が盛り込ま

れた。こうした SLA ベースのリアクティブ条件を明示した JVM のサポートサービスは他に例がない。このサポート体制により、

JVM のバグがいつまでに修正されるか、明確な根拠をもとにユーザに説明できるようになるはずだ。さらに MC Java サポートソ

リューションでは、Java 専任のエンジニアが 24 時間 365 日体制によるサポートを提供しており、Java にまつわるトラブルであ

っても平日休日を問わず対応できるという。 

 

サポータビリティ・ツールキット(SKIT) 
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MC Java サポートソリューションではさらに、Java アプリケーションの障害発生時の解析や切り分け作業を支援する、サポータ

ビリティ・ツールキット(SKIT)を提供する。  

 

このように HPE の MC Java サポートソリューションは、ミッションクリティカル環境での Java 運用が抱えていた「空白部分」

を埋めるユニークなサービスと言えるだろう。つづく後編では、MC Java サポートソリューションの要とも言えるサポータビリ

ティ・ツールキット(SKIT)のメカニズムを詳しくみていこう。 

 

ミッションクリティカル Java と HPE 

HP-UX や Serviceguard での実績に代表されるように、HPE はもともとミッションクリティカル分野を得意とするベンダー

だ。そのため、JVM もまたミッションクリティカル環境での利用に耐えるソフトウェアとしての品質の高さが特徴である。例え

ば JVM のリリースに際しては、サンが規定する互換性テストをパスした上で、ストレス・テストや回帰テスト、OS 互換性、パ

フォーマンスなど OS 並みの厳格なテストが施される。つづいて HPE 社内のラボでの各種 ISV ソフトウェアとの検証作業が行わ

れたのち、ISV 各社での検証作業が実施される。こうして初めてリリースにたどり着くのである。こうした一連の過程で得られた

結果は、HPE の Java 開発ラボにフィードバックされ、次回リリースに反映される。 

 

さらに HPE では、ミッションクリティカル環境の現場で得られたノウハウもとに Java パフォーマンス・チューニングのための

多彩なツールを開発しており、それらを無償で公開している。 

 

HPjconfig 

HP-UX のカーネル・パラメータを Java アプリケーションに合わせてチューニングするための無償ツール。適切な最新パッチが

カーネルに適用されているかをチェックする機能も備える。 

 

OpenView Glanceplus 

HP-UX のパフォーマンスやボトルネック、CPU、メモリ、ディスク、LAN リソースの使用状況をグラフ表示するツール。これら

の情報を階層化して表示するため、さまざまな視点からシステム・パフォーマンスを監視できる。 

 

HPjtune 

JVM のガベージ・コレクション(GC)を解析するためのツール。JVM から得られたプロファイリング・データに基づき GC の状況

を分析し、パフォーマンスの改善に役立つ情報を提供する。GC 時のリソース利用状況や、アプリケーションのパフォーマンスに

GC が与える影響のグラフ表示、またユーザが解析対象として選択したメトリクスのグラフ表示が可能。 

 

HPjmeter 

JVM のプロファイリング・ツール。メソッドのコール回数や経過時間、コールグラフのツリー表示、生成/残存オブジェクトなど

をグラフィカルに表示する。アプリケーション解析に役立つ数多くの情報を提供する。 

 

JVM のコアダンプ解析を支援する「SKIT」の実力 
2005 年 6 月 テクニカルライター 吉川和巳 

 

HPE は、JVM のコアダンプ解析を実現するサポータビリティ・ツールキット(以下、SKIT)を新たに開発し、「ミッションクリテ

ィカル Java(以下、MC Java)サポートソリューション」の一環として提供している。ここでは、プロダクション環境でのトラブ

ルシューティングでとくに優れた威力を発揮する SKIT を取り上げ、その実力を明らかにする。 
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サポータビリティ・ツールキット(SKIT)のメカニズム 

メインフレームや商用 UNIX 上に構築されたミッションクリティカル・システムでは、プロダクション環境で障害が発生した場

合には「コアダンプ解析」を実施し、原因を究明するのが一般的である。しかし、JVM は Java におけるダンプ解析に必要とされ

る知識レベルは非常に高いものが要求され、且つ 解析する為の情報収集が重要な点となる為、コアファイルの解析は一筋縄では

いかない。 

そこで HPE では、JVM サポートにおける生産性、サポータビリティを向上する SKIT を新たに開発した。SKIT は、単なるプロフ

ァイリング・ツールと異なり、プロダクション環境でのトラブルシューティングでとくに優れた威力を発揮するツールである。 

 

図 1 は、MC Java サポートソリューションにおける Java アプリケーション構成である。この図が示すように、SKIT と MC 

plug-in という 2 つのコンポーネントが連携して動作する。 

 

 

図 1：SKIT の Java アプリケーション構成 

 

プリフライト・チェック 

SKIT では、JVM の起動前に「プリフライト・チェック」と呼ばれる事前調査を実施する。具体的には、「skit pfc」というコマ

ンドを入力するだけで、以下の 2 点についてチェック可能だ。 

 

 JVM の実行に適したパッチが HP-UX に適用されているかチェックする 

 JVM の実行環境の情報を収集したファイル pfc.txt を作成する 

 

このうち、pfc.txt には以下のような情報が記録される。 
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このように pfc.txt には、OS バージョン、ハードウェア構成、カーネル・パラメータ、インストール済みソフトウェアとパッ

チ、ファイルシステム構成などが記録される。よって HPE のサポート担当者は、これら一連の基本情報をもとにトラブルシュー

ティングに取りかかれる。従来のように、サポート担当者とシステム担当者の間で「OS のバージョンは何ですか？」「このパッ

チは適用済みですか？」といった繁雑なやりとりを行う必要をなくし、スピーディーな対応を可能とする仕掛けである。 

 

MC plug-in 

一方の MC plug-in は、JVM 向けのプラグインであり、JVM の起動とともにメモリにロードされる。MC plug-in では、JVM が

起動するたびに「ケース」と呼ばれるユニークな ID を割り当て、様々な診断データを収集するための「ケース・ディレクトリ」

を新規作成する。同ディレクトリに XML 形式のログファイル jvm.xml を作成し、予期せぬ例外の発生などの様々なイベントを

記録する。またもし JVM が異常終了した場合は、"ケース・ディレクトリ"へコアファイルを保存する役目を担う。 

MC plug-in が生成する jvm.xml には、以下のような内容が記録される。 
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このように jvm.xml には、ケース ID をはじめ JVM プロセスに関する情報、HP-UX のカーネル設定、JVM のバージョンや起動

時引数、受信したシグナルの番号や対象スレッド、そして JVM がロードしたシェアード・ライブラリの一覧などが記録される。 

 

コアダンプ解析ツール Core Analyzer 

プリフライト・チェックと MC plug-in によって収集されたこれらの情報、およびコアファイルは、ケースごとに 1 つの ZIP フ

ァイルにまとめられる。よってシステム担当者は、この ZIP ファイルを HPE のサポート担当者に送信し、解析を依頼すればよ

い。一方、依頼を受けたサポート担当者は、SKIT の要であるもうひとつのツール Core Analyzer を利用して、コアファイルの解

析作業を進めていく。 

 

従来、JVM のコアファイルを解析するには、C 言語用のコマンドベースのデバッガである gdb を利用した手探りの分析作業が必

要とされてきた。一方、gdb のフロントエンドとして動作する Core Analyzer は、コアファイルをもとに JVM の内部状態を解

析し、GUI 表示する。また、プリフライト・チェックや MC plug-in が収集した情報を参照し、適切なライブラリがロードされ

ているか、パッチが適用されているかなどをチェックする。さらに、原因と疑わしき部分を自動的に切り分けるアドバイス機能も

利用可能だ。これらの機能により、Java アプリケーションのどの部分がどのような状態で動作しているのか的確に把握し、トラ

ブルシューティングの判断を下すことができる。 
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図 2：Core Analyzer による情報表示の例 

 

図 2 は、Core Analyzer による情報表示の例である。この画面では、MC plug-in が作成した jvm.xml に含まれる各種情報がわ

かりやすく GUI 表示されているのが分かる。 

 

 

図 3：Core Analyzer によるスレッド解析の例 

 

図 3 は、コアファイルの内容からスレッド解析を実施した例である。画面左側にはスレッド一覧が表示され、画面右側には選択

したスレッドのフレーム内容が表示されている。C 言語のフレームだけでなく Java のフレームも合わせて表示されており、Java

メソッドの呼び出し状況やモニタの状態を確認できる。 
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図 4：Core Analyzer によるヒープ解析の例 

 

図 4 は、JVM のヒープ解析の例である。JVM が実装する世代別ガベージ・コレクションにおいて、From や To、Eden といった

個々のヒープ領域がどのような消費状況にあり、どのような Java オブジェクトによって占められているのかが分かる。通常、こ

うした情報は Java アプリケーションの開発段階でのプロファイリングによってしか得ることができない。しかし SKIT の利用に

より、プロダクション環境でも詳細なヒープ解析を実施できるのがユニークと言える。 

 

以上、本特集では HPE の MC Java サポートソリューションが描く「ミッションクリティカル Java」のあり方を紹介した。さら

に HPE では、今後リリースする JVM において、JVM の HotSpot の不具合による異常終了を回避する「High Availability モー

ド」を実装する予定だ。同モードでは、HotSpot が原因のトラブルが発生したとき、JVM をインタプリタ動作に切り替えること

で Java アプリケーションの継続動作を実現する。これにより、Java アプリケーションの可用性をさらに高める仕組みである。こ

うしたベンダーの努力に支えられて、Java はようやく「IT 分野の大黒柱」と言える存在になりつつある。 

 

 

 

「だれもが root」を解消する Security Containment 

「だれもが root」を解消する Security Containment・前編 
2005 年 7 月 テクニカルライター 吉川和巳 

 

root ユーザがすべての管理権限を掌握する UNIX では、ちょっとした作業でも root 権限が必要となり、「だれもが root のパス

ワードを知っている」という状況になりがちだ。しかし、こうした一枚岩なセキュリティ管理では、不正アクセスで root を奪取

されればシステム全体が失われてしまう。また操作ミスや個人情報の漏洩を考えると、用途ごとに 1 台のマシンを占有せざるを

得ない。このような状況を解消するのが、HP-UX の新しいセキュリティ強化機能「Security Containment」だ。同機能では、

あたかも潜水艦のように OS 内部を頑丈な区画で隔離し、たとえ“浸水”してもその影響を区画内に封じ込めることができる。 

 

「だれもが root」のセキュリティ・ポリシー 
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ご存じのとおり UNIX では、root という 1 つのユーザ・アカウントがすべての管理権限を掌握しており、ちょっとしたインスト

ール作業や設定でも root 権限が必要になる。その結果、そのシステムに関わる誰しもが root のパスワードを知っているという

状況になりがちだ。この事情は Windows XP や Windows 2000 でも同様で、Administrator ユーザだけで運用されている

Windows マシンも少なくない。  

 

こうした一枚岩なセキュリティ管理には落とし穴がある。不正アクセスを受けたサーバがひとたび root アカウントを奪取されれ

ば、そのサーバ全体がクラッカーの手中に落ちてしまう。また、root 権限で実行中のプロセスにバグや悪意のあるコードが含ま

れていると、同じ OS 上の他のプロセスやリソースにも影響する。  

 

さらにこの問題は、TCO 増加の原因にもなっている。ある特定のアプリケーションの運用担当者に root 権限を与えれば、その担

当者からは他のアプリケーションのプロセスやファイルも丸見えである。よって個人情報の漏洩や操作ミスを考えると、アプリケ

ーションや用途ごとに 1 台のマシンを占有させる「専用ホスティング」とせざるを得ず、ハードウェア・リソースの過剰な配分

が避けられないのだ。  

 

もともと UNIX は、肥大化したメインフレーム用マルチユーザ OS「Multics」に対抗し、シンプルな小規模 OS として開発され

たといういきさつがある。その単純さと軽さが IT 分野を席巻する原動力となった。とはいえ、管理者のアクセス権限が用途ごと

に細分化されているメインフレームでは、上述したようなセキュリティ・リスクが生じないのも事実だ。現在の UNIX は、多数

のアプリケーションや大量の個人情報を収容し、不正アクセスやウィルスがはびこるインターネット環境にさらされるようになっ

た。そこで UNIX 本来の使いやすさとシンプルさを保ちつつ、メインフレーム・クラスの厳格かつ細やかな権限管理を実現する

「インターネット世代の新しいセキュリティ基盤」が必要とされている。  

 

こうしたニーズに応えるのが、2005 年 9 月にリリースされた HP-UX 向けセキュリティ強化機能「Security Containment」で

ある。同機能は HPE の Web サイトから無償でダウンロード可能で、HP-UX 11i v2 が動作する Integrity サーバおよび HP 

9000 サーバで利用できる。  

 

Security Containment とは、「セキュリティの封じ込め」という意味である。つまり、アプリケーションのトラブルや管理者

による操作ミス、そして不正アクセスの影響を最小限に封じ込めることを目的とした機能だ。具体的には、以下の 3 つの機能か

ら構成される。  

 

 コンパートメント 

 Role-based Access Control 

 Fine-grained privileges 

 

以下では、これら 3 つの機能について詳しく見ていきたい。 

 

コンパートメント 

第 1 の機能、コンパートメント(Compartment)とは、いわば潜水艦のような設計を OS 内部に導入する機能である。HP-UX 上

で動作するプロセスやファイル、ネットワーク・インタフェースなどをアプリケーションや用途ごとに分割し、それぞれを「コン

パートメント」と呼ばれる論理的な区画に封じ込める。万が一、いずれかのコンパートメントが“浸水”した(＝不正アクセスやトラ

ブルが発生した)としても、OS 全体への影響を食い止める仕組みである(図 1)。 
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図 1：コンパートメントの効用 

 

コンパートメントを利用するには、/etc/cmpt ディレクトリにて以下のような設定ファイル (fs_example.rules) を作成する。 

 

#define APP_DIR /var/tmp/my_app 

#define ALL_PERM read,write,create,unlink 

compartment FS_EXAMPLE {  

    perm none /etc/passwd 

    perm read APP_DIR  

    perm read,create APP_DIR/logs  

    perm ALL_PERM APP_DIR/tmp 

} 

 

この例では、コンパートメント内部のプロセスに対し、ファイルのアクセス権限を付与している。「perm read APP_DIR」とい

う部分では、APP_DIR が示すアプリケーション用ディレクトリついてファイルの読み込み権限(read)を付与している。また次の

行の「perm read,create APP_DIR/logs」では、logs ディレクトリでファイルの読み込みと作成(read,create)の権限を与えて

いる。 

 

この設定ファイルに基づいたコンパートメントを利用するには、以下のコマンドを実行してシステムをリブートする。  

 

# cmpt_tune -e 

 

こうしてコンパートメントが有効化されると、コンパートメントに属するプロセスやその子プロセスは、指定されたディレクトリ

以外のファイルにアクセスできなくなる。たとえ root 権限で実行されたプロセスであっても例外ではない。またネットワーク・

インタフェースについても、明示的に設定しない限りプロセスからアクセスできなくなる。このようにコンパートメントでは、通

常の UNIX のパーミッションとは異なり、管理者が設定したポリシーが強制的に適用される仕組みだ。こうしたメカニズムは一

般に MAC(Mandatory Access Control)と呼ばれ、ユーザが自由にパーミッションを設定できる従来の DAC(Discretionary 

Access Control)と区別される。  

 

このようなコンパートメントをアプリケーションや用途ごとに設けることで、それぞれが個別のサーバで運用するのと同等のセキ

ュリティが得られる。共用ホスティングでも安心してアプリケーションを運用できるはずだ。また、コンパートメントを隔てたフ

ァイル・アクセスやプロセス間通信も必要に応じて許可できるので、個別のサーバよりも柔軟性は高いと言える。 

 

後半では、Security Containment のもう一つの機能、Role-based Access Control(RBAC)について紹介しよう。 
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ロールベースのアクセス権限管理 

冒頭でも述べたように、root のパスワードを複数のユーザで使い回す運用には問題点が多い。不正アクセス時の被害が大きくな

るだけでなく、監査に支障が生じることになる。つまり、root による操作履歴を見ても、それが実際に誰なのかを特定できない

のだ。見覚えのないログイン記録が残っていたとしても、「他の管理者が使ったのだろう」と見過ごしてしまうことになる。 

 

Security Containment のもう一つの機能、Role-based Access Control(RBAC)は、この問題にフォーカスしたソリューショ

ンである。RBAC では、root が持つすべての権限のうち、個々の作業に必要な権限だけをユーザに付与する。これにより、イン

ストール作業やファイル操作といった簡単な作業のために root でログインする必要がなくなる。 

 

もっとも、すべてのユーザについてこと細かにアクセス権を設定するのは面倒な作業だ。そこで RBAC では、「ネットワーク管

理者」や「バックアップ担当者」といったロール(役割)に対して詳細な権限を割り当て、各ユーザにはロールを設定するという方

式を採用している(以下参照)。 

 

＜表：RBAC 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     ●   ● 

hpux.fs.restore     ●   ● 

 

上記表の例では、ロール User Admin に対してユーザの追加(add)や削除(delete)、パスワード変更(password.modify)といっ

た権限を付与している。またロール Network Admin には、NFS サービスの開始や終了(start と stop)、設定(config)の権限を

与えている。このように目的別に権限を細かく割り振れば、root パスワードを知る管理者を最小限に抑えられる。 

 

RBAC の利用の実際 

RBAC の実際の利用手順を紹介しよう。以下の表は、RBAC におけるおもなコマンドの一覧である。 
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コマンド 機能 

privrun 権限チェックの後にアプリケーションを起動する 

privedit 権限チェックの後にファイルを編集する 

roleadm ロールを設定する 

authadm 権限を設定する 

cmdprivadm 管理用コマンドと、その実行に必要な権限を登録する 

 

例えば、ApacheAdmin というロールを作成し、ユーザ webadmin に同ロールを割り当てるには、以下の roleadm コマンド

を実行する。  

 

# roleadm add ApacheAdmin 

# roleadm assign webadmin ApacheAdmin 

 

つづいて、Apache Web サーバ起動の権限を表す「hpux.hpws.start」を新たに定義し、それをロール ApacheAdmin に付与

するには、以下の authadm コマンドを実行する。 

 

# authadm add hpux.hpws.start apache 

# authadm assign ApacheAdmin hpux.hpws.* apache 

 

一方、権限 hpux.hpws.start と Apache Web サーバの起動コマンド「/sbin/init.d/hpws_apache start」に対応づけるに

は、以下の cmdprivadm コマンドを実行する。 

 

# cmdprivadm add cmd="/sbin/init.d/hpws_apache start" ruid=0 euid=0 op=hpux.hpws.start object=apache 

compartment=apache 

 

このように「compartment=apache」と指定すれば、この権限で起動される Apache Web サーバをコンパートメント

apache に従属させることができる。  

 

こうして一定の管理権限を得たユーザ webadmin は、ラッパーコマンド privrun コマンドを用いることで、実際の管理コマン

ドを実行できる。  

 

> privrun /sbin/init.d/hpws_apache start 

 

この privrun コマンドでは、同ユーザに与えられた権限をチェックしたのち、引数として指定されたコマンドを実行する仕組み

である。以上のような RBAC のメカニズムにより、「どの担当者がどのような作業をどのコンパートメントで実施できるか」を

子細に規定でき、root の権限を細分化して各担当者に分け与えることができる。 

 

続く後編では、Security Containment の 3 つめの機能、Fine-grained Privilege について説明する。 
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「だれもが root」を解消する Security Containment・後編 
2005 年 7 月 テクニカルライター 吉川和巳 

 

Security Containment の RBAC により、root 権限の一部を一般ユーザに付与し、root の利用を最小限にとどめられる。とは

いえ UNIX では、たとえ root ユーザとしてログインしていなくても、自覚のないまま root 権限を行使しているケースが実は数

多くある。それは、“setuid されたコマンド”の実行時である。 

 

Fine-grained Privilege は、root 権限をおよそ 40 種類に細分化し、個々のプロセスに付与することで setuid 問題を解決す

る。これらの新機能をシステム提案にうまく取り入れれば、IT のセキュリティに対して広まりつつある不安も、SIer にとっては

むしろ追い風となるはずだ。 

 

setuid 問題を解決する FGP 

前編で説明した RBAC を利用すれば、root の管理権限の一部を必要に応じて一般ユーザに付与し、root の利用を最小限にとどめ

ることができる。とはいえ UNIX では、たとえ root ユーザとしてログインしていなくても、自覚のないまま root 権限を行使し

ているケースが実は数多くある。それは、setuid(suid)ビットが設定されたコマンドを実行したときだ。  

 

例えば、一般ユーザが passwd コマンドを実行し、自分のアカウントのパスワードを変更する場合を考えてみよう。新たに入力

されたパスワードは、/etc/passwd ファイルに保存される。しかし同ファイルは、当然のことながら root ユーザでなければ書

き込みできないパーミッション設定になっており、本来ならば一般ユーザが起動したコマンドからは内容を変更できない。  

 

UNIX では、このジレンマを解く手段として、ファイル・パーミッションの setuid ビットを用いている。例えば、HP-UX の

passwd コマンドのパーミッションを確認してみよう。  

 

# ls -l /usr/bin/passwd 

 

-r-sr-xr-x 5 root bin 107240 Aug 27 2004 /usr/bin/passwd 

 

ここで、パーミッションを表す左端の文字列にて「s」と記されている部分が、setuid ビットの状態を示している。このように

“setuid されたコマンド”を一般ユーザが起動すると、そのコマンド・ファイルの所有者(上記例では root)に成り変わってコマン

ドを実行できる。そのため、一般ユーザでも/etc/passwd などのファイルを変更可能になる。もうすこし正確に言えば、起動し

た passwd プロセスの euid(実効 uid)として 0(root)がセットされるため、ファイル・オープンなどのシステム・コール呼び出

し時に root 権限を行使できる仕組みだ(図 1)。 
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図 1：setuid による root 権限の付与 

 

UNIX ではこの setuid のメカニズムが随所で利用されており、例えば HP-UX でも login、df、netstat、rcp、rlogin、

shutdown、ping、traceroute をはじめ、無数のコマンドが setuid されている。その多くが、パーミッション保護されたファ

イルへのアクセスや、低レベルのネットワーク API や特権ポートへのアクセスなど、システム・コール時に root 権限を必要とす

るコマンドである。このように、OS の水面下でも「だれもが root」のセキュリティ・リスクが存在するのが実情だ。万が一、

setuid されたコマンドにバッファオーバーフローなどのセキュリティ・ホールが存在すると、一般ユーザになりすましたクラッ

カーが root 権限を獲得する手段として悪用されてしまう。 

 

Security Containment の 3 つめの機能、Fine-grained Privilege(FGP)は、この課題の解決を目的としたものだ。簡単にいえ

ば、RBAC が root 権限の一部を「一般ユーザ」に付与するのに対し、FGP は「プロセス」に付与する。具体的には、およそ 40

種類に細分化された権限をプロセスに与えることができる。以下の表は、その権限の一部を抜粋したものである。  

 

＜表：FGP で利用できるおもな権限(抜粋)＞ 

名前 権限 

PRIV_CHOWN ファイルの所有者の変更 

PRIV_NETADMIN ネットワーク管理機能の利用 

PRIV_NETPRIVPORT ネットワークの特権ポート(0～1023 番)の利用 

PRIV_NETRAWACCESS IP パケットの直接利用 

PRIV_REBOOT システムのリブート 

PRIV_SYSATTR ホスト名やドメイン名、クオータなどのシステム設定値の変更 

PRIV_SYSNFS NFS サービスの利用 

 

では、実際のプロセスへの権限付与を見てみよう。ここでは、setuid ビットを使用しない「safe_ping」という新しいコマンド

の導入を想定する。従来の ping コマンドでは、相手ホストに IP パケットを送るために、root 権限によるシステム・コールを必
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要としていた。そこで safe_ping コマンドでは、root 権限の代わりに PRIV_NETRAWACCESS 権限を用いることにする。その

ためには、以下の setfilexsec コマンドを実行する。 

 

# setfilexsec -c safe_ping -p NETRAWACCESS -P NETRAWACCESS ./safe_ping 

 

ここで、「-c safe_ping」とある部分では、コンパートメント safe_ping の内部でプロセスを起動することを意味する。また-p

および-P オプションは、プロセスに付与する最小権限と最大権限を表す。最後の「./safe_ping」部分が、対象となるプロセスの

実行可能ファイル名である。  

 

このように FGP では、プロセスに与える権限を「最小」から「最大」まで幅を持たせることができる。FGP が提供する API を用

いると、必要なときに必要な特権だけを付与するようなアプリケーションをコーディングできる。特権が必要な場合以外は最小限

の権限だけを使用するようにコーディングしておけば、万が一プロセスが不正利用されたとしても、その被害を小さい範囲に食い

止められる。 

 

以上のような FGP の設定により、safe_ping プロセスによるシステム・コール呼び出し時に PRIV_NETRAWACCESS 権限の存

在がチェックされ、ping パケットの送出が許可される。こうして、setuid ビットを使わずとも root 権限の一部をプロセスへ委

譲できるメカニズムである(図 2)。 

 

 

図 2：FGP による細分化された権限の付与 

 

コンパートメント＋リソース管理＝SRP 

今回の Security Containment のリリースとあわせて、コンパートメントとリソース・パーティション技術を融合した新しいテ

クノロジーである Secure Resource Partitions(SRP)も公開されている。 

 

HPE では以前より、仮想化技術 VSE(Virtual Server Environment)のひとつとして、リソース管理ソフトウェア PRM(Process 

Resource Manager)を有償で提供している。この PRM は、CPU とメモリ、ディスク帯域の利用率について、アプリケーショ

ンごとに%単位での配分を可能にする。UNIX では一般的に、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、このアルゴリズムでは、% 単位のきめ細かな利用率制御は不可能だ。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 カーネルに組み込むことで、各アプリケーションへの厳密なリ

ソース配分を行う。例えば図 3 の例では、グループ 2 に対して 66%の CPU 使用率が確保されているのがわかる。このように、

それぞれのアプリケーションによるリソース消費の影響を隔離した「リソース・パーティション」を実現する。 
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図 3：PRM による CPU 使用量の制御 

 

今回リリースされた SRP は、このような PRM による「リソースの隔離」と、コンパートメントによる「セキュリティの隔離」

を統合するものだ。つまり、それぞれのコンパートメントに対し、一定の CPU やメモリ、ディスク帯域などのリソースを割り当

てる。例えば、あるコンパートメント内でバグや不正アクセスが発生し、CPU 使用率が極端に上昇した場合でも、他のアプリケ

ーションには十分な CPU パワーが確保される。セキュリティ面での隔離性に加えて、リソース面の隔離性を得ることで、個々の

コンパートメントをあたかも「独立した 1 台のマシン」のように運用できるというシナリオである。 

 

具体的に SRP では、PRM とコンパートメントの相互運用のための 3 種類のコマンドが提供されている。  

 

＜表：SRP で提供されるコマンド＞ 

コマンド名 内容 

prm2scomp PRM 設定ファイルからコンパートメント設定ファイルへ変換 

scomp2prm コンパートメント設定ファイルから PRM 設定ファイルへの変換 

srpgen コンパートメント設定ファイルと PRM 設定ファイルを同時に生成 

 

また PRM 3.0 の GUI 管理ツール xprm では、あらかじめ設定されたコンパートメントの一覧から選択し、PRM のパーティショ

ンを設定できる(図 4)。 
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図 4：PRM 3.0 でのコンパートメント対応 

 

さらに、HPE が提供するワークロード管理ソフトウェア WLM(Workload Manager)と SRP と組み合わせれば、コンパートメン

トごとの負荷状況を計測し、リソース配分をリアルタイムに調節することも可能だ。 

 

Standard Mode Security Extensions 

最後に、HP-UX 11i v2 の 2005 年 5 月版で新たに追加されたセキュリティ拡張 Standard Mode Security 

Extensions(SMSE)について紹介し、締めくくりとしよう。SMSE では、これまで HP-UX の「高信頼性モード」でしか利用でき

なかった以下のセキュリティ機能が、標準モードでも利用可能になっている。 

 

 ユーザ・データベース 

 監査機能の拡張 

 

ユーザ・データベースとは、各ユーザのパスワードに加えて、セキュリティ属性やパスワード運用ポリシーもユーザごとに管理す

るためのデータベースである。従来の HP-UX では、/etc/default/security ファイルに設定されたセキュリティ属性がシステム

全体で使用されてきた。ユーザ・データベースを利用すれば、個々のユーザについてきめ細かなセキュリティ・ポリシーを指定で

きる。ちなみに同データベースは、/var/adm/userdb ディレクトリ以下にバイナリ・ファイル形式で保存される(テキスト・エ

ディタでの編集は行えない)。 

 

SMSE のユーザ・データベースでは、以下のような新しいセキュリティ属性を指定できる。  
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＜表：ユーザ・データベースで指定可能なおもなセキュリティ属性＞ 

属性 内容 

AUDIT_FLAG ユーザの監査 

AUTH_MAXTRIES 認証失敗によるアカウントのロック 

DISPLAY_LAST_LOGIN 最後にログインに成功した日時の表示 

INACTIVITY_MAXDAYS 一定期間ログインしなかったアカウントのロック 

LOGIN_TIMES ログイン可能時間帯 

PASSWORD_HISTORY_DEPTH 前と同じパスワードの使用禁止 

 

ちなみに、ユーザ・データベースの導入後も、従来と同様のセキュリティ管理は可能である。ユーザのログイン時、以下の順番で

セキュリティ属性の設定が読み込まれる。 

 

 ユーザ・データベース、/etc/passwd、/etc/shadow 

 /etc/default/security(デフォルト・セキュリティ設定) 

 /etc/security.dsc(セキュリティ属性定義) 

 

また SMSE では、監査機能も拡張されている。同機能では、個々のユーザの操作や、システムで発生した様々なイベントについ

て、システム・コール・レベルの監査を行える。例えば、ファイルの作成やオープン、システムへのログイン、パスワード変更な

どを逐一ログ・ファイルに記録できる。 

 

＜表：監査機能のおもなコマンド＞ 

コマンド名 機能 

audevent 監査するイベントの指定 

audisp 監査ログの表示 

audsys 監査の開始と終了 

userdbset 監査するユーザの指定 

 

以上、本特集では、Security Containment を中心に、HP-UX に追加された新しいセキュリティ機能を概観した。これらをシス

テム提案にうまく取り入れれば、IT のセキュリティに対して広まりつつある不安も、SIer にとってはむしろ追い風となるはず

だ。 
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検証作業が明らかにした「WebLogic＋仮想化」の潜在力 

検証作業が明らかにした「WebLogic＋仮想化」の 

潜在力・前編 
2005 年 8 月 テクニカルライター 吉川和巳 

 

BEA システムズの「WebLogic Server」は、市場でもっとも大きな成功を収めた J2EE アプリケーション・サーバである。しか

し、たとえ WebLogic Server をもってしても、ハードウェアの限界を超える負荷が集中すれば、サービスのレスポンスは低下し

てしまう。そこで、もし「ハードウェアの性能をソフトウェアから自由に制御できる環境」が存在すれば、これまでアプリケーシ

ョン・サーバをとらえてきたハードウェアの呪縛を解くことができる。それを可能にするのが、仮想化技術である。今回は、BEA

コンピテンス・センタと Oracle ソリューション・センタの共同検証結果をもとに、HPE の仮想化技術が WebLogic Server の

潜在力をどの程度まで引き出せるかレポートしたい。 

 

WebLogic の呪縛を仮想化技術が解放する 

 

 

図 1：BEA WebLogic Server 

 

BEA システムズの「WebLogic Server」は、市場でもっとも大きな成功を収めた J2EE アプリケーション・サーバである(図

1)。国外はもとより、国内でも大手都市銀行や証券会社、携帯電話会社、鉄道、放送局、コンビニエンスストアなどの基幹系を支

えるミドルウェアとして、業界標準の地位を確立した。オープンシステムと Java の組み合わせがメインフレームを十分に代替で

きることを示した功績は大きい。 

 

WebLogic Server のようなアプリケーション・サーバの役割は、ユーザから集まる大量のリクエストをさばき、ハードウェアの

能力を最大限に引き出しつつ、個々のトランザクションを確実に実行すること。しかし、いかに優秀なアプリケーション・サーバ

製品でも、ハードウェアの限界を超える性能は達成できない。例えば、あらかじめ用意された CPU リソースを上回る負荷が集中

すれば、たとえ WebLogic Server をもってしても、サービスのレスポンスは低下してしまう。 

 

しかし、もし「ハードウェアの性能をソフトウェアから自由に制御できる環境」が存在すれば、これまでアプリケーション・サー

バをとらえてきたハードウェアの呪縛を解くことができる。それを可能にするのが、メインフレームで生まれオープンシステムで

開花しつつある仮想化技術である。例えば、WebLogic Server に供給する CPU リソースを仮想化し、負荷状況に応じてリアル
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タイムに増減させることで、上述したようなレスポンス低下を抑えて高い可用性を実現できる。こうしたアプリケーション・サー

バと仮想化技術の組み合わせは、ポスト・メインフレーム時代の新しい基幹系のあり方を提示している。 

 

日本 BEA＋日本ヒューレット・パッカードによる共同検証 

 

 

図 2： BEA 

コンピテンス・センター 

 

日本 BEA と日本ヒューレット・パッカードでは、両社のエンジニアによる共同検証のための施設を整えた「BEA コンピテンス・

センター」を日本ヒューレット・パッカードの市ヶ谷事務所に常設している(図 2)。今回、同センターの HP-UX 技術者は、

WebLogic Server と HPE の仮想化技術のコンビネーションによるパフォーマンス検証テストを実施した。そこで以下では、こ

の検証作業のいきさつを紹介し、仮想化技術がアプリケーション・サーバの潜在力をどの程度まで引き出せるかレポートしたい。 

 

今回の検証では、以下のようなビジネスシナリオが設定された。 

 

 WebLogic Server で構築されたオンラインショッピングサイト 

 お客様は「一般ユーザ」と「プレミアユーザ」の 2 種類 

 各ユーザのサービス需要予測は困難 

 混雑時には一般ユーザよりもプレミアユーザに優先的にサービスを提供したい 

 

これらのうち、今回の検証のポイントは、最後の「混雑時には一般ユーザよりもプレミアユーザに優先的にサービスを提供した

い」という要件である。一般ユーザとプレミアユーザを同じハードウェアで収容すると、サイト混雑時にはプレミアユーザのサー

ビスレベル低下が避けられない。とはいえ、各ユーザのサービス需要予測は困難なため、一般ユーザとプレミアユーザを個別のサ

ーバに分けるのはムダが多すぎる。そこで、同じハードウェアで両ユーザをサポートしつつも、仮想化技術による動的なワークロ

ード分配を使い、プレミアユーザには一定のサービスレベルを確保することは可能か――というのが、今回の検証作業の趣旨であ

る。 

 

検証用システムの構成 

図 3 は、今回の検証作業に使用されたシステム構成である。 
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図 3：検証用システムの構成 

 

検証用に用意されたハードウェアは、32 個のインテル®Itanium® プロセッサーを搭載したハイエンドサーバ、Integrity 

Superdome である。同サーバを nPartitions と呼ばれるハードウェアパーティションにより nPar0 から nPar2 までの 3 つに

分割、それぞれに 8 個の Itanium と 32GB メモリを割り当てた。これら 3 つのパーティションは、各自が完全に独立した 1 台

のサーバとして動作する。なお、各パーティション間は 1000Base-TX スイッチで結んでいる。  

 

 

図 4：nPar1 のアプリケーション・サーバ構成 

 

図 3 に示したとおり、nPar0 は負荷生成用クライアントとして使用し、日本ヒューレット・パッカードが作成した負荷生成ソフ

トウェアを動作させる。一方、nPar1 はテスト対象のアプリケーション・サーバとして使用し、BEA WebLogic Server 8.1 

SP4 と日本ヒューレット・パッカード作成のテスト用 J2EE アプリケーションを搭載する。そして nPar2 には、データベースサ

ーバとして Oracle 10g Enterprise Edition をインストールした。 

 

nPar1 のアプリケーション・サーバの構成をもう少し詳しく見ていこう。図 4 は、nPar1 内部の WebLogic Server の配置を示

した図である。  

 

nPar1 の内部では、一般ユーザ用とプレミアユーザ用の合計 2 つの WebLogic Server インスタンスが動作し、8 個の CPU を共

有している。また両インスタンスは、nPar2 の Oracle データベースを共有する構成である。 

 

nPar0 で動作する負荷生成ソフトウェアでは、以下のシナリオでオンラインショッピングをシミュレートする。 
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1. トップページを表示する 

2. サイトにログインする 

3. 商品カタログを表示する 

4. ショッピングカートに商品を追加する 

5. 商品を購入する(2 回に 1 回の割合で) 

6. 購入履歴を確認する 

7. サイトからログアウトする 

 

この一連の流れを実行するスレッドを複数個生成することで、負荷を再現する仕組みである。同時スレッド数(多重度)を増やすこ

とで、nPar1 の WebLogic Server にかかる負荷も上昇する。今回は、図 5 のような負荷パターンでテストを実施した。 

 

 

図 5：負荷パターン 

 

図 5 に示すように、一般ユーザについては 120 個のスレッドで一定の負荷を生成し、プレミアユーザについては段階的に負荷を

変化させる。これにより、「プレミアユーザの負荷が上昇した場合でも一定のサービスレベルが維持できるか」を明らかにする。 

 

サービスレベル低下への対処法 

まずは、仮想化技術のワークロード分配を使わない状態でのパフォーマンス計測結果を紹介しよう。 図 6 は、一般ユーザとプレ

ミアユーザそれぞれのレスポンス時間の変化を示したグラフである 
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図 6：「ワークロード分配を利用しない」場合のレスポンス時間 

 

図 6 のグラフは、縦軸がレスポンス時間(ms)、横軸が経過時間(sec)である。グラフの左側を見るとわかるとおり、WebLogic 

Server の負荷が低い状態では、いずれのユーザも 20 ms 程度でレスポンスを受け取ることができ、サービスレベルは良好に保た

れている。一方、時間の経過とともにプレミアユーザの負荷が上昇すると、一般ユーザとプレミアユーザ双方のレスポンス時間が

長くなり、高負荷時には 70 ms 程度になる。つまり、ユーザがレスポンスを得るまでに 3 倍以上の時間を要している。これは一

般ユーザに対しては仕様どおりの振る舞いと言えるが、プレミアユーザに対してはサービスレベルを維持できておらず、仕様を満

たしているとは言えない。 

 

【Workload Manager(WLM) によるサービスレベルの確保】 

 

 

図 7：WLM による CPU リソースの配分 

 

図 6 のテストでは、一般ユーザとプレミアユーザの両方に対して、nPar1 の CPU リソースが均等に配分されていた。それがプレ

ミアユーザのレスポンス低下の原因である。これを解消する手段としては、アプリケーション・サーバ内部でメッセージ・キュー

イングなどを実装し、プレミアユーザからのリクエストを優先処理するような実装も可能だろう。または、スレッドやプロセスの

優先度を調節する方法もある。しかし冒頭でも述べたとおり、アプリケーション・サーバはハードウェアの制限を超えることはで

きない。これらの手法も、一度 CPU リソースが枯渇してしまえばあまり意味をなさなくなる。  
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これに対し、それぞれのユーザに一定の CPU リソースを占有させ、その配分比率を負荷状況に応じて調整できれば、プレミアユ

ーザのサービスレベルを一定に保つことができる。仮想化技術の導入により、こうした CPU リソースの動的配分――つまりソフ

トウェアによるハードウェア性能の制御――が可能になる(図 7)。 

 

つづく後編では、仮想化技術の WLM の導入が WebLogic Server のパフォーマンスにどのような影響を与えるのか、検証結果を

紹介する。 

 

検証作業が明らかにした「WebLogic＋仮想化」の 

潜在力・後編 
2005 年 8 月 テクニカルライター 吉川和巳 

 

BEA コンピテンス・センタと HPE Oracle ソリューション・センタによる共同検証では、HP-UX Processor Set(pset)と

Workload Manager(WLM)という 2 つの仮想化技術と WebLogic Server の組み合わせでテストが実施された。「プレミアユ

ーザの CPU 使用率を 65～85%の範囲に収める」というサービスレベル目標を設定した結果、プレミアユーザ用 WebLogic 

Server のスループットは約 1.4 倍に改善し、レスポンス時間は約 1/2 に低下するという成果を得た。また今回は、Oracle デー

タベースのリスナーをサービスレベルごとに分け、pset を用いてそれぞれに CPU リソースを配分するという手法も合わせて検証

された。 

 

pset＋WLM による CPU リソースの仮想化 

今回のテストでは、WebLogic Server と組み合わせる仮想化技術のひとつとして、HP-UX Processor Set(pset) が導入され

た。HP-UX に標準装備されている pset は、サーバに備わる複数個の CPU を分割し、各アプリケーション(プロセスのグループ)

に配分する機能である。例えば今回のテスト環境では、WebLogic Server が動作する nPar1 には 8 個の CPU が搭載されてい

る。これを pset で分割すれば、うち 4 個を一般ユーザ用 WebLogic Server に占有させ、残り 4 個をプレミアユーザ用

WebLogic Server に占有させるといった使い方が可能だ。もし一般ユーザ用の 4 個の CPU がフル回転している状態でも、その

影響がプレミアユーザ側の 4 個に及ぶことはない。 

 

さらに pset では、CPU の分割だけでなく CPU の移動も可能である。プレミアユーザの CPU 使用率が上昇すれば、それを抑え

るために一般ユーザからプレミアユーザへと CPU を 1 個移動する。こうした CPU リソースの調節を、アプリケーションの稼働

を止めずに実施できるのが pset の特徴である(図 1)。 

 

 

図 1：pset による CPU リソースの分割と移動 

 

しかし、こうした pset による CPU 割り当ての設定は、管理者の手作業で行う必要がある。現実的な運用を考えると、アプリケ

ーションの負荷状況を管理者が 24 時間体制で監視し、pset の設定を制御するのは困難である。そこで pset を補完するツールと
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して、HPE が提供する Workload Manager(WLM) を使用する。WLM は、仮想化されたサーバリソースの配分を管理し、アプ

リケーションのサービスレベルを一定に維持するソフトウェアである。WLM に対してサービスレベル目標を設定すると、WLM

は負荷状況に応じて pset を制御し、目標の達成に必要な量の CPU リソースを分配する。今回のテストでは、プレミアユーザの

レスポンス低下を防ぐため、「プレミアユーザの CPU 使用率を 65～85%の範囲に収める」というサービスレベル目標が設定さ

れた。 

 

 

図 2：WLM による CPU 使用率の制御 

 

図 2 は、WLM による CPU 使用率制御のメカニズムを表している。例えばプレミアユーザの負荷が上昇し、WebLogic Server

インスタンスの CPU 使用率が 85%を超える状態が続くと CPU 不足と判断され、WLM は 1 個の CPU を一般ユーザからプレミ

アユーザへと移動させる。一方、負荷が減少し、CPU 使用率が 65%を下回る状態が続く場合は、CPU を一般ユーザへと戻す。

こうした自動調節により、プレミアユーザのレスポンスをつねに一定に保つ仕組みである。図 3 は、この設定を記述した WLM

の設定ファイルである。 

 

 

図 3：WLM 設定ファイルの内容 

 

仮想化の導入による効果 

では、図 3 の設定により、WLM は具体的にどのような振る舞いを見せるのだろうか。WLM を導入した WebLogic Server に対

して、前編と同様の負荷パターンによるテストを実施する。図 4 は、その場合の CPU 使用率の変化を示したグラフである。 
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図 4：「pset + WLM を設定」した場合の CPU 使用率 

 

図 4 の縦軸は CPU リソースの大きさを表しており、1CPU = 100 に相当する。薄い灰色の線がプレミアユーザに割り当てられた

CPU リソースの大きさを示し、赤色の線はプレミアユーザによる CPU 消費量を示す。このように、CPU 消費量の上昇に応じて

プレミアユーザに分配される CPU 数も増え、消費量が下降すると CPU 数も減少するという自動調節が実現している。ちなみ

に、濃い灰色の線が示す一般ユーザの CPU 消費量を見ると、プレミアユーザを優先した分だけ CPU リソースの配分が減少して

いることがわかる。 

 

では、肝心のレスポンス時間についてはどのような結果が得られているだろうか。 

 

 

図 5：「pset + WLM を設定」の場合のレスポンス時間 
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図 5 が示すとおり、プレミアユーザが高負荷状態にある時間帯でも、プレミアユーザのレスポンス時間は一定に維持されてい

る。つまり、WLM による自動配分によって、プレミアユーザ用の WebLogic Server インスタンスはつねに十分な CPU リソー

スをできていることが確認された。また、負荷の低下にともないリソース配分は元に戻り、一般ユーザのレスポンスも改善してい

ることがわかる。  

 

図 6 は、WLM の導入によるパフォーマンスの変化をまとめたものだ。 

 

 

図 6：WLM の導入によるパフォーマンス変化 

 

この表が示すとおり、仮想化技術の WLM を導入する前と比べて、プレミアユーザ用 WebLogic Server のスループットは約 1.4

倍に改善し、レスポンスタイムも 1/2 に減少した。オンラインショッピングという典型的な Web アプリケーションにおいて、

WebLogic Server と仮想化技術の組み合わせがサービスレベル保証に有効なことが示されたと言えるだろう。 

 

今回の検証作業では、WebLogic Server だけでなく、Oracle データベースと pset の組み合わせによるパフォーマンステストも

実施された。本特集の締めくくりとして、このテスト結果についても簡単に紹介しておこう。テストは図 7 に示すシステム構成

で実施された。 

 

このテストでは、プレミアユーザと一般ユーザそれぞれのデータベース・アクセスを再現するプログラムを実行し、Oracle サー

バに負荷をかける。ここで、一般ユーザの接続数を 5 から 30 へと徐々に上昇させ、プレミアユーザのパフォーマンスに与える影

響を計測した。  

 

まずは、pset を導入しない場合のテスト結果を見てみよう。 

 

 

図 7：Oracle＋pset の検証構成 
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図 8：pset なしのテスト結果 

 

図 8 のグラフの縦軸はスループット(tps)、横軸は経過時間である。このグラフが示すように、一般ユーザの負荷が上昇するにし

たがい、プレミアユーザのスループットが低下しているのがわかる。  

 

続いて、pset 導入後の結果を見てみよう。ここでは、Oracle リスナーを一般ユーザ用とプレミアユーザ用に分け、pset で分割

した CPU リソースをそれぞれのリスナーに占有させる。ただし、両リスナーは 1 つの Oracle インスタンスを共有する。この構

成によるテスト結果は以下の通りである。 

 

 

図 9：pset ありのテスト結果 

 

このグラフが示すように、プレミアユーザのスループット低下は一定に抑えられている。このように、サービスレベルごとに

Oracle リスナーを分け、それぞれに CPU リソースを配分するという手法により、プレミアユーザのパフォーマンス低下を抑え

られることが確認された。もっとも、今回の構成では 2 つのリスナーで 1 つの Oracle インスタンスを共有するため、グラフ左

側を見てもわかるとおり、ある程度の影響は避けられないのがわかる。 
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以上、本特集では WebLogic Server および Oracle データベースと仮想化技術のコンビネーションがどのようなメリットをもた

らすのか、具体的な検証データに基づいて解説した。アプリケーション・サーバをハードウェアの制約から解放する手段として、

仮想化技術はこれからの J2EE アプリケーション開発で重要な役割を担うはずである。 

 

 

 

Integrity サーバ対応で新しくなった vPars 

Integrity サーバ対応版で更に強化された vPars・前編 
2005 年 9 月 テクニカルライター 吉川和巳 

 

今回の HP-UX Virtual Partition(以下、vPars)のリリースでは、HP-UX 11i v2(2005 年 5 月版以降)を新たにサポートし、イ

ンテル®Itanium®プロセッサ搭載の Integrity サーバで利用できる。また、アプリケーションのメモリ・アクセスの特性に応じ

て ILM(Interleaved Local Memory)と CLM(Cell Local Memory)のいずれか、あるいは両方をパーティションごとに指定し、

セルベースのリソース割り当てが可能になった。ここでは、最新版 vPars の新機能をレポートする。 

 

強化された vPars 

Virtual Partitions(以下、vPars)の最新リリース A.04.01 では、以下の新機能が実装された。 

 

 Integrity サーバおよび HP-UX 11i v2 のサポート 

 CLM(Cell Local Memory)のサポート 

 バウンド CPU の区別廃止 

以下、それぞれについて詳しく見ていこう。 

 

Integrity サーバのサポート 

今回の vPars のリリースでは、HP-UX 11i v2(2005 年 5 月版以降)を新たにサポートし、インテル®Itanium®プロセッサ搭載

の Integrity サーバで利用できるようになった。 

 

以下の表は、今回リリースされた vPars A.04.01 が利用可能なシステムの一覧である。 

 

＜表：vPars A.04.01 でサポートされるシステム＞ 

Integrity サーバ (Itanium) 

Superdome 

rx8620 

rx8620 

rx7620 

HP 9000 サーバ (PA-RISC) 
Superdome 

rp8420 
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rp7420 

rp8400 

rp7410、rp7405 

rp7400 (N4000) 

rp5470 (L3000)、rp5405 

 

今回リリースされた Itanium 版 vPars では、vPars の中核である「vPar モニタ」を Itanium 上で新たに実装することで、これ

までの PA 版 vPars とほぼ同じ機能を実現している。ちなみに、Superdome では Itanium と PA-RISC の混載が可能であるた

め、今回のリリースによってその両方で vPars が利用可能になり、サーバ・コンソリデーションの自由度がさらに向上するはず

だ。 

 

VMware と vPars の違い 

仮想化技術としての vPars がユニークな点は、OS とハードウェアの中間に位置する vPar モニタでパーティショニングを実装し

ている点だ。これに対し、例えば x86 サーバでポピュラーな仮想化技術である VMware やマイクロソフト Virtual PC では、

「ホスト OS の上でゲスト OS を動作させる」というアプローチを採用している(図 1)。 

 

 

図 1： VMware と vPars の違い 

 

VMware のアプローチは、Windows や Linux といった既存の OS 上で手軽に仮想化を実現できるというメリットがある反面、

屋上屋を架す構造であるため、パフォーマンスのオーバーヘッドが避けられないというデメリットがある。またホスト OS がハン

グアップすれば、ゲスト OS もすべてダウンしてしまう。 

 

一方 vPars のアプローチは、オーバーヘッドがほとんど発生しないのが最大の特徴だ。vPars モニタがシンプルなぶん、障害が

発生する可能性も少なく、可用性も高い。 

 

fPars のメカニズム 

とはいえ vPars は、ハードウェアと OS の仲立ちをするという構成上、個々のハードウェアに合わせて vPar モニタを実装し直す

必要がある。例えば PA 版 vPars では、HP 9000 サーバで動作するファームウェア上で vPar モニタが動作し、複数の HP-UX

インスタンスをサポートする仕組みが実装されていた。しかし、これをそのまま Itanium 上に移植することはできない。そこで

今回のリリースでは、Integrity サーバ上で vPars の機能を再現する「fPars(firmware partitions)」と呼ばれるメカニズムが新

たに実装されている。 

 

fPars は、Integrity サーバが有するハードウェア・リソースを分割し、複数のパーティションをファームウェア・レベルで設け

る技術である。個々の fPar パーティションには、1 個以上の CPU、1 個以上の PCI カード、そして一定領域の物理メモリを分配
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する。また Itanium の標準のファームウェア・サービス(PAL、SAL、EFI、ACPI)をそれぞれが独立して提供し、同サービスによ

る構成情報も fPar ごとに保持できる。この fPar を vPar モニタから制御することで、HP 9000 サーバと同様の vPars 機能を

Integrity サーバで実現する仕組みである(図 2)。 

 

 

図 2： fPars のメカニズム 

 

Integrity サーバにおいて fPar を利用可能な状態(fPar モード)に設定すると、同サーバは fPar0 と呼ばれるパーティションで起

動し、vPar モニタが動作を始める。つづいて vPar モニタは、ブートディスクの/stand ディレクトリに格納された vPar データ

ベースにアクセスし、各 vPar のリソース割り当て設定を読み込む。この設定内容に基づいて fPar1 以降のファームウェア・パー

ティションが構成される。上述のとおり、1 つの fPar は Integrity サーバのファームウェア・サービスを一揃え備えているた

め、OS からは独立した Integrity サーバに見える。あとは、通常と同様の手順で HP-UX がブートするという流れだ。   

 

つづいては、最新版 vPars で新たにサポートされたその他の機能について説明していこう。 

 

CLM(Cell Local Memory)のサポート 

最新版 vPars では、CLM(Cell Local Memory)のサポートが追加された。CLM とは、HP 9000 サーバ、および Integrity サー

バにおけるメモリ・アクセスのローカリティを向上させる機能である。 

 

例えば Integrity サーバのラインナップのうち、Superdome や rx8620-32 などのハイエンドおよびミッドレンジサーバは、

sx1000 チップセットによる ccNUMA（Cache Coherent Non-Uniform Memory Architecture）アーキテクチャで設計され

ている。具体的には、1～8 個の CPU を搭載するセル・ボードをサーバ全体で何枚か搭載し、それらを高速なクロスバー・スイ

ッチで相互接続する。これにより、セル・ボードが互いのローカル・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 Superdome の場合、16GB のメモリを備えるセル・ボードを 16 枚

搭載することで、最大 1TB のメモリ空間を構成できる。 

 

ただしこうした ccNUMA ベースのマシンでは、高いスケーラビリティを達成できる一方で、メモリ・アクセスの速度のばらつき

が避けられない。例えば Integrity サーバでは、セル内のローカル・メモリへのアクセス速度に対し、別のセル上のローカル・メ

モリへのアクセス速度は倍近くかかる（図 3）。 
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図 3：メモリ・アクセス速度の違い 

 

そこで sx1000 チップセットを搭載した Integrity サーバおよび HP 9000 サーバでは、アプリケーションに最適なメモリ・アク

セス方法を以下の 2 種類から選択できる仕組みになっている。 

 

 ILM（Interleaved Local Memory） 

 CLM（Cell Local Memory） 

 

これらのうち、デフォルトで選択されるのは ILM だ。例えば Integrity サーバが 4 枚のセル・ボードを搭載する場合、 ILM 選択

時は図 4 に示すパターンでメモリ領域が確保される。 

 

 

図 4： ILM によるメモリ・アクセス 

 

このように ILM では、1 つのアドレス空間をそれぞれのセル・ボードのメモリにインターリーブする。この場合、個々のセル・

ボードの CPU はすべてのセル・ボードのメモリに均等にアクセスすることになる。大規模 OLTP のデータベースのように、複数

のセル・ボードにまたがる巨大なアドレス空間を多数の CPU で共有するアプリケーションでは、優れたパフォーマンスを得られ

るアクセス方法である。 

 

これに対し CLM では、1 つのアドレス空間を 1 つのセル・ボードのメモリのみで構成する。同じセル・ボード上の CPU から、

この CLM メモリにアクセスする場合は、クロスバー・スイッチを介したセル・ボード間通信は不要になる。よってアドレス空間

がセル内のメモリに収まる規模のアプリケーションでは、同セル上の CPU を使うことによって、ILM よりも格段に高いパフォー

マンスが得られることになる。 
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これまで vPars では ILM しか利用できなかったが、今回のリリースでは CLM も選択可能になった。したがって、アプリケーシ

ョンの特性に応じてパーティションごとに ILM と CLM をそれぞれどれだけ割り当てるかを指定し、詳細なパフォーマンス・チュ

ーニングを実施できるようになるわけだ。また、CLM のサポートに合わせて「セルベースのリソース割り当て」も可能になっ

た。つまり、個々のパーティションに CPU とメモリ領域を配分する際に、どのセルの CPU とメモリを用いるかを指定すること

ができるのである。 

 

その他の新機能 

その他、最新 vPars では、PPU(Pay Per Use)および TiCAP(Temporary Instant Capacity)との統合がより進んでいる。PPU

とは、Integrity サーバの CPU 使用率を常時監視し、実際に消費した CPU リソースの大きさに応じて課金するモデルである。ま

た TiCAP は、Integrity サーバにあらかじめ予備の CPU を装着しておき、突発的なシステム需要に応じて CPU リソースを一時

的にレンタルするモデルだ。これらを vPars と併用できるため、例えばパーティション内で消費した CPU リソースの分だけ

PPU で課金したり、パーティション内の一時的な CPU リソース不足に TiCAP で対応したりといったことが可能になるのであ

る。 

 

さらに従来の vPars では、パーティション間を移動できない「バウンド CPU」と、移動できる「アンバウンド CPU」という区別

が存在していたが、新しい vPars ではこの区別が撤廃された。そのため、すべての CPU をパーティション間で移動できるように

なり、またいずれの CPU も I/O 処理を担当することが可能になったのである（ただし、各パーティションに 1 つ用意するブート

CPU を移動するには再起動が必要になる）。   

 

つづく後編では、新しい vPars の使い方を具体的に紹介しよう。 

 

Integrity サーバ対応版で更に強化された vPars・後編 
2005 年 9 月 テクニカルライター 吉川和巳 

 

HP-UX Virtual Partition(以下、vPars)のパーティション作成を始める前には、どの程度のリソースを割り当てるかプランを立

てておく。例えば CPU については、パーティションに必要な CPU の最小値と最大値を考える。以前の vPars ではバウンド CPU

とアンバウンド CPU の区別が存在したが、最新版では区別が不要になったため、I/O 負荷を考慮して CPU 数を決める必要はな

くなった。同様に最新版では、セルベースのリソース指定導入にともない、-a オプションに新しい書式が追加されたり、メモリ

の割り当て単位を指定する -g オプションが追加されている。ここでは、最新版 vPars A.04.01 の導入手順や注意点を説明する。 

 

最新版 vPars 導入の流れ 

後編では、最新版 vPars A.04.01 の導入手順を説明し、vPars 管理コマンドをいくつか簡単に紹介しよう。 vPars 導入の流れは

以下の通りだ。 

 

 ファームウェアと OS のバージョン確認 

 vPars ソフトウェアのインストール 

 パーティションの作成 

 ファームウェアを vPars モードに切り替え 

 vPars モニターからパーティションを起動 
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ファームウェアと OS のバージョン確認 

まずは、Integrity サーバもしくは HP 9000 サーバのファームウェアと OS のバージョンを調べ、vPars A.04.01 の利用が可能

かを確認する。セルベースのシステムでは、Management Processor から「sysrev」コマンドを実行することで、ファームウ

ェアのバージョンを表示できる。 

 

また最新版 vPars の利用には、HP-UX 11i v2 (2005 年 5 月版)が必要になる。よって旧バージョンを使用中のマシンでは、

Update-UX を利用してアップデートするか、最新バージョンをコールド・インストールする必要がある。 

 

vPars ソフトウェアのインストール 

次に、swinstall コマンドを実行し、vPars ソフトウェアをインストールする。例えば、以下のような要領である。 

 

# swinstall -s depot_server:/depot/vPars/A.04.01 -x autoreboot T1335BC 

 

インストール後はシステムをリブートし、以下のコマンドを実行してインストール状態を確認する。 

 

# swlist | grep T1335BC 

T1335BC A.04.01.08 HP-UX Virtual Partitions for 11.23 

 

パーティションの作成 

ここまでの手順で、パーティションを作成する準備は整った。ここでパーティション作成を始める前に、どの程度のリソースを割

り当てるかプランを立てておこう。まず CPU について、パーティションに必要な CPU の最小値と最大値を考える。以前の

vPars ではバウンド CPU とアンバウンド CPU の区別が存在したが、最新版では区別が不要になったため、I/O 負荷を考慮して

CPU 数を決める必要はなくなった。 

 

次にメモリについて検討する。例えば sx1000 チップセット搭載機種では、CLM と ILM のいずれか、あるいは両方を使用すべき

か、アプリケーションのメモリ・アクセス特性に応じて決定する。なお、メモリ割り当ての単位は、以前は 64MB であったが、

最新版ではデフォルトで 128MB に変更されている。また I/O リソースに関しては、LBA もしくは SBA のレベルで配分を決める

(図 1)。 
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図 1：vPars によるリソース割り当ての例 

 

最後に、作成するパーティションにどのような方法で HP-UX をインストールするか検討しておこう。最初のパーティションにつ

いては、既存の HP-UX のイメージをそのまま利用できる。2 番目以降は、それぞれ個別のイメージを用意する必要があるため、

Ignite-UX を利用するなどしてインストールすることになる。 

 

パーティションの作成 

パーティションを作成するには、vparcreate コマンドを実行する。同コマンドでは、以下のようなオプションを指定できる。 

 

vparcreate -p ＜パーティション名＞ 

-B ブート属性(auto/manual/search/nosearch) 

-S static 属性(static/dynamic) 

-b ブートカーネルファイル名(デフォルトは/stand/vmunix) 

-o ブートオプション(デフォルトはなし) 

-a 追加リソース指定 

-D データベース指定 

-g メモリ割り当て単位指定 

 

最新版 vPars では、セルベースのリソース指定導入にともない、-a オプションによる追加リソース指定に新しい書式が加えられ

た。例えばある特定のセル上の CPU を割り当てる場合は、-a オプションに続けて、以下の書式で CPU リソースを指定する。 

 

cell:＜セル ID＞:cpu::＜cpu 数＞ 

 

例として、以下のような構成のパーティションを想定しよう。 

 

 セル 0 から 2 個の CPU を割り当て 

 3GB のメモリを割り当て。2GB は ILM とし、1GB はセル 0 の CLM とする 

 2 個の LBA を割り当て 

 2 台のブートディスクを割り当て 

 

この構成でパーティションを作成するには、以下のような書式でリソース割り当てを入力する。 

 

 

図 2：vparcreate コマンドによるパーティション作成 
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最新版 vPars を使ってみる 

vparcreate コマンドでパーティションを作成したならば、vparstatus コマンドを実行して正しく構成されているか確認しよ

う。以下は、同コマンドの実行結果である。 

 

 

図 3：vparstatus コマンドの実行結果 

 

vPars A.04.01 では、vparstatus コマンドの表示形式も変更されている。図 3 に示すとおり、バウンド/アンバウンド CPU の表

記が削除された。代わって、メモリ割り当て内容が ILM と CLM のそれぞれについて表示されるようになった。 

 

ファームウェアを vPars モードに切り替え 

さて、Integrity サーバの場合、このままの状態では vPars を利用することはできない。 

インテル® Itanium® 2 プロセッサー(以下、Itanium)の標準ファームウェアである EFI に対して、「vPars モード」で起動す

るという設定を実施する必要がある。これにより、前編で説明した fPars のメカニズムが働く仕組みである。 

 

vPars モードへの切り替えは、HP-UX のシェル上で以下のコマンドで実施できる。 

 

vparenv -m vPars 

 

もしくは、EFI シェルから以下のコマンドを実行する方法でもよい。 

 

vparconfig reboot vPars 

 

vPars モニターからパーティションを起動 

vPars モードに切り替えてシステムをリブートしたら、EFI シェルから図 4 のコマンドを実行して vPars モニターを起動する。 
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図 4：EFI シェルから vPars モニターを起動する 

 

vPars モニターが起動したら、vparload コマンドにオプション-all を付けて実行することで、すべてのパーティションのブート

を開始できる。 

 

Console is on virtual console 

MON> vparload -all 

[MON] Booting vpar0... 

[MON] Booting vpar1... 

 

ここで Ctrl+A を押すと、各パーティションのコンソールを切り替え可能だ。 

 

[vpar0] 

# vparstatus -w 

The current virtual partition is vpar0. 

# 

[vpar1] 

# vparstatus -w 

The current virtual partition is vpar1. 

# 

[MON] 

MON> 

 

最新版 vPars 利用上の注意点 

最後に、vPars A.04.01 の利用上の注意点について触れておこう。 

 

Integrity サーバで vPars を用いる場合は、EFI の vPars モードをつねに意識する必要がある。vPars モードが有効に設定されて

いない場合、vPars のブートを開始できない。同様に、vPars モードが有効な場合は、通常のスタンドアロンの HP-UX はブート

できない。 

 

その他、vPars A.04.01 の利用に際しては、以下のような点でも注意が必要だ。 

 

 パーティションのメモリ割り当ての最小単位については、vparcreate コマンドで指定した値と EFI の設定値を合わせておく

必要がある 

 vPars の GUI マネージャはサポートされない 

 HP-UX 11i v1 (11.11) はサポートされない 

 PA 版でサポートされていた I/O カードの一部はサポートされない 
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以上、ここでは最新版 vPars の導入の流れを紹介した。vPars が利用可能になったことで、Integrity サーバによるシステム構築

の自由度は一段と高まったと言えるだろう。 

 

 

 

リモート管理の「頼みの綱」、iLO を活用する 

リモート管理の「頼みの綱」、iLO を活用する・前編 
2005 年 10 月 テクニカルライター 吉川和巳 

 

システム管理者にとって、データセンターはあまり出向きたくない場所だろう。大半のデータセンターはオフィスから遠く離れた

地方や郊外にあるなど、アクセスが良くないことも多い。しかし時には、遠隔操作ではどうにも対処できない状況も発生すること

がある。「やっぱり現地に行かないとダメか･･･」と思われるこうした状況で、最後の「頼みの綱」となって管理者を救済してく

れるのが、Integrity サーバおよび HP 9000 サーバのエントリモデルに搭載されている iLO(Integrated Lights-Out)である。

iLO は、簡単に言えば「サーバの遠隔管理を行うためのミニサーバ」だ。ここでは、Integrity サーバの iLO を実際に使いなが

ら、その管理機能を紹介しよう。 

 

データセンターに行かずに済む方法 

システム管理者にとって、データセンターはあまり出向きたくない場所のひとつだ。まず、大半のデータセンターはアクセスが良

くない。遠く離れた地方や郊外にあったり、セキュリティチェックが厳しく入退室の手続きが面倒だったりする。また、データセ

ンターに行かなければならないのは、夜間や休日の緊急対応時、あるいはメンテナンス時のことが多い。さらに空調の効き過ぎた

サーバルームでの長時間作業は、あまり快適とはいえない。できることなら、会社のオフィスからのリモート管理だけですべてを

手早く済ませたいところだ。 

 

もちろん、システムが安定運用されていれば、データセンターに出向く必要性は少ないだろう。サーバマシンを設置し、OS やネ

ットワークの設定を済ませれば、日々の運用業務は SSH 接続によるリモートアクセスでこと足りる。特にプロダクション環境で

は、調子の良くないプロセスを再起動することはあっても、OS そのものをリブートすることはほとんどないため、データセンタ

ーに足を運ぶ機会は少なくなる。 

 

しかし時には、遠隔操作ではどうにも対処できない状況も発生する。例えば、ネットワークカードや OS の不具合、ハードウェア

障害、クラッキングなどにより、SSH 接続できなくなるケース。こうしたときは、現地で待機するスタッフに電話してリセット

ボタンを押してもらうか、管理者自ら現地に急行するしかない。また、マシンの前にいなければ物理的に実施できない以下のよう

な作業もある。 

 

 シングルユーザモードで OS を起動して原因の切り分けや復旧を行いたい 

 ブート時に表示されるハードウェア診断メッセージを確認したい 

 (OS がうまく起動しないときなどに)マシンのブート設定を変更し、ブートする OS イメージを切り替えたい 

 

したがって、たとえマシンのリセットは電話で頼めたとしても、上述のようなコンソール操作が必要となる作業は、やはり管理者

自身の手で実施する必要がある。 
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最後の「頼みの綱」となる iLO 

「やっぱり現地に行かないとダメか･･･」と思われるこうした状況で、最後の「頼みの綱」となって管理者を救済してくれるの

が、Integrity サーバおよび HP 9000 サーバのエントリモデルに搭載されている iLO(Integrated Lights-Out)である。iLO

は、以下の各機種で利用可能だ。 

 

＜表：iLO をサポートする機種＞ 

Integrity サーバ rx1600*、 rx1620*、 rx2600、 rx2620*、 rx4640、 rx5670 

HP 9000 サーバ rp3410、 rp3440、 rp4440 

*iLO の利用には Management Processor オプションが必要 

 

iLO は、簡単に言えば「サーバの遠隔管理を行うためのミニサーバ」である。iLO は専用のプロセッサーを備え、サーバ本体とは

独立して動作する。よって、サーバに電源コードが接続されていれば、たとえ電源がオフの状態でも iLO はつねに利用可能であ

る。図 1 は、Integrity サーバにおける iLO のアーキテクチャを示した図だ。 

 

 

図 1：iLO のアーキテクチャ 

 

この図が示すように、iLO は Integrity サーバの PCI バスおよび BMC(Baseboard Management Controller)に接続してお

り、マザーボード上のプロセッサーやメモリ、チップセットをはじめ、ディスク、ネットワークなどの I/O モジュールを管理・

診断できる。 

 

 

図 2：rx1620 背面図 
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図 2 は、Integrity rx1620 の背面図である。ここで「管理ボードコネクタ」と記されている部分は、サーバ本体の各インタフェ

ースとは個別に用意された iLO の専用インタフェースである。よって、例えば図 2 の「10/100 管理 LAN」を通じて iLO にアク

セスすれば、OS が立ち上がらずに SSH 接続できないような状況でも、電源のオン/オフやコンソール操作などをネットワーク越

しに実施できるのである。 

では、実際に iLO を使うとどのようなリモート管理が可能になるのか、ここでは Integrity rx1620 の iLO を実際に使いなが

ら、その管理機能を紹介しよう。 

iLO に接続する 

iLO には、いくつかの通信手段を介してアクセスできる。ひとつは、サーバ本体のシリアルポートにコンソール(例えば端末エミ

ュレータソフトが動作する PC など)を接続する方法。この場合は現地での作業が前提となる。もうひとつは、シリアルポートに

モデムを接続し、遠隔地からのダイヤルアップ接続を行う方法。3 つめは、iLO の管理 LAN ポートを通じて、telnet もしくは

Web ブラウザを利用して接続する方法である。 

ここでは、3 つめの管理 LAN ポートによる iLO 接続を試してみたい。そのためには、あらかじめ Integrity サーバの管理 LAN

ポートに IP アドレスを設定しておく必要がある。この作業はシリアルポートから実施することも可能だが、もっと簡単に ping

コマンドを使う方法もある。そのためにはまず、管理 LAN ポートの下に記載されている MAC アドレス(図 3)をメモしておく。 

図 3：管理 LAN ポートの MAC アドレス 

つづいて、管理用 LAN ポートと同じサブネットに接続された作業用マシンを用意し、arp コマンドを以下のように実行する(以

下、例は Windows の場合)。 

> arp -s 192.168.1.250 00-30-6e-3a-a6-8b 

これにより、PC の ARP テーブルには、管理 LAN ポートの MAC アドレスと IP アドレスの対応づけが登録される。なお、IP ア

ドレスとしてはサブネット内の空いているアドレスを指定すればよいだろう。 

次に、以下のように ping コマンドを実行する。 

> ping 192.168.1.250 

IP アドレスの設定はこれで完了だ。この ping パケットを受けた iLO は、その IP アドレスを管理用 LAN ポートに登録する仕組

みである。いったん IP アドレスを接続しておけば、あとは社内 LAN やインターネットを経由してどこからでも iLO にアクセス

可能になる。 

つづく後半では、iLO の管理機能の利用例を紹介しよう。 
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iLO の管理機能 

管理用 LAN ポートに IP アドレスを設定したならば、Web ブラウザから以下のような URL を入力することで、iLO に接続でき

る。 

iLO に接続すると、Web ブラウザの画面上には仮想コンソールが表示され、ログインプロンプトが以下のように表示される。 

MP login: 

ここで、ユーザ名およびパスワードとして「Admin」と入力すれば、図 4 のログインメッセージが表示される。 

図 4：iLO のログインメッセージ 

ちなみに、iLO には telnet コマンドで接続することも可能だ。iLO では、telnet および Web ブラウザのそれぞれについて、最

大 4 同時接続をサポート している。 

仮想フロントパネルと仮想コンソール 

iLO のメインメニューでは、以下の各機能を呼び出すことができる。 

＜表：iLO をサポートする機種＞ 

コマンド名 名前 機能 

CO Console サーバのコンソールに接続する 

VFP Virtual Front Panel 仮想フロントパネルを表示する 

CM Command Menu コマンドメニューを表示する 

moriyu
Stamp
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CL Console Log iLO の操作履歴を表示する 

SL Show Event Logs イベントログを表示する 

HE Main Help Menu ヘルプメニューを表示する 

X Exit Connection iLO との接続を切断する 

 

このうち VFP コマンドは、Integrity サーバの仮想フロントパネルを表示するコマンドであり、マシンのフロントパネルに装備さ

れた LED の点灯状況をリアルタイム表示できる。 

 

 

図 5：VFP コマンドによる仮想フロントパネル 

 

図 5 の例では、ロケータ LED(サーバの設置場所を確認するための LED)が消灯し、システム LED(システム動作状態を示す LED)

が緑点滅、そして電源 LED が消灯していることがわかる。またステータスとして「Running non-OS code」と表示されてお

り、マシンがブート中か管理作業中であることがわかる。 

 

また、メインメニューのもうひとつの機能である CO コマンドを実行すると、iLO を通じて Integrity サーバのコンソールに接続

できる。いわば仮想コンソール機能である。 

 

では、実際に仮想フロントパネルと仮想コンソールによる遠隔操作を試してみよう。2 つの Web ブラウザから iLO のメインメニ

ューに接続し、それぞれ VFP コマンドと CO コマンドを実行しておく。この状態でもうひとつ Web ブラウザを開き、メインメ

ニューから CM コマンドを実行してコマンドメニューを表示する。つづいて PC(Power Control)コマンドを実行すると、電源制

御メニューが以下のように表示される。 

 

[uninitialized] MP:CM> PC 

PC 

Current System Power State: Off 

Power Control Menu: 

     C   - Power Cycle 

     ON  - Turn Power On 

     OFF - Turn Power Off 

     G   - Graceful Shutdown 

Enter menu item or [Q] to Quit: 

 

ここで「ON」と入力すると、サーバ本体に電源が投入され、同時に仮想フロントパネルの LED 状態も電源オンの状態に変化す

る。また仮想コンソールには Integrity サーバのファームウェアである EFI の起動メッセージ(図 6)が現れ、つづいてブート管理

ツール EFI Boot Manager のメニュー(図 7)が表示される。 
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図 6：EFI の起動メッセージ 

 

 

図 7：EFI Boot Manager 

 

例えば OS がうまく起動しないようなトラブルの場合は、このメニューからバックアップの HP-UX イメージに切り替えたり、シ

ングルユーザモードで起動したりして、原因の切り分けやシステムのリカバリを行えるだろう。もしくは、EFI シェルを開き、

Integrity サーバのハードウェアやファイルシステムの状態、ファイル内容などを確認することもできる。 

このように iLO を使うことで、従来ならばマシンの前に立って行うしかなかったコンソール作業も、遠く離れた会社のオフィス

から実施できるようになる。 

 

つづいて後編では、iLO のそのほかの管理機能を概観し、また最新版で追加された新機能を紹介したい。 

 

リモート管理の「頼みの綱」、iLO を活用する・後編 
2005 年 10 月 テクニカルライター 吉川和巳 

 

iLO が威力を発揮するのは、ハードウェア障害やシステムクラッシュが発生したときだ。iLO では、電源投入時やクラッシュ時に

システムファームウェアが収集した情報を不揮発性メモリに記録しており、あとからゆっくり解析できる環境を用意している。ま

た iLO の高機能版として HPE が提供する「iLO Advanced Pack」では、SIM との連携による複数サーバの効率的な管理や、

LDAP サーバによるユーザ認証が可能になっている。ここでは、ここぞというときにシステム管理者を強力にサポートする「現地

スタッフ」として働いてくれる iLO の実力を掘り下げてみよう。 

 

iLO でできること 
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iLO のもうひとつの便利な点は、サーバが搭載するコンポーネントの構成の確認や、個々のコンポーネントの動作状況をチェック

できることだ。例えば iLO のコマンドメニューより DF コマンドを実行すると、プロセッサーやメモリ、マザーボードなど、サー

バに装着されたすべての FRU(交換可能ユニット)について情報を表示できる。以下は、Integrity rx1620 においてプロセッサー

の FRU 情報を表示した例だ。 

 

FRU Entry # 2 : 

FRU NAME: Processor 0 ID:20 

 

PROCESSOR DATA 

 S-spec/QDF: L754 

  Sample/Prod: 01 

 

CORE DATA 

 Arch Revision : 00 

  Core Family : 1F 

  Core Model : 01 

  Core Stepping : 05 

  Max Core Freqency : 1000 MHZ 

  Max SysBus Freqency : 200 MHZ 

  Core Voltage : 1100 mV 

  Core Voltage Tolerance,High : 16 mV 

  Core Voltage Tolerance,Low : 16 mV 

 

CACHE DATA 

 Cache Size : 1536 Kb 

 

＜以下略＞ 

 

このように、個々のプロセッサーの詳細仕様まで確認できるため、サーバ設備の正確なインベントリ管理を実施できる。また

SYSREV コマンドを実行すれば、システムファームウェアや EFI、BMC、そして iLO の現在のレビジョンを把握できる。 

 

[uninitialized] MP:CM> SYSREV 

SYSREV 

 

Current firmware revisions 

 

 MP FW : E.02.26 

  BMC FW : 02.26 

  EFI FW : 01.10 

  System FW : 01.10 

 

クラッシュ時に役立つイベントログ 
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さらに iLO が威力を発揮するのは、ハードウェア障害やシステムクラッシュが発生したときである。iLO では、システムファー

ムウェアや OS、そして iLO 自身が出力するイベントログを不揮発性メモリに記録している。電源投入時やクラッシュ時にシステ

ムファームウェアがプロセッサーやチップセットから収集した情報を、あとから iLO 上でゆっくり解析できる仕組みだ。 

 

ここで例として、サーバが突然リブートしたケースを想定してみよう。アプリケーションや OS のログに不審な点がなければ、ハ

ードウェアの間欠障害や電源まわりのトラブルが考えられるだろう。通常、このどちらが原因か特定するのは容易ではないが、

iLO を使えばその手がかりとなる情報が得られる。例えば、Integrity rx1620 の動作中に電源ケーブルを抜いて停電発生を再現

してみると、iLO には以下のようなログが残る。 

 

Log Entry 6009: 13 Oct 2005 09:08:39 

Alert Level 3: Warning 

Keyword: Type-02 226f0a 2256650 

ACPI state S5 (soft-off, entered by override) 

Logged by: Baseboard Management Controller; 

        Sensor: System ACPI Power State - ACPI State 

Data1: S5 entered by override 

0x20434E2417022A50 FFFF0A6FFA220300 

 

このように「ACPI state S5」(電源完全オフ)への移行を示すワーニングが記録されるため、管理者はサーバダウンの原因が給電

のトラブルであることを特定できるわけである。このほか iLO ではコンソール出力もすべて記録しているため、システムダウン

時に表示されたメッセージを再現することも可能だ。 

 

iLO 最新バージョンの新機能 

以上のように、データセンターに駆けつける回数を減らしてくれる iLO だが、今年リリースされた iLO の最新バージョンではさ

らなる機能強化が施されている。そのひとつは、Web アクセス時の GUI 表示である。従来は Web ブラウザ上に表示される端末

エミュレータを介した操作に限定されていたが、新バージョンでは以下のような GUI を通じて iLO の各種情報を閲覧できるよう

になった。上述したイベントログも、この GUI 上で見やすく表示される。 
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図 1：iLO 新バージョンの Web GUI 

 

また iLO にログインできるユーザのアクセス権限チェックが強化された。新バージョンでは、以下の 5 種類のアクセス権が用意

され、個々のユーザについて個別のアクセス権を付与できる仕組みになっている。 

 

 ログイン・アクセス：iLO にログインし、状態確認やログ表示のみ実施できる 

 コンソール・アクセス：コンソール操作を行える 

 電源制御アクセス：電源のオン/オフやサーバのリセットを行える 

 ユーザ管理アクセス：iLO にログインするユーザの登録やアクセス権付与を行える 

 MP 設定アクセス：iLO のすべての機能を利用できる 

 

iLO Advanced Pack 

また HPE では、iLO の高機能版として「iLO Advanced Pack」オプションを別途用意している。同オプションでは、iLO への

ネットワーク接続方法として、Web ブラウザと telnet に加えて、SSH が利用できるようになる。これにより、公開鍵によるロ

グイン時の認証や通信の暗号化が可能になるため、インターネット経由でも安全にアクセス可能だ。 
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図 2：iLO Advanced Pack における SSH 設定 

 

さらに iLO Advanced Pack では、新たに SIM(Systems Insight Manager)との統合が可能になった。SIM の GUI を介して、

以下のような操作を複数のサーバの iLO に対して同時に実施できる。これにより、個々のサーバに同じような作業を繰り返す必

要がなくなる。 

 

 サーバの電源オン/オフ 

 iLO ユーザの登録 

 iLO の設定 

 個々の iLO へのログイン 

 

 

図 3： SIM による複数サーバの同時管理 
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SIM と iLO のコンビネーションでは、データセンターに設置された各サーバに関する情報を SIM が集約し、インベントリ管理や

障害管理、セキュリティ管理などを実施する。一方 iLO は、個々のサーバについてハードウェア診断やコンソール接続、電源制

御などを実施する。こうした連携によって、データセンターの多数のサーバを効率よく遠隔管理できる環境が実現する。 

 

LDAP によるユーザデータベース構築 

iLO Advanced Pack で利用可能になるもうひとつの機能は、LDAP ベースのディレクトリサービスによるユーザ管理である。つ

まり、iLO へのユーザ登録をサーバごとに行うのではなく、既存の LDAP サーバで管理されているユーザ名やパスワードを参照

してログイン時の認証を行える機能だ。 

 

 

図 4：LDAP サーバへの接続設定 

 

iLO の LDAP 設定画面(図 4)において、LDAP サーバの IP アドレスやポート番号、ユーザ検索パラメータなどを設定しておく。

例えばマイクロソフト Active Directory を用いて Windows ネットワークのセキュリティ管理を実施している企業であれば、

LDAP サーバとして同サーバを指定することで、Windows 環境のユーザ名とパスワードをそのまま iLO のログインにも利用可

能になる。 

 

以上、今回は iLO が提供するリモート管理機能ついて解説した。普段はあまり触る機会のない iLO だが、ここぞというときには

システム管理者を強力にサポートする「現地スタッフ」として働いてくれるはずだ。 
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サーバ仮想化の“先駆者” HPE が世に問う新技術

「Integrity VM」 

サーバ仮想化の“先駆者” HPE が世に問う新技術「Integrity 

VM」・前編 
2005 年 12 月 テクニカルライター 吉川和巳 

 

HPE は、1997 年に最初の仮想化製品をリリースして以来、すでに 8 年にわたりミッションクリティカル分野向けに仮想化技術

を展開してきた、いわば仮想化技術の“先駆者”である。その HPE が今年 12 月に出荷開始した仮想化技術の新製品が、

「Integrity Virtual Machines(Integrity VM)」だ。Integrity VM は、Integrity サーバをソフトウェアで再現したフル・バー

チャルマシンである。CPU 1 個あたり最大 20 の仮想サーバを作成でき、それぞれで HP-UX や Windows、Linux の各 OS が手

を加えることなくそのまま動作する。ここでは、HPE が仮想化技術の“切り札”として世に送り出した Integrity VM の特徴やメカ

ニズムについて紹介する。 

 

仮想化の“先駆者” HPE の新製品「Integrity VM」 

サーバ・コンソリデーションを実現する手段として、最先端技術であるサーバ仮想化は市場の中でもっとも注目を集めており、ベ

ンダー各社が製品を市場に投入し始めている。しかし、どのベンダーもオープンシステム環境への参入では日が浅く、ミッション

クリティカル環境に仮想化技術を導入できるだけの確固とした設計理念や実績は皆無である。これに対し HPE は、1997 年に最

初の仮想化製品をリリースして以来、すでに 8 年にわたりミッションクリティカル分野向けに仮想化技術を展開してきており、

仮想化技術の"先駆者"と言っても過言ではない。 

 

仮想パーティショニングから管理まで 

1 台のサーバのリソースをソフトウェアレベルで複数に分割し、それぞれに独立した OS インスタンスやアプリケーションを動作

させる仮想パーティション技術。その技術に関しては、「Integrity サーバ対応版で更に強化された vPars」や「商用 UNIX のパ

ーティション技術最新事情」とこの特集の中で、これまで何度か取り上げてきた。今回出荷が開始された Integrity Virtual 

Machines (以下、Integrity VM)ではより粒度の細かなリソース分割や I/O 共有が可能になり、エントリレベルの Integrity サ

ーバによる小規模のコンソリデーションも可能になる。2006 年 3 月には、こうした仮想化環境を管理する GUI ツール

「Integrity Essentials Virtualization Manager」に「Integrity Essentials Capacity Advisor」が登場し、様々な形で分割さ

れたサーバリソースを一元的に表示、可視化し、構成変更を GUI ベースで実施出来る他、ツール上で構成変更による影響をシュ

ミレーションできるようになる。 
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図 1： Integrity VM のメカニズム 

 

Integrity VM は、Integrity サーバをソフトウェアで再現したフル・バーチャルマシンである。プロセッサー1 個あたり最大 20

の仮想サーバを作成でき、それぞれで HP-UX や Windows、Linux の各 OS が手を加えることなくそのまま動作する(Windows

および Linux 対応は 2006 年後半を予定)。また、物理サーバの I/O(ディスクやネットワーク)を複数の仮想マシン間で共有でき

るのもポイントである。  

 

今回は、HPE が仮想化技術の“切り札”として世に送り出した Integrity VM の特徴やメカニズムについて紹介したい。 

 

HPE の仮想化技術ポートフォリオと Integrity VM 

まずは、HPE の仮想化技術 VSE(Virtual Server Environment)における Integrity VM の位置づけを確認しておこう。図 2 は、

VSE を構成する仮想化技術である。 

 



102 

HP-UX 特集コラムバックナンバー（2005 年） 

 
 

 

図 2： VSE を構成する仮想化技術 

 

VSE の各技術は、大まかに以下の 3 種類の技術に分類できる。 

 

 ハードパーティション(nPars) 

 仮想パーティション(vPars、Integrity VM) 

 リソース・パーティション(PRM、SRP) 

 

まず、ハードパーティションとしては nPartitions(nPars)を提供する。nPars は、サーバのハードウェア・リソース(CPU、メモ

リ、I/O など)を電気的にパーティション分割する技術であり、それぞれのパーティションが完全に独立したサーバとして動作可

能となる。これにより、OS レベルでの障害のみならず、ハードウェア障害の影響を個々のパーティションに封じ込めることがで

きる。ただし、リソース配分の変更にはサーバのリブートが必要になる。 

 

もうひとつの仮想化技術である仮想パーティションとしては、Virtual Partitions(vPars)そして今回リリースされた Integrity 

VM が該当する。いずれもサーバリソースをソフトウェアレベルで分割する技術であり、それぞれのパーティションや仮想マシン

で独立した OS が動作する。OS レベルでの障害の影響を遮断できるほか、サーバをリブートせずにリソース配分をリアルタイム

に変更できるのが特徴だ。 

 

3 つめの仮想化技術であるリソース・パーティションとしては、PRM(Process Resource Manager)および SRP(Secure 

Resource Partition)が提供されている。これらは、1 つの OS のリソースを分割し、個々のアプリケーションに配分するテクノ

ロジーだ。PRM では CPU やメモリ、I/O など一定のリソースを各アプリケーションに%単位で正確に配分でき、他のアプリケー

ションの過負荷による影響を防ぐことができる。さらに PRM をベースとした SRP では、それぞれのアプリケーションをセキュ

リティ的に完全に隔離することが可能になる。 

 

VSE では、これら 3 種類の仮想化技術を自由に入れ子することができる。例えば、nPar の内部を vPar や Integrity VM で分割

したり、さらに vPar 内部を SRP で分割したり、といった具合だ。こうした多彩な選択肢の中から、ビジネス継続性やサーバ・
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コンソリデーションといったニーズに応じて最適な仮想化技術を組み合わせできる。このようなラインアップの豊富さ、そして

個々の技術の実績の多さの点では、HPE の仮想化技術はベンダー各社の追随を許していない。 

 

Integrity VM の特徴 

では、Integrity VM の特徴を見ていこう。 

 

 Integrity サーバをソフトウェアで再現した仮想マシン 

 HP-UX、Windows、Linux が動作 

 CPU あたり最大 20 の仮想マシンを設定可能 

 I/O(ネットワーク、ディスク)を共有可能 

 動的なリソース割り当て 

 仮想マシンのポータビリティの高さ 

 

その名が示すとおり、Integrity VM は、Integrity サーバをソフトウェア的に再現した仮想マシンである。つまり個々の

Integrity VM はホスト OS から 1 つのプロセスとして見え、その内部でゲスト OS が動作するという構成になっている。ホスト

環境としては Integrity サーバをサポート。ゲスト OS としては HP-UX 11i v2 が動作するほか、2006 年後半には Windows

および Linux をサポートする予定だ。このマルチ OS 対応の意義はとりわけ大きく、従来であればハイエンド／ミッドレンジサ

ーバに備わる nPars でしか実現できなかった Windows や Linux と HP-UX の共存が、エントリモデルでも手軽に実現できるよ

うになる。 

 

また、1 個の CPU につき最大で 20 の仮想マシンを設定できること、さらには I/O(ネットワークやディスク)が共有可能なこと

も注目すべきポイントだ。Integrity VM では仮想マシン作成の粒度が大幅に細かくなり、4 CPU 構成では最大 80 もの仮想マシ

ン設定可能になる(もっとも現実的なパフォーマンスを考えればこれほど細かく区切ることはないだろう)。さらに Integrity VM

では、1 本のネットワークや 1 台のディスクを複数の仮想マシン間で共有することができる。よって Integrity VM では、ハイエ

ンド／ミッドレンジサーバに限らずエントリモデルにおけるサーバ仮想化も容易に実現できる。 

 

vPars と Integrity VM の比較 

ソフトウェアレベルでの仮想パーティション技術としては、vPars と Integrity VM があるが、ここで両製品の違いを見ていく。

図 5 は、それぞれの実装方法の違いを示した図である。 

 

 

図 5：Integrity VM と vPars の構成 
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この図が示すように、Integrity VM は「ホスト OS の上でゲスト OS が動作する」という仮想マシンによる仮想化を採用してい

る。一方、vPar は「ファームウェア上に複数 OS が動作する」というファームウェアによる仮想化技術だ。この両者はそれぞれ

に一長一短があり、用途や目的に応じて使い分けていくことになる。以下の表は、Integrity VM と vPars を比較した表である。 

 

表：vPars と Integrity VM の比較 

 vPars Integrity VM 

サポート対象サーバ 
セルベースの Integrity サーバおよび HP 

9000 サーバ 
Integrity サーバ全機種 

サポート対象 OS 
HP-UX 11i v2 2005 年 5 月版以降、HP-UX 

11i v1(PA のみ) 

HP-UX 11i v2 2005 年 5 月版以降、 

Linux および Windows(2006 年後半) 

1CPU コアあたりの分割数 1 パーティション 20 仮想マシン 

CPU の動的割り当て単位 CPU 単位 CPU 利用率単位 

I/O 共有 不可 可能 

 

おおざっぱに言えば、vPars は「サーバリソースを分割する技術」であり、Integrity VM は「サーバリソースを共有する技術」

となるだろう。よって、ネットワークやディスクなどの I/O を共有したい場合や、CPU リソースを利用率単位できめ細かく配分

したい場合は、Integrity VM の利用が適している。一方、CPU やネットワーク、ディスクなどを大まかに分割してそれぞれを占

有したい場合や、パフォーマンスオーバーヘッドを最小限に抑えたい場合は、vPars の利用が適している。また、vPars は HP 

9000 サーバ(PA-RISC プロセッサー)でも利用可能であるが、Integrity VM は Integrity サーバ(Itanium プロセッサー)のみの

サポートとなる。 

 

後編では、Integrity VM におけるリソース配分メカニズムや、Integrity VM のポータビリティがもたらすメリットについて掘り

下げていきたい。 

 

サーバ仮想化の“先駆者” HPE が世に問う新技術「Integrity 

VM」・後編 
2005 年 12 月 テクニカルライター 吉川和巳 

 

Integrity VM では、CPU やメモリ、ストレージ、ネットワーク、管理コンソールといったサーバ・リソースを仮想化し、用途や

目的に応じて各 VM に柔軟に配分することができる。つまり、開発・テスト環境のコンソリデーションには格好のソリューショ

ンと言える。例えば開発やテスト作業のピーク時には豊富なサーバ・リソースを配分し、カットオーバー後には VM を閉じてお

くといった使い方が可能になるのである。また“ファイルコピー感覚”で VM の複製や移設が可能なため、ミドルウェアやアプリケ

ーションがインストール済みの VM をコピーし、検証用環境を瞬時に用意することもできる。ここでは、Integrity VM の仮想化

メカニズムとそのメリットを紹介する。 
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Integrity VM による CPU リソースの仮想化 

Integrity VM では、以下の各リソースを仮想化し、それぞれの仮想マシン(VM)に配分できる。 

 

 CPU 

 メモリ 

 ストレージ 

 ネットワーク 

 MP(管理コンソール) 

 

これらのうち、まずは Integrity VM における CPU リソースの仮想化メカニズムについて説明しよう。 

 

 

図 1：Integrity VM による CPU リソースの仮想化 

 

図 1 は、Integrity VM における CPU リソースの仮想化を表した図である。この例では、4 個の CPU を搭載した Integrity サー

バ上で、3 つの VM を運用している。ここで、それぞれの VM に配分されている「仮想 CPU」に注目していただきたい。仮想

CPU とは、「それぞれの VM が利用可能な最大 CPU 数」を表している。よって図 1 の例では、左端の VM1 は 1 個分、VM2 は

3 個分、そして VM3 は 4 個分までの CPU 処理能力を受け取ることができる。VM 内部で並列処理可能なスレッド数も、仮想

CPU 数に比例することになる。 

 

ちなみに 1 つの VM には、サーバの物理 CPU 数を超える仮想 CPU 数を割り当てることはできない。そのため、もし 2-way サ

ーバで Integrity VM を利用する場合は、各 VM に配分できる仮想 CPU 数は最大 2 個までとなる。また、多数の CPU を搭載す

るサーバであっても、仮想 CPU 数は、現在のところ 4 個までに制限されている。 
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さて図 1 の例では、4 個の物理 CPU に対し、合計 8 個の仮想 CPU を各 VM に割り当てている。当然のことながら、すべての

VM の仮想 CPU に 100%の処理能力を配分することは不可能だ。そこで Integrity VM では、「エンタイトルメント

(entitlement)」と呼ばれる設定を行うことで、高負荷時の CPU リソース配分をあらかじめ決めておくことができる(図 2)。 

 

 

図 2：仮想 CPU のエンタイトルメント設定の例 

 

図 2 の例では、エンタイトルメントが以下のように設定されている。 

 

表：エンタイトルメントによって配分される CPU 処理能力 

 エンタイトルメント 最小 最大 

VM1 仮想 CPU 1 個×10% 10% 100% 

VM2 仮想 CPU 3 個×10% 30% 300% 

VM3 1 パーティション 360% 400% 

 

エンタイトルメントは、「各 VM に最低限保証される CPU 処理能力」を表している。つまり、すべての VM が高負荷状態にある

場合でも、エンタイトルメントで設定した CPU 使用率はかならず確保される。例えば上記例では、たとえ VM2 や VM3 の内部

で高負荷のアプリケーションが動作していても、VM1 はつねに 10%の CPU リソースを利用できる。また VM2 や VM3 の負荷

が低い場合は、その剰余分を利用して、最大 100%(仮想 CPU 1 個分)の処理能力が VM1 に動的に配分される仕組みだ。ちなみ

に、エンタイトルメントの最小値は 5%であるため、CPU 1 個あたり最大 20 の VM を作成することができる。 

 

こうした Integrity VM における CPU リソースのきめ細かな配分は、HPE が 1997 年から提供しているリソース・パーティショ

ン技術 PRM(Process Resource Manager)の FSS(Fair Share Scheduler)によって実現されている。FSS は、HP-UX カーネル

に組み込まれた専用のスケジューラーであり、個々のプロセスの CPU 利用率を%単位で厳密に履行する。こうした実績豊富なテ

クノロジーによって実装されている点も、Integrity VM の優位性のひとつと言えるだろう。 

 

メモリリソースの割り当て 

Integrity VM におけるメモリリソースは、CPU リソースとは異なり固定的に割り当てられる。各 VM の作成時に必要なメモリ容

量を設定しておくことで、VM 起動時にその分の物理メモリ領域が確保される。また、領域サイズを変更するには VM の再起動が

必要だ。 

 

物理メモリ容量としては、個々の VM に割り当てたメモリ容量の合計に加え、ホスト OS となる HP-UX が必要とするメモリ、そ

して Integrity VM のオーバーヘッド分を合計した容量を用意しておく必要がある。 
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ディスク I/O の仮想化 

つづいては、Integrity VM におけるディスク I/O の仮想化メカニズムを説明しよう。Integrity VM では、個々の VM に「仮想

ディスク」と呼ばれる仮想的な SCSI ディスクを割り当てることが可能だ。この仮想ディスクは、以下のいずれかの物理ストレー

ジに対応付けできる。 

 

 物理ディスクや SAN(論理ユニット) 

 論理ボリューム 

 ファイル 

 

これらのうち、もっともパフォーマンスが高いのは、物理ディスクや SAN の論理ユニットをそのまま仮想ディスクとして用いる

方法だ。ただしこの場合、割り当ての粒度が数 10～数 100GB と大きくなってしまううえ、VM のコピーや移動がやりにくくな

るというデメリットがある。一方、HP-UX の論理ボリュームやファイルを仮想ディスクとして用いることもできる。この場合、

パフォーマンスのオーバーヘッドが上昇するものの、割り当ての粒度を細かくでき、VM のポータビリティも向上する。例えば仮

想ディスクをファイルに割り当てた場合は、仮想的な Integrity サーバが 1 台まるごと 1 つの巨大ファイルに収まるかたちとな

る。つまり、このファイルをコピーするだけで「サーバの移設」が可能となる。 

 

Integrity VM では、ディスクの他にも DVD ドライブの仮想化にも対応している。「仮想 DVD」に対して物理 DVD を対応付け

られるほか、ISO ディスク・イメージを記録したファイルに対応付けることもできる。よって、例えばアプリケーション・インス

トール用 DVD を ISO イメージファイルとして保管しておけば、同ファイルを仮想 DVD としてマウントし、アプリケーションの

インストール作業を行える。何枚もの DVD メディアを手作業で交換するような手間もかからない。 

 

ちなみに、2006 年には Integrity VM において「Direct I/O」と呼ばれるモードがサポートされる予定だ。Direct I/O では、ス

トレージ・デバイスを特定の VM に直結することで、ネーティブの I/O パフォーマンスに近い性能が実現するという。 

 

仮想スイッチによるネットワーク仮想化 

Integrity VM では、ネットワークの仮想化もサポートしている。図 3 は、そのメカニズムを示した図である。 
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図 3：Integrity VM によるネットワーク仮想化 

 

ここで注目すべきポイントは、「バーチャル・スイッチ(仮想スイッチ)」の存在である。Integrity VM では、仮想スイッチを作

成することで、各 VM や物理 NIC を結ぶ仮想的なネットワークセグメントを構成できる。よって VM 間のネットワーク通信は、

物理 NIC を介さずにホスト OS の中だけで実現可能だ。例えばアプリケーション開発においてテスト環境を構築するようなケー

スでは、仮想のクライアントやサーバとなる VM を作成し、それらを仮想スイッチで結ぶだけで環境設定は完了する。すべてが

コマンド操作で完結するため、物理的なサーバを並べ、それらをネットワークハブに接続し……といった手間のかかる作業は不要

となる。また、物理ネットワークとは切り離した別セグメントを構成することで、セキュリティ面の隔離性も得られる。 

 

もっとも、現状の Integrity VM における仮想スイッチは一定のオーバーヘッドをともなうため、ネットワーク I/O 負荷の大きい

アプリケーションでの利用には注意が必要だ。オーバーヘッドを下げるため、物理 NIC を特定の VM のみに割り当てることも可

能である。 

 

Integrity VM はこう使う 

では、この Integrity VM の利用によりどのようなメリットが得られるのか考えてみよう。Integrity VM の恩恵をまっさきに享

受できるのは、開発やテスト環境のコンソリデーションだ。 

 

プロダクション環境とは異なり、開発環境やテスト環境は常時必要となるわけではなく、カットオーバー以降はほとんど利用され

なくなる。とはいえ、運用中のトラブル対応や機能拡張を考えると、開発やテストのためのサーバをおいそれと他の用途に転用す

ることはできない。その結果、サーバ・リソースがムダに放置される状況が生まれることになる。 

 

Integrity VM を導入することで、こうした開発・テスト環境のコンソリデーションが可能になる。前述のとおり、Integrity VM

では 1 つの VM が 1 つのファイル(もしくは論理ボリューム、ディスクなど)に収まっており、VM を起動しなければサーバ・リ
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ソースを消費することもない。よって、開発やテスト作業のピーク時には適切なエンタイトルメントを設定して豊富なリソースを

配分し、カットオーバー後には VM を閉じておくといった使い方が可能になる。またファイルコピー感覚で VM の複製や移設が

可能であるため、ミドルウェアやアプリケーションがインストール済みの VM をコピーし、検証用環境を瞬時に用意することも

できる。 

 

 

図 4：Integrity VM による開発・テスト環境のコンソリデーション 

 

ちなみに、Integrity VM では将来的なマイグレーションシナリオとして、「VM から物理サーバへの移行」および「物理サーバ

から VM への移行」をサポートする予定だ。これにより、例えば VM 上に構築されたステージング(本番検証)環境をプロダクシ

ョン用の物理サーバに移行したり、または物理サーバ上の既存の開発環境を VM に移行してコンソリデーションしたり――とい

った利用も可能になる。このように Integrity VM は、システム管理者にとってはきわめて重宝するツールとなるはずだ。 

 

GUI 管理ツール Integrity VM Manager 

また 2006 年 3 月には、Integrity VM に対応した GUI 管理ツール「Integrity VM Manager」がリリースされる予定である。

この Integrity VM Manager は、SIM(Systems Insight Manager)に統合された Web ベースの GUI ツールであり、各 VM に

対するリソース配分や使用状況をグラフィカルに確認できるほか、VM 構成の管理が可能である。 

 

 

図 5：Integrity VM Manager
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例えば、仮想ディスクと物理ディスクの対応付けや、仮想 NIC と物理 NIC の対応付け、VM の作成や削除、起動と停止、そして

ホストおよび各 VM の CPU 使用率の表示など、ひととおりの管理作業を GUI 画面上で実施できる。 

 

以上、今回は Integrity VM の概要を紹介した。ここで見てきたとおり、Integrity VM の特徴は、フル・バーチャルマシンとい

う特性を生かした高いポータビリティや柔軟性、粒度の細かさである。その一方で、HPE の実績豊富な仮想化技術をベースに実

装されているため、ビジネス継続性の要求される用途にもすぐに導入可能な“安定したソリューション”でもある。「サーバ・コン

ソリデーションは進めたいが冒険はしなくない」と考えるシステム管理者にとって、Integrity VM は最適な選択肢のひとつと言

えるだろう。 
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