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Serviceguard＋クラスタ・ファイルシステムでラクをする（2007 年 1 月） 

本特集では、SServiceguard Cluster File System の概要を紹介し、クラスタ環境においてどのようなメリットが得られるの

かを紹介します。 

Java のかなめ、「ガベージ・コレクション」をやさしく学ぶ（2007 年 2 月） 

今回は、Java 環境のパフォーマンスチューングにおいてポイントとなる「ガベージ・コレクション(GC)」のメカニズムを解説

し、最新事情を説明する。GC の得手不得手を把握することで、開発生産性とパフォーマンスを両立させよう。 

遂に登場した新世代のブレード型サーバ「Integrity BL860c」の実力（2007 年 3 月） 

本特集では、＜第 3 世代＞ブレードである Integrity BL860c を取り上げ、その概要やキー・テクノロジーについて紹介しま

す。 

検証・新 Serviceguard はどう変わったか（2007 年 10 月） 

今回は、HPE がリリースした Serviceguard の最新バージョン A.11.18 の新機能を紹介する。一段と敷居が低くなった新しい

Serviceguard の使い勝手をレポートしよう。 

可用性・管理性・保守性に優れた Boot from SAN（2007 年 11 月） 

今回は、ブレードサーバや仮想化技術の普及にともない、改めて注目が集まっている Boot from SAN の活用例を紹介します。 

Oracle AS＋Serviceguard でつくる盤石の AP サーバ（2007 年 12 月） 

今回は、日本ヒューレット・パッカードと日本オラクルの共同センター「ミッション・クリティカル・サーティファイド・セン

ター（MC3）」で実施された共同検証の成果をレポートします。
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Serviceguard＋クラスタ・ファイルシステムでラクをす

る 

Serviceguard＋クラスタ・ファイルシステムでラクをする・前

編 
2007 年 1 月 テクニカルライター 吉川和巳 

 

Serviceguard Cluster File System（以下 SG CFS）は、その名が示すとおり、Serviceguard に対応したクラスタ・ファイル

システムである。すなわちクラスタのノード間でファイルシステムの共有が可能なファイルシステムだ。SG CFS の導入により、

例えば Web サーバではコンテンツの同期作業が不要になるほか、Oracle RAC との組み合わせではクラスタ環境の構築や運用管

理の敷居をぐっと低くすることができる。ここでは、SG CFS の概要を紹介し、クラスタ環境においてどのようなメリットが得ら

れるのか検証したい。 

 

Serviceguard Cluster File System とは 

Serviceguard Cluster File System は、その名が示すとおり、Serviceguard に対応したクラスタ・ファイルシステムである。

クラスタ・ファイルシステムとは、クラスタのノード間でファイルシステムの共有が可能なファイルシステムだ。まずは以下の図

を見ていただきたい。  

 

図：Serviceguard Cluster File System によるファイルシステムの共有 

 

ご存じのとおり、Serviceguard による HA クラスタを構成する場合、クラスタ・ノード間に SAN などによる共有ディスクを配

置し、その上で VxFS などの通常のファイルシステムを構成する。上記の図では、/mnt1 および/mnt2 がそうした構成の例であ

る。この場合、「共有ディスク」とはいっても、ノード A とノード B が両方同時にファイルシステムにアクセスできるわけでは

ない。HA クラスタのフェイルオーバー時には、以下のような手順で「ファイルシステムの引き継ぎ」が実施される。 

 

 フェイルオーバー先ノードの決定 

 IP アドレスの引き継ぎ 
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 ファイルシステムの引き継ぎ 

 アプリケーションの起動 

 

例えばノード A がダウンした場合、それを検知した Serviceguard がノード B をフェイルオーバー先として選択し、IP アドレス

やファイルシステムの引き継ぎを実施する。このとき、共有ストレージ上のファイルシステムをノード B にて改めてマウントし

直し、アプリケーションからアクセス可能にする。なぜなら、HP-UX 標準のファイルシステム VxFS（JFS）をはじめ、一般的な

ファイルシステムは、複数ノードからの同時マウントが可能な設計になっていないからだ。 

 

SG CFS のメリット 

これに対して CFS は、共有ストレージに接続する複数のノードから同時にマウントできるよう設計されたファイルシステムであ

る。各ノードのユーザやアプリケーションが並列にアクセスしても、ファイルやファイルシステムの整合性を維持できる。よっ

て、上述のフェイルオーバー時の再マウントが不要になり、フェイルオーバー時間を短縮することが可能だ。  

 

 

 

SG CFS のもうひとつのメリットは、ノード間でのファイル共有やファイルシステム共有が可能になることで、これまで NFS など

を用いて実現してきた面倒なファイル共有が簡素化されることだ。このメリットの恩恵をまっさきに受けるのは、Web サーバで

ある。従来、Web サーバをクラスタ化する場合は、NFS や FTP を用いて同コンテンツを各ノードに配布する必要があった。SG 

CFS であれば、ひとつのコンテンツ・ファイルを複数のノードから参照できるため、そうした配布作業は不要になる。 
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www.hp.com での実例 

Web サーバへの SG CFS 導入は、じつは HPE の Web サイト「www.hp.com」にてすでに実施されている。同サイトは 190

万ファイルから構成された巨大 Web ポータルであり、毎月 30 億ヒットのアクセスが集中する。世界 4 か所のデータセンターに

配置された 20 台のサーバによって負荷分散クラスタを構成するという大規模事例だ。 

しかしこれまで、同サイトのすべてのサーバはローカル・ディスクで運用されてきたため、データセンターごとに 4～5 台のサー

バに対して Web コンテンツの同期（コピー）を実施する必要があった。そこで今回 HPE では、個々のデータセンターについて

SG CFS によるコンテンツ共有を導入。また Serviceguard を利用して、Web コンテンツの更新処理を行うマスターノードを障

害時にフェイルオーバーする仕組みを実現した。 

図：www.hp.com での SG CFS 導入事例 
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これにより、データセンター内部での Web コンテンツ同期作業を大幅に削減できた。またストレージ・デバイスの規模も、サイ

トごとに 6～8TB も縮小できたという。

つづく後半では、SG CFS と Oracle RAC のコンビネーションがもたらすアドバンテージについて紹介したい。 

Oracle RAC＋SG CFS の威力 

SG CFS は、Oracle RAC との連携によりその真価を発揮する。Oracle RAC 環境では、各ノードの Oracle インスタンス間でデ

ータを共有するために、通常のファイルシステムではなく raw デバイスや Oracle ASM（Automatic Storage 

Management）を用いる必要がある。しかしこれらのストレージ管理手段は、一般的なファイルシステムに比べると管理が難し

い面もあり、Oracle RAC 導入の敷居を高くする要因のひとつであった。 

一方、SG CFS と Oracle RAC を組み合わせることで、raw デバイスや Oracle ASM を使用せずに、通常のファイルシステムで

Oracle RAC を構成することが可能になる。これにより、Oracle のデータ・ファイルだけでなくクラスタファイルやバイナリ・

ファイルまでも共有ディスク上に配置でき、OS 上の普通のファイルとして扱えるようになる。

以下の表は、Oracle RAC 構成時のストレージ管理方法について、それぞれどの種類のファイルを扱えるか示したものである。 

表：Oracle RAC のストレージ管理方法の比較 

ストレージ

管理方法 

Oracle 

実行コード 

Oracle 

クラスタファイル※

Oracle 

データ・ ファイル 

アーカイブ・

ログ・ファイル

共有 raw ボリューム（SLVM／CVM） × ○ ○ × 

共有 raw デバイス × ○ ○ × 

Oracle ASM × × ○ ○ 

SG CFS ○ ○ ○ ○ 

※：Voting Disk および Oracle Cluster Repository（OCR） 

SG CFS と Oracle RAC を組み合わせる場合、HPE では以下の図にしめす構成を推奨している。 
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図 2：SG CFS と Oracle RAC の推奨構成 

ここで「SGeRAC」とは、Serviceguard の Oracle RAC 対応オプションである Serviceguard Extension for RAC を示す。ま

た「ODM」とは後述する Oracle Disk Manager であり、CVM とはクラスタ対応のボリュームマネージャ VERITAS Cluster 

Volume Manager を表す。  

この図の構成では、Oracle データベースのデータ・ファイルに限らず、バイナリ・ファイルや制御ファイル、ログ・ファイルま

でも CFS 上で共有する。一方、これらのうちバイナリ・ファイルについてはローカル・ディスクに配置し、ローリング・アップ

グレードをしやすくする構成も推奨されている。 

こうした「Oracle RAC＋SG CFS」の構成を採用することで、以下のメリットが得られる。 

 Oracle RAC を構成するすべてのファイルを OS から扱えるため、管理性が高まる

 HP-UX の Online JFS を用いることで、データ・ファイルの拡張が容易になる

 一般的なバックアップ・ツールが利用可能になる

 Oracle RAC をはじめ、アプリケーションやそのほかのツールなど、システム全体でストレージ管理を統一できる

 Oracle アーカイブ・ログのバックアップ／リカバリが簡単になる（手作業による障害対応が不要）

 Serviceguard 11.17 の新機能 MNP を活用できる

ちなみに Serviceguard 11.17 では、Multi-Node Package（MNP）と呼ばれる CFS をサポートするために新しいパッケージ

タイプが加わった。これまで、Serviceguard のパッケージ（フェイルオーバーするアプリケーションの単位）は、クラスタ上の

いずれか 1 ノードでのみ動作するのが原則であった。これは、ファイルシステムを複数ノード上で同時にマウントできなかった

ことを考えると当然である。一方 MNP では、CFS によるファイルシステム共有に対応するかたちで、1 つのパッケージを複数ノ

ード上で同時に動作させることが可能になる。これにより、Oracle RAC のようにクラスタ上で複数インスタンスが並行動作する

アプリケーションとの親和性が高くなる。

後編では、SG CFS を含むストレージ管理製品として提供されている Serviceguard Storage Management Suite（SG SMS）

について概要を説明する。 
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Serviceguard＋クラスタ・ファイルシステムでラクをする・後

編 
2007 年 1 月 テクニカルライター 吉川和巳 

Serviceguard Storage Management Suite（SG SMS）は、クラスタウェアである Serviceguard と、シマンテックのストレ

ージ管理ツール VERITAS Storage Foundation のバンドル製品である。前編で紹介した SG CFS をはじめ、ストレージの I/O

パスの冗長化や障害復旧機能、スナップショット作成機能などを提供し、HP-UX 標準のボリュームマネージャやファイルシステ

ムを上回る可用性や管理性を実現する。ここでは、SG SMS がもたらす洗練されたストレージ管理環境を紹介する。

Serviceguard Storage Management Suite の概要 

Serviceguard Storage Management Suite（SG SMS）は、クラスタウェアである Serviceguard と、シマンテックのストレ

ージ管理ツール VERITAS Storage Foundation のバンドル製品である。前編で紹介した SG CFS をはじめ、ストレージの I/O

パスの冗長化や障害復旧機能、スナップショット作成機能などを提供し、HP-UX 標準のボリュームマネージャやファイルシステ

ムを上回る可用性や管理性を実現する。

まずは、SG SMS の製品構成から紹介する。同製品は、以下の 3 種類のバンドルとして提供される。 

 Serviceguard Cluster File System（SG CFS）――標準構成

 Serviceguard Cluster File System for Oracle（SG CFS for Oracle）――Oracle シングル・インスタンス向け構成

 Serviceguard Cluster File System for RAC（SG CFS for RAC）――Oracle RAC 向け構成

図 1：SG SMS の 3 種類のバンドル 

これら 3 種類のバンドルのうち、SG CFS は汎用性の高い製品群をそろえたバンドルであり、Web サーバやファイル・サーバな

どさまざまな用途に適している。一方、SG CFS for Oracle は、シングル・インスタンスの Oracle データベース・サーバに対応

したもの。そして SG CFS for RAC は、Oracle RAC で構成されたデータベース・サーバをサポートするためのツール群を備えて

いる。以下の表は、各バンドルに含まれる製品を示したものだ。 

＜表：各バンドルの内容＞ 

製品 SG CFS 
CFS 

for Oracle 

CFS 

for RAC 
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Serviceguard version A.11.17 ○ ○ ○ 

Serviceguard Extension for RAC version A.11.17 ○ 

Serviceguard Manager version A.05.00 ○ ○ ○ 

Enterprise Cluster Master Toolkit version B.03.00 ○ ○ ○ 

VERITAS File System 4.1 (OnlineJFS) ○ ○ ○ 

VERITAS Volume Manager 4.1 ○ ○ ○ 

Oracle Disk Manager for Oracle 9i and 10g ○ ○ 

VERITAS Cluster File System 4.1 ○ ○ ○ 

VERITAS Cluster Volume Manager 4.1 ○ ○ ○ 

Database FlashSnap ○ ○ 

Quality of Storage Service (QoSS) ○ ○ ○ 

Instant Volume Snapshots ○ ○ ○ 

Storage Checkpoints ○ ○ ○ 

Disk Group Split and Join (FlashSnap) ○ ○ ○ 

Fast Mirror Resync ○ ○ ○ 

これらのうち、とくにシマンテック製品について機能を簡単に説明しよう。 

VERITAS Dynamic Multi-Pathing（DMP） 

VERITAS DMP は、サーバのホストバス・アダプタ（HBA）とストレージ間で複数の I/O パスを設け、負荷分散と障害時のフェ

イルオーバーを実現するツールである。このフェイルオーバー処理は DMP のソフトウェアが自動的に実行する。また多彩なスト

レージ・デバイスをサポートするほか、負荷分散のアルゴリズムも洗練されたものを選択できる。

Storage Checkpoints 

Storage Checkpoints は、ちょうどデータベースのチェックポイントと同等のメカニズムをファイルシステムに導入するツール

である。つまり、一定間隔でチェックポイントが発生し、その時点でのファイルシステム内容が保存される。ストレージやファイ

ルシステムに障害が発生すると、ファイルやファイルシステム全体の内容がチェックポイントの時点までロールバックされる。こ

れにより、ファイルシステムの整合性を保ちつつ、高速なリカバリが可能になる。 
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図 2：Storage Checkpoints 

 

Flash Snap 

Flash Snap は、ファイルシステムもしくはボリュームのスナップショットを作成し、活用するツールである。例えば実運用サー

バのストレージのスナップショットを作成し、それを別サーバ上にインポートしてから、バックアップやレポーティング、テスト

などの作業を実施できる。スナップショットの作成は最小限の CPU 負荷で済むため、これらの作業による実運用サーバへの影響

を防ぐことができる。また、オリジナルとスナップショット間の双方向同期をすばやく実行する FastResync 機能も提供する。 

 

Oracle Disk Manager（ODM）サポート 

ODM は、Oracle 9i 以降の Oracle データベースに搭載されたディスク・マネージャであり、ファイルシステム側のバッファリ

ングをスキップすることで I/O パフォーマンスを 15～30%改善する。 

 

図 3：Oracle Disk Manager（ODM）サポート 

 

VERITAS Cross-Platform Data Sharing（CDS） 

CDS は、HP-UX 以外のプラットフォームとの間でファイルシステムの共有を可能にするツールだ。統一のファイルをそのまま複

数プラットフォームから利用できるため、データの移行や移動を簡単に実現できる。 

 

つづく後半では、複数のストレージ・デバイスを 1 つのファイルシステムにマッピングするツールの QoSS(Quality of Storage 

Service)の機能について、深く説明したい。 
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ストレージの大幅なコスト削減を実現する QoSS

QoSS(Quality of Storage Service) は、1 つのファイルシステムを性能や価格の異なる複数のストレージで構成し、ポリシーに

従ってデータファイルを最も効率的に配置するツールです。 

異なる性能・価格のストレージをあたかも 1 つのファイルシステムとして利用でき、ファイルシステムとボリューム管理技術の

連携によって、ファイルの重要度や特性に合わせて、必要な性能を提供するストレージに自動的にマッピングできる。その結果、

重要なデータファイルに対しては十分なデータ保護を提供しながら、トータルなストレージのコストを大幅に削減することが可能

となる。 

具体的には、QoSS は単品の製品ではなく、VERITAS Volume Manager(VxVM) と VERITAS File System の連携による複数ボ

リュームにまたがって作成可能なマルチ・ボリューム・サポート機能(MVS)と再配置のポリシーを設定可能なユーティリティ機能

で構成されている。 

図 4：Quality of Storage Service(QoSS) 

飛躍的なコスト削減を可能にする QoSS 

QoSS の導入の利点として、飛躍的なストレージ・コスト削減の実現があげられる。大企業向けの物理ストレージを用意する場

合、従来のファイルシステムではクリティカル・データに対してミラーリングによる保護が適当なケースでは、ストレージをすべ

てミラード・ボリュームとして構成する必要がある。その結果必要な物理ストレージの量はファイルシステムのデータ量の 2

倍、つまりストレージ・コストが 2 倍必要になる。 

一方、QoSS を利用すれば、例えばクリティカル・データは物理ストレージであるミラード・ボリュームに配置し、その他の性質

のデータに関しては 5 つのディスクで構成される RAID-5 ボリューム上に配置することが可能だ。つまり、用意する物理ストレ

ージはクリティカル・データ分の 2 倍の量、それ以外のデータ分は RAID-5 ボリュームなどで済みコスト的にも大幅な削減とな

る。クリティカル・データを全体の 20%とした場合、コストは 1.7 倍で留まるのだ。その他、具体的な構成例での比較は、以下

の表を確認してほしい。 
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表：QoSS によるコスト削減の比較 ※シマンテック社提供ホワイトペーパーより 

 

容易に行えるファイル自動配置のポリシー設定 

QoSS でファイルの自動配置を行うためには事前にポリシー設定を行う必要がある。この設定は複雑と思われるかもしれないが、

VERITAS Enterprise Administrator (VEA)が備えている GUI のウィザードを利用すれば対話型で容易に行うことができる。こ

のウィザードに従い、順を追ってデータの配置に必要なボリュームを指定したり、自動配置から除外する基準などのルールを指定

すれば完了となる。 

 

ルールとして指定できるものは、ファイル名から判断する「ファイル・パターン」、「ファイルの最小サイズ」、「ファイルにア

クセスしていない日数」などがある。またルールを適用するディレクトリ単位の設定も可能だ。  

 

さらに、この VEA では、データの再配置後のシミュレーションを行うことも可能だ。このツールを使って分析すれば、データの

再配置時に移動するデータ量が算出され、図 5 のように設定したポリシーの適用前と後のボリュームの状態がグラフで表示され

る。データの自動配置による影響を事前に把握することができ、うっかり自動配置によって大量のデータが移動してしまい、I/O

帯域の消費してしまうことを防ぐことができる。  
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図 5：ファイル再配置ポリシーの適用による影響の分析 

 

以上、本特集では SG CFS を中心に、Serviceguard とクラスタ・ファイルシステムの組み合わせがもたらすメリットを解説し

た。Web サーバやデータベース・サーバなど、クラスタリングをともなうあらゆる用途において、Serviceguard と CFS のコン

ビネーションがさまざまな利便性・管理性を提供することがご理解いただけたはずだ。 

 

 

 

Java のかなめ、「ガベージ・コレクション」をやさしく

学ぶ 

Java のかなめ、「ガベージ・コレクション」をやさしく学ぶ・

前編 
2007 年 2 月 テクニカルライター 吉川和巳 

 

Java の「ガベージ・コレクション」は、開発者にとって“諸刃の剣”とも言える機能だ。面倒なメモリ管理を自動化し、開発生産性

を高めてくれる一方で、場合によっては Java アプリケーションのパフォーマンス・ボトルネックともなる。ガベージ・コレクシ

ョンのメカニズムを理解し、その得手不得手を把握しておけば、開発生産性とパフォーマンスを両立させる強力な武器となるだろ

う。ここでは、HotSpot VM に備わる「世代別ガベージ・コレクション」の仕組みをあらためて学び、また J2SE 5.0 以降でサポ

ートされた新機能の概要を紹介する。 

HotSpot VM のガベージ・コレクションをおさらいする 
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まずは、現行の Java 仮想マシン(以下、JVM)である「HotSpot VM」で採用されている、「世代別ガベージ・コレクション」の

メカニズムをおさらいしておこう。

例えば LISP や Smalltalk といったガベージ・コレクション（以下、GC）を備える古典的なプログラミング言語や、Java の初期

の JVM では、実行プロセスのメモリ領域にすべてのオブジェクトが分け隔てなく格納されていた。 

図 1：単一のメモリ領域 

これらの環境では、使用済みの不要なオブジェクトがメモリ領域を圧迫し、新しいオブジェクトのための領域を確保できなくなる

と、「マーク＆スイープ（mark & sweep）GC」と呼ばれる GC が実行される。具体的には、メモリ領域上のすべてのオブジェ

クトの参照関係をたどり、ひとつひとつのオブジェクトに「他のオブジェクトから参照されている（＝使用中である）」ことを示

すマークを付けていく。最後に、マークの付いていない使用済みオブジェクトをスイープ（掃除）するという方式の GC である。 

この GC 方式の欠点は、GC 中はすべてのアプリケーションの実行を一時停止しなくてはならない点だ。例えばメモリ領域のサイ

ズが数 100MB～数 GB といった大きさになると、数秒～数 10 秒もの時間を GC に費やすこともある。こうした長時間のアプリ

ケーション停止は、とりわけサーバ環境では大きな問題となる。ちなみに、このように全アプリケーションの停止が必要な GC

は、「stop-the-world（時間よとまれ）方式」とも呼ばれる。 

マーク＆スイープの欠点を補う世代別 GC

こうしたマーク＆スイープ GC の欠点を補うべく生み出されたのが、世代別 GC である。現在の HotSpot VM では、JVM のメモ

リ領域（ヒープ）が「Young 領域」、「Old 領域」、および「Perm 領域」の 3 つに分割されている。

図 2：JVM の 3 つのメモリ領域 

これらは、それぞれ以下のような目的で使用される。 

 Young 領域：生成直後の“新しい”オブジェクトを保存する領域

 Old 領域：生成後しばらく経過した“古い”オブジェクトを保存する領域

 Perm 領域：ロード済みのクラスなど、半永久的なデータを保存する領域

このようにヒープをオブジェクトの世代別に分ける理由は、Java アプリケーションには「オブジェクトの大半は生まれてすぐに

不要になる」という一般的な性質があるからだ。例えば文字列を表す String オブジェクトなどは、Java アプリケーションの内部

で何万という数が生成されるが、そのほとんどがすぐに使用済みとなってしまう。よって、そうした新しいオブジェクトを納めた

Young 領域についてのみ GC をこまめに実行することで、ヒープ全体を対象としたマーク＆スイープ GC の頻度を大幅に減らせ

るのである。ちなみに、Young 領域を対象とした小規模な GC を「マイナーGC（または Scavenge GC）」といい、ヒープ全体

の大規模な GC を「メジャーGC（またはフル GC）」と呼ぶ。 
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マイナーGC は対象となる領域サイズが小さく、1 回あたり数 ms 程度の短い時間で完了するため、Java アプリケーションへの影

響は少ない。一方、メジャーGC は数 100MB～数 GB のヒープ全体を対象とするため、完了までに数秒～数 10 秒という長い時

間を要する。よって、「Java アプリケーションの実行中に生じる使用済みオブジェクトはすべてマイナーGC で除去し、メジャー

GC は極力発生させない」というのが、Java パフォーマンス・チューニングにおけるゴールのひとつとなる。 

以下の図は、サンが無償で公開している Java プロファイリング・ツール「Visual GC」を用いて、そうした世代別 GC の実際の

ふるまいを可視化したものである。 

図 3：Visual GC で可視化された各領域の使用量変化 

ここで注目していただきたいのは、画面中央の「Eden Space（Eden 領域）」と、画面下の「Old Gen（Old 領域）」、

「Perm Gen（Perm 領域）」である。Eden 領域については追って説明するが、Young 領域の一部分と考えていただきたい。 

上記例の Eden 領域において、メモリ使用量が定期的にがくんと減っている個所は、マイナーGC によって Eden 領域内のオブジ

ェクトが一掃されたことを示す。一方、Old 領域と Perm 領域のメモリ使用量の増加はなだらかであり、メジャーGC は全く実行

されていないことが分かる。 

つづいて後半では、Young 領域を対象に実行されるマイナーGC のメカニズムを掘り下げる。 

マイナーGC で「ふるい」にかける

マイナーGC では、JVM 内部で次々に生成されるオブジェクトを Young 領域の中で「ふるい」にかけて、Old 領域に配置するの

にふさわしい“長生きするオブジェクト”を探し出す。この「ふるい」の役目を担うのが、Young 領域の中にある以下の 3 種類の

領域である。 
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図 4：Young 領域の 3 つの領域 

 

 Eden 領域：“新しい”オブジェクトを格納する領域 

 From 領域：“ちょっと古い”オブジェクトを格納する領域 

 To 領域：Eden 領域または From 領域からオブジェクトをコピーする領域 

 

では、これら 3 つの領域を用いて、マイナーGC がどのようなメカニズムで実施されるのか説明しよう。 

 

JVM 内部で新たに生成されるオブジェクトは、最初は Eden 領域に配置される。当然ながら Eden 領域はすぐに満杯となるた

め、満杯となったタイミングでマイナーGC が起動される。このマイナーGC では、まず Eden 領域中のオブジェクトの参照関係

をたどり、使用中のオブジェクトを To 領域へと移動する。 

 

 

図 5：Eden 領域から To 領域へのオブジェクトの移動 

 

この移動が完了したら、To 領域と From 領域を入れ替える。これでマイナーGC は完了だ。Eden 領域と To 領域は空になるた

め、新しいオブジェクトを受け入れ可能になる。 

 

さて、Eden 領域が再び満杯になると、いま説明したマイナーGC を同じ手順で繰り返す。ただその際には、From 領域（＝ひと

つ前の To 領域）に存在するオブジェクトも合わせて To 領域に移動する。 

 

 

図 6：Eden 領域および From 領域から To 領域へのオブジェクトの移動 

 

つまり Young 領域内のオブジェクトは、それが使用中である限りは、マイナーGC の度に From 領域と To 領域の間を行ったり

来たりするわけである。ただし移動の度に、上図に示すように「何回移動したか」をカウントしておく。そして、この移動回数が
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一定のしきい値に達したオブジェクトは、「長生きするオブジェクト」と判断されて Old 領域へ移動する。ちなみに、このしき

い値は、Young 領域がすぐに満杯にならないような値に動的に調整される。 

図 7：長生きするオブジェクトの Old 領域への移動 

このような「ふるい」のメカニズムによって、Old 領域へ配置すべきオブジェクトの量を減らし、マーク＆スイープ GC の頻度を

少なくできるのが、世代別 GC のメリットである。 

世代別 GC の実際のふるまい 

こうした HotSpot VM による世代別 GC のふるまいを観察するには、JVM 起動時のオプションとして「-XX:+PrintGCDetails」

を指定する。これにより、以下のようなログがコンソールに出力される。 

[GC [DefNew: 512K->0K(576K), 0.0002047  secs] 1233K->722K(1984K), 0.0002661 secs] 

[GC [DefNew: 512K->0K(576K), 0.0001534  secs] 1654K->1142K(1984K), 0.0002156 secs] 

[Full GC [Tenured: 21637K->21635K(60544K),  0.0645247 secs] 21637K->21635K(63872K), 

 [Perm : 262K->262K(8192K)],  0.0647529 secs] 

＜以下略＞ 

このログにおいて、「GC」で始まる行はマイナーGC を表し、「Full GC」で始まる行はメジャーGC を表す。上記例では 2 回の

マイナーGC と 1 回のメジャーGC が発生しているのが分かる。ここで 1 行目の、

[DefNew: 512K->0K(576K), 0.0002047 secs] 

という部分は、 

 Young 領域の 512KB 分のオブジェクトが GC 対象となった

 Young 領域の 0KB 分のオブジェクトが残存した（つまりすべて削除された）

 Young 領域のサイズが 576KB となった

という意味を表している。また、それにつづく、 

1233K->722K(1984K), 0.0002661 secs 

という部分は、 

 JVM ヒープ中の 1233KB 分のオブジェクトが GC 対象となった
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 JVM ヒープ中の 722KB 分のオブジェクトが残存した 

 JVM ヒープ中のサイズが 1984KB となった 

 GC が 0.0002661 secs（0.2ms）で完了した 

 

という意味である。さらに、最後の行である、  

 

[Full GC [Tenured: 21637K->21635K(60544K),  0.0645247 secs]21637K->21635K(63872K), 

 [Perm :  262K->262K(8192K)], 0.0647529 secs] 

 

という部分にはメジャーGC の実行結果が記されており、「Tenured:」および「Perm:」で始まる部分において、それぞれ Old

領域と Perm 領域におけるメモリ使用量の変化や領域サイズが記録されているのが分かる。またメジャーGC には 64ms の時間

を要しており、マイナーGC に比べると 3 桁ほど長い時間を費やしていることを示している。  

 

ちなみに、こうした数字の羅列からなるログ出力だけでは、JVM 内部のメモリ消費動向を直感的に把握することは難しい。そこ

で実際のパフォーマンス・チューニングでは、前述の Visual GC をはじめ、HPE が提供するプロファイリング・ツールである

HP jmeter、HP jtune などの解析ツールを併用するのが常套手段である。 

 

後編では、HotSpot VM に備わる 4 種類の GC ポリシーについて説明する。 

 

Java のかなめ、「ガベージ・コレクション」をやさしく学ぶ・

後編 
2007 年 2 月 テクニカルライター 吉川和巳 

 

Java のパフォーマンス・チューニングにおいてポイントとなるのが、JVM に備わる「GC ポリシー」の理解である。GC ポリシー

を変えるだけで、例えばシングルスレッド GC／マルチスレッド GC の違いや、GC 中にアプリケーションが停止する時間などが

大きく変化する。また J2SE 5.0 以降の HotSpot VM では、「エルゴノミクス」と呼ばれる新機能により、JVM のメモリ管理に

ともなうチューニングが自動化されている。システムの CPU 数やメモリ・サイズを JVM が検知し、世代別 GC における Young

領域や Old 領域のサイズや、JVM のヒープ・サイズなどを自動調節するのである。ここでは、こうした Java のガベージ・コレ

クションの最新事情を紹介する。 

 

4 種類の GC ポリシー 

Java のパフォーマンス・チューニングを実施する上では、JVM の「GC ポリシー」について理解しておくことが不可欠となる。

例えば J2SE 5.0 以降の HotSpot VM では、以下の 4 種類の GC ポリシーを選択できる。 

 

 Serial Collector 

 Parallel Collector 

 Parallel Compacting Collector 

 Concurrent Mark-Sweep Collector 

 

Serial Collector 
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「Serial Collector」とは、マイナーGC とメジャーGC の両方を stop-the-world 方式で実行する GC ポリシーである。JVM オ

プション「-XX:+UseSerialGC」を記述することで、このポリシーの利用を明示的に指定できる。 

図 1：Serial Collector のスレッド動作 

上図が示すように、Serial Collector では、マイナーGC またはメジャーGC の実行中はすべてのアプリケーション・スレッドが

停止し、単一の GC スレッドのみ動作する。この間は Java アプリケーションが“固まった”状態になってしまう。JVM のヒープ・

サイズが大きい（例えば数 100 程度～数 GB 程度）サーバ・アプリケーションなどでは、GC に長い時間を要するためにサービス

が数秒～数 10 秒間停止してしまうこともある。よって、Serial Collector は、ヒープ・サイズが小さく（例えば 64MB 程度）

アプリケーションの停止が 1 秒以下に収まるようなクライアント・アプリケーションでの利用に適している。

Parallel Collector 

「Parallel Collector」とは、Serial Collector と同様に、マイナーGC とメジャーGC の両方を stop-the-world 方式で実行する

GC ポリシーである。JVM オプション「-XX:+UseParallelGC」を指定すれば、このポリシーを明示的に指定できる。Serial 

Collector と異なる点は、マイナーGC についてはマルチスレッドによる GC を実行することだ。  

図 2：Parallel Collector のスレッド動作 

前述の Serial Collector では、マイナーGC とメジャーGC の両方をシングルスレッドで実行する。よって、もし JVM がマルチプ

ロセッサ搭載のシステムで稼働している場合、GC 実行中はいずれか 1 つの CPU のみ負荷がかかり、そのほかの CPU はアイド

ル状態となってしまう。

これに対し Parallel Collector では、上図が示すように、マイナーGC をマルチスレッドで実行する。これにより、マルチプロセ

ッサの能力をフルに生かした高速な GC が可能になる。よって Parallel Collector は、とりわけマルチプロセッサ搭載システムに

適した GC ポリシーと言える。もっとも、Parallel Collector でもメジャーGC はシングルスレッド動作であるため、メジャーGC

のパフォーマンスをさらに高めたい場合は次の Parallel Compacting Collector の利用が望ましいだろう。 

Parallel Compacting Collector 
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「Parallel Compacting Collector」とは、Parallel Collector の改良版と言える GC ポリシーであり、J2SE 5.0 の最新リリー

スでは導入済みである。Parallel Compacting Collector では、マイナーGC だけでなくメジャーGC のマーク＆スイープもマル

チスレッドで実行することで、メジャーGC にともなうアプリケーション停止時間を短縮できる。JVM オプションは「-

XX:+UseParallelOldGC」だ。 

マルチプロセッサ・システム上で動作するサーバ・アプリケーションでは、Parallel Collector よりも Parallel Compacting

Collector の利用が適しているだろう。GC を実行するスレッド数は CPU 数に応じて自動的に決定されるが、JVM オプション「-

XX:ParallelGCThreads」を指定することで、Parallel Collector および Parallel Compacting Collector が消費するスレッド

数の指定も可能だ。 

つづく後半では、4 つ目の GC ポリシーである Concurrent Mark-Sweep Collector のメカニズムについて説明する。 

Concurrent Mark-Sweep Collector のメカニズム 

「Concurrent Mark-Sweep Collector（以下、CMS）」は、上述した 3 種類の GC ポリシーに共通する弱点である「メジャー

GC によるアプリケーション停止時間」を大幅に短縮する GC ポリシーである。メジャーGC におけるマーク＆スイープ処理の大

半をアプリケーション・スレッドと並行（concurrent）して実行するのが、CMS のミソである。JVM オプションは「-

XX:+UseConcMarkSweepGC」だ。 

図 3：Concurrent Mark-Sweep Collector のスレッド動作 

上図は、CMS におけるメジャーGC のスレッドの動作である。この図が示すように、同 GC ポリシーでは「Initial Mark」、

「Concurrent Mark」、「Parallel Remark」、および「Concurrent Sweep」の 4 段階の処理が実行される。 

Initial Mark では、マーク処理の起点となるオブジェクトに対してマーク付けが行われる。この処理はシングルスレッドで実行さ

れ、JVM のすべてのアプリケーションを一時停止する必要があるものの、ごくわずかな時間で終了するためにアプリケーション

動作への影響はほとんどない。 

つづく Concurrent Mark では、Initial Mark でマークが付けられたオブジェクトを起点にオブジェクト間の参照を次々とたど

り、Old 領域内のすべての使用中オブジェクトにマークを付ける。この作業はシングルスレッドで実施されるが、アプリケーショ

ン・スレッドと並行して実行されるため、アプリケーションの動作が停止することはない。

次の Parallel Remark では、アプリケーションを一時停止し、Concurrent Mark 実行中のアプリケーション処理によって生じ

た変化分について追加のマーク付けを行う。ただし、Old 領域全体のわずかな部分で済むため、ごく短時間の一時停止で済む。
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最後の Concurrent Sweep は、マーク処理によって判明した使用済みオブジェクトを削除する。この作業もシングルスレッド動

作であるが、アプリケーションを一時停止せずに並行して実施される。 

 

以上が、CMS の動作メカニズムである。では実際にどのようなタイミングで GC が実行されるのか、見てみよう。 

 

 

図 4：Concurrent Mark-Sweep Collector の動作例 

 

この図は、時間の経過にともなうヒープ使用量の変化を HPjmeter を使ってグラフ化した図である。ここで、頻繁に繰り返され

ている水色および青色の三角印は、マイナーGC を表している。またマイナーGC と並行して、数字の「2」から「3」の部分では

CMS の Concurrent Mark が実行され、また「3」から「5」の部分では Concurrent Sweep が実行され、ヒープ使用量が大き

く下がっていることが分かるだろう。 

 

また CMS では、マーク処理やスイープ処理の最中にも、従来通りのマイナーGC が実行される。もっとも、CMS の場合は From

領域と To 領域がデフォルトで極端に小さく設定されているため、オブジェクトのほとんどは Eden 領域からすぐに Old 領域へ

と移動する。これは世代別 GC の本来の目的からは外れたふるまいだが、CMS では Old 領域の GC（メジャーGC）によるアプリ

ケーションへの影響がわずかであるため、逆に From／To 領域を使用しない方がパフォーマンスを向上できるのである。 

 

CMS の利用が適しているのは、ヒープ・サイズが大きく通常のメジャーGC では長時間を要してしまうケースや、メジャーGC に

よるアプリケーションの一時停止が許容できないような用途である。JVM のリアルタイム性が向上するため、インタラクティブ

なアプリケーションにも向いているだろう。 

 

GC 設定を自動化する「エルゴノミクス」とは 

ここまで見てきたとおり、HotSpot VM の GC のメカニズムは複雑だ。よって、例えば Young 領域や Old 領域のサイズ設定を

はじめ、GC ポリシーの選択などの最適解を導くのは容易ではない。この複雑な GC のふるまいと個々のアプリケーションの特性

を十分に理解し、最適な構成や設定値をチューニングする必要が生じるのである。  
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そこで J2SE 5.0 では、こうした GC チューニングの面倒さを解消する新機能「エルゴノミクス」が導入された。エルゴノミクス

とは、JVM の実行環境に応じて、GC 設定をできるだけ自動的に最適化する機能である。  

まず JVM は、それが動作するシステムがサーバクラス・マシン（豊富な CPU とメモリを備えたマシン）か否かを判定する。具

体的には、2 個以上の CPU および 2GB 以上のメモリを搭載したマシンをサーバクラス・マシンと判定する。  

サーバクラス・マシンと判断された場合、GC ポリシーとしては Parallel Collector がデフォルトで選択される。また初期ヒー

プ・サイズは搭載メモリ量の 1/64 の大きさに設定され、最大ヒープ・サイズは同じく 1/4 の大きさ（最大 1GB）に設定され

る。例えばメモリを 4GB 搭載したマシンならば、初期ヒープ・サイズは 64MB、最大ヒープ・サイズは 1GB となる。また、

Young 領域の Eden 領域および From/To 領域のサイズも適切に設定される。 

J2SE 5.0 以降の HotSpot VM では、こうしたエルゴノミクスによる自動調節が働くため、以前のような手取り足取りの JVM チ

ューニングを行わずとも一定のパフォーマンスを引き出せる仕組みになっている。 

以上、今回は Java HotSpot VM のガベージ・コレクションについて、そのおおまかな動作メカニズムを紹介した。バージョン・

アップを追うごとに大きく進化する GC の能力をフルに引き出す上で、お役立ていただきたい。

遂に登場した新世代のブレード型サーバ「Integrity 

BL860c」の実力

基幹システムまで統合する＜第 3 世代＞ブレード 
2007 年 3 月 テクニカルライター 秋葉けんた 

HPE が＜第 3 世代＞ブレードとして戦略を発表したのは昨年 6 月。従来までの PC サーバのみならずストレージやネットワーク

も含めたシステム統合に対応したプラットフォームである＜第 3 世代＞ブレードに、UNIX サーバの Integrity BL860c が登場し

た。ブレード型の Integrity サーバが加わったことにより、定評のある高信頼性・高可用性が＜第 3 世代＞ブレード上で実現でき

るようになった。ここでは、Integrity BL860c の概要を紹介するとともに、その拡張性や管理機能など、新たなプラットフォー

ムとしての魅力に迫る。

＜第 3 世代＞ブレードで安心感、低価格、省電力を実現 

HP は、2006 年 6 月から＜第 3 世代＞と位置づけるブレード「BladeSystem c-Class」を提供している。ブレードは、省スペ

ース化を目指し高密度設置を目的としたサーバが提供されてきた。その後、サーバ統合を実現した第 2 世代のブレードへと進化

している。一般的にブレードといえば、この「第 2 世代」のブレード型サーバを指す。HPE が＜第 3 世代＞と位置づけるブレー

ドでは、さらにストレージやネットワークをひとつのエンクロージャに統合し、システム統合を実現する、サーバのみならずプラ

ットフォーム全体を指すものなのだ。そのため、ネットワークについてはイーサネットや SAN に加え、Infiniband やバーチャル
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コネクトをサポートするインターコネクトを搭載。「消費電力と発熱量の増大」を解決する HP サーマルロジックテクノロジーに

も対応している。 

＜第 3 世代＞ブレードの特徴のひとつが、エンクロージャの前面に装着するサーバブレードおよびにストレージブレードと背面

から装着するインターコネクトをつなぐバックプレーンが、コネクターと配線のみでシンプルに構成されているということだ。こ

のバックプレーンには故障の原因となるアクティブコンポーネントが存在しないので、物理的な破損以外に交換の必要性は生じな

い。また、20 個もの特許を取得した自社開発の冷却ファンを最大 10 個、電源モジュールを最大 6 個装着して冗長化構成が可能

で、これらのパーツはすべてホットプラグにて交換可能になっている。高可用性を実現するための HP らしい設計思想が貫かれて

おり、エンクロージャがミッションクリティカルな分野にも十分対応できる仕様といえるだろう。 

c7000 エンクロージャには次のコンポーネントを搭載できる。 

 エンクロージャあたり最大 8 枚のフルハイト(FH)サーバブレード、または最大 16 枚のハーフハイト(HH)サーバ/ストレー

ジブレード

 最大 8 個のインターコネクトモジュールにより、イーサネット、ファイバチャネル(FC)、InfiniBand (IB)、iSCSI (Internet

Small Computer System Interface)、SAS (Serial-attached SCSI)などの各種ネットワークインターコネクトファブリッ

クをエンクロージャ内部で同時にサポート

 最大 10 個のファンを搭載できるアクティブ冷却ファンキット

 最大 6 台のパワーサプライ

 リダンダント Onboard Administrator (OA)管理モジュール(オプションでアクティブスタンバイ構成が可能)

上記のデバイスはすべて、ホットプラグ対応となっており、ユーザーが交換可能だ。 

図 1：シンプルな構成の BladeSystem c-Class エンクロージャ（側面図） 

エンクロージャの詳細な技術資料はこちら

今までの Integrity サーバがそのままブレードに！ 

3 月 13 日に発表された Integrity BL860c は、この＜第 3 世代＞ブレードに対応した Integrity シリーズの新ラインアップであ

る。スペック的には I/O の拡張性を除いて高信頼性・高可用性で定評のある Integrity rx2660 とほぼ同等となっており、従来の

https://h50146.www5.hpe.com/products/servers/bladesystem/c/component/enc_c7000/
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ラックマウント型で提供していた Integrity サーバの価値が、そのままブレードとしてエンクロージャの中に納まったというわけ

だ。デュアルコア インテル®Itanium®プロセッサと自社開発である zx2 チップセットを搭載したことにより、得意とするハイ

エンドサーバの高信頼性・高可用性の技術を継承。メモリ障害が発生した際にシステムへの影響を最小限に抑えるダブルチップス

ペアリング機能や、セキュリティを専用の暗号化チップでハードウェア的に実現する TPM など、Integrity サーバならではの機

能がブレードで使用できる。 

また、ミッションクリティカル分野では国内 No.1 のシェアを誇る HP-UX をフルサポートしているので、14 万ライセンスとい

う出荷実績を誇る Serviceguard を利用して信頼性の高いクラスタ・システムの構築も可能だ。さらに HP-UX 上で、先進的な仮

想化技術である Integrity VM(バーチャルマシン)を利用することもできる。Integrity VM を利用すれば、1 台のサーバ上に複数

の独立した OS 環境を構築することができるので、テスト環境や開発環境など、柔軟で効率的なサーバ運用が可能となるのであ

る。  

表：Integrity BL860c のおもな仕様 

プロセッサ プロセッサ デュアルコアおよびシングルコア インテル®Itanium®プロセッサ、最大 2 基(2P/4C) 

チップセット zx2 チップセット 

メモリ DDR2 DIMM スロット×12/最大 48GB 

管理機能 Integrated Lights-Out 2(iLO2)アドバンスパック標準搭載 

内蔵 HDD SAS HDD 最大×2(内蔵コントローラにより内蔵 HDD のミラーリング RAID 1 可能) 

ネットワーク Gigabit イーサネット ×4 

I/O 拡張 メザニンカード用スロット ×3

OS HP-UX、Linux、Windows※ 

※Windows は 2007 年下半期サポート予定

ブレードならではのメリットが Integrity サーバに！ 

集積度の高いブレードでは、発熱を抑えた省電力設計も重要なポイントとなる。Integrity BL860c の場合は、ひとつのエンクロ

ージャの中に最大 8 台まで装着可能なのだが、電源モジュールや冷却ファンなどを効率的に利用するエコロジー設計の結果、

Integrity rx2660 に比べて、最大 35%(8 台装着時)もの省電力化を実現している。また Integrity BL860c では、デュアルコア 

インテル®Itanium®プロセッサと zx2 チップセットの圧倒的な性能により、パフォーマンス当たりのシステム価格は劇的に低

減する(Integrity Superdome では TPC-C では世界最速のとなるパフォーマンスを記録)。さらには Oracle Database 10g の

ライセンス数が優遇されるといったメリットもある(デュアルコアの場合)。まさに Integrity BL860c は、Integrity シリーズの

＜第 3 世代＞ブレードとして、安心感、低価格、省電力を実現した画期的なサーバブレードと言えるだろう。 

ブレード統合でシステム全体の一元管理を実現 

高信頼性・高可用性を実現した Integrity BL860c は、データベースなど、これまでブレードにはあまり向かないとされてきた分

野にも十分活用することが可能だ。さらにエンクロージャには、Integrity ブレードだけでなく ProLiant ブレードも混在させ、
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一元的に管理することもできる。そのため、これまで小さなサーバで運用してきたシステムを、ひとつのブレードに効率的に集約

することが可能となり、管理効率を向上させ TCO の大幅な削減を実現する。今後の IT の行方を左右する新たなプラットフォーム

として、大きな可能性を秘めていると言ってもいいだろう。 

図 2：Integrity ブレードと ProLiant ブレードの混在環境により 3 階層システムが可能に 

パワー＆クーリングを統合管理する Onboard Administrator 

近年、パワー＆クーリングの問題が課題となっているが、＜第 3 世代＞ブレードではエンクロージャ内の電源および冷却のリソ

ースを効率的に共有し、統合管理するサーマルロジックテクノロジーというアーキテクチャを定義し、コンポーネントを含めて、

エンクロージャ全体の管理を行うためのハードウェアモジュールである Onboard Administrator を提供している。エンクロー

ジャの背面に 2 つ装着可能で、アクティブ/スタンバイの冗長化構成がとれるようになっている。Onboard Administrator を使

えば、電源および温度に関するデータにリアルタイムでアクセスして、システムの状況を容易に把握することができる。また、運

用状態を動的かつ自動的に調整もできるので、電源と冷却の予算内で最大限の性能を引き出し、コスト増となる電源・冷却への投

資を未然に防ぐことができるのだ。 
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図 3：リアルタイムでシステムを管理できる Onboard Administrator 

さらに＜第 3 世代＞ブレードには、管理性を向上させるデバイスとして Insight Display が用意されている。これは、エンクロ

ージャの前面に装備された情報交換デバイスで、Onboard Administrator の持つセットアップ、管理、およびトラブルシュー

ティングの機能などに、簡単にアクセスすることができるものので、現場で迅速に状況を確認し、対処することが可能となる。エ

ンクロージャのヘルス状態に応じて、表示色を「青」「緑」「橙」と変化させ、同時にアラートを表示することも可能だ。

Integrity BL860c では、リモート管理ツールの Integrated Light Out2(iLO2) アドバンスパックを標準で搭載しており、クラ

イアント側のキーボードやドライブからサーバの遠隔操作が可能だ(「リモート管理の「頼みの綱」、iLO を活用する」)。

Integrity BL860c では、iLO2 を Onboard Administrator 経由で接続するが、それ以外はラックマウント型の Integrity サー

バ同様に Systems Insight Manager(SIM)が管理基盤となっており、様々なツールの一元操作から、複数のシステムの一元管理

まで容易に行えるようになっている(「運用管理の一元化」)。 

続く後半では、先日発表された業界初のバーチャルコネクトから Integrity BL860c の I/O の拡張性について触れたい。 

業界初のコネクターの仮想化 

＜第 3 世代＞ブレードでは、エンクロージャの背面に装着されたインターコネクトモジュールから、コネクターと配線のみのバ

ックプレーンを介してサーバブレードに接続している。それが故にインターコネクトモジュールを強化することは大幅なプラット

フォーム全体の機能強化につながるのだ。そこで登場したのが業界初となる「バーチャルコネクト」だ。これは、イーサネットあ

るいはファイバーチャンネルの配線を仮想化する技術で、LAN や SAN ポート固有のアドレスを仮想化し、エンクロージャのスロ

ットに割り当てることができるという機能だ。システム稼動中に動的に変更することも可能で、1 ランク上の柔軟性を提供する。

そのため、故障時にサーバを交換する場合にも、プロファイルの割り当てだけで以前利用していた固有アドレスをそのまま引き継

ぐことができ、これまで必要だった LAN や SAN の設定変更が不要となる。しかも、プロファイルを上書きするという方法で処

理するため、オーバーヘッドは一切かからない。
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また、バーチャルコネクトは、サーバを挿入していない空きスロットにもアドレスを設定できるため、エンクロージャを導入した

時点ですべてのスロットに、LAN や SAN の全体設計に基づく固有アドレスを設定することも可能だ。そのため、サーバ増設のた

びに発生していた LAN や SAN の再設定も不要となる。つまりバーチャルコネクトは、I/O の仮想化を実現し、ネットワークやス

トレージの管理・運用性を大幅に向上させる技術と言えるだろう。

図 4：バーチャルコネクト 

拡張性の高い Integrity BL860c 

一般的に、スペースの問題などからブレードの弱点と言われているのが拡張性の問題だ。なかでも、ラックマウント型サーバに比

べて弱いといわれているのが I/O 機能の拡張性で、I/O スロットの少なさが利用用途でのボトルネックとなっていることがある。

そこで Integrity BL860c は、I/O 部分に工夫を凝らすことで利用用途の拡大を実現している。オンボードに Gigabit ネットワー

クアダプタを 4 ポート、デュアルチャネル SAS/ハードウェア RAID 機能を搭載したディスクコントローラにより内蔵 HDD を 2

台利用でき、さらに PCI-Express 仕様のメザニンカード用スロットが 3 つ用意されている。 
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図 5：Integrity BL860c のブロック・ダイアグラム 

このメザニンカード用スロットは、4 レーンの Type1 対応が 1 スロット、8 レーンの Type2 対応が 2 スロット、装着時の高さ

を違えることで、3 枚同時に装着できるように工夫されている。メザニンカードには、ファイバーチャネルや Infiniband など

様々な種類の I/O が用意され拡張性のバリエーションを多彩なものとしている。下の図はオンボードの NIC の 4 ポートとメザニ

ンカードの 12 レーンのエンクロージャとの接続経路を示したものだ。<1>と<2>は LAN 用のオンボードの NIC ポート、<3>か

ら<8>はメザニンカードのポートで SAN 用と 8 つのインターコネクトベイが用意されており、従来のブレードではありえない規

模のシステムを構成することが可能となっている。  
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図 6：エンクロージャとの接続経路 

ストレージブレードで内蔵 HDD も拡張

さらに、ユニークなのは、パススルーのメザニンカードが用意されている点だ。これは＜第 3 世代＞ブレードの特長のひとつで

あるストレージブレードを Integrity BL860c に直結させるもので、内蔵可能な HDD が 2 台までの構成を、ストレージブレード

を接続することでローカルの HDD 構成を拡張することが可能だ。ストレージブレードはアレイコントローラとして、Smart アレ

イ P400 コントローラを内蔵し、ハードウェア RAID で RAID 5 や RAID 1+0、ADG RAID 6 がサポートされている。I/O やス

トレージなど＜第 3 世代＞ブレードは、通常のラックマウント型サーバと同等か、それ以上の拡張性を備えている。次世代のブ

レードとして、大きなアドバンテージと言えるだろう。

Integrity BL860c の特徴と、いかに拡張性や管理性に優れているかという点について紹介した。新たなプラットフォームとし

て、非常に大きな可能性を秘めていることが理解いただけたはずだ。続く後編の「ブレードで実現する『小規模基幹システム』」

では Integrity BL860c の詳細について深く触れているので、是非読んでほしい。 

ブレードで実現する「小規模基幹システム」 
2007 年 3 月 テクニカルライター 吉川和巳 

エントリレベルの新しい Integrity サーバの最大の魅力、それは自社開発の zx2 チップセットとインテル® Itanium®プロセッ

サのコンビネーションにより、ハイエンド・モデルの高信頼性をエントリレベルで実現している点だ。3 月 13 日に発表された＜

第 3 世代＞ブレード型サーバ BladeSystem c-Class の UNIX サーバ、Integrity BL860c にも zx2 チップセットは搭載されてい

る。BladeSystem 上のコンパクトな筐体で、プロセッサ障害時の自動切り離しをはじめ、メモリ保護の特許技術ダブルチップス

ペアリングなど、メインフレーム・クラスの RAS(信頼性・可用性・保守性)を実現する。外見上は PC サーバと同じように見える

Integrity サーバだが、その本質は「小規模基幹システム」と言えるだろう。 
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デュアルコア Itanium +自社技術 = 「小規模基幹システム」 

新登場のブレード・サーバ Integrity BL860c をはじめ、rx6600、rx3600、rx2660 といったエントリレベルの新しい

Integrity サーバの最大の魅力、それは自社開発の zx2 チップセットとデュアルコア インテル®Itanium®プロセッサ 9000 番

台(以下、デュアルコア Itanium)のコンビネーションにより、ハイエンド・モデルの高信頼性をエントリレベルで実現している点

だ。まずは、これらの新製品に投入されているデュアルコア Itanium の高信頼性機能にスポットを当ててみたい。 

 

プロセッサの種類によっても異なるが、プロセッサ・エラーの 95%～99.99%は、プロセッサ内部のキャッシュ・エラーによって

引き起こされる。そしてキャッシュ・エラーのおもな原因は、自然放射線によるメモリのビット反転である。そこでインテルで

は、米国ロスアラモス国立研究所が所有する中性子ビーム発生装置を使用し、デュアルコア Itanium の耐障害性テストを実施し

た。このテストは、一般的な環境における自然放射線の 2000 万倍の放射線を同プロセッサに照射する、いわゆる加速試験(エー

ジング)である。宇宙線による致命的エラーなしに動作する平均時間の予測値を示す、プロセッサのアーキテクチャそのもののテ

ストなのだが、デュアルコア Itanium のプロセッサ・エラーが発生する確率は「500 年に 1 回」の割合であることが実証され

た。 

 

こうした業界最高レベルの高信頼性は、デュアルコア Itanium に投入された新技術「インテル R キャッシュ・セーフ・テクノロ

ジー(ICST)」のたまものである。従来のプロセッサでは、キャッシュの ECC(エラー訂正コード)では対応できないキャッシュのエ

ラーが発生すると、直ちに OS がハングアップしてしまう。これに対し ICST では、同様のエラーが発生した場合、このキャッシ

ュ・ラインが使用不可能であると判断し、それ以降は使用しないようマークを付ける。このとき、OS の動作には影響せず、シス

テムは運用を継続できるのが特徴だ。 

 

 

図 1：ICST による可用性の向上 

 

プロセッサを自動で切り離す DPR 

またデュアルコア Itanium では、メインフレーム・クラスの可用性を実現するユニークな高信頼性機能「マシン・チェック・ア

ーキテクチャ(MCA)」を搭載する。ローエンドの UNIX サーバや PC サーバで用いられる x86 プロセッサとは異なり、デュアル

コア Itanium では、プロセッサと OS の間に PAL(Processor Abstraction Layer)および SAL(System Abstraction Layer)と
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呼ばれる抽象化レイヤが介在する。ハードウェア・レベルの障害が発生すると、この PAL と SAL がその内容をログに記録し、

OS への通知やリカバリ処理を実施する。 

 

この Itanium の MCA は、とりわけ Integrity サーバを HP-UX で運用することで、その真価を発揮することができる。HP-UX

では、障害が繰り返し発生したプロセッサを自動的に切り離す機能「Dynamic Processor Resiliency(DPR)」を備えているから

だ。  

 

DPR では、MCA によるキャッシュ・エラーの通知をカウントし、特定のしきい値に達すると該当するプロセッサを OS から切り

離す。その手順は以下の通りだ。  

 

 

図 2：HP-UX による DPR の実行メカニズム 

 

まず、デュアルコア Itanium 上でキャッシュの 1 ビット・エラーが検出されると、MCA の SAL を通じてファームウェア(PDC)

上にその回数が記録され、CMC ハンドラを通じて diag2 ドライバへ通知される(図 2：1～3)。diag2 ドライバに蓄えられたエ

ラー・ログは、Diaglogd デーモンを経て、HP-UX の障害管理ツールである EMS(Event Monitoring Service)へと渡される(図

2：4)。EMS では、このエラー回数が一定のしきい値を超えた段階で、HP-UX のスケジューラに対してプロセッサの切り離しを

指示する。また、diag0 ドライバを通じてファームウェアに書き込みを行い、システムの次回ブート時に同プロセッサを切り離

すように記録する(図 2：6～7)。さらに EMS は、システム管理者への通知を行う。この一連の処理は HP-UX の内部で自動的に

実行されるため、アプリケーションの運用はいつも通り継続できる。  

 

こうしたメインフレーム並みの洗練されたプロセッサ障害ハンドリングを実装したデュアルコア Itanium ベースのサーバは、

Integrity サーバと HP-UX の組み合わせをおいて他にはない。続く後半では、zx2 チップセットで実現する「小規模基幹システ

ム」たる所以について、掘り下げたい。 
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zx2 チップセットの高信頼性機能 

一方、HPE が自社開発した zx2 チップセットでは、デュアルコア Itanium 2 の高可用性にふさわしいシステムを構築するため

の、厳格な高信頼性機能を備えている。zx2 チップセットでは、ハイエンド・サーバ Integrity Superdome にも用いられている

信頼性向上技術(sx2000 チップセット)が投入されており、エントリレベル向けのチップセットでありながらミッションクリティ

カル環境での利用に最適な高可用性を実現する。

図 3：zx2 チップセットの高信頼性機能 

表 1： zx2 チップセットの高信頼性機能 

1. ハードウェア・メモリ・スクラ

ビング
1 ビットエラーの検出と修正をハードウェアで自動化 

2. ダブルチップスペア 2 つの DRAM チップ障害にも対応可能 

3. アドレス・バスとコントロー

ル・バスのパリティ・チェック
アドレス・バスとコントロール・バスの 1 ビットエラー検出

4. PCI-Express CRC PCI-Express のエラー修正機能 

5. PCI-X 2.0 ECC PCI-X 2.0 のエラー修正機能 

表 2：メモリエラーの種類と対処方法 
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物理メモリで発生するエラー Integrity サーバの機能 説明 修理 

α線や中性子線による一時的 1 ビッ

トの反転によるエラー 

ECC、メモリスクライビン

グ 

ECC で検出しメモリスクラ

イビングで訂正 

一時的なエラーの為、交換

の必要なし 

メモリ内部の一部ハードウェア故障

による 1 ビットエラー 

（ハードウェア故障のため複数回発

生する） 

ECC、メモリスクライビン

グ 

ページディアロケーション 

上記と同様だが、複数回検

出された場合は該当するメ

モリページを利用しない 

そのページは利用しなくな

っているので計画停止を待

って交換 

1 つのメモリチップの障害 チップスペアリング 

ECC ビットを利用して 1

つのメモリチップの障害を

訂正する 

1 つ目のチップ障害発生

時、計画停止を待って交換 

2 つのメモリチップの障害 ダブルチップスペアリング 

HPE 独自機能 ECC ビット

を利用して 2 つのメモリチ

ップの障害までを訂正する 

同上 

メモリエラーに関しては多重に保護機能があるため、緊急のシステム停止ではなく余裕を持った計画停止による交換が可能 

 

ダブルチップスペアリング 

これらの高信頼性機能の中でも、とりわけ目を引くのが「ダブルチップスペアリング機能」である。ダブルチップスペアリング

は、ECC のアルゴリズムに HPE の自社技術を加えることで実現した、まったく新しいエラー訂正技術である。簡単に言えば、合

計 3 個の DRAM が故障しない限りシステムダウンしないというメカニズムだ。 

 

従来のメモリ保護技術であるチップスペアでは、1 個の DRAM の障害まで耐えることができる。しかしこれでも可用性の面では

不十分である。なぜなら、1 つの DIMM 上で DRAM が 1 個故障しチップスペアリングの機能によって継続運用されている状況

では、さらに 1 ビットエラーが発生しただけでシステムがダウンしてしまうからだ。そのため従来は、DRAM の障害が発生した

場合、緊急メンテナンスを実施して DIMM を交換する必要があった。 

 

これに対しダブルチップスペアリングでは、こうした緊急対応は不要になる。1 個の DRAM が故障しても ECC メモリと同等の信

頼性を確保できるため、1 ビットエラーが発生してもシステムは継続運用できる。故障確率が従来の 1/17、標準のシングルビッ

ト ECC の 1/1200 まで引き下げられているため、DIMM の交換は計画停止のタイミングで実施すれば十分となる。 
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図 4：コンポーネントごとの故障確率 

 

メモリスクラビング 

メモリスクラビングは、設定レートでソフトメモリエラーをスクラビングすることによって、パフォーマンスへの実質的な影響を

回避する予防保全型の機能だ。これにより、一時的なエラーがより重大なシステムの問題として表面化する前に修正される。 
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図 5：メモリスクラビング 

I/O の耐障害性を向上 

統計によると、すべての I/O エラーの原因の 90%以上は、I/O ケーブルやデバイス側の I/O カードに起因するという。そこで

zx2 チップセットでは、PCI-X および PCI-Express の 2 種類の I/O バスについて、独自の耐障害性機能を用意している。まず、

それぞれのバスは論理的・電気的にも他のバスから分離されており、バス・エラーがシステムのほかの部分に影響する可能性を低

く抑えている。また zx2 チップセットでは「マルチパス I/O」をサポートする。この機能は、ストレージやネットワークに対し

て複数のリンクを経由してアクセスできる機能だ。これにより、ストレージやネットワークへの I/O が SPOF(単一障害点)となる

ことを防ぐ。HP-UX では、このマルチパス I/O 構成でのリンク障害を検出し、自動的なリンクのフェイルオーバーを実施する。 

PCI エラーによるシステムダウンを回避 

一般的なシステムの場合、PCI エラー(パリティ・エラーなど)の発生はシステムダウンを意味する。一方 Integrity サーバと HP-

UX の組み合わせでは、ユニークな PCI エラー処理機能を備えており、PCI エラーが発生した場合でも OS 全体のハングアップを

回避することができる。特定の PCI スロット上で PCI エラーが発生すると、そのスロットはそれ以降の I/O 処理から切り離され

る。このとき、同スロットに対応するデバイス・ドライバは、エラーを記録した後にサスペンド状態となる。また、HP-UX の

olrad コマンドを用いることで、PCI スロットや PCI カード、ドライバなどを使用可能な状態にオンラインで復旧することができ

る。このとき、システム全体のリブートは不要だ。こうした洗練された I/O エラー処理のメカニズムと上述の I/O マルチパス機

能の組み合わせにより、システムダウンの原因となる I/O エラーの 90%以上を排除できるという。 
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以上、ここではデュアルコア Itanium 2 と zx2 チップセットが提供する高信頼性機能について紹介した。外見上は PC サーバと

何ら変わりのない Integrity BL860c であるが、その中身はまさしくミッションクリティカル環境のための高可用性を実現するテ

クノロジーのかたまりであることがご理解いただけただろう。

検証・新 Serviceguard はどう変わったか

検証・新 Serviceguard はどう変わったか・前編 
2007 年 10 月 テクニカルライター 吉川和巳 

今回は、HPE がリリースした Serviceguard の最新バージョン A.11.18 の新機能を紹介する。新しくなった Serviceguard で

は、複数ノード上でのパッケージの同時稼働を実現する「マルチノードパッケージ」を新たにサポートするほか、パッケージ間の

依存関係の定義も可能になった。また、パッケージ構成ファイルのモジュラー化が可能になり、従来のように数 100 行もある巨

大な構成ファイルと格闘する必要がなくなっている。一段と敷居が低くなった新しい Serviceguard の使い勝手をレポートしよ

う。 

「マルチノードパッケージ」はこう使う 

Serviceguard A.11.18(以下、Serviceguard)からは、従来からの通常のパッケージである「フェイルオーバーパッケージ」に

加えて、「マルチノードパッケージ」および「システムマルチノードパッケージ」という 2 種類のパッケージが新たに定義され

た。 

これらのうちマルチノードパッケージとは、「クラスタ上の複数のノードで同時稼働するパッケージ」である。周知のとおりフェ

イルオーバーパッケージは、クラスタ上のいずれか 1 つのノード上で稼働するパッケージだ。例えば、ノード A 上で Oracle イ

ンスタンスのパッケージが動作している構成では、ノード A で障害が発生するとパッケージがフェイルオーバーし、ノード B 上

で Oracle が起動する。この場合、ノード A とノード B の双方で Oracle が同時に起動することはない。 

しかしこの仕組みでは、例えば Web サーバや Oracle RAC インスタンスのように、同時に複数のノードで運用したいアプリケー

ションやサービスの定義が困難だ。つまり、「クラスタの複数ノード上で Web サーバの起動/終了を制御したい」、「フェイル

オーバーは不要だが、各ノードのサービス稼働状況を監視したい」といった用途である。こうした用途では、Serviceguard のフ

ェイルオーバー機能は不要である。そうしたニーズに応えるべく今回追加されたのが、マルチノードパッケージである。同パッケ

ージは、フェイルオーバー機能やリロケータブル IP 機能を持たない代わりに、複数ノード上でパッケージを同時稼働させること

が可能だ。また、あるノードで障害が発生した場合には、フェイルオーバーせずに残りのノードでの稼働を継続する(縮退運転)。 

一方、システムマルチノードパッケージとは、クラスタのすべてのノード上で同時稼働するパッケージである。ただしこれは、

Veritas CVM(Cluster Volume Manager)および CFS(Cluster File System)など、HPE が提供するアプリケーションでの利用

に限定されている。 
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図 1：3 種類のパッケージの違い 

Serviceguard Manager によるマルチノードパッケージの作成 

ではここで、Serviceguard の GUI 管理ツールである Serviceguard Manager(以下、Serviceguard Manager)を利用してマ

ルチノードパッケージを作成する例を紹介しよう。まずは、SMH(System Management Homepage)もしくは SIM(Systems

Insight Manager)から Serviceguard Manager を起動する。 

図 2：Serviceguard Manager によるマルチノードパッケージの作成 
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つづいて「構成」から「単一パッケージの作成」を開き、パッケージタイプとして「マルチノード」を選択、パッケージを動作さ

せるノードを選びパッケージを作成する。その後、パッケージ制御スクリプトおよびパッケージ構成ファイルを適宜編集したの

ち、パッケージを起動することができる。 

パッケージ間の依存関係をサポート 

また新しい Serviceguard では、パッケージ間の依存関係を設定できるようになった。例えば、「データベースが起動したのち

に Web サーバを起動したい」といった要件があったとしよう。従来は、こうした要件に対して開発者側での作り込みが必要とな

るほか、データベースや Web サーバといった個々のサービスやアプリケーションの単位でパッケージを構成することが難しいと

いう問題が生じていた。 

新しい Serviceguard では、データベースや Web サーバに対応するパッケージ間に依存関係を定義することで、クラスタの起動

時やフェイルオーバー時のパッケージ起動・停止順序をコントロール可能になっている。この依存関係の制御は、上述したオプシ

ョン・パッケージとして提供されている。よってパッケージの作成時に、以下のように「sg/dependency」モジュールを指定す

ることで、依存関係に対応したフェイルオーバーパッケージを構成可能だ(モジュールについては後編で説明する)。 

# cmmakepkg -m sg/failover -m sg/dependency -m sg/service $SGCONF/pkg1/pkg1.conf 

こうした依存関係の定義によって、パッケージ定義の単位を個々のアプリケーションやサービスのレベルにまで小さくでき、パッ

ケージの構成や起動・停止をきめ細かに制御可能になる。また、例えば「データベースはフェイルオーバーしたが、Web サーバ

はまだフェイルオーバーしていない」といった不整合の発生を排除することも可能だ。 

最新バージョンの Serviceguard extension for RAC(SGeRAC)では、こうしたパッケージ間の依存関係のメカニズムをサポー

トすることで、RAC インスタンスや Oracle Clusterware、CFS、CVM といった RAC を構成する複雑な構成要素間の依存関係

を、パッケージ単位でスマートに管理している。 

図 3：SGeRAC におけるパッケージ間の依存関係 

クラスタ構成がオンラインで変更可能に

新しい Serviceguard におけるもうひとつの大きな拡張点は、クラスタの構成や各種パラメータをオンラインで(つまりサービス

を止めずに)変更可能になったことだ。例えばクラスタ構成ファイルの以下のパラメータは、クラスタの稼働中に変更可能になっ

た。 
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表 1：動的変更が可能なクラスタ構成ファイルのパラメータ 

パラメータ 用途 備考 

HEARTBEAT_INTERVAL ノード間のハートビート送信

間隔 

既定値：1 秒 

NODE_TIMEOUT 他ノードが使用不能とみなし

て再構成を開始する時間 

既定値：2 秒(ハートビート送信間隔の 2 倍が最小値、不

要なクラスタ再構成を避けるため 5～8 秒を推奨) 

AUTO_START_TIMEOUT クラスタが自動起動中の最大

待ち合わせ時間 

既定値：600 秒 

NETWORK_POLLING_INTERVAL LAN カードの監視時間間隔 既定値：2 秒 

MAX_CONFIGURED_PACKAGES 構成できるパッケージの最大

数 

既定値：150(最大値) 

これらのパラメータは、GUI ツールである Serviceguard Manager もしくはコマンド操作によって動的に変更できる。例えば

Serviceguard Manager では、以下の画面において「ハートビート間隔」や「ノードタイムアウト」の値を変更し、OK ボタン

をクリックすることで、その設定内容が即座にクラスタに適用される。 

図 4：Serviceguard Manager によるパラメータの動的変更 

一方、コマンド操作では、cmcheckconf コマンドおよび cmapplyconf コマンドを用いることで、エディタで編集したクラス

タ構成ファイルのパラメータ内容を動的に適用できる。
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また、クラスタ構成ファイルの中でも、以下の LAN 関連のパラメータも同様にオンラインでの変更が可能だ。 

表 2：動的変更が可能なクラスタ構成ファイルの LAN 関連パラメータ 

パラメータ 用途 備考 

HEARTBEAT_IP ノード間のハートビートを送受信する LAN I/F 最低 1 つは必要 

STATIONARY_IP データを送受信する LAN I/F 

これらのパラメータを用いることで、HEARTBEAT_IP や STATIONARY_IP をどの NIC に割り当てるかを、オンラインで変更可

能だ。一方で、HP-UX 11i v3 以降では、オンラインでの NIC の追加や削除が可能となっている。よって上記の機能と組み合わ

せることで、LAN 構成や IP アドレスの割り当てを変更するような大がかりなメンテナンス作業であっても、クラスタの運用を止

めることなく実施できる。 

図 5：Serviceguard Manager による LAN 設定の動的変更 

クラスタロックのロック LUN 対応

これまでの Serviceguard では、障害時のスプリットブレインを防ぐタイブレーカとして、Quorum サーバを用いる方法と

LVM によるクラスタロックを用いる方法の 2 種類が用意されていた。新しい Serviceguard では、これに新たに「LUN による

クラスタロック(ロック LUN)」が追加された。これにより、例えば VxVM や CVM を利用するユーザにとっては、クラスタロッ

クのためだけに LVM を構成する必要がなくなるメリットがある。また HPE による実測テストでは、ロック LUN を用いること

で、Quorum サーバと同等の時間でフェイルオーバーが実行されることが確認されている。 
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図 6：ロック LUN によるフェイルオーバーの所要時間例 

ひきつづき後編では、今回新たに導入されたパッケージのモジュール化の概念について説明しよう。 

検証・新 Serviceguard はどう変わったか・後編 
2007 年 10 月 テクニカルライター 吉川和巳 

新しい Serviceguard の「目玉」とも言える機能は、パッケージのモジュール化対応である。これまでのパッケージ構成ファイ

ルでは、膨大な数に上る Serviceguard のすべてのパラメータを、1 つの大きなファイルで設定していた。この一枚岩な仕組みの

影響で、実際にはわずかな種類のパラメータのみの変更でよい場合でも、大きなファイル全体の中から対象のパラメータを見つけ

て修正する必要があった。これに対し新しい Serviceguard では、「パッケージのひな形」を組み合わせてひとつの大きなパッ

ケージ構成ファイルを組み立てる機能が用意されている。

パッケージのモジュール化に対応 

新しい Serviceguard A.11.18(以下、Serviceguard)の特徴のひとつは、パッケージ構成ファイルのモジュール化に対応した点

だ。周知のとおり、パッケージ構成ファイルとは、Serviceguard においてフェイルオーバーの対象となる「パッケージ」を定義

するファイルのこと。これまでのパッケージ構成ファイルでは、およそ 100 種類に及ぶ Serviceguard のすべてのパラメータ

を、1 つの大きなファイルで設定していた。この一枚岩な仕組みの影響で、パッケージ構成ファイルの取り扱いに手間が掛かると

いう問題があった。例えば実際にはわずかな種類のパラメータのみの変更でよい場合でも、大きなファイル全体の中から対象のパ

ラメータを見つけて修正しなければならない。さらには、パッケージ構成ファイルに加えて、パッケージ制御スクリプトも用意

し、クラスタのすべてのノードに手動で配布する必要がある。これらの作業により、Serviceguard の経験が浅いエンジニアにと

っては敷居の高さは否めなかった。 

これに対し、新しい Serviceguard では、個別のモジュールを組み合わせてパッケージ構成ファイルを作成する仕組みが用意さ

れた。つまり、「パッケージのひな形」を組み合わせて、ひとつの大きなパッケージ構成ファイルを組み立てるような形態であ

る。具体的には、以下の各種モジュールが用意されている。 

ベースモジュール(必須) 

モジュール名 機能 

failover フェイルオーバーパッケージ
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multi_node マルチノードパッケージ 
 

system_multi_node システムマルチノードパッケージ 
 

オプションモジュール(任意) 

モジュール名 機能 
 

dependency パッケージ間の依存関係の設定 
 

monitor_subnet パッケージのサブネット監視 
 

package_ip リロケータブル IP の割り当て 
 

service アプリケーションやサービスの起動 
 

resource EMS によるリソース監視 
 

volume_group ボリュームグループの管理 
 

filesystem ファイルシステムのオプション 
 

pev 外部スクリプト用の環境変数設定 
 

external_pre パッケージ起動時のボリュームグループとディスクグループのアクティブ化の前、およびパッケー

ジ停止時のボリュームグループとディスクグループの非アクティブ化後の追加処理 

 

external パッケージ停止中にパッケージを起動／修了する際の追加処理用 
 

acp パッケージのアクセス制御ポリシー 
 

特別モジュール 

モジュール名 機能 
 

all failover モジュールをベースに、すべてのオプションモジュールを追加したもの 
 

default all と同じ 
 

表 1：Serviceguard A.11.18 のパッケージモジュール 

 

新しい Serviceguard においてパッケージを構成する場合は、まず「ベースモジュール」を選択する。ベースモジュールとは、

パッケージ構成ファイルの作成にて必須のモジュールであり、failover、multi_node、system_multi_node のいずれかから選

択する。通常通りにフェイルオーバーするパッケージを構成する場合は、failover を指定すればよい。残る 2 つのベースモジュ

ールは、それぞれマルチノードパッケージおよびシステムマルチノードパッケージを構成する際に指定するモジュールだ。 
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図 1：フェイルオーバーパッケージを利用したクラスタ構成ファイルの作成 

例えば、フェイルオーバー機能のみを備えたごくベーシックなパッケージを構成する場合は、failover モジュールのみを用いて以

下のように cmmakepkg コマンドを実行する。 

# cmmakepkg -m sg/failover $SGCONF/pkg1/pkg1.conf 

ここで、「-m sg/failover」という部分が failover モジュールの指定である。これにより、パッケージ構成ファイルである

pkg1.conf が生成されるので、あとは同ファイルの内容をカスタマイズすればよい。また、リロケータブル IP やアプリケーショ

ン起動といった Serviceguard のパッケージに備わるさまざまな機能を利用したい場合は、上記表のオプションモジュールの中

から必要なもののみを選択し、cmmakepkg コマンドの-m オプションにて追加指定する。これにより生成されるパッケージ構

成ファイルには、必要最小限のパラメータのみ記載されているため、従来の Serviceguard 設定作業に比べれば作業はずっとシ

ンプルなものになる。

ちなみに、新しい Serviceguard では従来形式のパッケージ構成ファイルも引き続きサポートしており、Serviceguard のバー

ジョンアップに際して同ファイルを書き換える必要はない。 

パッケージのモジュール化の実際 

では、実際にモジュール化されたパッケージを作成する手順を紹介しよう。ここでは、リロケータブル IP 機能のみを持つフェイ

ルオーバーパッケージを作成する。

まずは、パッケージのためのディレクトリを作成しておく。 

# mkdir /etc/cmcluster/empty 

つづいて、cmmakepkg コマンドを実行し、failover モジュールと package_ip モジュールから構成されるフェイルオーバーパ

ッケージを作成する。 
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# cmmakepkg -n empty -m sg/failover -m sg/package_ip \ 

  /etc/cmcluster/empty/empty.conf 

 

これにより、リロケータブル IP 機能に関連するパラメータのみをまとめたパッケージ構成ファイル empty.conf が生成される。

以下は、empty.conf の内容である。 

 

package_name  empty  

module_name  sg/basic 

module_version  1 

module_name  sg/failover 

module_version  1 

module_name  sg/priority 

module_version  1 

module_name  sg/package_ip 

module_version  1 

package_type  failover 

node_name  * 

auto_run  yes 

node_fail_fast_enabled no 

run_script_timeout no_timeout 

halt_script_timeout no_timeout 

successor_halt_timeout no_timeout 

script_log_file  $SGRUN/log/$SG_PACKAGE.log 

operation_sequence $SGCONF/scripts/sg/package_ip.sh 

#log_level   

failover_policy  configured_node 

failback_policy  manual 

priority   no_priority 

#ip_subnet   

#ip_address 

 

上記ファイルでは、最後の 2 行が package_ip モジュールのリロケータブル IP 関連のパラメータであり、それ以外は failover

モジュールのパラメータである。このように、パッケージ構成ファイル全体がきわめて小さくなるため、Serviceguard の設定作

業全体の労力が大幅に軽減される。 

 

パッケージ構成ファイルを作成したならば、以下のコマンドを実行すれば設定は完了だ。 

 

# cmcheckconf -P /etc/cmcluster/empty/empty.conf 

# cmapplyconf -P /etc/cmcluster/empty/empty.conf 

 

また新しい Serviceguard では、従来のようにパッケージ制御スクリプトを作成する必要がない。よって、同スクリプトをクラ

スタの全ノードに手動で配布する手間が掛からない点もメリットだ。 
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以上、今回は新しい Serviceguard の拡張機能について概観した。ここで紹介した内容のほかにも、例えば HP-UX 11i v3 での

ネイティブ・マルチパス(ストレージに対するパスの冗長化)に対応するなど、いくつかの新機能が盛り込まれている。使い勝手が

良くなって、より身近になった Serviceguard をぜひお試しいただきたい。 

可用性・管理性・保守性に優れた Boot from SAN

可用性・管理性・保守性に優れた Boot from SAN・前編 
2007 年 11 月 テクニカルライター 米田 聡 

SAN からのブート――Boot from SAN は決して目新しい技術ではない。HP-UX では 1997 年からサポートしてきた技術だ。し

たがって、いまさらの感を抱く読者もいるかもしれないが、ブレードサーバや仮想化技術の普及にともない、Boot from SAN に

改めて注目が集まっている。本稿では Boot from SAN の活用例を紹介していこう。 

活用の幅が広がる Boot from SAN 

SAN 上のボリュームからシステムのブートを可能にする Boot from SAN。冒頭でも述べたように技術的には目新しいものでは

ない。技術的ルーツは、1980 年代にはすでに普及していた NFS ブートを利用したディスクレスワークステーションにまでさか

のぼることができるだろう。 

HP-UX においても、1997 年に Boot from SAN がサポートされてから、すでに 10 年が経過している。にも関わらず、現在で

もローカルディスクからのブートが一般的で、Boot from SAN が積極的に活用される例はまだ多いとはいえない。その背景に

は、ユーザーが使い慣れたブート構成を捨ててまで Boot from SAN を導入するだけの理由がなかったということがあるだろう。 

だが近年、仮想化やブレードサーバの利用が広がり、Boot from SAN に注目が集まるようになった。仮想化技術を利用すれば、

複数の OS を仮想環境下でブートさせることができるが、サーバに搭載できるローカルディスクには限りがあり、収容できる OS

イメージ数が制約されてしまう。十分な容量を持つ外部ストレージ――すなわち SAN 上にブートイメージを用意すれば、そうし

た制限を受けることなく仮想化の活用が可能になるわけだ。 

さらにブレードサーバは、言うまでもなく筐体に収容できるストレージ容量に限りがあり、また多数のブレードサーバを集積する

システムでは、ストレージをサーバ内に収容しないディスクレス運用が望ましい場合もある。したがって、ブート用の外部ストレ

ージとして SAN を利用したいという要望が生まれるのはごく自然だろう。 

HPE のブレードサーバでは、リップ＆リプレースという機能がサポートされている。プロビジョニングの条件がエンクロージャ

のスロット単位に割り当てられているため、ブレードサーバを交換しても交換前と同じプロビジョニング環境でブートできるの

だ。Boot from SAN を用いれば、ブレードサーバに障害が発生しても、サーバをエンクロージャから抜き、交換するだけで復旧

できるのである。 

Boot from SAN を利用するメリット 
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もちろん Boot from SAN の利点は、仮想化やブレードサーバといった OS のインスタンスを多く必要とする構成に限定されたも

のではない。可用性・管理性・保守性という面から見ても、ローカルストレージより高いアドバンテージを持つのである。 

可用性に関しては、言うまでもなく冗長性を備える SAN は、ローカルストレージに比較して高い信頼性を持つ。したがって、非

常に高い信頼性を持つブート環境が構築できることになる。 

たとえば、障害からの復旧も従来より容易になる。SAN の持つ高速なバックアップ・リカバリ機能を用いて短時間に障害からシ

ステムを復旧させることが可能になるのである。

また、SAN 上に複数のブートボリュームのクローンを作成しておき、障害が発生したら直ちにブートボリュームを切り替えサー

バを復旧させることも可能だ。この場合、切り替えにともなう停止時間はごくわずかですむ。 

管理性・保守性についても、ブートデバイスをローカルに持つよりも容易になるケースが多い。そもそもブートディスクをローカ

ル、データを SAN と分ける構成よりも、ブート、データの双方を SAN に集約してしまった方がシステムの構成としてはシンプ

ルだろう。サーバからブートデバイスを取り除くことでストレージを SAN に一元化でき、管理・保守のプロセスがよりシンプル

になるわけである。ほかにも、ストレージ統合による省スペース化や、サーバ-ストレージ間距離の制限がなくなることによるス

ペースの効率化、サーバとストレージの切り離しによるメンテナンスの簡素化といった利点も挙げられる。 

さらに、後にもふれるが、Boot from SAN では SAN で利用できる管理ツールがブートボリュームに対しても利用できる利点も

ある。 

Boot from SAN への懸念は正しいか？ 

以上のように、さまざまな利点を持つ Boot from SAN だが、一方で使い慣れたローカルストレージからのブートから離れるだけ

に、懸念を持つユーザーは少なくないだろう。 

たとえば、データとブートボリュームの双方を SAN に置く場合、データのみを置く場合に比べて SAN に大きな帯域が必要にな

るのではないか？ 

だが、いったんブートしてしまえばブートボリュームへのアクセスはそう頻繁ではない。それでもデータのみを置くよりは SAN

の帯域に対する要求は多少なりとも大きくなるが、ファイバーチャンネルの帯域は近年、非常に大きくなっているため Boot 

from SAN が帯域を圧迫して障害を起こすという懸念は、まず考えられなくなっている。 

通常の構成に比べて規模やコスト負担が大きくなるのでは？という懸念を抱くユーザーも少なくないだろう。確かに、SAN スイ

ッチや HBA は一般的な SCSI の HBA に比べると高価だ。だが、これらの価格は低下し続けており、内蔵ディスクとの価格差は縮

小している。さらに、システム構成によっては Boot from SAN と内蔵ディスクとの間にほとんど差がないか、あるいは Boot 

from SAN の方がコスト的にも有利になるケースすらある。 

そこで、次項では Boot from SAN の代表的な構成例や、実際の導入例を紹介していくことにしたい。 

Boot from SAN の典型的な構成例と内蔵ディスクの比較 

まず、典型的な Boot from SAN の構成例を見ていくことにしよう。 
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図 1： StorageWorks EVA4000 を使った中規模な構成例 

 

図 1 はストレージに StorageWorks EVA4000（以下、EVA4000）を用いた中規模なシステムの構成例だ。EVA4000 はオンラ

インでボリュームの拡張が行え、また柔軟で容易なストレージ管理が可能なストレージシステムである。 

 

Boot from SAN だからといって特殊な構成が必要というわけではないが、設計時に考慮すべき点として、まず十分な冗長性を確

保することが挙げられるだろう。ストレージに対して複数のパスを用意し、十分な帯域と障害に対する耐性を確保する。たとえ

ば、図 2 では各サーバがストレージに対して 4 つの経路を持つ。 

 

 

図 2：サーバ・ストレージ接続例 

 

また、ストレージ上に作成する OS ボリュームは、FC スイッチのゾーニングや、管理ツールからのプレゼンテーションを用いて

特定のサーバからのみアクセスできるよう設定を行っておく必要がある。これはセキュリティ的な観点からも重要なポイントだろ

う。 

Boot from SAN はストレージスペースやコストの削減を可能にするが、それを、この中規模な構成例と典型的なローカルディス

ク接続の例で比較してみる。 
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表 2：使用するストレージの設置スペースの比較 

使用ストレージ EVA4000（SAN 接続） MSA30（ローカル接続） 

初期構成に必要なスペース 10U 6U＊ 

5 サーバ 10U 18U 

10 サーバ 10U 30U 

30 サーバ 20U 90U 

＊Mirror 構成 

 

StorageWorks MSA30（以下、MSA30）を使用するローカル接続のディスクシステムと設置スペースを比較したのが表 2 だ。

初期設置スペースは MSA30 が勝るが、5 サーバ以上では EVA4000 を用いた Boot from SAN の構成が圧倒的に優れる。これ

は当然といえば当然だが、ブートボリュームを SAN に収容することでストレージスペースが大幅に節約できるのだ。 

 

実際の導入事例 

最後に実際に導入された例を 2 つ紹介しておこう。 

 

1 例目は、製造業の S 社に導入されたシステムである。パーティション技術を使用して複数の OS（OS のインスタンス数は 11）

を起動させる必要があったため、検討の結果、Boot from SAN を導入した。 

 

 

図 3：製造業 S 社に導入された rx7640＋EVA8000 使用のシステム 

 

Integrity rx7640×4 台は内蔵ディスクレスで運用されている。ストレージシステムは StrageWorks EVA8000×2 台という構

成だ。S 社のシステムは Boot from SAN の導入により、高いメンテナンス性が実現できたほか、ストレージシステムを SAN に

集約したことでシステム収容スペースの削減に成功している。  
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もう 1 つは、HPE 社内に導入されたブレードサーバ＋Boot from SAN の例である。 

図 4：BL860c＋MSA1000 dual を使用したシステム 

ブレードサーバ Integrity BL860c とバーチャルコネクト、ストレージシステムに StorageWorks MSA1000 dual を使用した

コールドスタンバイ構成だ。バーチャルコネクトの profile の割り当てを変更するだけで、ブートするボリュームを変更すること

ができる。言い換えると、ブレードサーバとこのバーチャルコネクトの機能を使えば、あらかじめスタンバイ機をエンクロージャ

（ブレードシャーシ）に設置することによって、ケーブルの抜き差しやサーバの入れ替えなどの物理的な作業無しに、アクティブ

側からスタンバイ側に業務を引き継ぐことができる。一般的に検証環境では、頻繁に OS やミドルウェアのバージョンを切り替え

て起動することが必要になるが、Integrity BL860c ブレードサーバのシステムでは必要なリソースの切り出し・構成変更が容易

になり、構成時間の大幅な短縮を実現している。 

後編では具体的な Boot from SAN の構成方法を紹介していくことにしよう。 

可用性・管理性・保守性に優れた Boot from SAN・後編 
2007 年 11 月 テクニカルライター 米田 聡 

さまざまな利点を持つ Boot from SAN を使用したいと考えても、現実に導入するとなると、内蔵ディスクからのブートとの差異

が懸念となるだろう。しかし実は、2 つのポイントを押さえる必要があるだけで、あとは通常の内蔵ディスクからのブートとほぼ

同様なのである。そこで後編では、インストールと運用について、実際の手順を追ってレポートしていこう。 

Boot from SAN の構成方法 

まず、SAN 上に OS ボリュームを用意しなければならない。この作業は SAN の管理ツールを用いて行う。EVA Command 

View での作業例を画面で示しておこう。  
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図 1：EVA 上の設定例～Disk の作成 

図 2：EVA 上の設定例～Disk の割り当て 

作成方法は通常と同様だが、ディスク名は OS ボリュームであることがわかりやすいよう、さらに OS のバージョンなどを併記し

て管理者のミスを防ぐよう工夫したほうがいいだろう。 

SAN 上に作成したブートボリュームは、HP-UX のインストーラからは、ごく普通に（内蔵ディスクと同じように）参照される。 
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図 3：インストーラの表示例（HP-UX 11i v2 の場合） 

図 3 は HP-UX 11i v2 のインストーラの例だ。図のように、パスの見え方は内蔵ディスクと比べ、SAN 環境ではマルチパス構成

にすることが多いので、一つのデバイスに対してパスの数だけ余分にデバイスが見える。基本はルートディスクに SAN のディス

クを選択するだけである。

言うまでもないが、Boot from SAN では SAN にディスクを集約することが目的なので、Dump や Swap 領域も SAN 上に置く

ことになる。やや話は前後するが、スワップイン・アウトは SAN の帯域を圧迫する大きな原因になる。したがって、Boot from 

SAN ではスワップの発生が起こらないよう、サーバには十分な容量のメモリを搭載する必要がある。実際には、Integrity 

Server はパフォーマンスを要求される分野での用途が多く、必要十分な物理メモリを搭載している場合がほとんどである。ま

た、近年、メモリは著しく低価格化しているので、スワップが発生しない程度のメモリを搭載することはコスト的にも大きな負担

にはならないだろう。 

また、HP-UX 11i v2 と HP-UX 11i v3 では、ディスクの見え方に違いがあることに注意が必要だ。11i v2 では、HBA までの

アドレスと、ディスクへのアドレスを/で区切る表記が用いられている。具体的には図 3 に表示されているような

0/0/12/1/0.1.0.0.0.3 

というような形式だ。 

一方、HP-UX 11i v3 では Lunpath hardware path――HBA までのアドレスとディスクの WWWID、そして LUN 番号を用い

たパスが使用される。 
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図 4：インストーラの表示例（HP-UX 11i v3 の場合） 

具体例は図 4 に表示されているとおりだが、 

0/0/1/1/0.0x50001fe1500ba788.0x40010000 

という形式にになる。 

HP-UX 11i v3 は、OS が起動してしまえば、マルチパス構成であっても同じディスクは一意に扱えるマルチパス対応だ。しか

し、インストーラは図 4 に示すようにマルチパスに対応しておらず、複数のパスが見えてしまう。この点には若干の注意が必要

だろう。 

いずれにしても、ディスクの選択さえ間違いなく行えば、インストールプロセス自体は内蔵ディスクの場合とまったく変わらな

い。インストール終了プロセスで setboot コマンドが実行され、EFI のブートメニューに Boot from SAN のブートボリューム

が登録される。この点も内蔵ディスクと変わりがない。 

Boot from SAN を利用して複数の OS を 1 台のサーバで利用する場合は、EFI ブートメニューに追加登録が必要になるだろう。

この際、EFI でのディスクの見え方と、HP-UX 上でのディスクの見え方は異なるため、OS 起動後に ioscan コマンドを用いて

EFI での見え方を調べておく必要がある。 
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図 5：ioscan -e コマンドを実行して EFI でのディスクの見え方を調べる 

図 5 の Acpi…で始まる行が EFI でのディスク表示である。この表示を記録しておき、EFI ブートメニューにブートディスクを登

録する。 

図 6：EFI 上でディスクのリストをとる 

図 6 は EFI shell 上でディスクのリストを表示させた例だ。図 5 で表示されたブートディスクが確認できるので、これをブートメ

ニューに登録する。
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図 7：追加後の EFI ブートメニューの例 

マルチパスの設定

以上で SAN からの起動が可能になったが、HP-UX 11i v2 では OS 起動後に、マルチパスの設定が必要だ。HP-UX 11i v2 はネ

イティブではマルチパスに対応しておらず、インストール直後は Alternate Link が設定されていないためである。PV Link を使

用してマルチパスを運用しているシステムの例を示そう。 

図 8：HP-UX 11i v2 では vgchange コマンドで pvlink の設定を行う 

vgchange コマンドを使ってブートボリュームを確認し、そのボリュームに vgextend コマンドを使って Alternate Link を設

定する。図 8 のように Altanate Link が表示されればマルチパスの設定は完了だ。  



54 

HP-UX 特集コラムバックナンバー（2007 年） 

なお、HP-UX 11i v3 の新 I/O スタックはマルチパスに対応しているため、起動直後からマルチパスの設定は行われている。 

図 9：HP-UX 11i v3 ではマルチパス設定ずみの確認をする 

図 9 に示すように、インストール後には、すでにマルチパスが動作していることが確認できる。 

以上のように、インストールプロセス自体は Boot from SAN だからといって特別な設定が必要になるわけではないことがわかる

だろう。ポイントは、起動ディスクのパスの見え方が異なること、そして HP-UX 11i v2 では起動後に起動ディスクに対するマ

ルチパスの設定が必要になることの 2 点だ。

また、SAN を利用する以上、ここまで示したように複雑で長いパスが表示されるので、複数の OS をインストールするようなケ

ースでは間違いや勘違いが発生しやすくなる。わかりやすいディスク名を付けること、またパスを確実に控えておくことなど間違

いが起きないよう作業を進める必要があるわけだ。さらに、複数の OS をインストールする場合は、EFI ブートメニューにわかり

やすい名前を付け、区別できるようにしておくと運用しやすくなるはずだ。 

Boot from SAN の運用 

最後に、バックアップ・リカバリといった運用に関する事柄も簡単にふれておきたい。 

といっても、内蔵ディスクの場合と大きな違いはない。バックアップ・リカバリには内蔵ディスクで使えるツールが利用できる。

たとえば、Ignite-UX Server を用いたシステムのアーカイブ作成や、Dynamic Root Disk といったツールが Boot from SAN

でも利用できるのである。さらに SAN 環境ならではの機能として Business Copy も使うことができる。 

ただし、SAN ブート環境では、ルートディスクへの複数のパスがツールから見えてしまうところが内蔵ディスクとはやや異なる

点だろう。 
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なお HP-UX 11i v3 では、新 I/O スタックで導入された新たなパスの表記が用いられるため、マルチパスであっても例えば、

SMH の fsweb ツールでは単一のパス表示で取り扱うことも可能である。前述のように、インストール後も特別な設定なしにマ

ルチパスが利用でき、またマルチパスに対して一意の表記が利用できる HP-UX 11i v3 のほうが、どちらかといえば Boot from

SAN の運用には向いているといえそうだ。 

図 10：HP-UX 11i v3 での一貫したデバイスファイルの表記例 

以上、Boot from SAN を紹介してきた。固定ディスクとほとんど変わらない運用が可能な上、システムの構成によっては大きな

利点があることがご理解いただけたのではないだろうか。 

Oracle AS＋Serviceguard でつくる盤石の AP サーバ

Oracle AS＋Serviceguard でつくる盤石の AP サーバ・前編 
2007 年 12 月 テクニカルライター 吉川和巳 

データベース・サーバのクラスタ構築では“定番”のクラスタウェアである Serviceguard。しかし、アプリケーション・サーバ

（AP サーバ）のクラスタ構築においても、Serviceguard が優れた能力を発揮できることをご存じだろうか。今回は、

「Serviceguard を AP サーバと組み合わせると、どのような利点があるのか？」、「AP サーバのクラスタ機能と

Serviceguard はどのように連携させればよいのか？」といった疑問に答えるべく、日本ヒューレット・パッカードと日本オラク

ルの共同センター「ミッション・クリティカル・サーティファイド・センター（MC3）」で実施された共同検証の成果をレポー

トする。
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Oracle AS の高可用性アーキテクチャ 

日本ヒューレット・パッカードと日本オラクルの共同検証センター「ミッション・クリティカル・サーティファイド・センター

（MC3）」では、Oracle Application Server 10g（以下、Oracle AS）および Serviceguard の組み合わせにより構築したア

プリケーション・サーバ（以下、AP サーバ）の可用性についての検証を実施した。その結果を紹介する前に、まずは Oracle AS

に備わる高可用性のアーキテクチャについて説明したのち、それらと Serviceguard がどのように連携するのかを解説したい。 

Oracle AS は、その名が示すとおり、オラクルが開発した Java EE 対応アプリケーション・サーバ製品である。JDK 5 をはじ

め、EJB 3.0、JSF 1.1 といった最近の Java EE API をサポートする“いまどき”の AP サーバだ。しかしその最大の特徴は、Oracle 

RAC との密接な連携による高可用性にある。その動作メカニズムを理解するために、まずは Oracle AS の内部構成を見ていこ

う。 

図 1：Oracle AS の内部構成 

この図が示すとおり、Oracle AS は HTTP サーバと AP サーバを統合した製品だ。以下にその主要なコンポーネントを示す。 

 Oracle HTTP Server（OHS）と mod_oc4j

 Oracle Container for J2EE（OC4J）

 Oracle Process Management and Notification Server（OPMN）

Oracle AS の HTTP サーバ機能をつかさどる OHS の実体は、Apache Web サーバにほかならない。では通常の Apache Web

サーバとは何が異なるかというと、mod_oc4j と呼ばれる特別なモジュールを組み込んでいる点だ。同モジュールは、OHS が受

け取った HTTP リクエストを Java EE コンテナである OC4J に転送する。その際 mod_oc4j は、クラスタ上の各 OC4J の負荷状

態や死活状態に基づいて、HTTP サーバと AP サーバ間の負荷分散とフェイルオーバーを実現する。 

一方の OC4J は、Oracle AS の AP サーバ機能を提供する Java EE コンテナであり、JSP やサーブレット、EJB コンポーネントな

どに対する実行環境を提供する。また、HttpSession やステートフル SessionBean がメモリ上に保持するセッション情報につ
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いて、クラスタ上のほかの OC4J インスタンスとの間でレプリケーションを実施する。これにより、いずれか 1 つの OC4J がダ

ウンした場合でも、OHS の mod_oc4j が引き継ぎ先の OC4J へリクエストを転送することで、ユーザとのセッションを継続で

きる仕組みである。 

では、mod_oc4j はどのようにして「OC4J のダウン」や「引き継ぎ先の OC4J」を知ることができるのだろうか。その役割を担

うのが、図 1 において OPMN と記されたコンポーネントである。OPMN は、OHS や OC4J のプロセスの稼働状況を監視してお

り、プロセス障害が発生した場合にはクラスタ上のほかの OHS や OC4J に通知する。その際に実行されるフェイルオーバーやプ

ロセス再起動の処理は、ユーザから透過的に処理されることになる。

図 2：OPMN による障害通知 

つまり、この OPMN が“簡易クラスタウェア”として Oracle AS クラスタの死活管理を統括している仕組みである。 

図 3：Oracle AS 10g に備わる高可用性機能 

このように、Oracle AS がほかの AP サーバ製品とひと味違う点は、ミッション・クリティカル環境での利用を想定した高度な高

可用性機能を備えているところだ。図 3 に示すように、Oracle AS では、Web サーバ、AP サーバ、そして DB サーバの各層に

てクラスタを構成でき、優れた可用性とスケーラビリティを実現する。 

つづく後半では、Oracle AS のもうひとつの特徴である Fast Connection Failover（FCF）のメカニズムを説明する。 
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FCF による高速接続フェイルオーバー 

一般的な AP サーバと Oracle RAC を組み合わせる場合、Oracle データベースに障害が発生したときに以下のような問題が起こ

りうる。 

 SQL 実行前に DB 障害が発生した場合――アプリケーションが AP サーバの接続プールから論理接続を取得した際に、障害

が発生した DB への接続を獲得してしまう。

 SQL 実行中に DB 障害が発生した場合――SQL へのレスポンスが途絶え、タイムアウトするまでリクエストの処理が中断す

る（Oracle AS の OHS の場合、タイムアウトのデフォルト値は 300 秒）。

こうした問題が発生する原因は、「AP サーバ側では DB 障害をリアルタイムに検知できない」点にある。そこで Oracle AS の

Fast Connection Failover（FCF）では、DB 障害を Oracle AS にリアルタイムに通知することで、こうした問題の発生を防

ぐ。 

図 4：FCF のメカニズム 

FCF で中心的な役割を果たすのが、前述の OPMN と、Oracle RAC に備わる ONS（Oracle Notification Service）である。

RAC インスタンスの障害を ONS が検知すると、ONS はそれを Oracle AS の OPMN へ通知する。これを受けた OPMN は、

OC4J の接続プールを再確認し、障害 DB に接続している物理接続を破棄する。これにより、上述のようなタイムアウトを待たず

して、別の RAC インスタンスへのすばやい切り替えを促す仕組みだ。 

Oracle AS の弱点とは 

ここまで説明したとおり、Oracle AS は、Oracle RAC との密接な連携により一般的な AP サーバ製品や DB 製品の組み合わせよ

りも優れた可用性を実現する。とはいえ、そこには弱点がないわけではない。なぜなら、Oracle AS の高可用性をつかさどる

OPMN が、あくまで「プロセスの監視」しか実行していないからだ。OC4J や OHS などのプロセス単体の障害であれば、

OPMN がそれを検出し、フェイルオーバーを実施できる。しかし Oracle AS が稼働するノード全体の障害や、クラスタを結ぶネ

ットワークの障害が発生すると、OPMN では対処できないのである。 

例えばノード障害のケースを考えてみよう。 
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図 5：ノード障害の例 

ノード障害が発生すると、その上で動作する OPMN も動作を停止し、クラスタ上のほかの OPMN へ障害の通知は届かない。ま

た、ノードが持っていた IP アドレスもネットワーク上に存在しなくなり、同ノードへ送信されたリクエストはタイムアウトする

まで待機状態となる。図 5 は、ノード障害の発生した OC4J に対し OHS がリクエストを送信してしまい、タイムアウト（デフォ

ルト値は 300 秒）するまで該当するリクエストの処理が中断する例を示している。このタイムアウトの後に、mod_oc4j 内部の

ルーティング・テーブルが更新され、障害ノードへのリクエスト転送を中止してセッション・フェイルオーバーを実行する手順と

なる。 

次に、ネットワーク障害のケースを考えてみたい。例えば、OC4J が稼働するノードのネットワーク・ケーブルが断線し、クラス

タのほかのノードとの通信が遮断された状況である。

図 6：ネットワーク障害の例 
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この場合もまた、遮断されたノードの OPMN からほかの OPMN への障害通知は届かない。また、OPMN はプロセス監視のツ

ールであるため、一般的なクラスタウェアのようにハートビートによるノード間の死活管理などは実施していない。生き残ったノ

ードが自律的に障害を検知しクラスタを再構成するといったメカニズムが存在しないため、やはり OHS のタイムアウトを待って

からフェイルオーバーを実施するという手順になる。  このように Oracle AS 単体では、ノード障害やネットワーク障害への対

処が万全ではないという弱点がある。この弱点を補うのが、Serviceguard だ。 

そこで後編では、Oracle AS と Serviceguard によるクラスタの構築手法を説明し、実地検証の結果を紹介したい。 

Oracle RAC 10g R2 アップグレードのベストプラクティス 

Oracle RAC 10g R2 へのアップグレードでは、システム構成や管理手法が大幅に変更されるため、従来までの“アップグレード”

とはまったく異なる周到な準備作業なしでは長期間のサービス停止が余儀なくされてしまう。そこで日本ヒューレット・パッカー

ドと日本オラクルの共同検証センター「ミッション・クリティカル・サーティファイド・センター（MC3）」では、旧バージョ

ンの Oracle RAC から最新版である Oracle RAC 10g R2 へのアップグレード手法をまとめたドキュメント「Oracle RAC 10g

R2 へのアップグレード」を公開した。このドキュメントでは、このアップグレードにともなうサービス停止を最小限に短縮する

ための、さまざまなテクニックや考慮点を集約している。Oracle RAC のアップグレードを検討している方はぜひ参照していただ

きたい。 

Oracle AS＋Serviceguard でつくる盤石の AP サーバ・後編 
2007 年 12 月 テクニカルライター 吉川和巳 

Oracle AS は、Oracle RAC との密接な連携により、一般的な AP サーバ製品や DB 製品の組み合わせよりも優れた可用性を実現

する。とはいえ、そこには弱点もある。それは、Oracle AS の高可用性をつかさどる OPMN が「プロセスの監視」しか実行して

いない点だ。そのため、Oracle AS が稼働するノード全体の障害や、クラスタを結ぶネットワークの障害が発生すると、OPMN

では対処できない。この弱点を補うのが、Serviceguard だ。本特集の後編では、Oracle AS と Serviceguard によるクラスタ

の構築手法を説明し、MC3 による検証結果を紹介していこう。 

Oracle AS＋Serviceguard のメリット 

前編で説明したとおり、Oracle AS 単体では、ノード障害やネットワーク障害への対処が万全ではない。そこで、フル機能を備え

たクラスタウェアである Serviceguard を Oracle AS と組み合わせることで、この弱点をカバーした盤石の AS サーバ・クラス

タ構築が可能となる。

では、具体的にはどのように Oracle AS と Serviceguard を組み合わせればよいのだろうか。その答えを示したのが図 1 だ。 
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図 1：Oracle AS と Serviceguard の組み合わせ例 

1 台の Web サーバ（OHS）と 2 台の AP サーバ（OC4J）で構成されたクラスタに Serviceguard を導入した例である。このよ

うに、それぞれの AP サーバには Serviceguard のパッケージを構成し、仮想 IP を割り振る。Web サーバは、この仮想 IP を通

じて AP サーバにアクセスする。また、2 台の AP サーバ間には Serviceguard がハートビートを交換するための独立した LAN

を設け、互いの死活監視を行う。 

では、この構成においてノード障害やネットワーク障害が起きた場合の動作メカニズムを説明しよう。 

図 2：ノード障害時のフェイルオーバー動作例 
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図 2 の左側にあるノード 1 で障害が発生すると、Serviceguard のハートビートがノード 2 に届かなくなり、数秒～数十秒のう

ちに Serviceguard によるフェイルオーバーが起動する。これにより、ノード 1 側に割り当てられていた仮想 IP1 がノード 2 に

移動する。ここでのポイントは、「Serviceguard には仮想 IP の移動だけを行わせる」という点だ。つまり、ノード 1 で動作し

ていた OC4J 全体をノード 2 へフェイルオーバーするわけではない。 

その後 OHS は、これまで通りに仮想 IP1 へリクエストを転送する。しかし仮想 IP1 はノード 2 が引き継いでおり、そのノード

2 上には仮想 IP1 に対応する OC4J は動作していない（仮想 IP2 に対応する OC4J のみ動作する）。よって OHS に対して直ちに

エラーが返り、OHS はそれを受けて mod_oc4j のルーティング・テーブルを更新し、それ以降はノード 1 へのリクエストをす

べてノード 2 に転送する。 

このように Serviceguard は、「ノード障害やネットワーク障害をいち早く検出し、仮想 IP の移動を通じてそれを OHS に通知

する」という役割を担う。障害の検出と通知のみを担当し、OC4J 自体のフェイルオーバーは mod_oc4j の機能をそのまま利用

する仕組みである。これにより、前編で説明したような障害時のタイムアウト待ちがなくなり、数秒～数十秒単位でのフェイルオ

ーバーが実現する。 

Oracle AS＋Serviceguard の可用性検証 

今回 MC3 では、Oracle AS と Serviceguard による上述の組み合わせで実装された AP サーバが、実際にどのように動作するの

かを検証している。AP サーバ間でセッション・レプリケーションを動作させた状態でさまざまな障害を再現し、セッション情報

が正しく引き継がれることを確認し、またフェイルオーバーに要する時間を計測した。 

図 3：検証環境の構成 

図 3 は、今回の検証で用いられたハードウェアとソフトウェアの構成である。Web サーバは、ProLiant DL320G4、RedHat 

Enterprise Linux AS4、および Oracle AS 10g で構成。一方の AP サーバは、Integrity rx2660、HP-UX 11i v2、Oracle AS 

10g、および Serviceguard 11.17 で構成している。 

この構成において、ノード障害を再現した場合の結果を以下に示す。 
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ノード障害の検証結果

障害 
障害発生ノ

ードの動作 
正常動作ノードの動作 接続の挙動 

マシンの

リセット
― 

SG クラスタの再構成、およ

び SG の仮想 IP の移動 

前回の HTTP リクエストから次の HTTP リクエストが発行され

るまでの時間により、接続の挙動は異なる。 

A. 60 秒以内

→ Serviceguard の仮想 IP 移動後に異常検出し、再送

B. 60 秒以上経過

→ 数十秒以内に異常検出し、再送

どちらの場合もレプリケーションにより、HTTP セッションの内

容は引き継がれる 

この検証では、サーバ・マシンをリセットすることで、擬似的なノード障害を発生させている。その結果によると、「前回の

HTTP リクエストから次の HTTP リクエストが発行されるまでの時間」によって接続の挙動が変化することがわかった。 

まず「A」のパターン、すなわち前回の HTTP リクエストから 60 秒以内に次の HTTP リクエストがきた場合は、Serviceguard

の仮想 IP が移動した後に HTTP サーバが障害をただちに検知し、別の OC4J インスタンスに接続する。これに対して、前回の

HTTP リクエストから 60 秒以上たって次の HTTP リクエストがくる「B」のパターンでは、数十秒程度で別の OC4J インスタン

スに接続するというふるまいになった。

では、このふるまいの詳細について、後半でもう少し説明しよう。 

ノード障害時のフェイルオーバー・メカニズム

A のパターン（前回の HTTP リクエストから 60 秒以内に次の HTTP リクエストが発行されるケース）では、以下のようなメカニ

ズムでフェイルオーバーが働く。 
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図 4：パターン A でのフェイルオーバー動作 

1. ノード障害が発生、Serviceguard により仮想 IP が移動する。

2. 前回の HTTP リクエストから 60 秒以内に次の HTTP リクエストが発行される。

3. OHS は、前回の HTTP リクエストで確立された TCP 接続をそのまま用いてリクエストを発行するが、仮想 IP の移動により

ノード 1 の OC4J の不在を検知する。

4. OHS はルーティング・テーブルを更新し、ノード 2 の OC4J にリクエストを再送する。

5. ノード 2 の OC4J にはセッション情報がコピーされているため、リクエストの処理を継続できる。

このように、HTTP リクエストの間隔が 60 秒以内である場合は、Serviceguard による仮想 IP の移動と OHS の障害検出が想定

通りに動作し、数秒～数十秒でのフェイルオーバーが実現する。 

これに対し、B のパターン（HTTP リクエストの間隔が 60 秒を超える場合）では、OHS が新しい TCP 接続を確立することにな

る。そのため、TCP 接続の確立にともなうタイムアウトが発生するまでの数十秒間は、OHS による障害検出が遅れてしまう。も

っとも、それでも Serviceguard を用いない場合に発生する長時間のタイムアウト待ち（デフォルトでは 300 秒）に比べれば、

大幅な時間短縮が実現されている。 

このほか MC3 の検証作業では、プロセス障害やネットワーク障害における動作検証も実施された。いずれのケースでも、

Serviceguard および Oracle AS のフェイルオーバー機能がスムーズに動作し、速やかな障害検出と運用継続が可能であること

が実証された。詳細については、MC3 の Web サイトで公開されているドキュメントを参照していただきたい。 
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FCF の動作検証 

また今回の検証では、前編で紹介した FCF による Oracle AS と Oracle RAC の相互連携も実際にテストされた。DB サーバの障

害発生時に接続が切断され、リトライ時に別ノードに再接続されることを確認するのを目的とした。 

図 5：FCF 検証の構成概要 

ここでは、図 5 のように AP サーバと DB サーバがそれぞれ 2 ノードずつ配置された構成において、DB サーバにて障害を発生さ

せ、その際に FCF による AP サーバへの障害通知が正しく動作するか検証した。また AP サーバ上で動作させる検証アプリケーシ

ョンでは、実行完了までに 60 秒ほどを要する SQL を発行し、「SQL 実行中の DB ダウン」を再現した。さらに、SQL 実行時に

エラーが発生した場合は、10 秒間のスリープ後に SQL を再実行するリトライのメカニズムを組み込み、DB 接続の可用性の検証

を行った。なお、ここでは Oracle RAC のサービス構成として「優先―優先」を選択している。 
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図 6：検証環境 

実際の検証環境は図 6 になります。 

HTTP サーバには、ProLiant DL320 G4、RedHat Enterprise Linux AS4、Oracle AS 10g を用いている。 

次に AP サーバには Integrity サーバ rx2660 を使用し、HP-UX 11i v2 と Serviceguard で SG クラスタを構築し、

Serviceguard の仮想 IP 上に Oracle AS 10g(10.1.3.1)をインストールしている。この AP サーバの SG クラスタが利用する

Quorum Service は、DB サーバの SGeRAC クラスタ上で動作させている。 

最後に DB サーバにも、Integrity サーバ rx2660 を使用し、HP-UX 11i v2 と Serviceguard と Serviceguard Extension for 

RAC (SGeRAC)で SGeRAC クラスタを構築し、さらに今回は、クラスタ再構成時間をより高速にするために Serviceguard 

Extension for Faster Failover(SGeFF)も導入している。この DB サーバの SGeRAC クラスタが利用する Quorum Service

は、AP サーバの SG クラスタ上で動作させている。 

このように DB サーバに SGeRAC クラスタ、AP サーバに SG クラスタといった、２つのクラスタを作成しているが、これは、

Serviceguard+SGeRAC が動作するノードと Serviceguard のみが動作するノードを１つの SG クラスタに共存させることがで

きないためである。 

また、ネットワークについては、DB サーバと AP サーバの通信はクローズ・ネットワークで構築しているが、ONS と OPMN の

通信が HTTP サーバ、AP サーバ、DB サーバ（RAC）間すべてでできるように、別のパブリック・ネットワークも用意してい

る。 

RAC の CSS/Cluster Interconnect/SG のハートビートに関しては、CSS/Cluster Interconnect/SG のハートビート用にプラ

イマリ NIC とスタンバイ NIC、そして SGeFF のために別の SG のハートビート用 NIC も用意している。



67 

HP-UX 特集コラムバックナンバー（2007 年） 

図 7：DB ノード障害時の FCF の動作（前半） 

クライアント PC からのリクエストに基づいて AP サーバ上で検証アプリケーションが起動すると、上述した「時間のかかる

SQL」の実行が開始する。その処理途中で RAC インスタンスのひとつ（RAC1）でノード障害を発生させた。このとき、

Serviceguard および Oracle Clusterware による Oracle RAC のクラスタ再構成が速やかに開始し、再構成の終了とともに

「NODE DOWN イベント」が ONS および OPMN を通じて各 AP サーバに通知される。これを受けた AP サーバは、接続プー

ル内の該当する物理接続をクローズし、SQL 実行中のアプリケーションにエラーを返す。これにより、アプリケーション側では

Oracle RAC のノード障害を速やかに検出し、SQL の再実行といった対応を取ることが可能となる。 

では続いて、その後の Oracle RAC のフェイルオーバー動作を見てみよう。 

図 8：DB ノード障害時の FCF の動作（後半） 

上述のとおり、検証アプリケーションでは SQL のエラーを検知し、10 秒のスリープの後に SQL を再実行するロジックが記述さ

れている。また AP サーバでは RAC1 との物理接続をクローズしているため、SQL 再実行では RAC2 との物理接続が用いられ

る。一方、Oracle RAC 側では RAC 再構成とリカバリが完了し、SQL の実行を受け付け可能な準備が整う。検証アプリケーショ

ンが 10 秒のスリープ後に SQL を再実行すると、今度は RAC2 側で SQL が正常に実行される。今回の検証では、ノード障害の発

生から SQL 再実行まで、およそ 20 秒ほどであった。
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このように、FCF のメカニズムによって DB のノード障害がほぼリアルタイムに AP サーバにも伝わり、Oracle RAC の高可用性

がそのまま Oracle AS の高可用性として引き継がれていることが実際に確認できたと言えるだろう。 

以上、今回は Oracle AS と Serviceguard の組み合わせによる AP サーバ構築の手法を取り上げた。本特集で見てきたとおり、

この両者を活用するコツはまさしく「適材適所」の使い分けにある。Serviceguard の優れた障害検出能力が、Oracle AS に備わ

る先進的なフェイルオーバーの能力を上手に引き出せる様子が理解いただけたはずだ。 

http://www.hpe.com/jp/hpux
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