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概要：次期 HPCI 共用ストレージで導入を予定しているサイト間データ冗長化による運

用改善効果を予測した。これまでの運用実績から全てのサービス停止事象に対して、

データ冗長化によりサービス継続が可能か否かを評価し、改善効果を予測した。サー

ビス停止サーバ時間積の 81%、サービス停止回数の 87%が改善され、MTBF は 404 時間か

ら 2154 時間に改善できることがわかった。	

 
1  はじめに 
革新的ハイパフォーマンス・コンピューティン

グ・インフラ[1](以下 HPCI)では、図 1 に示すよ
うにデータ共有基盤としてトータル容量 22.5PB
の HPCI 共用ストレージを平成 24 年 9 月から 4
年以上にわたり提供してきた。 

 
            図 1: HPCI 共用ストレージ  

 
東京大学 情報基盤センター(以下東大)と理化学研
究所 計算科学研究機構(以下 AICS)で運用中の共
用ストレージ機材は調達から既に 5 年以上経過し
ており、機材更新を計画している。機材更新にあ

たり、これまでの運用経験から特にサービスの継

続性を重視し、東大、AICS いずれか一つのサイ

トだけでも完全なファイルシステムの運用が可能

となることを目指している。次章で次期 HPCI共
用ストレージをサービス継続性の観点から紹介す

る。第３章でこれまでの運用実績を示し、第４章

で次期 HPCI共用ストレージで期待できるサービ
ス継続性の向上について議論する。 

2  次期 HPCI共用ストレージシステム 
次期HPCI共用ストレージの概念図を図 2に示

す。次期 HPCI共用ストレージでは、Gfarmのレ
プリカ自動作成機能を用いて、東大、AICS 間の
サイト間でのフェイルオーバ運用を目指している。

HPCI 共用ストレージがファイルシステムとして
採用している Gfarm では、複数のデータファイ

ルのコピーをデータサーバに格納することが可能

で、オリジナルのデータファイルと複製されたフ

ァイルを共にレプリカと呼んでいる。次期共用ス

トレージでは、東大と AICS にそれぞれレプリカ
を自動作成することで、例え東大、AICS のいず
れか一方の全データサーバが停止しても、ユーザ

は全てのファイルにアクセス可能な運用を実現す

る予定である。 
東大、AICS のサイト間での多重化運用の実現

により具体的にどのような場面で継続運用が可能

になるか紹介する。 
 



 
	 	 図 2: 次期 HPCI 共用ストレージ 
 

2.1 電源・冷却装置などの設備メンテナンス  

電源や冷却装置などのメンテナンスを実施する

場合は、システムの全停止が必須となる。特に

HPCI 共用ストレージのように複数箇所に設置
されたサーバ群によって一つのファイルシステ

ムを提供するサービスでは、設置サイトの数だ

け定期メンテナンスでシステムを停止する必要

に迫られてしまう。	 2015年度の運用では、東
大、AICS で２週続けて電源設備の定期検査が
実施されたため、２週間を超える運転停止に追

い込まれている。サイト間の多重化運用が実現

できれば、メンテナンス期間が重ならない限り、

継続運転が可能となる。 
2.2 OS,Gfarm などのシステムソフトウェア

メンテナンス  

セキュリティパッチや Gfarm ソフトウェアの

更新作業などの場合も、現行システムでは全シ

ステムを停止して実施している。しかし多重化

運用によって、AICS、東大で同時にメンテナン
スを実施しなければ、運転を継続しながらシス

テムソフトウェアの更新作業も可能になる。 
2.3 サーバ、ストレージシステムなどの障害  
次期 HPCI共用ストレージでは、できるだけ単一
障害点を排除したハードウェアの導入を目指して

いるが、カーネルレベルでの障害などによりリブ

ートなどが発生した場合は、一時的なサービス停

止に陥る可能性がある。これまでの運用でも、XFS
の障害などにより、AICS 設置データサーバが頻
繁に再起動する事案が発生している。サーバ単位

でサービスが停止した場合も、サイト間の多重化

運用が実現されれば、障害発生サーバに対するフ

ァイルアクセスが一時的に失敗する可能性はある

が、共用ストレージシステムとしては、全てのデ

ータファイルに対するファイルアクセスを継続し

て提供可能である。 

3 共用ストレージの稼働状況 
平成 24年 9月の運用開始から平成 28年 8月に
おける共用ストレージの年度毎、月毎の稼働率

を図 3、4に示す。ここでは稼働率を“運用期間
とデータサーバ数の積“に対する”データサーバ
数とサービス提供 ︎時間の積”としている。 

 
図 3:稼働率(年度毎) 

 

 
図 4:稼働率(月毎) 

稼働率低下の要因であるサービス停止回数及び

サービス停止サーバ時間積をそれぞれ図 5から
図 8に示す。サービス停止のサーバ時間積は共
用ストレージのデータサーバ数と停止時間の積

とし、メタデータサーバ障害などの原因で全デ

ータサーバに対してアクセス不可となった障害

事象は、データサーバ自体は稼働していても、

全データサーバ分のサービス停止時間積を計上

している。サービス停止の要因は、定期メンテ

ナンスと障害による停止に分類できるが、赤は



障害による停止、青は定期メンテナンスによる

停止である。 

 
図 5:サービス停止回数(年度毎) 

 

 
図 6:サービス停止回数(月毎) 

 

 
図 7:サービス停止サーバ時間積(年度毎)[時間] 

 
図 8:サービス停止サーバ時間積(月毎)[時間] 

共用ストレージは一部のデータサーバに障害が

発生した場合であっても、正常稼働中のサーバ

よる部分運用も可能であるが、ここでは 1台以
上のデータサービス停止は全てサービス停止と

してカウントしている。 
 
4  データ冗長性によるサービス継続
性改善効果予測 
図 5から図 8に共用ストレージのサービス停止

状況を示した。全ての事象に対して、2.1 章から
2.3章に示した、東大・AICSにレプリカを自動配
置することによってサービス停止を免れる事がで

きるか評価を行った。サービス停止を免れる事が

可能な事象、すなわちサービス継続可能と判断し

た事象の回数、サーバ時間積の割合を図 9から 12
に示す。 

 
	 図 9:サービス継続可能となる停止回数の割合(年度毎) 

 

 
図 10:サービス継続可能となる停止回数の割合(月毎) 
 
メタデータサーバの停止障害やデータ一貫性

チェックのための緊急メンテナンスを実施した

2015年度は、データの冗長化運用を実施しても停
止回数比の改善は約53%にとどまる。	 一方AICS
設置サーバの再起動障害が頻発した 2013 年度は
停止回数比で約 95%もの改善を見込むことができ
る。運用 4年間では 87%の改善が期待できる。 



 
図 11:サービス継続可能となるサーバ時間積の割合(年度毎) 

 

図 12:サービス継続可能となるサーバ時間積の割合(月毎) 

サーバ時間積についても 2015 年度の改善率は約
61%にとどまるが、他の年度は全て 90%以上の改
善が見込まれる。2015年度の改善効果が低いのは、
全ファイルのデータ一貫性チェックのため 4 月末
から 5 月にかけて長期間、サービスを全停止した
ためである。このサービス全停止対応については、

障害対策として緊急実施する必要があったためデ

ータの冗長化運用が実現されたとしても改善でき

ないサービス停止としてカウントした。運用 4 年
間では 81%のサービス停止サーバ時間積を削減で
きる見込みである。 
	 運用期間と図 9、11から過去 4年間のサービス
停止回数を求めた結果、共用ストレージのMTBF
についてもレプリカの冗長配置によって 404時間
から2154時間へと約5.3倍改善される見込みであ
る。 

5  まとめ 
次期 HPCI 共用ストレージでは、東大、AICS

にそれぞれ一つ以上のファイルの複製を配置する

ことを計画している。サイト間でデータ冗長化を

実現することによってサービス継続性の改善効果

を予測した。HPCI 共用ストレーにおける 2016
年 8 月までの全てのサービス停止事象について、
サイト間のデータ冗長化によってサービス継続が

可能か否かを評価した結果、サービス停止サーバ

時間積の 81%、サービス停止回数の 87%が改善さ

れ、サービス継続が可能であると見込まれる。

MTBFも 404時間から 2154時間に改善されると
期待できる。 
今後は次期HPCI共用ストレージの実運用にお

いて、サイト間データ冗長運用によるサービス改

善効果を検証を実施する。サイト間データ運用に

おけるサービス継続効果を発揮させるには、メン

テナンス、障害対応時における東大・AICS 間の
緻密な連携が求められる。対応指針・手順の作成

など実運用に即した実践的な対応が必要である。

またサイト間のデータ冗長化の他にも効果的なサ

ービス継続性改善策を積極的に採用し、さらなる

サービス改善に役立てる方針である。 
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