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Disaster Survivalを実現した
次世代分散ストレージの開発

Development of Next Generation Distributed Storage Available for Disaster Survival
　 石田　茂　　　    飯田　正樹
ISHIDA  Shigeru　　　 IIDA  Masaki

概要
　我々は、システム性能のスケーラビリティを大幅に向上させ、メンテナンスコストを極力抑えた次世代の分散スト

レージシステムを研究開発している。そのコンセプトは、従来型システムに見られる「アクセス停止前の状態に復旧

するシステム」でななく、「原因によらずアクセスを継続できるシステム(Disaster Survival)」である。如何なる障害

に対してもデータを保護し、安全かつ確実なサービス利用を顧客に提供することを目指している。これを実現する

ために、中央管理機構を完全に排した自律分散型のシステムアーキテクチャを設計の基本とした。本論文では、本

分散ストレージの特徴的な機能の概要と利用イメージについて説明する。
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3. システムの特徴
　本章では、分散ストレージの以下の三つの特徴について説明する。

(１) データ管理

　　　保管データの耐障害性を高めるためのデータの符号化と

　　冗長性を実現する。

(２) サーバ管理

　　　自律的な運用管理とメンテナンス性を向上させる。

(３) メタ情報管理

　　　分散ストレージに論理的なファイルシステムを構築し、

　　検索機能を実装した。

3.1 データ管理
　分散ストレージのデータ管理は、消失訂正符号を利用した

ファイルの符号分割により、保管データの耐障害性を高める。

以下にその概要について説明する。

3.1.1 消失訂正符号によるファイルの符号分割
　消失訂正符号によるファイルの符号分割は、ファイルをいく

つかの細かい断片に分割して保存し、ディスク障害などでいく

つかの断片が消失しても復元することができる技術である。

図３に本技術の概要を示す。

図 1　分散ストレージの利用イメージ

図３　消失訂正符号によるファイルの符号分割

図 ９　排他制御のためのトークン交換とデッドロックの回避

図１０　Tuple Space管理機能による転置インデックスの非同期更新

図１１　分散検索機能におけるサブシステム間の処理の流れ

4. 自律分散の大規模試験

図１２　ノード数と平均最短パス長(理論及び実測値) 

　分散ストレージは、広域なネットワーク環境で大量のサー

バで構成されるシステムを想定しているため、システムを維

持していく上でメンテナンスコストを大幅に削減することは

重要な課題である。このために本システムを自律分散型の

設計思想で実現するために採用した新しい試みである、動的

メンバーシップ管理の妥当性に関する大規模試験の評価結果

について報告する。

4.1 大規模試験
　本試験は、第３.２節で述べた動的メンバーシップ管理機能

の妥当性を検証することを目的としている。試験の実施方法

の概要は、以下のとおりである。各ノードで動的に構成変更

されるノードリストのスナップショットを定期的に記録し、

ノード間のパス長が収束するか否かを確認するとともに、試験

終了後の状態と理論値を比較する。

4.1.1 ノード間のランダム有向グラフの
　　　平均最短パスへの収束特性
　分散ストレージを構成するノード全体にメッセージを配送

するために必要な到達距離を表す平均最短パス長の収束状況

を以下の項目から調査し、試験終了時の最短パス長と理論値

とを比較する。試験環境には、独立行政法人情報通信研究機

構 北陸リサーチセンター [５] の設備を利用する。

(１) 最短パス長(あるノード i からノードjまでを辿る最少エッジ

　　数の経路)の時間変化

(２) コネクティビティ(最短パス長の最小値が0より大きければ 

　　コネクティビティ有り)

(３)  in-degree(ノードに入ってくるエッジ数)

(４) in-degree分布の初期状態及び in-degree分布の試験終了

　　時の状態

　試験結果(図１２参照)は以下のとおりである。ノード次数

（システムが制約する最小ノードリスト数）が上がるにつれ

てノード間のコネクティビティは改善し、次数7で極めて高い

確率ですべてのノード間にパスが存在する。実測値が理論値

に近い値を取っており、次数が高いほど実測値と理論値の差

が縮まる傾向がある。以上の結果から、自律的なノードリスト

管理に採用している手法の理論的な妥当性が、実験的に裏付

けられたと評価している。

5. 小型/省電力ストレージに向けて
　コンピュータリソースの消費電力を抑えることは、コスト

面のみならずCO2削減という環境負荷への配慮から、今後積

極的な対応が求められる社会的な要件である。

　本章では環境負荷の低減に寄与するため、デスクトップPC、

サーバPC等で動作しているデータストレージの機能を低コスト、

低消費電力な装置（我々はこれをエコストレージと呼ぶ。）

上に移植した事例を報告する。

5.1 現状の消費電力と小型/省電力の取組み
　２００７年９月現在構築している広域テストベッドのハード

ウェア構成は、拠点あたりサーバ１０台、スイッチ１台、ルー

タ1台の構成で、消費電力は最大１,１２２W（実績は６００W程度）

である。同様の構成が5拠点に存在し、全体で最大５,６１０W（実

績は３,０００W程度）を消費している。これをストレージ容量

で換算にすると５６１～３００W/TBになる。

　現在、消費電力の削減に向けた根本的な取組みとして、低

消費電力のCPUを採用した省スペースの新型ストレージノード

を開発中である。我々はこれをエコストレージという考え方

で捉え、２０W /TB程度を目標に取り組んでいる。

　この新型ストレージノードを導入することで、1ラックを使

い切る積載をラック標準電力の範囲内でカバーし、空間使用

効率、コスト面、さらには劇的な低消費電力化により環境負

荷の大幅な改善に寄与することができ、データセンタ事業者

ならびにストレージサービスの利用者の双方にとって大きな

メリットが生じると期待している。

5.2 エコストレージの試作ハードウェア選定
　分散ストレージノードには分割、符号化されたファイル群

が保存されるため、大容量の記憶媒体が必要となってくる。

これらのファイル I/O(書き込み、読み込み、削除)が主な機能

となるため、高い処理能力(クロック数の大きいCPU)は必要

なく、それは消費電力、発熱量の低下につながる。また、他

のストレージノードとノードリストを用いて Gossip 連携を

行うため、ネットワークインターフェースが必要となってくる。

これらの要件を満たすものが市場に存在するか調査した結果、

以下の表３のハードウェアを試作エコストレージ用に選定した。

6. 適用分野
6.1 分散ストレージの特徴を生かした適用分野
　分散ストレージの特徴を生かした適用分野を考える場合、

以下のような特性を持ったアプリケーションへの適用が有効

である。

　　● 更新頻度が少ない大容量のデータを管理対象としている。

　　● データのセキュリティを確保することが重要である。

　　● インターネット環境・モバイル環境からもアクセスする　

　　必要がある。

　以上のような特性を持った適用分野を表４に示す。

表４　分散ストレージの適用分野

図１４　文書・図面管理システム

　本稿では、以下のような技術的な特徴を持つ自律分散型の

ストレージ管理システム[eS]３ Secure File Systemを紹介

した。

(１) データ管理機能

　　　分散した複数のストレージに電子データを細分化・暗号

　　化し、冗長化して管理するため、クラックされても電子

　　データを復元できない。その一方で、一部のストレージ

　　が故障しても復元できる。

(２) サーバ管理機能

　　　Plug&Play 感覚でサーバを容易に増強できる。

(３) メタ情報管理機能

　　　メタ情報に基づき、暗号化されたデータを検索できる。

　現在、試験的な利用環境を構築し、評価を行っている。

本システムを採用することで、ストレージサービス提供者には、

ハードウェアコストとメンテナンスコストを大幅に低減しつ

つも堅牢なシステム運用が可能になり、ユーザにとって安価

で安全なサービスを利用する機会が得られると期待している。

　今後は、本プラットフォームの特徴を生かして、顧客シス

テムと連携するアプリケーション開発を行い、ビジネス展開

していくことを検討している。なお、本論文は、三菱電機情

報システム・ユーザ研究会平成１９年度「シンポジウム」投稿

論文を元に作成した。
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6.2.3 ディザスタリカバリ
　アクセスの良い都市部のデータセンタはお客さまのアプリ

ケーションサーバを収容し、郊外のデータセンタにはお客さま

のデータ管理するサーバを収容する(図１５参照)。このように

ロケーションに応じてデータセンタの役割を分担することで、

災害対策を考慮した安全なプラットフォームを提供し、かつ

データセンタ全体の稼働率を向上させることができる。

6.2.2 文書・図面管理システム
  既存の文書・図面管理システムとデータ分散ネットワークを

接続することで、重要文書や重要図面の災害対策と情報漏えい

対策とし、かつバックアップなどの管理業務を削減することが

できる(図１４参照)。

  システムの構築方法はいろいろなバリエーションが考えられ、

地理的に分散した拠点同士がデータ分散ネットワークを介し

データを共有することも可能である。また、ファイルは暗号化

された上で通信されるので、インターネット経由のセキュアな

アクセスも可能である。

6.2 想定される適用例
6.2.1 社内データの共有
  想定される適用例の一つは、社内の各種ファイルを共有する

目的で利用することができる(図１３参照)。

　既存のファイルサーバにデータ分散ネットワークの仮想ドラ

イブをマウントすることで、利用者からは通常の共有フォルダ

に見え、社内ネットワークに接続したPCからファイルアクセ

スすることができる。

また、以下の特徴を有する。

(1)  カスタマイズ可能な組み込みLinuxBOX

　　　工場出荷時の状態でフラッシュメモリ（標準ファー

　　ムウェア）上で起動するsambaの機能により、NAS

　  （Network Attached Storage）として使用できる。

　　　Linuxディストリビューション（RedHat、Fedora等）

　　の環境を独自に構築することが可能であり、これによって、

　　Linuxマシンとして動作させることができる。

　　　よってWebサーバ、Mediaサーバ等、いろいろな用途

　　に使用することができる。

(2) 省スペース

　　　６０（W）× １６３.３（H）× ２１５.５（D）mm

(3) 低消費電力

　　　　　消費電力は約１７ Wである。

5.3 分散ストレージノードの移植
　KURO-BOX/PRO購入時の標準ファームウェアでは汎用性

が低く、分散ストレージノードが移植できない可能性があるた

め、動作環境としてDebian GNU/Linux ４.０（Linuxディス

トリビューション）の環境を構築した。分散ストレージノード

はKURO-BOX/PRO（CPU:ARM）上で動作するので、

ARMアーキテクチャに対応したバイナリコード（実行モジュール）

を作成する環境（gcc）をCygwin [7] を利用することで

Windows上に簡易Linux環境を構築し、実行環境よりも高ス

ペックなクロスコンパイルによる開発環境を用意して開発効率

の向上を図った。

　以上の作業により、分散ストレージノードをKURO-

BOX/PRO（Debian）に移植することができた。

3.3.2 コンテンツの分散検索
　分散ストレージに保存されているコンテンツの中から目的の

ファイルを探索するための手段として、当該コンテンツのアク

セス権限を有するユーザ IDと、キーワードを組み合わせた検索

機能を提供している。検索機能の実現方針は次のとおりである。

(１) 複数の検索条件をAND、ORの論理演算を組み合わせて記

　　述することができる。

(２)コンテンツ内のキーワードの出現頻度を考慮したランキン

　　グ計算を行う。

(３) クライアントからの検索処理要求は、どの分散検索サーバ

　　も対等の立場で受け付け、中央管理の立場になる検索サー

　　バは存在しない。

(４) 検索処理能力は、分散検索サーバを増設するだけでスケー

　　ラブルに増強できる。

(５) 複数稼動する分散検索サーバの一部が停止した状態にある

　　場合、多少の性能低下が予想されても稼動しているサーバ

群で検索処理を実現する。

　分散検索機能では、検索式を一旦「検索項目＝値」という単

一検索式に分解して、これら分解された単一検索式の単位で、

リモートの分散検索サーバ群に処理の受け入れを打診して許可

された場合に、単一検索式の検索処理要求を投げる仕組みで

ある。

　検索要求を受け付けるリモートの分散検索サーバを選択する

仕組みは、自律分散を実現する基盤となる動的メンバーシップ

管理から提供されるノードリストを参照して、サーバの IPア

ドレスを決定している。このノードリストに記載された宛先ア

ドレスに、検索要求をGossipのメッセージに載せて、分散検

索サーバのネットワーク全体にUDP通信で配送されている。

　検索項目の値を指定するだけでなく、「＊」を用いた前方

一致検索も可能である。その場合、分散検索処理を再帰的に呼

び出し、負荷分散することで処理速度を上げている(図１１参照)。

(２) 転置インデックスファイルの非同期更新

　　　検索時に使用する転置インデックスファイルの更新処

　　理を負荷と処理時間の観点から効率的に行うために、

　　LindaのTuple Space[４]の概念を応用した処理モデルで

　　MUT、MFTのメタ情報ファイルの操作とは別のタイミン

　　グで更新処理を行っている(図１０参照)。

3.3.1 ファイルシステムの導入
　分散ストレージにファイルシステムを導入する。一般的な

ディレクトリやファイル、アクセス権限の情報は、MFTファ

イル(第３.３節参照)として管理する。MFTファイルは、ディ

レクトリ及びファイルそれぞれに対して一つのMFTファイル

が対応する。

(１) メタ情報ファイル操作の排他制御とデッドロックの回避

　　　通常、複数のメタ情報管理サーバが協調して稼動してい

　　るので、メタ情報ファイルの操作で競合しないように、

　　排他制御する必要がある。トークンを用いてデッドロック

　　を回避する方法を図９に示す。

3.2.3 Plug&Playによる
　　　Bootstrap時の自動設定
　新しいサーバが分散ストレージに接続された時、保守担当者

が介入することなく、システム自らが外部から情報を受け取り、

自身の環境を設定することで、能動的にサーバがシステムに参

加する。このようなPlug&Play方式は、保守性の向上に貢献

している。

　Plug&Playを実現する上での技術課題の一つは、効率的に

ノードリストを初期化することである。ノードリストを初期化

する際には、新しく参加したサーバを近接サーバに伝える必要

があるが、分散ストレージではノード間でP２P的にメッセー

ジ交換するのではなく、I/Fサーバを補助的に利用する。具体

的には、ノードは自身の参加を I/Fサーバに通知し、併せて I/F 

サーバが保持するノードリストを取得することで初期化を完了

する。これによりノードの最新状態は、I/F サーバを通してネット

ワーク全体にアナウンスされる。

3.3 メタ情報管理
　分散ストレージで管理しているファイルは、符号化し、暗号

化して保存しているため、データ管理の枠組みを崩さずにディ

レクトリの導入や全文検索等のコンテンツの内容を解釈して検

索することが難しい。このような課題を解決する目的で、メタ

情報管理の機能を導入する。メタ情報管理では、ファイルシス

テムの導入に際して、メタ情報と呼ぶファイル/ディレクトリ

の属性情報（ブロック数、アクセス権限、作成日付、サイズ、

キーワードなど）をコンテンツ毎に管理する機能を主な機能と

して提供する。

　メタ情報は通常のファイルと同様にデータ管理され、以下の

ような３種類の管理ファイルを使用する。

(１) コンテンツの属性情報を扱うMFTファイル(Master File 

　　 Table)(図６参照)

(２) ユーザ情報を扱うMUTファイル(Master User Table)

　　 (図７参照)

(３) 検索処理で使用する各種転置インデックスファイル

　メタ情報管理は、表２に示す機能の連携(図８参照)により実

現している。

3.2.2 Gossipによるメッセージ配送の仕組み
　分散ストレージでは、Gossipアルゴリズムを用いてメッセージ

をブロードキャストする。Gossipアルゴリズムとは、噂の伝

播をモデル化した方式である。メッセージに通し番号を付け、

初めて受け取ったメッセージは、受信者が処理し、かつノード

リストに記載された宛先リストに転送するが、二回目以降に受

け取った同一のメッセージは、処理せずに破棄するというシン

プルな仕組みである。

　分散ストレージでは、複数サーバ間で協調処理を行う場合、

Gossip配送方式(図５参照)に基づくメッセージ交換をしている。

表１　分散ストレージが提供する主な機能の一覧

2.1 設計方針
　設計では、従来の発想『アクセス停止前の状態に復旧する

システム (Disaster Recovery)』を新しい発想『原因によらず

アクセスを継続できるシステム(Disaster Survival)』に転換

することを基本方針とした。

2.2 機能の全体構成
　第２.１節で述べた設計方針を踏まえて、以下のような考え

に基づきソフトウェアアーキテクチャを設計する。

(１) 自律分散

　　　従来のマスタ/スレーブ、マスタ/マスタ型の複数の役割

　　を対象とした冗長設計を排除し、サーバが対等で同一の役

　　割を果たす自律分散型とする。

(２) スケーラブル

　　　蓄積（ディスク）部と処理（計算）部の明確な切り分け

　　により、ディスク容量や処理量の変化への追随が容易に

　　なる。

(３) ステートレス

　　　管理情報を含めて全てのデータは一元的に保持せず、

　　データが必要な時に都度復元する。

　分散ストレージが提供する主な機能を表１、機能間の連携を

図２に示す。

　コンピュータを含め様々な情報機器がネットワークで接続

される現在、文書や動画等のコンテンツ情報に加え、各機器

が出力する大量のログ情報等、管理対象データは増加する

一方である。そのため、現状のテラバイト級 (１０１２バイト) を

超えるペタバイト級 (１０１５バイト) の大量データを、その秘匿

性を保証しつつ低コストで管理することができるプラット

フォームの実現が重要になってきている。

　そこで我々は、次世代ストレージの技術要件として、１）ディ

スク使用量や利用者数が増加した場合にハードウェアを追加

するだけで容易に拡張可能であること、２）メンテナンスコ

ストを大幅に削減するため、故障を前提とした安価なサーバ

を採用し、運用管理者の手を煩わすことなく安定稼動できる

こと、以上の二つを掲げている。これらを解決するために、

一般的な分散システムで存在する中央管理機構を完全に排した、

自律分散型のシステムアーキテクチャを設計の基本方針とした。

この設計方針に基づき、宇宙通信株式会社様からの委託を受け

て、以下のような特徴を持つ[eS]3 Secure File Systemと

呼ぶシステムを開発している。

(１) データ管理機能

　　　分散した複数のストレージに電子データを細分化・暗号

　　化し、かつ冗長化して管理する。これにより、クラックさ

　　れても電子データを復元できない。その一方で、一部のス

　　トレージが故障しても電子データを復元できる。

(２) サーバ管理機能

　　　Plug&Play感覚でサーバを容易に増強できる。

(３) メタ情報管理機能

　　　メタ情報に基づき、暗号化されたデータを検索できる。

　本稿では、本システムの概要を紹介するとともに、特に本シ

ステムの特徴を生かした重要文書の共有やディザスタリカバリ

等での利用方法について提案する。

2. システム概要

　我々が開発している分散ストレージは、広域ネットワークに

分散したストレージノードを束ねて一つの巨大なネットワーク

ストレージを構築し、利用者のパソコン（PC）から利用できる

ようにするための仕組みである。データの暗号化やユーザ認証

などによりセキュリティを保証し、障害時でもデータを失うこ

となく、継続してサービスを利用することができる（図１参照）。

No.

1

2

3

4

5

6

データ管理

サーバ管理

メタ情報管理

ユーザ管理

認証

暗号

機能 説明

保管データの耐障害性を高めるためのデータの符号化と冗長性を実現するために、消失訂正符合を利用したファイル
の符合分割を行う。

中央管理機構を排した本システムにおいて、分散ストレージの通信相手となるノードリストを自律的にメンテナンスし、
Gossip方式のメッセージ交換とBootstrap時の初期設定の自動化を行う。

分散ストレージにディレクトリやファイル、アクセス権限など付加したファイルシステムの構造を導入するためにメタ情報
を維持管理し、併せて、キーワードによる分散検索機能を提供する。

Windows ActiveDirectoryならびにKerberosと連携して分散するストレージを利用するユーザー情報をメンテナンス
するためのクライアントツールを提供する。

Windows ActiveDirectoryならびにKerberosと連携して、シングルサインオン認証で分散ストレージを利用可能
にする。

Voltage社のIBE（Indentity-Based Encryption）方式の公開鍵暗号［1］を採用して、AESによるコンテンツの暗号・
復号を行う。

表３　試作版エコストレージ（KURO-BOX/PRO[6]）の仕様一覧

1

2

3

4

5

6

7

8

製品型名

CPU

メモリ

ドライブベイ

BootROM

System領域+Data領域

（ピンヘッダ用）

KURO-BOX/PRO

ARM9互換Marvell製88F5182 400MHz

DDR2 128MB

3.5型/2.5型SATA HDD用×1 

256KBフラッシュメモリ（NOR型）

256MBフラッシュメモリ（NAND型）

UART（console）x1、GPIO x2I2C x1、JTAG（ARM20pin）x1

PCI-ExpressX1 x1（ボード取付スロット空間はなし）
SerialATA x2（うち1個はドライブベイ用）

USB TypeA x2
RJ-45 x1（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応）

外部インターフェース

内部スルーホール

内部インターフェース

No.

法令要求による

長期保管

・電子ファイル預かり

・電子メールアーカイブ

・各種ログ保管

・生データ保管

具体例適用分野

コンテンツ

メディアアーカイブ

セキュリティ強化・

PC利用環境変革

No.

1

2

3

4 ・動画、音楽、文庫、マンガ、オンラインコンテンツ販売等

・放送コンテンツ、音楽コンテンツのアーカイブ

・指定文化財 （絵画、彫刻、工芸品、遺跡、書跡・典籍等）情報等のアーカイブ

・共有Workspace (モバイル対応含む)

・知財共有Workspace(特許情報、設計図面、工事写真等)

・ドキュメントセキュリティー (複写機、OCR連動)

・電子カルテ、医用画像ファイリング

・行政情報システム

表２　メタ情報管理の機能一覧

1

2

3

4

No.

メタ情報管理
分散ストレージに導入したファイルシステム構造とユーザ情報のメタ
情報を維持管理する。併せて、分散検索で使用する検索用途の補
助ファイルの転置インデックスファイルの更新も行う。

複数稼働するメタ情報管理サーバ間でメタ情報の更新作業を排他
制御するために、メタ情報と1対1に対応したトークンを交換・管理す
る。デッドロックを回避する仕組みを提供する。

分散検索に使用する転置インデックスファイルの更新を非同期に
行うために、分散ストレージをネットワーク非同期キューに見立てて、
更新処理の情報を管理する。

キーワードによる検索要求を複数の検索サーバ間で分担して処理
することにより、検索時間の短縮と処理効率の改善を図り、処理能
力のスケーラビリティを実現する。

説明機能

分散検索

TS（Tuple 

Space）管理

トークン管理

消失訂正符号による
ファイルの符合分割 ファイルの復号

消失

この断片の単位でストレージに保存

いくつかの断片が
消失しても一定数
以上の断片が集まれば
復号可能

図４　動的メンバーシップ管理の概念
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図５　Gossipによるメッセージ配送の流れ
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 図７　組織・ユーザ・グループMUTの関連
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図８　メタ情報管理機能サブシステム連携
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図１５ データセンタ稼働率の向上
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　消失訂正符号によってファイルを符号分割すると、ファイ

ルを単純に分割した場合に比べて、ある程度の冗長性を持っ

てファイルが分割される。この冗長性により、符号分割され

たファイルの断片のいくつかを消失しても、残った断片から

元のファイルを復元することができる。

　分散ストレージでは、ファイルを符号分割するための消失

訂正符号として、BCH（Bose Ray-Chaudhuri Hocquen-

ghem）符号 [２] と、LDPC（Low Density Parity Check）

符号 [３] をベースとした２つの方式を用意している。

3.1.2 データ管理における
　　　サービスレベルと符号化率の関係
　分散ストレージでは、消失訂正符号によりファイルを符号分

割する際には、まずファイルを細かいデータの断片に分割する。

分割したデータの断片は、更に符号化単位データに分割してか

ら、消失訂正符号により符号分割する。

　消失訂正符号によるファイルの符号分割では、符号化単位

データを符号分割した際に得られる符号パケット数 n に対す

る、符号化単位データを単純に分割した際に得られる情報パケット

数 k の割合から、ファイルの符号化率 r (＝k/n)を求める。

　符号化率 r が高ければ、ストレージに対するファイルの保存コス

トを抑えることができる。逆に符号化率 r が低ければ、ファイルの

保存コストは増えるが、ファイルを復元するために必要な最低パ

ケット数が少なくなるため、データの消失に対してより強固になる。

　分散ストレージでは、ユーザが要求するサービスレベルに応

じて、情報パケット数 k と符号パケット数 n を調節することで、

最適な符号化率 r でファイルを符号分割できる。例えば、一定

期間しか保持しない一時的なバックアップデータのようなライ

フタイムの短いデータは、符号化率 r を高く設定してファイル

の保存コストを抑えるといった利用方法が選択できる。

3.2 サーバ管理
  本節では、多数のサーバで構成される分散ストレージ環境の

管理を容易にし、Plug&Play 感覚でサーバの増強を可能とする、

ノードリスト管理、 Gossip によるメッセージ配送、 自動

設定される Bootstrap 処理について説明する。

3.2.1 広域自律分散によるノードリスト管理
　分散ストレージでは、多数のサーバが広域に分散している環

境を想定しているため、システムを構成するすべてのサーバの

状態を一箇所で常に把握することは、高コストであるだけでな

く実現が難しい。本システムでは、各サーバが直接通信可能な

サーバ群をノードリストとして管理し、動的メンバーシップ管

理(図４参照)の方法に基づきサーバ間でノードリストを交換す

る。この機能により、分散ストレージに新たにサーバが追加、

あるいは取り外された場合に、IPアドレスの情報が自律的に

メンテナンスされ、システム全体の整合性が維持される。ここ

でいう自律的とは、管理者がなんら操作することなくマシン自

らが自身の役割と状態を認識し、その機能を提供することを指

している。

閾値以下になれば、分散IFよりノード情報追加→

→ → → →........（繰り返し）

キャッシュ

永続保管

UFID
（File）

MFT
メタ情報

UFID
（Directory）

MFT
メタ情報

UFID
（File）

MFT
メタ情報

UFID
（Directory）

MFT
メタ情報

UFID
（File）

MFT
メタ情報

UFID
（Directory）

MFT
メタ情報

UFID
（File）

MFT
メタ情報

保存ファイル名
＝UFID＋
　チャンク番号＋
　符合化情報＋
　タイムスランプ

UFID
（Directory）

MFT
メタ情報

図６　ファイルシステム上のMFTの位置付

クライアント I/Fクライアント I/F
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Disaster Survivalを実現した
次世代分散ストレージの開発

Development of Next Generation Distributed Storage Available for Disaster Survival
　 石田　茂　　　    飯田　正樹
ISHIDA  Shigeru　　　 IIDA  Masaki

概要
　我々は、システム性能のスケーラビリティを大幅に向上させ、メンテナンスコストを極力抑えた次世代の分散スト

レージシステムを研究開発している。そのコンセプトは、従来型システムに見られる「アクセス停止前の状態に復旧

するシステム」でななく、「原因によらずアクセスを継続できるシステム(Disaster Survival)」である。如何なる障害

に対してもデータを保護し、安全かつ確実なサービス利用を顧客に提供することを目指している。これを実現する

ために、中央管理機構を完全に排した自律分散型のシステムアーキテクチャを設計の基本とした。本論文では、本

分散ストレージの特徴的な機能の概要と利用イメージについて説明する。

1. はじめに

7. おわりに
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3. システムの特徴
　本章では、分散ストレージの以下の三つの特徴について説明する。

(１) データ管理

　　　保管データの耐障害性を高めるためのデータの符号化と

　　冗長性を実現する。

(２) サーバ管理

　　　自律的な運用管理とメンテナンス性を向上させる。

(３) メタ情報管理

　　　分散ストレージに論理的なファイルシステムを構築し、

　　検索機能を実装した。

3.1 データ管理
　分散ストレージのデータ管理は、消失訂正符号を利用した

ファイルの符号分割により、保管データの耐障害性を高める。

以下にその概要について説明する。

3.1.1 消失訂正符号によるファイルの符号分割
　消失訂正符号によるファイルの符号分割は、ファイルをいく

つかの細かい断片に分割して保存し、ディスク障害などでいく

つかの断片が消失しても復元することができる技術である。

図３に本技術の概要を示す。

図 1　分散ストレージの利用イメージ

図３　消失訂正符号によるファイルの符号分割

図 ９　排他制御のためのトークン交換とデッドロックの回避

図１０　Tuple Space管理機能による転置インデックスの非同期更新

図１１　分散検索機能におけるサブシステム間の処理の流れ

4. 自律分散の大規模試験

図１２　ノード数と平均最短パス長(理論及び実測値) 

　分散ストレージは、広域なネットワーク環境で大量のサー

バで構成されるシステムを想定しているため、システムを維

持していく上でメンテナンスコストを大幅に削減することは

重要な課題である。このために本システムを自律分散型の

設計思想で実現するために採用した新しい試みである、動的

メンバーシップ管理の妥当性に関する大規模試験の評価結果

について報告する。

4.1 大規模試験
　本試験は、第３.２節で述べた動的メンバーシップ管理機能

の妥当性を検証することを目的としている。試験の実施方法

の概要は、以下のとおりである。各ノードで動的に構成変更

されるノードリストのスナップショットを定期的に記録し、

ノード間のパス長が収束するか否かを確認するとともに、試験

終了後の状態と理論値を比較する。

4.1.1 ノード間のランダム有向グラフの
　　　平均最短パスへの収束特性
　分散ストレージを構成するノード全体にメッセージを配送

するために必要な到達距離を表す平均最短パス長の収束状況

を以下の項目から調査し、試験終了時の最短パス長と理論値

とを比較する。試験環境には、独立行政法人情報通信研究機

構 北陸リサーチセンター [５] の設備を利用する。

(１) 最短パス長(あるノード i からノードjまでを辿る最少エッジ

　　数の経路)の時間変化

(２) コネクティビティ(最短パス長の最小値が0より大きければ 

　　コネクティビティ有り)

(３)  in-degree(ノードに入ってくるエッジ数)

(４) in-degree分布の初期状態及び in-degree分布の試験終了

　　時の状態

　試験結果(図１２参照)は以下のとおりである。ノード次数

（システムが制約する最小ノードリスト数）が上がるにつれ

てノード間のコネクティビティは改善し、次数7で極めて高い

確率ですべてのノード間にパスが存在する。実測値が理論値

に近い値を取っており、次数が高いほど実測値と理論値の差

が縮まる傾向がある。以上の結果から、自律的なノードリスト

管理に採用している手法の理論的な妥当性が、実験的に裏付

けられたと評価している。

5. 小型/省電力ストレージに向けて
　コンピュータリソースの消費電力を抑えることは、コスト

面のみならずCO2削減という環境負荷への配慮から、今後積

極的な対応が求められる社会的な要件である。

　本章では環境負荷の低減に寄与するため、デスクトップPC、

サーバPC等で動作しているデータストレージの機能を低コスト、

低消費電力な装置（我々はこれをエコストレージと呼ぶ。）

上に移植した事例を報告する。

5.1 現状の消費電力と小型/省電力の取組み
　２００７年９月現在構築している広域テストベッドのハード

ウェア構成は、拠点あたりサーバ１０台、スイッチ１台、ルー

タ1台の構成で、消費電力は最大１,１２２W（実績は６００W程度）

である。同様の構成が5拠点に存在し、全体で最大５,６１０W（実

績は３,０００W程度）を消費している。これをストレージ容量

で換算にすると５６１～３００W/TBになる。

　現在、消費電力の削減に向けた根本的な取組みとして、低

消費電力のCPUを採用した省スペースの新型ストレージノード

を開発中である。我々はこれをエコストレージという考え方

で捉え、２０W /TB程度を目標に取り組んでいる。

　この新型ストレージノードを導入することで、1ラックを使

い切る積載をラック標準電力の範囲内でカバーし、空間使用

効率、コスト面、さらには劇的な低消費電力化により環境負

荷の大幅な改善に寄与することができ、データセンタ事業者

ならびにストレージサービスの利用者の双方にとって大きな

メリットが生じると期待している。

5.2 エコストレージの試作ハードウェア選定
　分散ストレージノードには分割、符号化されたファイル群

が保存されるため、大容量の記憶媒体が必要となってくる。

これらのファイル I/O(書き込み、読み込み、削除)が主な機能

となるため、高い処理能力(クロック数の大きいCPU)は必要

なく、それは消費電力、発熱量の低下につながる。また、他

のストレージノードとノードリストを用いて Gossip 連携を

行うため、ネットワークインターフェースが必要となってくる。

これらの要件を満たすものが市場に存在するか調査した結果、

以下の表３のハードウェアを試作エコストレージ用に選定した。

6. 適用分野
6.1 分散ストレージの特徴を生かした適用分野
　分散ストレージの特徴を生かした適用分野を考える場合、

以下のような特性を持ったアプリケーションへの適用が有効

である。

　　● 更新頻度が少ない大容量のデータを管理対象としている。

　　● データのセキュリティを確保することが重要である。

　　● インターネット環境・モバイル環境からもアクセスする　

　　必要がある。

　以上のような特性を持った適用分野を表４に示す。

表４　分散ストレージの適用分野

図１４　文書・図面管理システム

　本稿では、以下のような技術的な特徴を持つ自律分散型の

ストレージ管理システム[eS]３ Secure File Systemを紹介

した。

(１) データ管理機能

　　　分散した複数のストレージに電子データを細分化・暗号

　　化し、冗長化して管理するため、クラックされても電子

　　データを復元できない。その一方で、一部のストレージ

　　が故障しても復元できる。

(２) サーバ管理機能

　　　Plug&Play 感覚でサーバを容易に増強できる。

(３) メタ情報管理機能

　　　メタ情報に基づき、暗号化されたデータを検索できる。

　現在、試験的な利用環境を構築し、評価を行っている。

本システムを採用することで、ストレージサービス提供者には、

ハードウェアコストとメンテナンスコストを大幅に低減しつ

つも堅牢なシステム運用が可能になり、ユーザにとって安価

で安全なサービスを利用する機会が得られると期待している。

　今後は、本プラットフォームの特徴を生かして、顧客シス

テムと連携するアプリケーション開発を行い、ビジネス展開

していくことを検討している。なお、本論文は、三菱電機情

報システム・ユーザ研究会平成１９年度「シンポジウム」投稿

論文を元に作成した。
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6.2.3 ディザスタリカバリ
　アクセスの良い都市部のデータセンタはお客さまのアプリ

ケーションサーバを収容し、郊外のデータセンタにはお客さま

のデータ管理するサーバを収容する(図１５参照)。このように

ロケーションに応じてデータセンタの役割を分担することで、

災害対策を考慮した安全なプラットフォームを提供し、かつ

データセンタ全体の稼働率を向上させることができる。

6.2.2 文書・図面管理システム
  既存の文書・図面管理システムとデータ分散ネットワークを

接続することで、重要文書や重要図面の災害対策と情報漏えい

対策とし、かつバックアップなどの管理業務を削減することが

できる(図１４参照)。

  システムの構築方法はいろいろなバリエーションが考えられ、

地理的に分散した拠点同士がデータ分散ネットワークを介し

データを共有することも可能である。また、ファイルは暗号化

された上で通信されるので、インターネット経由のセキュアな

アクセスも可能である。

6.2 想定される適用例
6.2.1 社内データの共有
  想定される適用例の一つは、社内の各種ファイルを共有する

目的で利用することができる(図１３参照)。

　既存のファイルサーバにデータ分散ネットワークの仮想ドラ

イブをマウントすることで、利用者からは通常の共有フォルダ

に見え、社内ネットワークに接続したPCからファイルアクセ

スすることができる。

また、以下の特徴を有する。

(1)  カスタマイズ可能な組み込みLinuxBOX

　　　工場出荷時の状態でフラッシュメモリ（標準ファー

　　ムウェア）上で起動するsambaの機能により、NAS

　  （Network Attached Storage）として使用できる。

　　　Linuxディストリビューション（RedHat、Fedora等）

　　の環境を独自に構築することが可能であり、これによって、

　　Linuxマシンとして動作させることができる。

　　　よってWebサーバ、Mediaサーバ等、いろいろな用途

　　に使用することができる。

(2) 省スペース

　　　６０（W）× １６３.３（H）× ２１５.５（D）mm

(3) 低消費電力

　　　　　消費電力は約１７ Wである。

5.3 分散ストレージノードの移植
　KURO-BOX/PRO購入時の標準ファームウェアでは汎用性

が低く、分散ストレージノードが移植できない可能性があるた

め、動作環境としてDebian GNU/Linux ４.０（Linuxディス

トリビューション）の環境を構築した。分散ストレージノード

はKURO-BOX/PRO（CPU:ARM）上で動作するので、

ARMアーキテクチャに対応したバイナリコード（実行モジュール）

を作成する環境（gcc）をCygwin [7] を利用することで

Windows上に簡易Linux環境を構築し、実行環境よりも高ス

ペックなクロスコンパイルによる開発環境を用意して開発効率

の向上を図った。

　以上の作業により、分散ストレージノードをKURO-

BOX/PRO（Debian）に移植することができた。

3.3.2 コンテンツの分散検索
　分散ストレージに保存されているコンテンツの中から目的の

ファイルを探索するための手段として、当該コンテンツのアク

セス権限を有するユーザ IDと、キーワードを組み合わせた検索

機能を提供している。検索機能の実現方針は次のとおりである。

(１) 複数の検索条件をAND、ORの論理演算を組み合わせて記

　　述することができる。

(２)コンテンツ内のキーワードの出現頻度を考慮したランキン

　　グ計算を行う。

(３) クライアントからの検索処理要求は、どの分散検索サーバ

　　も対等の立場で受け付け、中央管理の立場になる検索サー

　　バは存在しない。

(４) 検索処理能力は、分散検索サーバを増設するだけでスケー

　　ラブルに増強できる。

(５) 複数稼動する分散検索サーバの一部が停止した状態にある

　　場合、多少の性能低下が予想されても稼動しているサーバ

群で検索処理を実現する。

　分散検索機能では、検索式を一旦「検索項目＝値」という単

一検索式に分解して、これら分解された単一検索式の単位で、

リモートの分散検索サーバ群に処理の受け入れを打診して許可

された場合に、単一検索式の検索処理要求を投げる仕組みで

ある。

　検索要求を受け付けるリモートの分散検索サーバを選択する

仕組みは、自律分散を実現する基盤となる動的メンバーシップ

管理から提供されるノードリストを参照して、サーバの IPア

ドレスを決定している。このノードリストに記載された宛先ア

ドレスに、検索要求をGossipのメッセージに載せて、分散検

索サーバのネットワーク全体にUDP通信で配送されている。

　検索項目の値を指定するだけでなく、「＊」を用いた前方

一致検索も可能である。その場合、分散検索処理を再帰的に呼

び出し、負荷分散することで処理速度を上げている(図１１参照)。

(２) 転置インデックスファイルの非同期更新

　　　検索時に使用する転置インデックスファイルの更新処

　　理を負荷と処理時間の観点から効率的に行うために、

　　LindaのTuple Space[４]の概念を応用した処理モデルで

　　MUT、MFTのメタ情報ファイルの操作とは別のタイミン

　　グで更新処理を行っている(図１０参照)。

3.3.1 ファイルシステムの導入
　分散ストレージにファイルシステムを導入する。一般的な

ディレクトリやファイル、アクセス権限の情報は、MFTファ

イル(第３.３節参照)として管理する。MFTファイルは、ディ

レクトリ及びファイルそれぞれに対して一つのMFTファイル

が対応する。

(１) メタ情報ファイル操作の排他制御とデッドロックの回避

　　　通常、複数のメタ情報管理サーバが協調して稼動してい

　　るので、メタ情報ファイルの操作で競合しないように、

　　排他制御する必要がある。トークンを用いてデッドロック

　　を回避する方法を図９に示す。

3.2.3 Plug&Playによる
　　　Bootstrap時の自動設定
　新しいサーバが分散ストレージに接続された時、保守担当者

が介入することなく、システム自らが外部から情報を受け取り、

自身の環境を設定することで、能動的にサーバがシステムに参

加する。このようなPlug&Play方式は、保守性の向上に貢献

している。

　Plug&Playを実現する上での技術課題の一つは、効率的に

ノードリストを初期化することである。ノードリストを初期化

する際には、新しく参加したサーバを近接サーバに伝える必要

があるが、分散ストレージではノード間でP２P的にメッセー

ジ交換するのではなく、I/Fサーバを補助的に利用する。具体

的には、ノードは自身の参加を I/Fサーバに通知し、併せて I/F 

サーバが保持するノードリストを取得することで初期化を完了

する。これによりノードの最新状態は、I/F サーバを通してネット

ワーク全体にアナウンスされる。

3.3 メタ情報管理
　分散ストレージで管理しているファイルは、符号化し、暗号

化して保存しているため、データ管理の枠組みを崩さずにディ

レクトリの導入や全文検索等のコンテンツの内容を解釈して検

索することが難しい。このような課題を解決する目的で、メタ

情報管理の機能を導入する。メタ情報管理では、ファイルシス

テムの導入に際して、メタ情報と呼ぶファイル/ディレクトリ

の属性情報（ブロック数、アクセス権限、作成日付、サイズ、

キーワードなど）をコンテンツ毎に管理する機能を主な機能と

して提供する。

　メタ情報は通常のファイルと同様にデータ管理され、以下の

ような３種類の管理ファイルを使用する。

(１) コンテンツの属性情報を扱うMFTファイル(Master File 

　　 Table)(図６参照)

(２) ユーザ情報を扱うMUTファイル(Master User Table)

　　 (図７参照)

(３) 検索処理で使用する各種転置インデックスファイル

　メタ情報管理は、表２に示す機能の連携(図８参照)により実

現している。

3.2.2 Gossipによるメッセージ配送の仕組み
　分散ストレージでは、Gossipアルゴリズムを用いてメッセージ

をブロードキャストする。Gossipアルゴリズムとは、噂の伝

播をモデル化した方式である。メッセージに通し番号を付け、

初めて受け取ったメッセージは、受信者が処理し、かつノード

リストに記載された宛先リストに転送するが、二回目以降に受

け取った同一のメッセージは、処理せずに破棄するというシン

プルな仕組みである。

　分散ストレージでは、複数サーバ間で協調処理を行う場合、

Gossip配送方式(図５参照)に基づくメッセージ交換をしている。

表１　分散ストレージが提供する主な機能の一覧

2.1 設計方針
　設計では、従来の発想『アクセス停止前の状態に復旧する

システム (Disaster Recovery)』を新しい発想『原因によらず

アクセスを継続できるシステム(Disaster Survival)』に転換

することを基本方針とした。

2.2 機能の全体構成
　第２.１節で述べた設計方針を踏まえて、以下のような考え

に基づきソフトウェアアーキテクチャを設計する。

(１) 自律分散

　　　従来のマスタ/スレーブ、マスタ/マスタ型の複数の役割

　　を対象とした冗長設計を排除し、サーバが対等で同一の役

　　割を果たす自律分散型とする。

(２) スケーラブル

　　　蓄積（ディスク）部と処理（計算）部の明確な切り分け

　　により、ディスク容量や処理量の変化への追随が容易に

　　なる。

(３) ステートレス

　　　管理情報を含めて全てのデータは一元的に保持せず、

　　データが必要な時に都度復元する。

　分散ストレージが提供する主な機能を表１、機能間の連携を

図２に示す。

　コンピュータを含め様々な情報機器がネットワークで接続

される現在、文書や動画等のコンテンツ情報に加え、各機器

が出力する大量のログ情報等、管理対象データは増加する

一方である。そのため、現状のテラバイト級 (１０１２バイト) を

超えるペタバイト級 (１０１５バイト) の大量データを、その秘匿

性を保証しつつ低コストで管理することができるプラット

フォームの実現が重要になってきている。

　そこで我々は、次世代ストレージの技術要件として、１）ディ

スク使用量や利用者数が増加した場合にハードウェアを追加

するだけで容易に拡張可能であること、２）メンテナンスコ

ストを大幅に削減するため、故障を前提とした安価なサーバ

を採用し、運用管理者の手を煩わすことなく安定稼動できる

こと、以上の二つを掲げている。これらを解決するために、

一般的な分散システムで存在する中央管理機構を完全に排した、

自律分散型のシステムアーキテクチャを設計の基本方針とした。

この設計方針に基づき、宇宙通信株式会社様からの委託を受け

て、以下のような特徴を持つ[eS]3 Secure File Systemと

呼ぶシステムを開発している。

(１) データ管理機能

　　　分散した複数のストレージに電子データを細分化・暗号

　　化し、かつ冗長化して管理する。これにより、クラックさ

　　れても電子データを復元できない。その一方で、一部のス

　　トレージが故障しても電子データを復元できる。

(２) サーバ管理機能

　　　Plug&Play感覚でサーバを容易に増強できる。

(３) メタ情報管理機能

　　　メタ情報に基づき、暗号化されたデータを検索できる。

　本稿では、本システムの概要を紹介するとともに、特に本シ

ステムの特徴を生かした重要文書の共有やディザスタリカバリ

等での利用方法について提案する。

2. システム概要

　我々が開発している分散ストレージは、広域ネットワークに

分散したストレージノードを束ねて一つの巨大なネットワーク

ストレージを構築し、利用者のパソコン（PC）から利用できる

ようにするための仕組みである。データの暗号化やユーザ認証

などによりセキュリティを保証し、障害時でもデータを失うこ

となく、継続してサービスを利用することができる（図１参照）。

No.

1

2

3

4

5

6

データ管理

サーバ管理

メタ情報管理

ユーザ管理

認証

暗号

機能 説明

保管データの耐障害性を高めるためのデータの符号化と冗長性を実現するために、消失訂正符合を利用したファイル
の符合分割を行う。

中央管理機構を排した本システムにおいて、分散ストレージの通信相手となるノードリストを自律的にメンテナンスし、
Gossip方式のメッセージ交換とBootstrap時の初期設定の自動化を行う。

分散ストレージにディレクトリやファイル、アクセス権限など付加したファイルシステムの構造を導入するためにメタ情報
を維持管理し、併せて、キーワードによる分散検索機能を提供する。

Windows ActiveDirectoryならびにKerberosと連携して分散するストレージを利用するユーザー情報をメンテナンス
するためのクライアントツールを提供する。

Windows ActiveDirectoryならびにKerberosと連携して、シングルサインオン認証で分散ストレージを利用可能
にする。

Voltage社のIBE（Indentity-Based Encryption）方式の公開鍵暗号［1］を採用して、AESによるコンテンツの暗号・
復号を行う。

表３　試作版エコストレージ（KURO-BOX/PRO[6]）の仕様一覧

1

2

3

4

5

6

7

8

製品型名

CPU

メモリ

ドライブベイ

BootROM

System領域+Data領域

（ピンヘッダ用）

KURO-BOX/PRO

ARM9互換Marvell製88F5182 400MHz

DDR2 128MB

3.5型/2.5型SATA HDD用×1 

256KBフラッシュメモリ（NOR型）

256MBフラッシュメモリ（NAND型）

UART（console）x1、GPIO x2I2C x1、JTAG（ARM20pin）x1

PCI-ExpressX1 x1（ボード取付スロット空間はなし）
SerialATA x2（うち1個はドライブベイ用）

USB TypeA x2
RJ-45 x1（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応）

外部インターフェース

内部スルーホール

内部インターフェース

No.

法令要求による

長期保管

・電子ファイル預かり

・電子メールアーカイブ

・各種ログ保管

・生データ保管

具体例適用分野

コンテンツ

メディアアーカイブ

セキュリティ強化・

PC利用環境変革

No.

1

2

3

4 ・動画、音楽、文庫、マンガ、オンラインコンテンツ販売等

・放送コンテンツ、音楽コンテンツのアーカイブ

・指定文化財 （絵画、彫刻、工芸品、遺跡、書跡・典籍等）情報等のアーカイブ

・共有Workspace (モバイル対応含む)

・知財共有Workspace(特許情報、設計図面、工事写真等)

・ドキュメントセキュリティー (複写機、OCR連動)

・電子カルテ、医用画像ファイリング

・行政情報システム

表２　メタ情報管理の機能一覧

1

2

3

4

No.

メタ情報管理
分散ストレージに導入したファイルシステム構造とユーザ情報のメタ
情報を維持管理する。併せて、分散検索で使用する検索用途の補
助ファイルの転置インデックスファイルの更新も行う。

複数稼働するメタ情報管理サーバ間でメタ情報の更新作業を排他
制御するために、メタ情報と1対1に対応したトークンを交換・管理す
る。デッドロックを回避する仕組みを提供する。

分散検索に使用する転置インデックスファイルの更新を非同期に
行うために、分散ストレージをネットワーク非同期キューに見立てて、
更新処理の情報を管理する。

キーワードによる検索要求を複数の検索サーバ間で分担して処理
することにより、検索時間の短縮と処理効率の改善を図り、処理能
力のスケーラビリティを実現する。

説明機能

分散検索

TS（Tuple 

Space）管理

トークン管理

消失訂正符号による
ファイルの符合分割 ファイルの復号

消失

この断片の単位でストレージに保存

いくつかの断片が
消失しても一定数
以上の断片が集まれば
復号可能

図４　動的メンバーシップ管理の概念
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図５　Gossipによるメッセージ配送の流れ
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 図７　組織・ユーザ・グループMUTの関連
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図８　メタ情報管理機能サブシステム連携
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図１３　共有フォルダ
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　消失訂正符号によってファイルを符号分割すると、ファイ

ルを単純に分割した場合に比べて、ある程度の冗長性を持っ

てファイルが分割される。この冗長性により、符号分割され

たファイルの断片のいくつかを消失しても、残った断片から

元のファイルを復元することができる。

　分散ストレージでは、ファイルを符号分割するための消失

訂正符号として、BCH（Bose Ray-Chaudhuri Hocquen-

ghem）符号 [２] と、LDPC（Low Density Parity Check）

符号 [３] をベースとした２つの方式を用意している。

3.1.2 データ管理における
　　　サービスレベルと符号化率の関係
　分散ストレージでは、消失訂正符号によりファイルを符号分

割する際には、まずファイルを細かいデータの断片に分割する。

分割したデータの断片は、更に符号化単位データに分割してか

ら、消失訂正符号により符号分割する。

　消失訂正符号によるファイルの符号分割では、符号化単位

データを符号分割した際に得られる符号パケット数 n に対す

る、符号化単位データを単純に分割した際に得られる情報パケット

数 k の割合から、ファイルの符号化率 r (＝k/n)を求める。

　符号化率 r が高ければ、ストレージに対するファイルの保存コス

トを抑えることができる。逆に符号化率 r が低ければ、ファイルの

保存コストは増えるが、ファイルを復元するために必要な最低パ

ケット数が少なくなるため、データの消失に対してより強固になる。

　分散ストレージでは、ユーザが要求するサービスレベルに応

じて、情報パケット数 k と符号パケット数 n を調節することで、

最適な符号化率 r でファイルを符号分割できる。例えば、一定

期間しか保持しない一時的なバックアップデータのようなライ

フタイムの短いデータは、符号化率 r を高く設定してファイル

の保存コストを抑えるといった利用方法が選択できる。

3.2 サーバ管理
  本節では、多数のサーバで構成される分散ストレージ環境の

管理を容易にし、Plug&Play 感覚でサーバの増強を可能とする、

ノードリスト管理、 Gossip によるメッセージ配送、 自動

設定される Bootstrap 処理について説明する。

3.2.1 広域自律分散によるノードリスト管理
　分散ストレージでは、多数のサーバが広域に分散している環

境を想定しているため、システムを構成するすべてのサーバの

状態を一箇所で常に把握することは、高コストであるだけでな

く実現が難しい。本システムでは、各サーバが直接通信可能な

サーバ群をノードリストとして管理し、動的メンバーシップ管

理(図４参照)の方法に基づきサーバ間でノードリストを交換す

る。この機能により、分散ストレージに新たにサーバが追加、

あるいは取り外された場合に、IPアドレスの情報が自律的に

メンテナンスされ、システム全体の整合性が維持される。ここ

でいう自律的とは、管理者がなんら操作することなくマシン自

らが自身の役割と状態を認識し、その機能を提供することを指

している。

閾値以下になれば、分散IFよりノード情報追加→

→ → → →........（繰り返し）
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図６　ファイルシステム上のMFTの位置付
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Disaster Survivalを実現した
次世代分散ストレージの開発

Development of Next Generation Distributed Storage Available for Disaster Survival
　 石田　茂　　　    飯田　正樹
ISHIDA  Shigeru　　　 IIDA  Masaki

概要
　我々は、システム性能のスケーラビリティを大幅に向上させ、メンテナンスコストを極力抑えた次世代の分散スト

レージシステムを研究開発している。そのコンセプトは、従来型システムに見られる「アクセス停止前の状態に復旧

するシステム」でななく、「原因によらずアクセスを継続できるシステム(Disaster Survival)」である。如何なる障害

に対してもデータを保護し、安全かつ確実なサービス利用を顧客に提供することを目指している。これを実現する

ために、中央管理機構を完全に排した自律分散型のシステムアーキテクチャを設計の基本とした。本論文では、本

分散ストレージの特徴的な機能の概要と利用イメージについて説明する。

1. はじめに

7. おわりに
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3. システムの特徴
　本章では、分散ストレージの以下の三つの特徴について説明する。

(１) データ管理

　　　保管データの耐障害性を高めるためのデータの符号化と

　　冗長性を実現する。

(２) サーバ管理

　　　自律的な運用管理とメンテナンス性を向上させる。

(３) メタ情報管理

　　　分散ストレージに論理的なファイルシステムを構築し、

　　検索機能を実装した。

3.1 データ管理
　分散ストレージのデータ管理は、消失訂正符号を利用した

ファイルの符号分割により、保管データの耐障害性を高める。

以下にその概要について説明する。

3.1.1 消失訂正符号によるファイルの符号分割
　消失訂正符号によるファイルの符号分割は、ファイルをいく

つかの細かい断片に分割して保存し、ディスク障害などでいく

つかの断片が消失しても復元することができる技術である。

図３に本技術の概要を示す。

図 1　分散ストレージの利用イメージ

図３　消失訂正符号によるファイルの符号分割

図 ９　排他制御のためのトークン交換とデッドロックの回避

図１０　Tuple Space管理機能による転置インデックスの非同期更新

図１１　分散検索機能におけるサブシステム間の処理の流れ

4. 自律分散の大規模試験

図１２　ノード数と平均最短パス長(理論及び実測値) 

　分散ストレージは、広域なネットワーク環境で大量のサー

バで構成されるシステムを想定しているため、システムを維

持していく上でメンテナンスコストを大幅に削減することは

重要な課題である。このために本システムを自律分散型の

設計思想で実現するために採用した新しい試みである、動的

メンバーシップ管理の妥当性に関する大規模試験の評価結果

について報告する。

4.1 大規模試験
　本試験は、第３.２節で述べた動的メンバーシップ管理機能

の妥当性を検証することを目的としている。試験の実施方法

の概要は、以下のとおりである。各ノードで動的に構成変更

されるノードリストのスナップショットを定期的に記録し、

ノード間のパス長が収束するか否かを確認するとともに、試験

終了後の状態と理論値を比較する。

4.1.1 ノード間のランダム有向グラフの
　　　平均最短パスへの収束特性
　分散ストレージを構成するノード全体にメッセージを配送

するために必要な到達距離を表す平均最短パス長の収束状況

を以下の項目から調査し、試験終了時の最短パス長と理論値

とを比較する。試験環境には、独立行政法人情報通信研究機

構 北陸リサーチセンター [５] の設備を利用する。

(１) 最短パス長(あるノード i からノードjまでを辿る最少エッジ

　　数の経路)の時間変化

(２) コネクティビティ(最短パス長の最小値が0より大きければ 

　　コネクティビティ有り)

(３)  in-degree(ノードに入ってくるエッジ数)

(４) in-degree分布の初期状態及び in-degree分布の試験終了

　　時の状態

　試験結果(図１２参照)は以下のとおりである。ノード次数

（システムが制約する最小ノードリスト数）が上がるにつれ

てノード間のコネクティビティは改善し、次数7で極めて高い

確率ですべてのノード間にパスが存在する。実測値が理論値

に近い値を取っており、次数が高いほど実測値と理論値の差

が縮まる傾向がある。以上の結果から、自律的なノードリスト

管理に採用している手法の理論的な妥当性が、実験的に裏付

けられたと評価している。

5. 小型/省電力ストレージに向けて
　コンピュータリソースの消費電力を抑えることは、コスト

面のみならずCO2削減という環境負荷への配慮から、今後積

極的な対応が求められる社会的な要件である。

　本章では環境負荷の低減に寄与するため、デスクトップPC、

サーバPC等で動作しているデータストレージの機能を低コスト、

低消費電力な装置（我々はこれをエコストレージと呼ぶ。）

上に移植した事例を報告する。

5.1 現状の消費電力と小型/省電力の取組み
　２００７年９月現在構築している広域テストベッドのハード

ウェア構成は、拠点あたりサーバ１０台、スイッチ１台、ルー

タ1台の構成で、消費電力は最大１,１２２W（実績は６００W程度）

である。同様の構成が5拠点に存在し、全体で最大５,６１０W（実

績は３,０００W程度）を消費している。これをストレージ容量

で換算にすると５６１～３００W/TBになる。

　現在、消費電力の削減に向けた根本的な取組みとして、低

消費電力のCPUを採用した省スペースの新型ストレージノード

を開発中である。我々はこれをエコストレージという考え方

で捉え、２０W /TB程度を目標に取り組んでいる。

　この新型ストレージノードを導入することで、1ラックを使

い切る積載をラック標準電力の範囲内でカバーし、空間使用

効率、コスト面、さらには劇的な低消費電力化により環境負

荷の大幅な改善に寄与することができ、データセンタ事業者

ならびにストレージサービスの利用者の双方にとって大きな

メリットが生じると期待している。

5.2 エコストレージの試作ハードウェア選定
　分散ストレージノードには分割、符号化されたファイル群

が保存されるため、大容量の記憶媒体が必要となってくる。

これらのファイル I/O(書き込み、読み込み、削除)が主な機能

となるため、高い処理能力(クロック数の大きいCPU)は必要

なく、それは消費電力、発熱量の低下につながる。また、他

のストレージノードとノードリストを用いて Gossip 連携を

行うため、ネットワークインターフェースが必要となってくる。

これらの要件を満たすものが市場に存在するか調査した結果、

以下の表３のハードウェアを試作エコストレージ用に選定した。

6. 適用分野
6.1 分散ストレージの特徴を生かした適用分野
　分散ストレージの特徴を生かした適用分野を考える場合、

以下のような特性を持ったアプリケーションへの適用が有効

である。

　　● 更新頻度が少ない大容量のデータを管理対象としている。

　　● データのセキュリティを確保することが重要である。

　　● インターネット環境・モバイル環境からもアクセスする　

　　必要がある。

　以上のような特性を持った適用分野を表４に示す。

表４　分散ストレージの適用分野

図１４　文書・図面管理システム

　本稿では、以下のような技術的な特徴を持つ自律分散型の

ストレージ管理システム[eS]３ Secure File Systemを紹介

した。

(１) データ管理機能

　　　分散した複数のストレージに電子データを細分化・暗号

　　化し、冗長化して管理するため、クラックされても電子

　　データを復元できない。その一方で、一部のストレージ

　　が故障しても復元できる。

(２) サーバ管理機能

　　　Plug&Play 感覚でサーバを容易に増強できる。

(３) メタ情報管理機能

　　　メタ情報に基づき、暗号化されたデータを検索できる。

　現在、試験的な利用環境を構築し、評価を行っている。

本システムを採用することで、ストレージサービス提供者には、

ハードウェアコストとメンテナンスコストを大幅に低減しつ

つも堅牢なシステム運用が可能になり、ユーザにとって安価

で安全なサービスを利用する機会が得られると期待している。

　今後は、本プラットフォームの特徴を生かして、顧客シス

テムと連携するアプリケーション開発を行い、ビジネス展開

していくことを検討している。なお、本論文は、三菱電機情

報システム・ユーザ研究会平成１９年度「シンポジウム」投稿

論文を元に作成した。

YOSHIDA Nobutsugu

吉田　信嗣
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6.2.3 ディザスタリカバリ
　アクセスの良い都市部のデータセンタはお客さまのアプリ

ケーションサーバを収容し、郊外のデータセンタにはお客さま

のデータ管理するサーバを収容する(図１５参照)。このように

ロケーションに応じてデータセンタの役割を分担することで、

災害対策を考慮した安全なプラットフォームを提供し、かつ

データセンタ全体の稼働率を向上させることができる。

6.2.2 文書・図面管理システム
  既存の文書・図面管理システムとデータ分散ネットワークを

接続することで、重要文書や重要図面の災害対策と情報漏えい

対策とし、かつバックアップなどの管理業務を削減することが

できる(図１４参照)。

  システムの構築方法はいろいろなバリエーションが考えられ、

地理的に分散した拠点同士がデータ分散ネットワークを介し

データを共有することも可能である。また、ファイルは暗号化

された上で通信されるので、インターネット経由のセキュアな

アクセスも可能である。

6.2 想定される適用例
6.2.1 社内データの共有
  想定される適用例の一つは、社内の各種ファイルを共有する

目的で利用することができる(図１３参照)。

　既存のファイルサーバにデータ分散ネットワークの仮想ドラ

イブをマウントすることで、利用者からは通常の共有フォルダ

に見え、社内ネットワークに接続したPCからファイルアクセ

スすることができる。

また、以下の特徴を有する。

(1)  カスタマイズ可能な組み込みLinuxBOX

　　　工場出荷時の状態でフラッシュメモリ（標準ファー

　　ムウェア）上で起動するsambaの機能により、NAS

　  （Network Attached Storage）として使用できる。

　　　Linuxディストリビューション（RedHat、Fedora等）

　　の環境を独自に構築することが可能であり、これによって、

　　Linuxマシンとして動作させることができる。

　　　よってWebサーバ、Mediaサーバ等、いろいろな用途

　　に使用することができる。

(2) 省スペース

　　　６０（W）× １６３.３（H）× ２１５.５（D）mm

(3) 低消費電力

　　　　　消費電力は約１７ Wである。

5.3 分散ストレージノードの移植
　KURO-BOX/PRO購入時の標準ファームウェアでは汎用性

が低く、分散ストレージノードが移植できない可能性があるた

め、動作環境としてDebian GNU/Linux ４.０（Linuxディス

トリビューション）の環境を構築した。分散ストレージノード

はKURO-BOX/PRO（CPU:ARM）上で動作するので、

ARMアーキテクチャに対応したバイナリコード（実行モジュール）

を作成する環境（gcc）をCygwin [7] を利用することで

Windows上に簡易Linux環境を構築し、実行環境よりも高ス

ペックなクロスコンパイルによる開発環境を用意して開発効率

の向上を図った。

　以上の作業により、分散ストレージノードをKURO-

BOX/PRO（Debian）に移植することができた。

3.3.2 コンテンツの分散検索
　分散ストレージに保存されているコンテンツの中から目的の

ファイルを探索するための手段として、当該コンテンツのアク

セス権限を有するユーザ IDと、キーワードを組み合わせた検索

機能を提供している。検索機能の実現方針は次のとおりである。

(１) 複数の検索条件をAND、ORの論理演算を組み合わせて記

　　述することができる。

(２)コンテンツ内のキーワードの出現頻度を考慮したランキン

　　グ計算を行う。

(３) クライアントからの検索処理要求は、どの分散検索サーバ

　　も対等の立場で受け付け、中央管理の立場になる検索サー

　　バは存在しない。

(４) 検索処理能力は、分散検索サーバを増設するだけでスケー

　　ラブルに増強できる。

(５) 複数稼動する分散検索サーバの一部が停止した状態にある

　　場合、多少の性能低下が予想されても稼動しているサーバ

群で検索処理を実現する。

　分散検索機能では、検索式を一旦「検索項目＝値」という単

一検索式に分解して、これら分解された単一検索式の単位で、

リモートの分散検索サーバ群に処理の受け入れを打診して許可

された場合に、単一検索式の検索処理要求を投げる仕組みで

ある。

　検索要求を受け付けるリモートの分散検索サーバを選択する

仕組みは、自律分散を実現する基盤となる動的メンバーシップ

管理から提供されるノードリストを参照して、サーバの IPア

ドレスを決定している。このノードリストに記載された宛先ア

ドレスに、検索要求をGossipのメッセージに載せて、分散検

索サーバのネットワーク全体にUDP通信で配送されている。

　検索項目の値を指定するだけでなく、「＊」を用いた前方

一致検索も可能である。その場合、分散検索処理を再帰的に呼

び出し、負荷分散することで処理速度を上げている(図１１参照)。

(２) 転置インデックスファイルの非同期更新

　　　検索時に使用する転置インデックスファイルの更新処

　　理を負荷と処理時間の観点から効率的に行うために、

　　LindaのTuple Space[４]の概念を応用した処理モデルで

　　MUT、MFTのメタ情報ファイルの操作とは別のタイミン

　　グで更新処理を行っている(図１０参照)。

3.3.1 ファイルシステムの導入
　分散ストレージにファイルシステムを導入する。一般的な

ディレクトリやファイル、アクセス権限の情報は、MFTファ

イル(第３.３節参照)として管理する。MFTファイルは、ディ

レクトリ及びファイルそれぞれに対して一つのMFTファイル

が対応する。

(１) メタ情報ファイル操作の排他制御とデッドロックの回避

　　　通常、複数のメタ情報管理サーバが協調して稼動してい

　　るので、メタ情報ファイルの操作で競合しないように、

　　排他制御する必要がある。トークンを用いてデッドロック

　　を回避する方法を図９に示す。

3.2.3 Plug&Playによる
　　　Bootstrap時の自動設定
　新しいサーバが分散ストレージに接続された時、保守担当者

が介入することなく、システム自らが外部から情報を受け取り、

自身の環境を設定することで、能動的にサーバがシステムに参

加する。このようなPlug&Play方式は、保守性の向上に貢献

している。

　Plug&Playを実現する上での技術課題の一つは、効率的に

ノードリストを初期化することである。ノードリストを初期化

する際には、新しく参加したサーバを近接サーバに伝える必要

があるが、分散ストレージではノード間でP２P的にメッセー

ジ交換するのではなく、I/Fサーバを補助的に利用する。具体

的には、ノードは自身の参加を I/Fサーバに通知し、併せて I/F 

サーバが保持するノードリストを取得することで初期化を完了

する。これによりノードの最新状態は、I/F サーバを通してネット

ワーク全体にアナウンスされる。

3.3 メタ情報管理
　分散ストレージで管理しているファイルは、符号化し、暗号

化して保存しているため、データ管理の枠組みを崩さずにディ

レクトリの導入や全文検索等のコンテンツの内容を解釈して検

索することが難しい。このような課題を解決する目的で、メタ

情報管理の機能を導入する。メタ情報管理では、ファイルシス

テムの導入に際して、メタ情報と呼ぶファイル/ディレクトリ

の属性情報（ブロック数、アクセス権限、作成日付、サイズ、

キーワードなど）をコンテンツ毎に管理する機能を主な機能と

して提供する。

　メタ情報は通常のファイルと同様にデータ管理され、以下の

ような３種類の管理ファイルを使用する。

(１) コンテンツの属性情報を扱うMFTファイル(Master File 

　　 Table)(図６参照)

(２) ユーザ情報を扱うMUTファイル(Master User Table)

　　 (図７参照)

(３) 検索処理で使用する各種転置インデックスファイル

　メタ情報管理は、表２に示す機能の連携(図８参照)により実

現している。

3.2.2 Gossipによるメッセージ配送の仕組み
　分散ストレージでは、Gossipアルゴリズムを用いてメッセージ

をブロードキャストする。Gossipアルゴリズムとは、噂の伝

播をモデル化した方式である。メッセージに通し番号を付け、

初めて受け取ったメッセージは、受信者が処理し、かつノード

リストに記載された宛先リストに転送するが、二回目以降に受

け取った同一のメッセージは、処理せずに破棄するというシン

プルな仕組みである。

　分散ストレージでは、複数サーバ間で協調処理を行う場合、

Gossip配送方式(図５参照)に基づくメッセージ交換をしている。

表１　分散ストレージが提供する主な機能の一覧

2.1 設計方針
　設計では、従来の発想『アクセス停止前の状態に復旧する

システム (Disaster Recovery)』を新しい発想『原因によらず

アクセスを継続できるシステム(Disaster Survival)』に転換

することを基本方針とした。

2.2 機能の全体構成
　第２.１節で述べた設計方針を踏まえて、以下のような考え

に基づきソフトウェアアーキテクチャを設計する。

(１) 自律分散

　　　従来のマスタ/スレーブ、マスタ/マスタ型の複数の役割

　　を対象とした冗長設計を排除し、サーバが対等で同一の役

　　割を果たす自律分散型とする。

(２) スケーラブル

　　　蓄積（ディスク）部と処理（計算）部の明確な切り分け

　　により、ディスク容量や処理量の変化への追随が容易に

　　なる。

(３) ステートレス

　　　管理情報を含めて全てのデータは一元的に保持せず、

　　データが必要な時に都度復元する。

　分散ストレージが提供する主な機能を表１、機能間の連携を

図２に示す。

　コンピュータを含め様々な情報機器がネットワークで接続

される現在、文書や動画等のコンテンツ情報に加え、各機器

が出力する大量のログ情報等、管理対象データは増加する

一方である。そのため、現状のテラバイト級 (１０１２バイト) を

超えるペタバイト級 (１０１５バイト) の大量データを、その秘匿

性を保証しつつ低コストで管理することができるプラット

フォームの実現が重要になってきている。

　そこで我々は、次世代ストレージの技術要件として、１）ディ

スク使用量や利用者数が増加した場合にハードウェアを追加

するだけで容易に拡張可能であること、２）メンテナンスコ

ストを大幅に削減するため、故障を前提とした安価なサーバ

を採用し、運用管理者の手を煩わすことなく安定稼動できる

こと、以上の二つを掲げている。これらを解決するために、

一般的な分散システムで存在する中央管理機構を完全に排した、

自律分散型のシステムアーキテクチャを設計の基本方針とした。

この設計方針に基づき、宇宙通信株式会社様からの委託を受け

て、以下のような特徴を持つ[eS]3 Secure File Systemと

呼ぶシステムを開発している。

(１) データ管理機能

　　　分散した複数のストレージに電子データを細分化・暗号

　　化し、かつ冗長化して管理する。これにより、クラックさ

　　れても電子データを復元できない。その一方で、一部のス

　　トレージが故障しても電子データを復元できる。

(２) サーバ管理機能

　　　Plug&Play感覚でサーバを容易に増強できる。

(３) メタ情報管理機能

　　　メタ情報に基づき、暗号化されたデータを検索できる。

　本稿では、本システムの概要を紹介するとともに、特に本シ

ステムの特徴を生かした重要文書の共有やディザスタリカバリ

等での利用方法について提案する。

2. システム概要

　我々が開発している分散ストレージは、広域ネットワークに

分散したストレージノードを束ねて一つの巨大なネットワーク

ストレージを構築し、利用者のパソコン（PC）から利用できる

ようにするための仕組みである。データの暗号化やユーザ認証

などによりセキュリティを保証し、障害時でもデータを失うこ

となく、継続してサービスを利用することができる（図１参照）。

No.

1

2

3

4

5

6

データ管理

サーバ管理

メタ情報管理

ユーザ管理

認証

暗号

機能 説明

保管データの耐障害性を高めるためのデータの符号化と冗長性を実現するために、消失訂正符合を利用したファイル
の符合分割を行う。

中央管理機構を排した本システムにおいて、分散ストレージの通信相手となるノードリストを自律的にメンテナンスし、
Gossip方式のメッセージ交換とBootstrap時の初期設定の自動化を行う。

分散ストレージにディレクトリやファイル、アクセス権限など付加したファイルシステムの構造を導入するためにメタ情報
を維持管理し、併せて、キーワードによる分散検索機能を提供する。

Windows ActiveDirectoryならびにKerberosと連携して分散するストレージを利用するユーザー情報をメンテナンス
するためのクライアントツールを提供する。

Windows ActiveDirectoryならびにKerberosと連携して、シングルサインオン認証で分散ストレージを利用可能
にする。

Voltage社のIBE（Indentity-Based Encryption）方式の公開鍵暗号［1］を採用して、AESによるコンテンツの暗号・
復号を行う。

表３　試作版エコストレージ（KURO-BOX/PRO[6]）の仕様一覧

1

2

3

4

5

6

7

8

製品型名

CPU

メモリ

ドライブベイ

BootROM

System領域+Data領域

（ピンヘッダ用）

KURO-BOX/PRO

ARM9互換Marvell製88F5182 400MHz

DDR2 128MB

3.5型/2.5型SATA HDD用×1 

256KBフラッシュメモリ（NOR型）

256MBフラッシュメモリ（NAND型）

UART（console）x1、GPIO x2I2C x1、JTAG（ARM20pin）x1

PCI-ExpressX1 x1（ボード取付スロット空間はなし）
SerialATA x2（うち1個はドライブベイ用）

USB TypeA x2
RJ-45 x1（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応）

外部インターフェース

内部スルーホール

内部インターフェース

No.

法令要求による

長期保管

・電子ファイル預かり

・電子メールアーカイブ

・各種ログ保管

・生データ保管

具体例適用分野

コンテンツ

メディアアーカイブ

セキュリティ強化・

PC利用環境変革

No.

1

2

3

4 ・動画、音楽、文庫、マンガ、オンラインコンテンツ販売等

・放送コンテンツ、音楽コンテンツのアーカイブ

・指定文化財 （絵画、彫刻、工芸品、遺跡、書跡・典籍等）情報等のアーカイブ

・共有Workspace (モバイル対応含む)

・知財共有Workspace(特許情報、設計図面、工事写真等)

・ドキュメントセキュリティー (複写機、OCR連動)

・電子カルテ、医用画像ファイリング

・行政情報システム

表２　メタ情報管理の機能一覧

1

2

3

4

No.

メタ情報管理
分散ストレージに導入したファイルシステム構造とユーザ情報のメタ
情報を維持管理する。併せて、分散検索で使用する検索用途の補
助ファイルの転置インデックスファイルの更新も行う。

複数稼働するメタ情報管理サーバ間でメタ情報の更新作業を排他
制御するために、メタ情報と1対1に対応したトークンを交換・管理す
る。デッドロックを回避する仕組みを提供する。

分散検索に使用する転置インデックスファイルの更新を非同期に
行うために、分散ストレージをネットワーク非同期キューに見立てて、
更新処理の情報を管理する。

キーワードによる検索要求を複数の検索サーバ間で分担して処理
することにより、検索時間の短縮と処理効率の改善を図り、処理能
力のスケーラビリティを実現する。

説明機能

分散検索

TS（Tuple 

Space）管理

トークン管理

消失訂正符号による
ファイルの符合分割 ファイルの復号

消失

この断片の単位でストレージに保存

いくつかの断片が
消失しても一定数
以上の断片が集まれば
復号可能

図４　動的メンバーシップ管理の概念

ブートストラップ：分散IFによりノード情報取得→

ノードリスト交換によりエッジの刈り込み（保有ノードが減少）→

どの分散IFを選択するかはDNSを使用

ブートストラップ
（他ノード情報の取得） ノードリスト変換

分散IF

分散IF

分散
ストレージ
ノード

分散
ストレージ
ノード

分散
ストレージ
ノード

分散
ストレージ
ノード

平均最短パス長（理論値）

100　  200　 300　  400　 500　  600　 700　  800　  900　1000　1100

ノード数

［理論値］ノード数3

［実測値］ノード数3

［理論値］ノード数5

［実測値］ノード数5

［理論値］ノード数7

［実測値］ノード数7

6.5

6.0

5.5

5.0

4.5

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

ファイル分散検索

ファイルシステム参照

クライアント側処理 サーバ側処理

Xドライブ
メタ抽出
暗号化

符号化
断片化

分散配置

図５　Gossipによるメッセージ配送の流れ
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 図７　組織・ユーザ・グループMUTの関連
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図８　メタ情報管理機能サブシステム連携
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図１５ データセンタ稼働率の向上
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　消失訂正符号によってファイルを符号分割すると、ファイ

ルを単純に分割した場合に比べて、ある程度の冗長性を持っ

てファイルが分割される。この冗長性により、符号分割され

たファイルの断片のいくつかを消失しても、残った断片から

元のファイルを復元することができる。

　分散ストレージでは、ファイルを符号分割するための消失

訂正符号として、BCH（Bose Ray-Chaudhuri Hocquen-

ghem）符号 [２] と、LDPC（Low Density Parity Check）

符号 [３] をベースとした２つの方式を用意している。

3.1.2 データ管理における
　　　サービスレベルと符号化率の関係
　分散ストレージでは、消失訂正符号によりファイルを符号分

割する際には、まずファイルを細かいデータの断片に分割する。

分割したデータの断片は、更に符号化単位データに分割してか

ら、消失訂正符号により符号分割する。

　消失訂正符号によるファイルの符号分割では、符号化単位

データを符号分割した際に得られる符号パケット数 n に対す

る、符号化単位データを単純に分割した際に得られる情報パケット

数 k の割合から、ファイルの符号化率 r (＝k/n)を求める。

　符号化率 r が高ければ、ストレージに対するファイルの保存コス

トを抑えることができる。逆に符号化率 r が低ければ、ファイルの

保存コストは増えるが、ファイルを復元するために必要な最低パ

ケット数が少なくなるため、データの消失に対してより強固になる。

　分散ストレージでは、ユーザが要求するサービスレベルに応

じて、情報パケット数 k と符号パケット数 n を調節することで、

最適な符号化率 r でファイルを符号分割できる。例えば、一定

期間しか保持しない一時的なバックアップデータのようなライ

フタイムの短いデータは、符号化率 r を高く設定してファイル

の保存コストを抑えるといった利用方法が選択できる。

3.2 サーバ管理
  本節では、多数のサーバで構成される分散ストレージ環境の

管理を容易にし、Plug&Play 感覚でサーバの増強を可能とする、

ノードリスト管理、 Gossip によるメッセージ配送、 自動

設定される Bootstrap 処理について説明する。

3.2.1 広域自律分散によるノードリスト管理
　分散ストレージでは、多数のサーバが広域に分散している環

境を想定しているため、システムを構成するすべてのサーバの

状態を一箇所で常に把握することは、高コストであるだけでな

く実現が難しい。本システムでは、各サーバが直接通信可能な

サーバ群をノードリストとして管理し、動的メンバーシップ管

理(図４参照)の方法に基づきサーバ間でノードリストを交換す

る。この機能により、分散ストレージに新たにサーバが追加、

あるいは取り外された場合に、IPアドレスの情報が自律的に

メンテナンスされ、システム全体の整合性が維持される。ここ

でいう自律的とは、管理者がなんら操作することなくマシン自

らが自身の役割と状態を認識し、その機能を提供することを指

している。

閾値以下になれば、分散IFよりノード情報追加→

→ → → →........（繰り返し）

キャッシュ

永続保管

UFID
（File）
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　タイムスランプ

UFID
（Directory）

MFT
メタ情報

図６　ファイルシステム上のMFTの位置付
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Disaster Survivalを実現した
次世代分散ストレージの開発

Development of Next Generation Distributed Storage Available for Disaster Survival
　 石田　茂　　　    飯田　正樹
ISHIDA  Shigeru　　　 IIDA  Masaki

概要
　我々は、システム性能のスケーラビリティを大幅に向上させ、メンテナンスコストを極力抑えた次世代の分散スト

レージシステムを研究開発している。そのコンセプトは、従来型システムに見られる「アクセス停止前の状態に復旧

するシステム」でななく、「原因によらずアクセスを継続できるシステム(Disaster Survival)」である。如何なる障害

に対してもデータを保護し、安全かつ確実なサービス利用を顧客に提供することを目指している。これを実現する

ために、中央管理機構を完全に排した自律分散型のシステムアーキテクチャを設計の基本とした。本論文では、本

分散ストレージの特徴的な機能の概要と利用イメージについて説明する。

1. はじめに

7. おわりに
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3. システムの特徴
　本章では、分散ストレージの以下の三つの特徴について説明する。

(１) データ管理

　　　保管データの耐障害性を高めるためのデータの符号化と

　　冗長性を実現する。

(２) サーバ管理

　　　自律的な運用管理とメンテナンス性を向上させる。

(３) メタ情報管理

　　　分散ストレージに論理的なファイルシステムを構築し、

　　検索機能を実装した。

3.1 データ管理
　分散ストレージのデータ管理は、消失訂正符号を利用した

ファイルの符号分割により、保管データの耐障害性を高める。

以下にその概要について説明する。

3.1.1 消失訂正符号によるファイルの符号分割
　消失訂正符号によるファイルの符号分割は、ファイルをいく

つかの細かい断片に分割して保存し、ディスク障害などでいく

つかの断片が消失しても復元することができる技術である。

図３に本技術の概要を示す。

図 1　分散ストレージの利用イメージ

図３　消失訂正符号によるファイルの符号分割

図 ９　排他制御のためのトークン交換とデッドロックの回避

図１０　Tuple Space管理機能による転置インデックスの非同期更新

図１１　分散検索機能におけるサブシステム間の処理の流れ

4. 自律分散の大規模試験

図１２　ノード数と平均最短パス長(理論及び実測値) 

　分散ストレージは、広域なネットワーク環境で大量のサー

バで構成されるシステムを想定しているため、システムを維

持していく上でメンテナンスコストを大幅に削減することは

重要な課題である。このために本システムを自律分散型の

設計思想で実現するために採用した新しい試みである、動的

メンバーシップ管理の妥当性に関する大規模試験の評価結果

について報告する。

4.1 大規模試験
　本試験は、第３.２節で述べた動的メンバーシップ管理機能

の妥当性を検証することを目的としている。試験の実施方法

の概要は、以下のとおりである。各ノードで動的に構成変更

されるノードリストのスナップショットを定期的に記録し、

ノード間のパス長が収束するか否かを確認するとともに、試験

終了後の状態と理論値を比較する。

4.1.1 ノード間のランダム有向グラフの
　　　平均最短パスへの収束特性
　分散ストレージを構成するノード全体にメッセージを配送

するために必要な到達距離を表す平均最短パス長の収束状況

を以下の項目から調査し、試験終了時の最短パス長と理論値

とを比較する。試験環境には、独立行政法人情報通信研究機

構 北陸リサーチセンター [５] の設備を利用する。

(１) 最短パス長(あるノード i からノードjまでを辿る最少エッジ

　　数の経路)の時間変化

(２) コネクティビティ(最短パス長の最小値が0より大きければ 

　　コネクティビティ有り)

(３)  in-degree(ノードに入ってくるエッジ数)

(４) in-degree分布の初期状態及び in-degree分布の試験終了

　　時の状態

　試験結果(図１２参照)は以下のとおりである。ノード次数

（システムが制約する最小ノードリスト数）が上がるにつれ

てノード間のコネクティビティは改善し、次数7で極めて高い

確率ですべてのノード間にパスが存在する。実測値が理論値

に近い値を取っており、次数が高いほど実測値と理論値の差

が縮まる傾向がある。以上の結果から、自律的なノードリスト

管理に採用している手法の理論的な妥当性が、実験的に裏付

けられたと評価している。

5. 小型/省電力ストレージに向けて
　コンピュータリソースの消費電力を抑えることは、コスト

面のみならずCO2削減という環境負荷への配慮から、今後積

極的な対応が求められる社会的な要件である。

　本章では環境負荷の低減に寄与するため、デスクトップPC、

サーバPC等で動作しているデータストレージの機能を低コスト、

低消費電力な装置（我々はこれをエコストレージと呼ぶ。）

上に移植した事例を報告する。

5.1 現状の消費電力と小型/省電力の取組み
　２００７年９月現在構築している広域テストベッドのハード

ウェア構成は、拠点あたりサーバ１０台、スイッチ１台、ルー

タ1台の構成で、消費電力は最大１,１２２W（実績は６００W程度）

である。同様の構成が5拠点に存在し、全体で最大５,６１０W（実

績は３,０００W程度）を消費している。これをストレージ容量

で換算にすると５６１～３００W/TBになる。

　現在、消費電力の削減に向けた根本的な取組みとして、低

消費電力のCPUを採用した省スペースの新型ストレージノード

を開発中である。我々はこれをエコストレージという考え方

で捉え、２０W /TB程度を目標に取り組んでいる。

　この新型ストレージノードを導入することで、1ラックを使

い切る積載をラック標準電力の範囲内でカバーし、空間使用

効率、コスト面、さらには劇的な低消費電力化により環境負

荷の大幅な改善に寄与することができ、データセンタ事業者

ならびにストレージサービスの利用者の双方にとって大きな

メリットが生じると期待している。

5.2 エコストレージの試作ハードウェア選定
　分散ストレージノードには分割、符号化されたファイル群

が保存されるため、大容量の記憶媒体が必要となってくる。

これらのファイル I/O(書き込み、読み込み、削除)が主な機能

となるため、高い処理能力(クロック数の大きいCPU)は必要

なく、それは消費電力、発熱量の低下につながる。また、他

のストレージノードとノードリストを用いて Gossip 連携を

行うため、ネットワークインターフェースが必要となってくる。

これらの要件を満たすものが市場に存在するか調査した結果、

以下の表３のハードウェアを試作エコストレージ用に選定した。

6. 適用分野
6.1 分散ストレージの特徴を生かした適用分野
　分散ストレージの特徴を生かした適用分野を考える場合、

以下のような特性を持ったアプリケーションへの適用が有効

である。

　　● 更新頻度が少ない大容量のデータを管理対象としている。

　　● データのセキュリティを確保することが重要である。

　　● インターネット環境・モバイル環境からもアクセスする　

　　必要がある。

　以上のような特性を持った適用分野を表４に示す。

表４　分散ストレージの適用分野

図１４　文書・図面管理システム

　本稿では、以下のような技術的な特徴を持つ自律分散型の

ストレージ管理システム[eS]３ Secure File Systemを紹介

した。

(１) データ管理機能

　　　分散した複数のストレージに電子データを細分化・暗号

　　化し、冗長化して管理するため、クラックされても電子

　　データを復元できない。その一方で、一部のストレージ

　　が故障しても復元できる。

(２) サーバ管理機能

　　　Plug&Play 感覚でサーバを容易に増強できる。

(３) メタ情報管理機能

　　　メタ情報に基づき、暗号化されたデータを検索できる。

　現在、試験的な利用環境を構築し、評価を行っている。

本システムを採用することで、ストレージサービス提供者には、

ハードウェアコストとメンテナンスコストを大幅に低減しつ

つも堅牢なシステム運用が可能になり、ユーザにとって安価

で安全なサービスを利用する機会が得られると期待している。

　今後は、本プラットフォームの特徴を生かして、顧客シス

テムと連携するアプリケーション開発を行い、ビジネス展開

していくことを検討している。なお、本論文は、三菱電機情

報システム・ユーザ研究会平成１９年度「シンポジウム」投稿

論文を元に作成した。
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6.2.3 ディザスタリカバリ
　アクセスの良い都市部のデータセンタはお客さまのアプリ

ケーションサーバを収容し、郊外のデータセンタにはお客さま

のデータ管理するサーバを収容する(図１５参照)。このように

ロケーションに応じてデータセンタの役割を分担することで、

災害対策を考慮した安全なプラットフォームを提供し、かつ

データセンタ全体の稼働率を向上させることができる。

6.2.2 文書・図面管理システム
  既存の文書・図面管理システムとデータ分散ネットワークを

接続することで、重要文書や重要図面の災害対策と情報漏えい

対策とし、かつバックアップなどの管理業務を削減することが

できる(図１４参照)。

  システムの構築方法はいろいろなバリエーションが考えられ、

地理的に分散した拠点同士がデータ分散ネットワークを介し

データを共有することも可能である。また、ファイルは暗号化

された上で通信されるので、インターネット経由のセキュアな

アクセスも可能である。

6.2 想定される適用例
6.2.1 社内データの共有
  想定される適用例の一つは、社内の各種ファイルを共有する

目的で利用することができる(図１３参照)。

　既存のファイルサーバにデータ分散ネットワークの仮想ドラ

イブをマウントすることで、利用者からは通常の共有フォルダ

に見え、社内ネットワークに接続したPCからファイルアクセ

スすることができる。

また、以下の特徴を有する。

(1)  カスタマイズ可能な組み込みLinuxBOX

　　　工場出荷時の状態でフラッシュメモリ（標準ファー

　　ムウェア）上で起動するsambaの機能により、NAS

　  （Network Attached Storage）として使用できる。

　　　Linuxディストリビューション（RedHat、Fedora等）

　　の環境を独自に構築することが可能であり、これによって、

　　Linuxマシンとして動作させることができる。

　　　よってWebサーバ、Mediaサーバ等、いろいろな用途

　　に使用することができる。

(2) 省スペース

　　　６０（W）× １６３.３（H）× ２１５.５（D）mm

(3) 低消費電力

　　　　　消費電力は約１７ Wである。

5.3 分散ストレージノードの移植
　KURO-BOX/PRO購入時の標準ファームウェアでは汎用性

が低く、分散ストレージノードが移植できない可能性があるた

め、動作環境としてDebian GNU/Linux ４.０（Linuxディス

トリビューション）の環境を構築した。分散ストレージノード

はKURO-BOX/PRO（CPU:ARM）上で動作するので、

ARMアーキテクチャに対応したバイナリコード（実行モジュール）

を作成する環境（gcc）をCygwin [7] を利用することで

Windows上に簡易Linux環境を構築し、実行環境よりも高ス

ペックなクロスコンパイルによる開発環境を用意して開発効率

の向上を図った。

　以上の作業により、分散ストレージノードをKURO-

BOX/PRO（Debian）に移植することができた。

3.3.2 コンテンツの分散検索
　分散ストレージに保存されているコンテンツの中から目的の

ファイルを探索するための手段として、当該コンテンツのアク

セス権限を有するユーザ IDと、キーワードを組み合わせた検索

機能を提供している。検索機能の実現方針は次のとおりである。

(１) 複数の検索条件をAND、ORの論理演算を組み合わせて記

　　述することができる。

(２)コンテンツ内のキーワードの出現頻度を考慮したランキン

　　グ計算を行う。

(３) クライアントからの検索処理要求は、どの分散検索サーバ

　　も対等の立場で受け付け、中央管理の立場になる検索サー

　　バは存在しない。

(４) 検索処理能力は、分散検索サーバを増設するだけでスケー

　　ラブルに増強できる。

(５) 複数稼動する分散検索サーバの一部が停止した状態にある

　　場合、多少の性能低下が予想されても稼動しているサーバ

群で検索処理を実現する。

　分散検索機能では、検索式を一旦「検索項目＝値」という単

一検索式に分解して、これら分解された単一検索式の単位で、

リモートの分散検索サーバ群に処理の受け入れを打診して許可

された場合に、単一検索式の検索処理要求を投げる仕組みで

ある。

　検索要求を受け付けるリモートの分散検索サーバを選択する

仕組みは、自律分散を実現する基盤となる動的メンバーシップ

管理から提供されるノードリストを参照して、サーバの IPア

ドレスを決定している。このノードリストに記載された宛先ア

ドレスに、検索要求をGossipのメッセージに載せて、分散検

索サーバのネットワーク全体にUDP通信で配送されている。

　検索項目の値を指定するだけでなく、「＊」を用いた前方

一致検索も可能である。その場合、分散検索処理を再帰的に呼

び出し、負荷分散することで処理速度を上げている(図１１参照)。

(２) 転置インデックスファイルの非同期更新

　　　検索時に使用する転置インデックスファイルの更新処

　　理を負荷と処理時間の観点から効率的に行うために、

　　LindaのTuple Space[４]の概念を応用した処理モデルで

　　MUT、MFTのメタ情報ファイルの操作とは別のタイミン

　　グで更新処理を行っている(図１０参照)。

3.3.1 ファイルシステムの導入
　分散ストレージにファイルシステムを導入する。一般的な

ディレクトリやファイル、アクセス権限の情報は、MFTファ

イル(第３.３節参照)として管理する。MFTファイルは、ディ

レクトリ及びファイルそれぞれに対して一つのMFTファイル

が対応する。

(１) メタ情報ファイル操作の排他制御とデッドロックの回避

　　　通常、複数のメタ情報管理サーバが協調して稼動してい

　　るので、メタ情報ファイルの操作で競合しないように、

　　排他制御する必要がある。トークンを用いてデッドロック

　　を回避する方法を図９に示す。

3.2.3 Plug&Playによる
　　　Bootstrap時の自動設定
　新しいサーバが分散ストレージに接続された時、保守担当者

が介入することなく、システム自らが外部から情報を受け取り、

自身の環境を設定することで、能動的にサーバがシステムに参

加する。このようなPlug&Play方式は、保守性の向上に貢献

している。

　Plug&Playを実現する上での技術課題の一つは、効率的に

ノードリストを初期化することである。ノードリストを初期化

する際には、新しく参加したサーバを近接サーバに伝える必要

があるが、分散ストレージではノード間でP２P的にメッセー

ジ交換するのではなく、I/Fサーバを補助的に利用する。具体

的には、ノードは自身の参加を I/Fサーバに通知し、併せて I/F 

サーバが保持するノードリストを取得することで初期化を完了

する。これによりノードの最新状態は、I/F サーバを通してネット

ワーク全体にアナウンスされる。

3.3 メタ情報管理
　分散ストレージで管理しているファイルは、符号化し、暗号

化して保存しているため、データ管理の枠組みを崩さずにディ

レクトリの導入や全文検索等のコンテンツの内容を解釈して検

索することが難しい。このような課題を解決する目的で、メタ

情報管理の機能を導入する。メタ情報管理では、ファイルシス

テムの導入に際して、メタ情報と呼ぶファイル/ディレクトリ

の属性情報（ブロック数、アクセス権限、作成日付、サイズ、

キーワードなど）をコンテンツ毎に管理する機能を主な機能と

して提供する。

　メタ情報は通常のファイルと同様にデータ管理され、以下の

ような３種類の管理ファイルを使用する。

(１) コンテンツの属性情報を扱うMFTファイル(Master File 

　　 Table)(図６参照)

(２) ユーザ情報を扱うMUTファイル(Master User Table)

　　 (図７参照)

(３) 検索処理で使用する各種転置インデックスファイル

　メタ情報管理は、表２に示す機能の連携(図８参照)により実

現している。

3.2.2 Gossipによるメッセージ配送の仕組み
　分散ストレージでは、Gossipアルゴリズムを用いてメッセージ

をブロードキャストする。Gossipアルゴリズムとは、噂の伝

播をモデル化した方式である。メッセージに通し番号を付け、

初めて受け取ったメッセージは、受信者が処理し、かつノード

リストに記載された宛先リストに転送するが、二回目以降に受

け取った同一のメッセージは、処理せずに破棄するというシン

プルな仕組みである。

　分散ストレージでは、複数サーバ間で協調処理を行う場合、

Gossip配送方式(図５参照)に基づくメッセージ交換をしている。

表１　分散ストレージが提供する主な機能の一覧

2.1 設計方針
　設計では、従来の発想『アクセス停止前の状態に復旧する

システム (Disaster Recovery)』を新しい発想『原因によらず

アクセスを継続できるシステム(Disaster Survival)』に転換

することを基本方針とした。

2.2 機能の全体構成
　第２.１節で述べた設計方針を踏まえて、以下のような考え

に基づきソフトウェアアーキテクチャを設計する。

(１) 自律分散

　　　従来のマスタ/スレーブ、マスタ/マスタ型の複数の役割

　　を対象とした冗長設計を排除し、サーバが対等で同一の役

　　割を果たす自律分散型とする。

(２) スケーラブル

　　　蓄積（ディスク）部と処理（計算）部の明確な切り分け

　　により、ディスク容量や処理量の変化への追随が容易に

　　なる。

(３) ステートレス

　　　管理情報を含めて全てのデータは一元的に保持せず、

　　データが必要な時に都度復元する。

　分散ストレージが提供する主な機能を表１、機能間の連携を

図２に示す。

　コンピュータを含め様々な情報機器がネットワークで接続

される現在、文書や動画等のコンテンツ情報に加え、各機器

が出力する大量のログ情報等、管理対象データは増加する

一方である。そのため、現状のテラバイト級 (１０１２バイト) を

超えるペタバイト級 (１０１５バイト) の大量データを、その秘匿

性を保証しつつ低コストで管理することができるプラット

フォームの実現が重要になってきている。

　そこで我々は、次世代ストレージの技術要件として、１）ディ

スク使用量や利用者数が増加した場合にハードウェアを追加

するだけで容易に拡張可能であること、２）メンテナンスコ

ストを大幅に削減するため、故障を前提とした安価なサーバ

を採用し、運用管理者の手を煩わすことなく安定稼動できる

こと、以上の二つを掲げている。これらを解決するために、

一般的な分散システムで存在する中央管理機構を完全に排した、

自律分散型のシステムアーキテクチャを設計の基本方針とした。

この設計方針に基づき、宇宙通信株式会社様からの委託を受け

て、以下のような特徴を持つ[eS]3 Secure File Systemと

呼ぶシステムを開発している。

(１) データ管理機能

　　　分散した複数のストレージに電子データを細分化・暗号

　　化し、かつ冗長化して管理する。これにより、クラックさ

　　れても電子データを復元できない。その一方で、一部のス

　　トレージが故障しても電子データを復元できる。

(２) サーバ管理機能

　　　Plug&Play感覚でサーバを容易に増強できる。

(３) メタ情報管理機能

　　　メタ情報に基づき、暗号化されたデータを検索できる。

　本稿では、本システムの概要を紹介するとともに、特に本シ

ステムの特徴を生かした重要文書の共有やディザスタリカバリ

等での利用方法について提案する。

2. システム概要

　我々が開発している分散ストレージは、広域ネットワークに

分散したストレージノードを束ねて一つの巨大なネットワーク

ストレージを構築し、利用者のパソコン（PC）から利用できる

ようにするための仕組みである。データの暗号化やユーザ認証

などによりセキュリティを保証し、障害時でもデータを失うこ

となく、継続してサービスを利用することができる（図１参照）。

No.

1

2

3

4

5

6

データ管理

サーバ管理

メタ情報管理

ユーザ管理

認証

暗号

機能 説明

保管データの耐障害性を高めるためのデータの符号化と冗長性を実現するために、消失訂正符合を利用したファイル
の符合分割を行う。

中央管理機構を排した本システムにおいて、分散ストレージの通信相手となるノードリストを自律的にメンテナンスし、
Gossip方式のメッセージ交換とBootstrap時の初期設定の自動化を行う。

分散ストレージにディレクトリやファイル、アクセス権限など付加したファイルシステムの構造を導入するためにメタ情報
を維持管理し、併せて、キーワードによる分散検索機能を提供する。

Windows ActiveDirectoryならびにKerberosと連携して分散するストレージを利用するユーザー情報をメンテナンス
するためのクライアントツールを提供する。

Windows ActiveDirectoryならびにKerberosと連携して、シングルサインオン認証で分散ストレージを利用可能
にする。

Voltage社のIBE（Indentity-Based Encryption）方式の公開鍵暗号［1］を採用して、AESによるコンテンツの暗号・
復号を行う。

表３　試作版エコストレージ（KURO-BOX/PRO[6]）の仕様一覧

1

2

3

4

5

6

7

8

製品型名

CPU

メモリ

ドライブベイ

BootROM

System領域+Data領域

（ピンヘッダ用）

KURO-BOX/PRO

ARM9互換Marvell製88F5182 400MHz

DDR2 128MB

3.5型/2.5型SATA HDD用×1 

256KBフラッシュメモリ（NOR型）

256MBフラッシュメモリ（NAND型）

UART（console）x1、GPIO x2I2C x1、JTAG（ARM20pin）x1

PCI-ExpressX1 x1（ボード取付スロット空間はなし）
SerialATA x2（うち1個はドライブベイ用）

USB TypeA x2
RJ-45 x1（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応）

外部インターフェース

内部スルーホール

内部インターフェース

No.

法令要求による

長期保管

・電子ファイル預かり

・電子メールアーカイブ

・各種ログ保管

・生データ保管

具体例適用分野

コンテンツ

メディアアーカイブ

セキュリティ強化・

PC利用環境変革

No.

1

2

3

4 ・動画、音楽、文庫、マンガ、オンラインコンテンツ販売等

・放送コンテンツ、音楽コンテンツのアーカイブ

・指定文化財 （絵画、彫刻、工芸品、遺跡、書跡・典籍等）情報等のアーカイブ

・共有Workspace (モバイル対応含む)

・知財共有Workspace(特許情報、設計図面、工事写真等)

・ドキュメントセキュリティー (複写機、OCR連動)

・電子カルテ、医用画像ファイリング

・行政情報システム

表２　メタ情報管理の機能一覧

1

2

3

4

No.

メタ情報管理
分散ストレージに導入したファイルシステム構造とユーザ情報のメタ
情報を維持管理する。併せて、分散検索で使用する検索用途の補
助ファイルの転置インデックスファイルの更新も行う。

複数稼働するメタ情報管理サーバ間でメタ情報の更新作業を排他
制御するために、メタ情報と1対1に対応したトークンを交換・管理す
る。デッドロックを回避する仕組みを提供する。

分散検索に使用する転置インデックスファイルの更新を非同期に
行うために、分散ストレージをネットワーク非同期キューに見立てて、
更新処理の情報を管理する。

キーワードによる検索要求を複数の検索サーバ間で分担して処理
することにより、検索時間の短縮と処理効率の改善を図り、処理能
力のスケーラビリティを実現する。

説明機能

分散検索

TS（Tuple 

Space）管理

トークン管理

消失訂正符号による
ファイルの符合分割 ファイルの復号

消失

この断片の単位でストレージに保存

いくつかの断片が
消失しても一定数
以上の断片が集まれば
復号可能

図４　動的メンバーシップ管理の概念

ブートストラップ：分散IFによりノード情報取得→

ノードリスト交換によりエッジの刈り込み（保有ノードが減少）→

どの分散IFを選択するかはDNSを使用

ブートストラップ
（他ノード情報の取得） ノードリスト変換
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 図７　組織・ユーザ・グループMUTの関連

MUTメタ情報
（組織）

MUTメタ情報
（ユーザ）

MUTメタ情報
（ユーザ）

MUTメタ情報
（ユーザ）

MUTメタ情報
（ユーザ）

MUTメタ情報
（組織）

MUTメタ情報
（組織）

MUTメタ情報
（グループ）

MUTメタ情報
（グループ）
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　消失訂正符号によってファイルを符号分割すると、ファイ

ルを単純に分割した場合に比べて、ある程度の冗長性を持っ

てファイルが分割される。この冗長性により、符号分割され

たファイルの断片のいくつかを消失しても、残った断片から

元のファイルを復元することができる。

　分散ストレージでは、ファイルを符号分割するための消失

訂正符号として、BCH（Bose Ray-Chaudhuri Hocquen-

ghem）符号 [２] と、LDPC（Low Density Parity Check）

符号 [３] をベースとした２つの方式を用意している。

3.1.2 データ管理における
　　　サービスレベルと符号化率の関係
　分散ストレージでは、消失訂正符号によりファイルを符号分

割する際には、まずファイルを細かいデータの断片に分割する。

分割したデータの断片は、更に符号化単位データに分割してか

ら、消失訂正符号により符号分割する。

　消失訂正符号によるファイルの符号分割では、符号化単位

データを符号分割した際に得られる符号パケット数 n に対す

る、符号化単位データを単純に分割した際に得られる情報パケット

数 k の割合から、ファイルの符号化率 r (＝k/n)を求める。

　符号化率 r が高ければ、ストレージに対するファイルの保存コス

トを抑えることができる。逆に符号化率 r が低ければ、ファイルの

保存コストは増えるが、ファイルを復元するために必要な最低パ

ケット数が少なくなるため、データの消失に対してより強固になる。

　分散ストレージでは、ユーザが要求するサービスレベルに応

じて、情報パケット数 k と符号パケット数 n を調節することで、

最適な符号化率 r でファイルを符号分割できる。例えば、一定

期間しか保持しない一時的なバックアップデータのようなライ

フタイムの短いデータは、符号化率 r を高く設定してファイル

の保存コストを抑えるといった利用方法が選択できる。

3.2 サーバ管理
  本節では、多数のサーバで構成される分散ストレージ環境の

管理を容易にし、Plug&Play 感覚でサーバの増強を可能とする、

ノードリスト管理、 Gossip によるメッセージ配送、 自動

設定される Bootstrap 処理について説明する。

3.2.1 広域自律分散によるノードリスト管理
　分散ストレージでは、多数のサーバが広域に分散している環

境を想定しているため、システムを構成するすべてのサーバの

状態を一箇所で常に把握することは、高コストであるだけでな

く実現が難しい。本システムでは、各サーバが直接通信可能な

サーバ群をノードリストとして管理し、動的メンバーシップ管

理(図４参照)の方法に基づきサーバ間でノードリストを交換す

る。この機能により、分散ストレージに新たにサーバが追加、

あるいは取り外された場合に、IPアドレスの情報が自律的に

メンテナンスされ、システム全体の整合性が維持される。ここ

でいう自律的とは、管理者がなんら操作することなくマシン自

らが自身の役割と状態を認識し、その機能を提供することを指

している。

閾値以下になれば、分散IFよりノード情報追加→

→ → → →........（繰り返し）
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概要
　我々は、システム性能のスケーラビリティを大幅に向上させ、メンテナンスコストを極力抑えた次世代の分散スト

レージシステムを研究開発している。そのコンセプトは、従来型システムに見られる「アクセス停止前の状態に復旧

するシステム」でななく、「原因によらずアクセスを継続できるシステム(Disaster Survival)」である。如何なる障害

に対してもデータを保護し、安全かつ確実なサービス利用を顧客に提供することを目指している。これを実現する

ために、中央管理機構を完全に排した自律分散型のシステムアーキテクチャを設計の基本とした。本論文では、本

分散ストレージの特徴的な機能の概要と利用イメージについて説明する。
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3. システムの特徴
　本章では、分散ストレージの以下の三つの特徴について説明する。

(１) データ管理

　　　保管データの耐障害性を高めるためのデータの符号化と

　　冗長性を実現する。

(２) サーバ管理

　　　自律的な運用管理とメンテナンス性を向上させる。

(３) メタ情報管理

　　　分散ストレージに論理的なファイルシステムを構築し、

　　検索機能を実装した。

3.1 データ管理
　分散ストレージのデータ管理は、消失訂正符号を利用した

ファイルの符号分割により、保管データの耐障害性を高める。

以下にその概要について説明する。

3.1.1 消失訂正符号によるファイルの符号分割
　消失訂正符号によるファイルの符号分割は、ファイルをいく

つかの細かい断片に分割して保存し、ディスク障害などでいく

つかの断片が消失しても復元することができる技術である。

図３に本技術の概要を示す。

図 1　分散ストレージの利用イメージ

図３　消失訂正符号によるファイルの符号分割

図 ９　排他制御のためのトークン交換とデッドロックの回避

図１０　Tuple Space管理機能による転置インデックスの非同期更新

図１１　分散検索機能におけるサブシステム間の処理の流れ

4. 自律分散の大規模試験

図１２　ノード数と平均最短パス長(理論及び実測値) 

　分散ストレージは、広域なネットワーク環境で大量のサー

バで構成されるシステムを想定しているため、システムを維

持していく上でメンテナンスコストを大幅に削減することは

重要な課題である。このために本システムを自律分散型の

設計思想で実現するために採用した新しい試みである、動的

メンバーシップ管理の妥当性に関する大規模試験の評価結果

について報告する。

4.1 大規模試験
　本試験は、第３.２節で述べた動的メンバーシップ管理機能

の妥当性を検証することを目的としている。試験の実施方法

の概要は、以下のとおりである。各ノードで動的に構成変更

されるノードリストのスナップショットを定期的に記録し、

ノード間のパス長が収束するか否かを確認するとともに、試験

終了後の状態と理論値を比較する。

4.1.1 ノード間のランダム有向グラフの
　　　平均最短パスへの収束特性
　分散ストレージを構成するノード全体にメッセージを配送

するために必要な到達距離を表す平均最短パス長の収束状況

を以下の項目から調査し、試験終了時の最短パス長と理論値

とを比較する。試験環境には、独立行政法人情報通信研究機

構 北陸リサーチセンター [５] の設備を利用する。

(１) 最短パス長(あるノード i からノードjまでを辿る最少エッジ

　　数の経路)の時間変化

(２) コネクティビティ(最短パス長の最小値が0より大きければ 

　　コネクティビティ有り)

(３)  in-degree(ノードに入ってくるエッジ数)

(４) in-degree分布の初期状態及び in-degree分布の試験終了

　　時の状態

　試験結果(図１２参照)は以下のとおりである。ノード次数

（システムが制約する最小ノードリスト数）が上がるにつれ

てノード間のコネクティビティは改善し、次数7で極めて高い

確率ですべてのノード間にパスが存在する。実測値が理論値

に近い値を取っており、次数が高いほど実測値と理論値の差

が縮まる傾向がある。以上の結果から、自律的なノードリスト

管理に採用している手法の理論的な妥当性が、実験的に裏付

けられたと評価している。

5. 小型/省電力ストレージに向けて
　コンピュータリソースの消費電力を抑えることは、コスト

面のみならずCO2削減という環境負荷への配慮から、今後積

極的な対応が求められる社会的な要件である。

　本章では環境負荷の低減に寄与するため、デスクトップPC、

サーバPC等で動作しているデータストレージの機能を低コスト、

低消費電力な装置（我々はこれをエコストレージと呼ぶ。）

上に移植した事例を報告する。

5.1 現状の消費電力と小型/省電力の取組み
　２００７年９月現在構築している広域テストベッドのハード

ウェア構成は、拠点あたりサーバ１０台、スイッチ１台、ルー

タ1台の構成で、消費電力は最大１,１２２W（実績は６００W程度）

である。同様の構成が5拠点に存在し、全体で最大５,６１０W（実

績は３,０００W程度）を消費している。これをストレージ容量

で換算にすると５６１～３００W/TBになる。

　現在、消費電力の削減に向けた根本的な取組みとして、低

消費電力のCPUを採用した省スペースの新型ストレージノード

を開発中である。我々はこれをエコストレージという考え方

で捉え、２０W /TB程度を目標に取り組んでいる。

　この新型ストレージノードを導入することで、1ラックを使

い切る積載をラック標準電力の範囲内でカバーし、空間使用

効率、コスト面、さらには劇的な低消費電力化により環境負

荷の大幅な改善に寄与することができ、データセンタ事業者

ならびにストレージサービスの利用者の双方にとって大きな

メリットが生じると期待している。

5.2 エコストレージの試作ハードウェア選定
　分散ストレージノードには分割、符号化されたファイル群

が保存されるため、大容量の記憶媒体が必要となってくる。

これらのファイル I/O(書き込み、読み込み、削除)が主な機能

となるため、高い処理能力(クロック数の大きいCPU)は必要

なく、それは消費電力、発熱量の低下につながる。また、他

のストレージノードとノードリストを用いて Gossip 連携を

行うため、ネットワークインターフェースが必要となってくる。

これらの要件を満たすものが市場に存在するか調査した結果、

以下の表３のハードウェアを試作エコストレージ用に選定した。

6. 適用分野
6.1 分散ストレージの特徴を生かした適用分野
　分散ストレージの特徴を生かした適用分野を考える場合、

以下のような特性を持ったアプリケーションへの適用が有効

である。

　　● 更新頻度が少ない大容量のデータを管理対象としている。

　　● データのセキュリティを確保することが重要である。

　　● インターネット環境・モバイル環境からもアクセスする　

　　必要がある。

　以上のような特性を持った適用分野を表４に示す。

表４　分散ストレージの適用分野

図１４　文書・図面管理システム

　本稿では、以下のような技術的な特徴を持つ自律分散型の

ストレージ管理システム[eS]３ Secure File Systemを紹介

した。

(１) データ管理機能

　　　分散した複数のストレージに電子データを細分化・暗号

　　化し、冗長化して管理するため、クラックされても電子

　　データを復元できない。その一方で、一部のストレージ

　　が故障しても復元できる。

(２) サーバ管理機能

　　　Plug&Play 感覚でサーバを容易に増強できる。

(３) メタ情報管理機能

　　　メタ情報に基づき、暗号化されたデータを検索できる。

　現在、試験的な利用環境を構築し、評価を行っている。

本システムを採用することで、ストレージサービス提供者には、

ハードウェアコストとメンテナンスコストを大幅に低減しつ

つも堅牢なシステム運用が可能になり、ユーザにとって安価

で安全なサービスを利用する機会が得られると期待している。

　今後は、本プラットフォームの特徴を生かして、顧客シス

テムと連携するアプリケーション開発を行い、ビジネス展開

していくことを検討している。なお、本論文は、三菱電機情

報システム・ユーザ研究会平成１９年度「シンポジウム」投稿

論文を元に作成した。

YOSHIDA Nobutsugu

吉田　信嗣

● 株式会社インテック
　北陸地区本部　プロダクトシステム部
● 分散システム（エコストレージ部分）の開発に従事。

NAKAYAMA Takafumi

中山　貴文

● 株式会社インテック
　北陸地区本部　プロダクトシステム部
● 分散システム（エコストレージ部分）の開発に従事。

EBI Takashi

海老　隆史

● 株式会社インテック
　流通・サービスソリューション事業本部　
　流通ソリューション第二部
● ネットビジネス業界を中心としたアカウント営業に従事。

IIDA Masaki

飯田　正樹

ISHIDA Shigeru

石田　茂

参考文献

[1] Identity-Based Encryption (IBE), Voltage Security, Inc.

     http://www.voltage.com/technology/ibe.htm

[2] Bose, Ray-Chaudhuri, Hocquenghem, BCH codes.

     http://en.wikipedia.org/wiki/BCH_code

[3] Robert G. Gallager, Low-Density Parity-Check Codes.   

     IRE Trans.on Inf. 1962.

[4] Gian Pietro Picco, The LighTS Tuple Space Frawework  

     and its Customization for Context-Aware Applications.  

     2001.

     http://lights.sourceforge.net/lights.pdf

[5] (独)情報通信研究機構 北陸リサーチセンター：

     http://www2.nict.go.jp/q/q262/3105/index.htm

[6] 玄人志向：http://www.kuroutoshikou.com/

[7] Cygwin：http://sourceware.org/cygwin/

50 51

第 8 号

個
別
論
文

48 49

第 8 号

個
別
論
文

謝辞

　本プロジェクトを指揮され、先進的なコンセプトをデザイン

し、基盤技術の確立に向けて御指導頂いている宇宙通信株式会

社の福田氏に感謝申し上げます。

6.2.3 ディザスタリカバリ
　アクセスの良い都市部のデータセンタはお客さまのアプリ

ケーションサーバを収容し、郊外のデータセンタにはお客さま

のデータ管理するサーバを収容する(図１５参照)。このように

ロケーションに応じてデータセンタの役割を分担することで、

災害対策を考慮した安全なプラットフォームを提供し、かつ

データセンタ全体の稼働率を向上させることができる。

6.2.2 文書・図面管理システム
  既存の文書・図面管理システムとデータ分散ネットワークを

接続することで、重要文書や重要図面の災害対策と情報漏えい

対策とし、かつバックアップなどの管理業務を削減することが

できる(図１４参照)。

  システムの構築方法はいろいろなバリエーションが考えられ、

地理的に分散した拠点同士がデータ分散ネットワークを介し

データを共有することも可能である。また、ファイルは暗号化

された上で通信されるので、インターネット経由のセキュアな

アクセスも可能である。

6.2 想定される適用例
6.2.1 社内データの共有
  想定される適用例の一つは、社内の各種ファイルを共有する

目的で利用することができる(図１３参照)。

　既存のファイルサーバにデータ分散ネットワークの仮想ドラ

イブをマウントすることで、利用者からは通常の共有フォルダ

に見え、社内ネットワークに接続したPCからファイルアクセ

スすることができる。

また、以下の特徴を有する。

(1)  カスタマイズ可能な組み込みLinuxBOX

　　　工場出荷時の状態でフラッシュメモリ（標準ファー

　　ムウェア）上で起動するsambaの機能により、NAS

　  （Network Attached Storage）として使用できる。

　　　Linuxディストリビューション（RedHat、Fedora等）

　　の環境を独自に構築することが可能であり、これによって、

　　Linuxマシンとして動作させることができる。

　　　よってWebサーバ、Mediaサーバ等、いろいろな用途

　　に使用することができる。

(2) 省スペース

　　　６０（W）× １６３.３（H）× ２１５.５（D）mm

(3) 低消費電力

　　　　　消費電力は約１７ Wである。

5.3 分散ストレージノードの移植
　KURO-BOX/PRO購入時の標準ファームウェアでは汎用性

が低く、分散ストレージノードが移植できない可能性があるた

め、動作環境としてDebian GNU/Linux ４.０（Linuxディス

トリビューション）の環境を構築した。分散ストレージノード

はKURO-BOX/PRO（CPU:ARM）上で動作するので、

ARMアーキテクチャに対応したバイナリコード（実行モジュール）

を作成する環境（gcc）をCygwin [7] を利用することで

Windows上に簡易Linux環境を構築し、実行環境よりも高ス

ペックなクロスコンパイルによる開発環境を用意して開発効率

の向上を図った。

　以上の作業により、分散ストレージノードをKURO-

BOX/PRO（Debian）に移植することができた。

3.3.2 コンテンツの分散検索
　分散ストレージに保存されているコンテンツの中から目的の

ファイルを探索するための手段として、当該コンテンツのアク

セス権限を有するユーザ IDと、キーワードを組み合わせた検索

機能を提供している。検索機能の実現方針は次のとおりである。

(１) 複数の検索条件をAND、ORの論理演算を組み合わせて記

　　述することができる。

(２)コンテンツ内のキーワードの出現頻度を考慮したランキン

　　グ計算を行う。

(３) クライアントからの検索処理要求は、どの分散検索サーバ

　　も対等の立場で受け付け、中央管理の立場になる検索サー

　　バは存在しない。

(４) 検索処理能力は、分散検索サーバを増設するだけでスケー

　　ラブルに増強できる。

(５) 複数稼動する分散検索サーバの一部が停止した状態にある

　　場合、多少の性能低下が予想されても稼動しているサーバ

群で検索処理を実現する。

　分散検索機能では、検索式を一旦「検索項目＝値」という単

一検索式に分解して、これら分解された単一検索式の単位で、

リモートの分散検索サーバ群に処理の受け入れを打診して許可

された場合に、単一検索式の検索処理要求を投げる仕組みで

ある。

　検索要求を受け付けるリモートの分散検索サーバを選択する

仕組みは、自律分散を実現する基盤となる動的メンバーシップ

管理から提供されるノードリストを参照して、サーバの IPア

ドレスを決定している。このノードリストに記載された宛先ア

ドレスに、検索要求をGossipのメッセージに載せて、分散検

索サーバのネットワーク全体にUDP通信で配送されている。

　検索項目の値を指定するだけでなく、「＊」を用いた前方

一致検索も可能である。その場合、分散検索処理を再帰的に呼

び出し、負荷分散することで処理速度を上げている(図１１参照)。

(２) 転置インデックスファイルの非同期更新

　　　検索時に使用する転置インデックスファイルの更新処

　　理を負荷と処理時間の観点から効率的に行うために、

　　LindaのTuple Space[４]の概念を応用した処理モデルで

　　MUT、MFTのメタ情報ファイルの操作とは別のタイミン

　　グで更新処理を行っている(図１０参照)。

3.3.1 ファイルシステムの導入
　分散ストレージにファイルシステムを導入する。一般的な

ディレクトリやファイル、アクセス権限の情報は、MFTファ

イル(第３.３節参照)として管理する。MFTファイルは、ディ

レクトリ及びファイルそれぞれに対して一つのMFTファイル

が対応する。

(１) メタ情報ファイル操作の排他制御とデッドロックの回避

　　　通常、複数のメタ情報管理サーバが協調して稼動してい

　　るので、メタ情報ファイルの操作で競合しないように、

　　排他制御する必要がある。トークンを用いてデッドロック

　　を回避する方法を図９に示す。

3.2.3 Plug&Playによる
　　　Bootstrap時の自動設定
　新しいサーバが分散ストレージに接続された時、保守担当者

が介入することなく、システム自らが外部から情報を受け取り、

自身の環境を設定することで、能動的にサーバがシステムに参

加する。このようなPlug&Play方式は、保守性の向上に貢献

している。

　Plug&Playを実現する上での技術課題の一つは、効率的に

ノードリストを初期化することである。ノードリストを初期化

する際には、新しく参加したサーバを近接サーバに伝える必要

があるが、分散ストレージではノード間でP２P的にメッセー

ジ交換するのではなく、I/Fサーバを補助的に利用する。具体

的には、ノードは自身の参加を I/Fサーバに通知し、併せて I/F 

サーバが保持するノードリストを取得することで初期化を完了

する。これによりノードの最新状態は、I/F サーバを通してネット

ワーク全体にアナウンスされる。

3.3 メタ情報管理
　分散ストレージで管理しているファイルは、符号化し、暗号

化して保存しているため、データ管理の枠組みを崩さずにディ

レクトリの導入や全文検索等のコンテンツの内容を解釈して検

索することが難しい。このような課題を解決する目的で、メタ

情報管理の機能を導入する。メタ情報管理では、ファイルシス

テムの導入に際して、メタ情報と呼ぶファイル/ディレクトリ

の属性情報（ブロック数、アクセス権限、作成日付、サイズ、

キーワードなど）をコンテンツ毎に管理する機能を主な機能と

して提供する。

　メタ情報は通常のファイルと同様にデータ管理され、以下の

ような３種類の管理ファイルを使用する。

(１) コンテンツの属性情報を扱うMFTファイル(Master File 

　　 Table)(図６参照)

(２) ユーザ情報を扱うMUTファイル(Master User Table)

　　 (図７参照)

(３) 検索処理で使用する各種転置インデックスファイル

　メタ情報管理は、表２に示す機能の連携(図８参照)により実

現している。

3.2.2 Gossipによるメッセージ配送の仕組み
　分散ストレージでは、Gossipアルゴリズムを用いてメッセージ

をブロードキャストする。Gossipアルゴリズムとは、噂の伝

播をモデル化した方式である。メッセージに通し番号を付け、

初めて受け取ったメッセージは、受信者が処理し、かつノード

リストに記載された宛先リストに転送するが、二回目以降に受

け取った同一のメッセージは、処理せずに破棄するというシン

プルな仕組みである。

　分散ストレージでは、複数サーバ間で協調処理を行う場合、

Gossip配送方式(図５参照)に基づくメッセージ交換をしている。

表１　分散ストレージが提供する主な機能の一覧

2.1 設計方針
　設計では、従来の発想『アクセス停止前の状態に復旧する

システム (Disaster Recovery)』を新しい発想『原因によらず

アクセスを継続できるシステム(Disaster Survival)』に転換

することを基本方針とした。

2.2 機能の全体構成
　第２.１節で述べた設計方針を踏まえて、以下のような考え

に基づきソフトウェアアーキテクチャを設計する。

(１) 自律分散

　　　従来のマスタ/スレーブ、マスタ/マスタ型の複数の役割

　　を対象とした冗長設計を排除し、サーバが対等で同一の役

　　割を果たす自律分散型とする。

(２) スケーラブル

　　　蓄積（ディスク）部と処理（計算）部の明確な切り分け

　　により、ディスク容量や処理量の変化への追随が容易に

　　なる。

(３) ステートレス

　　　管理情報を含めて全てのデータは一元的に保持せず、

　　データが必要な時に都度復元する。

　分散ストレージが提供する主な機能を表１、機能間の連携を

図２に示す。

　コンピュータを含め様々な情報機器がネットワークで接続

される現在、文書や動画等のコンテンツ情報に加え、各機器

が出力する大量のログ情報等、管理対象データは増加する

一方である。そのため、現状のテラバイト級 (１０１２バイト) を

超えるペタバイト級 (１０１５バイト) の大量データを、その秘匿

性を保証しつつ低コストで管理することができるプラット

フォームの実現が重要になってきている。

　そこで我々は、次世代ストレージの技術要件として、１）ディ

スク使用量や利用者数が増加した場合にハードウェアを追加

するだけで容易に拡張可能であること、２）メンテナンスコ

ストを大幅に削減するため、故障を前提とした安価なサーバ

を採用し、運用管理者の手を煩わすことなく安定稼動できる

こと、以上の二つを掲げている。これらを解決するために、

一般的な分散システムで存在する中央管理機構を完全に排した、

自律分散型のシステムアーキテクチャを設計の基本方針とした。

この設計方針に基づき、宇宙通信株式会社様からの委託を受け

て、以下のような特徴を持つ[eS]3 Secure File Systemと

呼ぶシステムを開発している。

(１) データ管理機能

　　　分散した複数のストレージに電子データを細分化・暗号

　　化し、かつ冗長化して管理する。これにより、クラックさ

　　れても電子データを復元できない。その一方で、一部のス

　　トレージが故障しても電子データを復元できる。

(２) サーバ管理機能

　　　Plug&Play感覚でサーバを容易に増強できる。

(３) メタ情報管理機能

　　　メタ情報に基づき、暗号化されたデータを検索できる。

　本稿では、本システムの概要を紹介するとともに、特に本シ

ステムの特徴を生かした重要文書の共有やディザスタリカバリ

等での利用方法について提案する。

2. システム概要

　我々が開発している分散ストレージは、広域ネットワークに

分散したストレージノードを束ねて一つの巨大なネットワーク

ストレージを構築し、利用者のパソコン（PC）から利用できる

ようにするための仕組みである。データの暗号化やユーザ認証

などによりセキュリティを保証し、障害時でもデータを失うこ

となく、継続してサービスを利用することができる（図１参照）。

No.

1

2

3

4

5

6

データ管理

サーバ管理

メタ情報管理

ユーザ管理

認証

暗号

機能 説明

保管データの耐障害性を高めるためのデータの符号化と冗長性を実現するために、消失訂正符合を利用したファイル
の符合分割を行う。

中央管理機構を排した本システムにおいて、分散ストレージの通信相手となるノードリストを自律的にメンテナンスし、
Gossip方式のメッセージ交換とBootstrap時の初期設定の自動化を行う。

分散ストレージにディレクトリやファイル、アクセス権限など付加したファイルシステムの構造を導入するためにメタ情報
を維持管理し、併せて、キーワードによる分散検索機能を提供する。

Windows ActiveDirectoryならびにKerberosと連携して分散するストレージを利用するユーザー情報をメンテナンス
するためのクライアントツールを提供する。

Windows ActiveDirectoryならびにKerberosと連携して、シングルサインオン認証で分散ストレージを利用可能
にする。

Voltage社のIBE（Indentity-Based Encryption）方式の公開鍵暗号［1］を採用して、AESによるコンテンツの暗号・
復号を行う。

表３　試作版エコストレージ（KURO-BOX/PRO[6]）の仕様一覧

1

2

3

4

5

6

7

8

製品型名

CPU

メモリ

ドライブベイ

BootROM

System領域+Data領域

（ピンヘッダ用）

KURO-BOX/PRO

ARM9互換Marvell製88F5182 400MHz

DDR2 128MB

3.5型/2.5型SATA HDD用×1 

256KBフラッシュメモリ（NOR型）

256MBフラッシュメモリ（NAND型）

UART（console）x1、GPIO x2I2C x1、JTAG（ARM20pin）x1

PCI-ExpressX1 x1（ボード取付スロット空間はなし）
SerialATA x2（うち1個はドライブベイ用）

USB TypeA x2
RJ-45 x1（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応）

外部インターフェース

内部スルーホール

内部インターフェース

No.

法令要求による

長期保管

・電子ファイル預かり

・電子メールアーカイブ

・各種ログ保管

・生データ保管

具体例適用分野

コンテンツ

メディアアーカイブ

セキュリティ強化・

PC利用環境変革

No.

1

2

3

4 ・動画、音楽、文庫、マンガ、オンラインコンテンツ販売等

・放送コンテンツ、音楽コンテンツのアーカイブ

・指定文化財 （絵画、彫刻、工芸品、遺跡、書跡・典籍等）情報等のアーカイブ

・共有Workspace (モバイル対応含む)

・知財共有Workspace(特許情報、設計図面、工事写真等)

・ドキュメントセキュリティー (複写機、OCR連動)

・電子カルテ、医用画像ファイリング

・行政情報システム

表２　メタ情報管理の機能一覧

1

2

3

4

No.

メタ情報管理
分散ストレージに導入したファイルシステム構造とユーザ情報のメタ
情報を維持管理する。併せて、分散検索で使用する検索用途の補
助ファイルの転置インデックスファイルの更新も行う。

複数稼働するメタ情報管理サーバ間でメタ情報の更新作業を排他
制御するために、メタ情報と1対1に対応したトークンを交換・管理す
る。デッドロックを回避する仕組みを提供する。

分散検索に使用する転置インデックスファイルの更新を非同期に
行うために、分散ストレージをネットワーク非同期キューに見立てて、
更新処理の情報を管理する。

キーワードによる検索要求を複数の検索サーバ間で分担して処理
することにより、検索時間の短縮と処理効率の改善を図り、処理能
力のスケーラビリティを実現する。

説明機能

分散検索
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トークン管理
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図４　動的メンバーシップ管理の概念
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 図７　組織・ユーザ・グループMUTの関連
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図８　メタ情報管理機能サブシステム連携
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　消失訂正符号によってファイルを符号分割すると、ファイ

ルを単純に分割した場合に比べて、ある程度の冗長性を持っ

てファイルが分割される。この冗長性により、符号分割され

たファイルの断片のいくつかを消失しても、残った断片から

元のファイルを復元することができる。

　分散ストレージでは、ファイルを符号分割するための消失

訂正符号として、BCH（Bose Ray-Chaudhuri Hocquen-

ghem）符号 [２] と、LDPC（Low Density Parity Check）

符号 [３] をベースとした２つの方式を用意している。

3.1.2 データ管理における
　　　サービスレベルと符号化率の関係
　分散ストレージでは、消失訂正符号によりファイルを符号分

割する際には、まずファイルを細かいデータの断片に分割する。

分割したデータの断片は、更に符号化単位データに分割してか

ら、消失訂正符号により符号分割する。

　消失訂正符号によるファイルの符号分割では、符号化単位

データを符号分割した際に得られる符号パケット数 n に対す

る、符号化単位データを単純に分割した際に得られる情報パケット

数 k の割合から、ファイルの符号化率 r (＝k/n)を求める。

　符号化率 r が高ければ、ストレージに対するファイルの保存コス

トを抑えることができる。逆に符号化率 r が低ければ、ファイルの

保存コストは増えるが、ファイルを復元するために必要な最低パ

ケット数が少なくなるため、データの消失に対してより強固になる。

　分散ストレージでは、ユーザが要求するサービスレベルに応

じて、情報パケット数 k と符号パケット数 n を調節することで、

最適な符号化率 r でファイルを符号分割できる。例えば、一定

期間しか保持しない一時的なバックアップデータのようなライ

フタイムの短いデータは、符号化率 r を高く設定してファイル

の保存コストを抑えるといった利用方法が選択できる。

3.2 サーバ管理
  本節では、多数のサーバで構成される分散ストレージ環境の

管理を容易にし、Plug&Play 感覚でサーバの増強を可能とする、

ノードリスト管理、 Gossip によるメッセージ配送、 自動

設定される Bootstrap 処理について説明する。

3.2.1 広域自律分散によるノードリスト管理
　分散ストレージでは、多数のサーバが広域に分散している環

境を想定しているため、システムを構成するすべてのサーバの

状態を一箇所で常に把握することは、高コストであるだけでな

く実現が難しい。本システムでは、各サーバが直接通信可能な

サーバ群をノードリストとして管理し、動的メンバーシップ管

理(図４参照)の方法に基づきサーバ間でノードリストを交換す

る。この機能により、分散ストレージに新たにサーバが追加、

あるいは取り外された場合に、IPアドレスの情報が自律的に

メンテナンスされ、システム全体の整合性が維持される。ここ

でいう自律的とは、管理者がなんら操作することなくマシン自

らが自身の役割と状態を認識し、その機能を提供することを指

している。

閾値以下になれば、分散IFよりノード情報追加→

→ → → →........（繰り返し）
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図６　ファイルシステム上のMFTの位置付
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概要
　我々は、システム性能のスケーラビリティを大幅に向上させ、メンテナンスコストを極力抑えた次世代の分散スト

レージシステムを研究開発している。そのコンセプトは、従来型システムに見られる「アクセス停止前の状態に復旧

するシステム」でななく、「原因によらずアクセスを継続できるシステム(Disaster Survival)」である。如何なる障害

に対してもデータを保護し、安全かつ確実なサービス利用を顧客に提供することを目指している。これを実現する

ために、中央管理機構を完全に排した自律分散型のシステムアーキテクチャを設計の基本とした。本論文では、本

分散ストレージの特徴的な機能の概要と利用イメージについて説明する。
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3. システムの特徴
　本章では、分散ストレージの以下の三つの特徴について説明する。

(１) データ管理

　　　保管データの耐障害性を高めるためのデータの符号化と

　　冗長性を実現する。

(２) サーバ管理

　　　自律的な運用管理とメンテナンス性を向上させる。

(３) メタ情報管理

　　　分散ストレージに論理的なファイルシステムを構築し、

　　検索機能を実装した。

3.1 データ管理
　分散ストレージのデータ管理は、消失訂正符号を利用した

ファイルの符号分割により、保管データの耐障害性を高める。

以下にその概要について説明する。

3.1.1 消失訂正符号によるファイルの符号分割
　消失訂正符号によるファイルの符号分割は、ファイルをいく

つかの細かい断片に分割して保存し、ディスク障害などでいく

つかの断片が消失しても復元することができる技術である。

図３に本技術の概要を示す。

図 1　分散ストレージの利用イメージ

図３　消失訂正符号によるファイルの符号分割

図 ９　排他制御のためのトークン交換とデッドロックの回避

図１０　Tuple Space管理機能による転置インデックスの非同期更新

図１１　分散検索機能におけるサブシステム間の処理の流れ

4. 自律分散の大規模試験

図１２　ノード数と平均最短パス長(理論及び実測値) 

　分散ストレージは、広域なネットワーク環境で大量のサー

バで構成されるシステムを想定しているため、システムを維

持していく上でメンテナンスコストを大幅に削減することは

重要な課題である。このために本システムを自律分散型の

設計思想で実現するために採用した新しい試みである、動的

メンバーシップ管理の妥当性に関する大規模試験の評価結果

について報告する。

4.1 大規模試験
　本試験は、第３.２節で述べた動的メンバーシップ管理機能

の妥当性を検証することを目的としている。試験の実施方法

の概要は、以下のとおりである。各ノードで動的に構成変更

されるノードリストのスナップショットを定期的に記録し、

ノード間のパス長が収束するか否かを確認するとともに、試験

終了後の状態と理論値を比較する。

4.1.1 ノード間のランダム有向グラフの
　　　平均最短パスへの収束特性
　分散ストレージを構成するノード全体にメッセージを配送

するために必要な到達距離を表す平均最短パス長の収束状況

を以下の項目から調査し、試験終了時の最短パス長と理論値

とを比較する。試験環境には、独立行政法人情報通信研究機

構 北陸リサーチセンター [５] の設備を利用する。

(１) 最短パス長(あるノード i からノードjまでを辿る最少エッジ

　　数の経路)の時間変化

(２) コネクティビティ(最短パス長の最小値が0より大きければ 

　　コネクティビティ有り)

(３)  in-degree(ノードに入ってくるエッジ数)

(４) in-degree分布の初期状態及び in-degree分布の試験終了

　　時の状態

　試験結果(図１２参照)は以下のとおりである。ノード次数

（システムが制約する最小ノードリスト数）が上がるにつれ

てノード間のコネクティビティは改善し、次数7で極めて高い

確率ですべてのノード間にパスが存在する。実測値が理論値

に近い値を取っており、次数が高いほど実測値と理論値の差

が縮まる傾向がある。以上の結果から、自律的なノードリスト

管理に採用している手法の理論的な妥当性が、実験的に裏付

けられたと評価している。

5. 小型/省電力ストレージに向けて
　コンピュータリソースの消費電力を抑えることは、コスト

面のみならずCO2削減という環境負荷への配慮から、今後積

極的な対応が求められる社会的な要件である。

　本章では環境負荷の低減に寄与するため、デスクトップPC、

サーバPC等で動作しているデータストレージの機能を低コスト、

低消費電力な装置（我々はこれをエコストレージと呼ぶ。）

上に移植した事例を報告する。

5.1 現状の消費電力と小型/省電力の取組み
　２００７年９月現在構築している広域テストベッドのハード

ウェア構成は、拠点あたりサーバ１０台、スイッチ１台、ルー

タ1台の構成で、消費電力は最大１,１２２W（実績は６００W程度）

である。同様の構成が5拠点に存在し、全体で最大５,６１０W（実

績は３,０００W程度）を消費している。これをストレージ容量

で換算にすると５６１～３００W/TBになる。

　現在、消費電力の削減に向けた根本的な取組みとして、低

消費電力のCPUを採用した省スペースの新型ストレージノード

を開発中である。我々はこれをエコストレージという考え方

で捉え、２０W /TB程度を目標に取り組んでいる。

　この新型ストレージノードを導入することで、1ラックを使

い切る積載をラック標準電力の範囲内でカバーし、空間使用

効率、コスト面、さらには劇的な低消費電力化により環境負

荷の大幅な改善に寄与することができ、データセンタ事業者

ならびにストレージサービスの利用者の双方にとって大きな

メリットが生じると期待している。

5.2 エコストレージの試作ハードウェア選定
　分散ストレージノードには分割、符号化されたファイル群

が保存されるため、大容量の記憶媒体が必要となってくる。

これらのファイル I/O(書き込み、読み込み、削除)が主な機能

となるため、高い処理能力(クロック数の大きいCPU)は必要

なく、それは消費電力、発熱量の低下につながる。また、他

のストレージノードとノードリストを用いて Gossip 連携を

行うため、ネットワークインターフェースが必要となってくる。

これらの要件を満たすものが市場に存在するか調査した結果、

以下の表３のハードウェアを試作エコストレージ用に選定した。

6. 適用分野
6.1 分散ストレージの特徴を生かした適用分野
　分散ストレージの特徴を生かした適用分野を考える場合、

以下のような特性を持ったアプリケーションへの適用が有効

である。

　　● 更新頻度が少ない大容量のデータを管理対象としている。

　　● データのセキュリティを確保することが重要である。

　　● インターネット環境・モバイル環境からもアクセスする　

　　必要がある。

　以上のような特性を持った適用分野を表４に示す。

表４　分散ストレージの適用分野

図１４　文書・図面管理システム

　本稿では、以下のような技術的な特徴を持つ自律分散型の

ストレージ管理システム[eS]３ Secure File Systemを紹介

した。

(１) データ管理機能

　　　分散した複数のストレージに電子データを細分化・暗号

　　化し、冗長化して管理するため、クラックされても電子

　　データを復元できない。その一方で、一部のストレージ

　　が故障しても復元できる。

(２) サーバ管理機能

　　　Plug&Play 感覚でサーバを容易に増強できる。

(３) メタ情報管理機能

　　　メタ情報に基づき、暗号化されたデータを検索できる。

　現在、試験的な利用環境を構築し、評価を行っている。

本システムを採用することで、ストレージサービス提供者には、

ハードウェアコストとメンテナンスコストを大幅に低減しつ

つも堅牢なシステム運用が可能になり、ユーザにとって安価

で安全なサービスを利用する機会が得られると期待している。

　今後は、本プラットフォームの特徴を生かして、顧客シス

テムと連携するアプリケーション開発を行い、ビジネス展開

していくことを検討している。なお、本論文は、三菱電機情

報システム・ユーザ研究会平成１９年度「シンポジウム」投稿

論文を元に作成した。
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6.2.3 ディザスタリカバリ
　アクセスの良い都市部のデータセンタはお客さまのアプリ

ケーションサーバを収容し、郊外のデータセンタにはお客さま

のデータ管理するサーバを収容する(図１５参照)。このように

ロケーションに応じてデータセンタの役割を分担することで、

災害対策を考慮した安全なプラットフォームを提供し、かつ

データセンタ全体の稼働率を向上させることができる。

6.2.2 文書・図面管理システム
  既存の文書・図面管理システムとデータ分散ネットワークを

接続することで、重要文書や重要図面の災害対策と情報漏えい

対策とし、かつバックアップなどの管理業務を削減することが

できる(図１４参照)。

  システムの構築方法はいろいろなバリエーションが考えられ、

地理的に分散した拠点同士がデータ分散ネットワークを介し

データを共有することも可能である。また、ファイルは暗号化

された上で通信されるので、インターネット経由のセキュアな

アクセスも可能である。

6.2 想定される適用例
6.2.1 社内データの共有
  想定される適用例の一つは、社内の各種ファイルを共有する

目的で利用することができる(図１３参照)。

　既存のファイルサーバにデータ分散ネットワークの仮想ドラ

イブをマウントすることで、利用者からは通常の共有フォルダ

に見え、社内ネットワークに接続したPCからファイルアクセ

スすることができる。

また、以下の特徴を有する。

(1)  カスタマイズ可能な組み込みLinuxBOX

　　　工場出荷時の状態でフラッシュメモリ（標準ファー

　　ムウェア）上で起動するsambaの機能により、NAS

　  （Network Attached Storage）として使用できる。

　　　Linuxディストリビューション（RedHat、Fedora等）

　　の環境を独自に構築することが可能であり、これによって、

　　Linuxマシンとして動作させることができる。

　　　よってWebサーバ、Mediaサーバ等、いろいろな用途

　　に使用することができる。

(2) 省スペース

　　　６０（W）× １６３.３（H）× ２１５.５（D）mm

(3) 低消費電力

　　　　　消費電力は約１７ Wである。

5.3 分散ストレージノードの移植
　KURO-BOX/PRO購入時の標準ファームウェアでは汎用性

が低く、分散ストレージノードが移植できない可能性があるた

め、動作環境としてDebian GNU/Linux ４.０（Linuxディス

トリビューション）の環境を構築した。分散ストレージノード

はKURO-BOX/PRO（CPU:ARM）上で動作するので、

ARMアーキテクチャに対応したバイナリコード（実行モジュール）

を作成する環境（gcc）をCygwin [7] を利用することで

Windows上に簡易Linux環境を構築し、実行環境よりも高ス

ペックなクロスコンパイルによる開発環境を用意して開発効率

の向上を図った。

　以上の作業により、分散ストレージノードをKURO-

BOX/PRO（Debian）に移植することができた。

3.3.2 コンテンツの分散検索
　分散ストレージに保存されているコンテンツの中から目的の

ファイルを探索するための手段として、当該コンテンツのアク

セス権限を有するユーザ IDと、キーワードを組み合わせた検索

機能を提供している。検索機能の実現方針は次のとおりである。

(１) 複数の検索条件をAND、ORの論理演算を組み合わせて記

　　述することができる。

(２)コンテンツ内のキーワードの出現頻度を考慮したランキン

　　グ計算を行う。

(３) クライアントからの検索処理要求は、どの分散検索サーバ

　　も対等の立場で受け付け、中央管理の立場になる検索サー

　　バは存在しない。

(４) 検索処理能力は、分散検索サーバを増設するだけでスケー

　　ラブルに増強できる。

(５) 複数稼動する分散検索サーバの一部が停止した状態にある

　　場合、多少の性能低下が予想されても稼動しているサーバ

群で検索処理を実現する。

　分散検索機能では、検索式を一旦「検索項目＝値」という単

一検索式に分解して、これら分解された単一検索式の単位で、

リモートの分散検索サーバ群に処理の受け入れを打診して許可

された場合に、単一検索式の検索処理要求を投げる仕組みで

ある。

　検索要求を受け付けるリモートの分散検索サーバを選択する

仕組みは、自律分散を実現する基盤となる動的メンバーシップ

管理から提供されるノードリストを参照して、サーバの IPア

ドレスを決定している。このノードリストに記載された宛先ア

ドレスに、検索要求をGossipのメッセージに載せて、分散検

索サーバのネットワーク全体にUDP通信で配送されている。

　検索項目の値を指定するだけでなく、「＊」を用いた前方

一致検索も可能である。その場合、分散検索処理を再帰的に呼

び出し、負荷分散することで処理速度を上げている(図１１参照)。

(２) 転置インデックスファイルの非同期更新

　　　検索時に使用する転置インデックスファイルの更新処

　　理を負荷と処理時間の観点から効率的に行うために、

　　LindaのTuple Space[４]の概念を応用した処理モデルで

　　MUT、MFTのメタ情報ファイルの操作とは別のタイミン

　　グで更新処理を行っている(図１０参照)。

3.3.1 ファイルシステムの導入
　分散ストレージにファイルシステムを導入する。一般的な

ディレクトリやファイル、アクセス権限の情報は、MFTファ

イル(第３.３節参照)として管理する。MFTファイルは、ディ

レクトリ及びファイルそれぞれに対して一つのMFTファイル

が対応する。

(１) メタ情報ファイル操作の排他制御とデッドロックの回避

　　　通常、複数のメタ情報管理サーバが協調して稼動してい

　　るので、メタ情報ファイルの操作で競合しないように、

　　排他制御する必要がある。トークンを用いてデッドロック

　　を回避する方法を図９に示す。

3.2.3 Plug&Playによる
　　　Bootstrap時の自動設定
　新しいサーバが分散ストレージに接続された時、保守担当者

が介入することなく、システム自らが外部から情報を受け取り、

自身の環境を設定することで、能動的にサーバがシステムに参

加する。このようなPlug&Play方式は、保守性の向上に貢献

している。

　Plug&Playを実現する上での技術課題の一つは、効率的に

ノードリストを初期化することである。ノードリストを初期化

する際には、新しく参加したサーバを近接サーバに伝える必要

があるが、分散ストレージではノード間でP２P的にメッセー

ジ交換するのではなく、I/Fサーバを補助的に利用する。具体

的には、ノードは自身の参加を I/Fサーバに通知し、併せて I/F 

サーバが保持するノードリストを取得することで初期化を完了

する。これによりノードの最新状態は、I/F サーバを通してネット

ワーク全体にアナウンスされる。

3.3 メタ情報管理
　分散ストレージで管理しているファイルは、符号化し、暗号

化して保存しているため、データ管理の枠組みを崩さずにディ

レクトリの導入や全文検索等のコンテンツの内容を解釈して検

索することが難しい。このような課題を解決する目的で、メタ

情報管理の機能を導入する。メタ情報管理では、ファイルシス

テムの導入に際して、メタ情報と呼ぶファイル/ディレクトリ

の属性情報（ブロック数、アクセス権限、作成日付、サイズ、

キーワードなど）をコンテンツ毎に管理する機能を主な機能と

して提供する。

　メタ情報は通常のファイルと同様にデータ管理され、以下の

ような３種類の管理ファイルを使用する。

(１) コンテンツの属性情報を扱うMFTファイル(Master File 

　　 Table)(図６参照)

(２) ユーザ情報を扱うMUTファイル(Master User Table)

　　 (図７参照)

(３) 検索処理で使用する各種転置インデックスファイル

　メタ情報管理は、表２に示す機能の連携(図８参照)により実

現している。

3.2.2 Gossipによるメッセージ配送の仕組み
　分散ストレージでは、Gossipアルゴリズムを用いてメッセージ

をブロードキャストする。Gossipアルゴリズムとは、噂の伝

播をモデル化した方式である。メッセージに通し番号を付け、

初めて受け取ったメッセージは、受信者が処理し、かつノード

リストに記載された宛先リストに転送するが、二回目以降に受

け取った同一のメッセージは、処理せずに破棄するというシン

プルな仕組みである。

　分散ストレージでは、複数サーバ間で協調処理を行う場合、

Gossip配送方式(図５参照)に基づくメッセージ交換をしている。

表１　分散ストレージが提供する主な機能の一覧

2.1 設計方針
　設計では、従来の発想『アクセス停止前の状態に復旧する

システム (Disaster Recovery)』を新しい発想『原因によらず

アクセスを継続できるシステム(Disaster Survival)』に転換

することを基本方針とした。

2.2 機能の全体構成
　第２.１節で述べた設計方針を踏まえて、以下のような考え

に基づきソフトウェアアーキテクチャを設計する。

(１) 自律分散

　　　従来のマスタ/スレーブ、マスタ/マスタ型の複数の役割

　　を対象とした冗長設計を排除し、サーバが対等で同一の役

　　割を果たす自律分散型とする。

(２) スケーラブル

　　　蓄積（ディスク）部と処理（計算）部の明確な切り分け

　　により、ディスク容量や処理量の変化への追随が容易に

　　なる。

(３) ステートレス

　　　管理情報を含めて全てのデータは一元的に保持せず、

　　データが必要な時に都度復元する。

　分散ストレージが提供する主な機能を表１、機能間の連携を

図２に示す。

　コンピュータを含め様々な情報機器がネットワークで接続

される現在、文書や動画等のコンテンツ情報に加え、各機器

が出力する大量のログ情報等、管理対象データは増加する

一方である。そのため、現状のテラバイト級 (１０１２バイト) を

超えるペタバイト級 (１０１５バイト) の大量データを、その秘匿

性を保証しつつ低コストで管理することができるプラット

フォームの実現が重要になってきている。

　そこで我々は、次世代ストレージの技術要件として、１）ディ

スク使用量や利用者数が増加した場合にハードウェアを追加

するだけで容易に拡張可能であること、２）メンテナンスコ

ストを大幅に削減するため、故障を前提とした安価なサーバ

を採用し、運用管理者の手を煩わすことなく安定稼動できる

こと、以上の二つを掲げている。これらを解決するために、

一般的な分散システムで存在する中央管理機構を完全に排した、

自律分散型のシステムアーキテクチャを設計の基本方針とした。

この設計方針に基づき、宇宙通信株式会社様からの委託を受け

て、以下のような特徴を持つ[eS]3 Secure File Systemと

呼ぶシステムを開発している。

(１) データ管理機能

　　　分散した複数のストレージに電子データを細分化・暗号

　　化し、かつ冗長化して管理する。これにより、クラックさ

　　れても電子データを復元できない。その一方で、一部のス

　　トレージが故障しても電子データを復元できる。

(２) サーバ管理機能

　　　Plug&Play感覚でサーバを容易に増強できる。

(３) メタ情報管理機能

　　　メタ情報に基づき、暗号化されたデータを検索できる。

　本稿では、本システムの概要を紹介するとともに、特に本シ

ステムの特徴を生かした重要文書の共有やディザスタリカバリ

等での利用方法について提案する。

2. システム概要

　我々が開発している分散ストレージは、広域ネットワークに

分散したストレージノードを束ねて一つの巨大なネットワーク

ストレージを構築し、利用者のパソコン（PC）から利用できる

ようにするための仕組みである。データの暗号化やユーザ認証

などによりセキュリティを保証し、障害時でもデータを失うこ

となく、継続してサービスを利用することができる（図１参照）。

No.

1

2

3

4

5

6

データ管理

サーバ管理

メタ情報管理

ユーザ管理

認証

暗号

機能 説明

保管データの耐障害性を高めるためのデータの符号化と冗長性を実現するために、消失訂正符合を利用したファイル
の符合分割を行う。

中央管理機構を排した本システムにおいて、分散ストレージの通信相手となるノードリストを自律的にメンテナンスし、
Gossip方式のメッセージ交換とBootstrap時の初期設定の自動化を行う。

分散ストレージにディレクトリやファイル、アクセス権限など付加したファイルシステムの構造を導入するためにメタ情報
を維持管理し、併せて、キーワードによる分散検索機能を提供する。

Windows ActiveDirectoryならびにKerberosと連携して分散するストレージを利用するユーザー情報をメンテナンス
するためのクライアントツールを提供する。

Windows ActiveDirectoryならびにKerberosと連携して、シングルサインオン認証で分散ストレージを利用可能
にする。

Voltage社のIBE（Indentity-Based Encryption）方式の公開鍵暗号［1］を採用して、AESによるコンテンツの暗号・
復号を行う。

表３　試作版エコストレージ（KURO-BOX/PRO[6]）の仕様一覧

1

2

3

4

5

6

7

8

製品型名

CPU

メモリ

ドライブベイ

BootROM

System領域+Data領域

（ピンヘッダ用）

KURO-BOX/PRO

ARM9互換Marvell製88F5182 400MHz

DDR2 128MB

3.5型/2.5型SATA HDD用×1 

256KBフラッシュメモリ（NOR型）

256MBフラッシュメモリ（NAND型）

UART（console）x1、GPIO x2I2C x1、JTAG（ARM20pin）x1

PCI-ExpressX1 x1（ボード取付スロット空間はなし）
SerialATA x2（うち1個はドライブベイ用）

USB TypeA x2
RJ-45 x1（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応）

外部インターフェース

内部スルーホール

内部インターフェース

No.

法令要求による

長期保管

・電子ファイル預かり

・電子メールアーカイブ

・各種ログ保管

・生データ保管

具体例適用分野

コンテンツ

メディアアーカイブ

セキュリティ強化・

PC利用環境変革

No.

1

2

3

4 ・動画、音楽、文庫、マンガ、オンラインコンテンツ販売等

・放送コンテンツ、音楽コンテンツのアーカイブ

・指定文化財 （絵画、彫刻、工芸品、遺跡、書跡・典籍等）情報等のアーカイブ

・共有Workspace (モバイル対応含む)

・知財共有Workspace(特許情報、設計図面、工事写真等)

・ドキュメントセキュリティー (複写機、OCR連動)

・電子カルテ、医用画像ファイリング

・行政情報システム

表２　メタ情報管理の機能一覧

1

2

3

4

No.

メタ情報管理
分散ストレージに導入したファイルシステム構造とユーザ情報のメタ
情報を維持管理する。併せて、分散検索で使用する検索用途の補
助ファイルの転置インデックスファイルの更新も行う。

複数稼働するメタ情報管理サーバ間でメタ情報の更新作業を排他
制御するために、メタ情報と1対1に対応したトークンを交換・管理す
る。デッドロックを回避する仕組みを提供する。

分散検索に使用する転置インデックスファイルの更新を非同期に
行うために、分散ストレージをネットワーク非同期キューに見立てて、
更新処理の情報を管理する。

キーワードによる検索要求を複数の検索サーバ間で分担して処理
することにより、検索時間の短縮と処理効率の改善を図り、処理能
力のスケーラビリティを実現する。

説明機能

分散検索

TS（Tuple 

Space）管理

トークン管理

消失訂正符号による
ファイルの符合分割 ファイルの復号

消失

この断片の単位でストレージに保存

いくつかの断片が
消失しても一定数
以上の断片が集まれば
復号可能

図４　動的メンバーシップ管理の概念

ブートストラップ：分散IFによりノード情報取得→

ノードリスト交換によりエッジの刈り込み（保有ノードが減少）→

どの分散IFを選択するかはDNSを使用
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図５　Gossipによるメッセージ配送の流れ
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 図７　組織・ユーザ・グループMUTの関連
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図８　メタ情報管理機能サブシステム連携
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図１５ データセンタ稼働率の向上
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図２　分散ストレージ機能連携
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　消失訂正符号によってファイルを符号分割すると、ファイ

ルを単純に分割した場合に比べて、ある程度の冗長性を持っ

てファイルが分割される。この冗長性により、符号分割され

たファイルの断片のいくつかを消失しても、残った断片から

元のファイルを復元することができる。

　分散ストレージでは、ファイルを符号分割するための消失

訂正符号として、BCH（Bose Ray-Chaudhuri Hocquen-

ghem）符号 [２] と、LDPC（Low Density Parity Check）

符号 [３] をベースとした２つの方式を用意している。

3.1.2 データ管理における
　　　サービスレベルと符号化率の関係
　分散ストレージでは、消失訂正符号によりファイルを符号分

割する際には、まずファイルを細かいデータの断片に分割する。

分割したデータの断片は、更に符号化単位データに分割してか

ら、消失訂正符号により符号分割する。

　消失訂正符号によるファイルの符号分割では、符号化単位

データを符号分割した際に得られる符号パケット数 n に対す

る、符号化単位データを単純に分割した際に得られる情報パケット

数 k の割合から、ファイルの符号化率 r (＝k/n)を求める。

　符号化率 r が高ければ、ストレージに対するファイルの保存コス

トを抑えることができる。逆に符号化率 r が低ければ、ファイルの

保存コストは増えるが、ファイルを復元するために必要な最低パ

ケット数が少なくなるため、データの消失に対してより強固になる。

　分散ストレージでは、ユーザが要求するサービスレベルに応

じて、情報パケット数 k と符号パケット数 n を調節することで、

最適な符号化率 r でファイルを符号分割できる。例えば、一定

期間しか保持しない一時的なバックアップデータのようなライ

フタイムの短いデータは、符号化率 r を高く設定してファイル

の保存コストを抑えるといった利用方法が選択できる。

3.2 サーバ管理
  本節では、多数のサーバで構成される分散ストレージ環境の

管理を容易にし、Plug&Play 感覚でサーバの増強を可能とする、

ノードリスト管理、 Gossip によるメッセージ配送、 自動

設定される Bootstrap 処理について説明する。

3.2.1 広域自律分散によるノードリスト管理
　分散ストレージでは、多数のサーバが広域に分散している環

境を想定しているため、システムを構成するすべてのサーバの

状態を一箇所で常に把握することは、高コストであるだけでな

く実現が難しい。本システムでは、各サーバが直接通信可能な

サーバ群をノードリストとして管理し、動的メンバーシップ管

理(図４参照)の方法に基づきサーバ間でノードリストを交換す

る。この機能により、分散ストレージに新たにサーバが追加、

あるいは取り外された場合に、IPアドレスの情報が自律的に

メンテナンスされ、システム全体の整合性が維持される。ここ

でいう自律的とは、管理者がなんら操作することなくマシン自

らが自身の役割と状態を認識し、その機能を提供することを指

している。

閾値以下になれば、分散IFよりノード情報追加→

→ → → →........（繰り返し）
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図６　ファイルシステム上のMFTの位置付
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概要
　我々は、システム性能のスケーラビリティを大幅に向上させ、メンテナンスコストを極力抑えた次世代の分散スト

レージシステムを研究開発している。そのコンセプトは、従来型システムに見られる「アクセス停止前の状態に復旧

するシステム」でななく、「原因によらずアクセスを継続できるシステム(Disaster Survival)」である。如何なる障害

に対してもデータを保護し、安全かつ確実なサービス利用を顧客に提供することを目指している。これを実現する

ために、中央管理機構を完全に排した自律分散型のシステムアーキテクチャを設計の基本とした。本論文では、本

分散ストレージの特徴的な機能の概要と利用イメージについて説明する。
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3. システムの特徴
　本章では、分散ストレージの以下の三つの特徴について説明する。

(１) データ管理

　　　保管データの耐障害性を高めるためのデータの符号化と

　　冗長性を実現する。

(２) サーバ管理

　　　自律的な運用管理とメンテナンス性を向上させる。

(３) メタ情報管理

　　　分散ストレージに論理的なファイルシステムを構築し、

　　検索機能を実装した。

3.1 データ管理
　分散ストレージのデータ管理は、消失訂正符号を利用した

ファイルの符号分割により、保管データの耐障害性を高める。

以下にその概要について説明する。

3.1.1 消失訂正符号によるファイルの符号分割
　消失訂正符号によるファイルの符号分割は、ファイルをいく

つかの細かい断片に分割して保存し、ディスク障害などでいく

つかの断片が消失しても復元することができる技術である。

図３に本技術の概要を示す。

図 1　分散ストレージの利用イメージ

図３　消失訂正符号によるファイルの符号分割

図 ９　排他制御のためのトークン交換とデッドロックの回避

図１０　Tuple Space管理機能による転置インデックスの非同期更新

図１１　分散検索機能におけるサブシステム間の処理の流れ

4. 自律分散の大規模試験

図１２　ノード数と平均最短パス長(理論及び実測値) 

　分散ストレージは、広域なネットワーク環境で大量のサー

バで構成されるシステムを想定しているため、システムを維

持していく上でメンテナンスコストを大幅に削減することは

重要な課題である。このために本システムを自律分散型の

設計思想で実現するために採用した新しい試みである、動的

メンバーシップ管理の妥当性に関する大規模試験の評価結果

について報告する。

4.1 大規模試験
　本試験は、第３.２節で述べた動的メンバーシップ管理機能

の妥当性を検証することを目的としている。試験の実施方法

の概要は、以下のとおりである。各ノードで動的に構成変更

されるノードリストのスナップショットを定期的に記録し、

ノード間のパス長が収束するか否かを確認するとともに、試験

終了後の状態と理論値を比較する。

4.1.1 ノード間のランダム有向グラフの
　　　平均最短パスへの収束特性
　分散ストレージを構成するノード全体にメッセージを配送

するために必要な到達距離を表す平均最短パス長の収束状況

を以下の項目から調査し、試験終了時の最短パス長と理論値

とを比較する。試験環境には、独立行政法人情報通信研究機

構 北陸リサーチセンター [５] の設備を利用する。

(１) 最短パス長(あるノード i からノードjまでを辿る最少エッジ

　　数の経路)の時間変化

(２) コネクティビティ(最短パス長の最小値が0より大きければ 

　　コネクティビティ有り)

(３)  in-degree(ノードに入ってくるエッジ数)

(４) in-degree分布の初期状態及び in-degree分布の試験終了

　　時の状態

　試験結果(図１２参照)は以下のとおりである。ノード次数

（システムが制約する最小ノードリスト数）が上がるにつれ

てノード間のコネクティビティは改善し、次数7で極めて高い

確率ですべてのノード間にパスが存在する。実測値が理論値

に近い値を取っており、次数が高いほど実測値と理論値の差

が縮まる傾向がある。以上の結果から、自律的なノードリスト

管理に採用している手法の理論的な妥当性が、実験的に裏付

けられたと評価している。

5. 小型/省電力ストレージに向けて
　コンピュータリソースの消費電力を抑えることは、コスト

面のみならずCO2削減という環境負荷への配慮から、今後積

極的な対応が求められる社会的な要件である。

　本章では環境負荷の低減に寄与するため、デスクトップPC、

サーバPC等で動作しているデータストレージの機能を低コスト、

低消費電力な装置（我々はこれをエコストレージと呼ぶ。）

上に移植した事例を報告する。

5.1 現状の消費電力と小型/省電力の取組み
　２００７年９月現在構築している広域テストベッドのハード

ウェア構成は、拠点あたりサーバ１０台、スイッチ１台、ルー

タ1台の構成で、消費電力は最大１,１２２W（実績は６００W程度）

である。同様の構成が5拠点に存在し、全体で最大５,６１０W（実

績は３,０００W程度）を消費している。これをストレージ容量

で換算にすると５６１～３００W/TBになる。

　現在、消費電力の削減に向けた根本的な取組みとして、低

消費電力のCPUを採用した省スペースの新型ストレージノード

を開発中である。我々はこれをエコストレージという考え方

で捉え、２０W /TB程度を目標に取り組んでいる。

　この新型ストレージノードを導入することで、1ラックを使

い切る積載をラック標準電力の範囲内でカバーし、空間使用

効率、コスト面、さらには劇的な低消費電力化により環境負

荷の大幅な改善に寄与することができ、データセンタ事業者

ならびにストレージサービスの利用者の双方にとって大きな

メリットが生じると期待している。

5.2 エコストレージの試作ハードウェア選定
　分散ストレージノードには分割、符号化されたファイル群

が保存されるため、大容量の記憶媒体が必要となってくる。

これらのファイル I/O(書き込み、読み込み、削除)が主な機能

となるため、高い処理能力(クロック数の大きいCPU)は必要

なく、それは消費電力、発熱量の低下につながる。また、他

のストレージノードとノードリストを用いて Gossip 連携を

行うため、ネットワークインターフェースが必要となってくる。

これらの要件を満たすものが市場に存在するか調査した結果、

以下の表３のハードウェアを試作エコストレージ用に選定した。

6. 適用分野
6.1 分散ストレージの特徴を生かした適用分野
　分散ストレージの特徴を生かした適用分野を考える場合、

以下のような特性を持ったアプリケーションへの適用が有効

である。

　　● 更新頻度が少ない大容量のデータを管理対象としている。

　　● データのセキュリティを確保することが重要である。

　　● インターネット環境・モバイル環境からもアクセスする　

　　必要がある。

　以上のような特性を持った適用分野を表４に示す。

表４　分散ストレージの適用分野

図１４　文書・図面管理システム

　本稿では、以下のような技術的な特徴を持つ自律分散型の

ストレージ管理システム[eS]３ Secure File Systemを紹介

した。

(１) データ管理機能

　　　分散した複数のストレージに電子データを細分化・暗号

　　化し、冗長化して管理するため、クラックされても電子

　　データを復元できない。その一方で、一部のストレージ

　　が故障しても復元できる。

(２) サーバ管理機能

　　　Plug&Play 感覚でサーバを容易に増強できる。

(３) メタ情報管理機能

　　　メタ情報に基づき、暗号化されたデータを検索できる。

　現在、試験的な利用環境を構築し、評価を行っている。

本システムを採用することで、ストレージサービス提供者には、

ハードウェアコストとメンテナンスコストを大幅に低減しつ

つも堅牢なシステム運用が可能になり、ユーザにとって安価

で安全なサービスを利用する機会が得られると期待している。

　今後は、本プラットフォームの特徴を生かして、顧客シス

テムと連携するアプリケーション開発を行い、ビジネス展開

していくことを検討している。なお、本論文は、三菱電機情

報システム・ユーザ研究会平成１９年度「シンポジウム」投稿

論文を元に作成した。
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6.2.3 ディザスタリカバリ
　アクセスの良い都市部のデータセンタはお客さまのアプリ

ケーションサーバを収容し、郊外のデータセンタにはお客さま

のデータ管理するサーバを収容する(図１５参照)。このように

ロケーションに応じてデータセンタの役割を分担することで、

災害対策を考慮した安全なプラットフォームを提供し、かつ

データセンタ全体の稼働率を向上させることができる。

6.2.2 文書・図面管理システム
  既存の文書・図面管理システムとデータ分散ネットワークを

接続することで、重要文書や重要図面の災害対策と情報漏えい

対策とし、かつバックアップなどの管理業務を削減することが

できる(図１４参照)。

  システムの構築方法はいろいろなバリエーションが考えられ、

地理的に分散した拠点同士がデータ分散ネットワークを介し

データを共有することも可能である。また、ファイルは暗号化

された上で通信されるので、インターネット経由のセキュアな

アクセスも可能である。

6.2 想定される適用例
6.2.1 社内データの共有
  想定される適用例の一つは、社内の各種ファイルを共有する

目的で利用することができる(図１３参照)。

　既存のファイルサーバにデータ分散ネットワークの仮想ドラ

イブをマウントすることで、利用者からは通常の共有フォルダ

に見え、社内ネットワークに接続したPCからファイルアクセ

スすることができる。

また、以下の特徴を有する。

(1)  カスタマイズ可能な組み込みLinuxBOX

　　　工場出荷時の状態でフラッシュメモリ（標準ファー

　　ムウェア）上で起動するsambaの機能により、NAS

　  （Network Attached Storage）として使用できる。

　　　Linuxディストリビューション（RedHat、Fedora等）

　　の環境を独自に構築することが可能であり、これによって、

　　Linuxマシンとして動作させることができる。

　　　よってWebサーバ、Mediaサーバ等、いろいろな用途

　　に使用することができる。

(2) 省スペース

　　　６０（W）× １６３.３（H）× ２１５.５（D）mm

(3) 低消費電力

　　　　　消費電力は約１７ Wである。

5.3 分散ストレージノードの移植
　KURO-BOX/PRO購入時の標準ファームウェアでは汎用性

が低く、分散ストレージノードが移植できない可能性があるた

め、動作環境としてDebian GNU/Linux ４.０（Linuxディス

トリビューション）の環境を構築した。分散ストレージノード

はKURO-BOX/PRO（CPU:ARM）上で動作するので、

ARMアーキテクチャに対応したバイナリコード（実行モジュール）

を作成する環境（gcc）をCygwin [7] を利用することで

Windows上に簡易Linux環境を構築し、実行環境よりも高ス

ペックなクロスコンパイルによる開発環境を用意して開発効率

の向上を図った。

　以上の作業により、分散ストレージノードをKURO-

BOX/PRO（Debian）に移植することができた。

3.3.2 コンテンツの分散検索
　分散ストレージに保存されているコンテンツの中から目的の

ファイルを探索するための手段として、当該コンテンツのアク

セス権限を有するユーザ IDと、キーワードを組み合わせた検索

機能を提供している。検索機能の実現方針は次のとおりである。

(１) 複数の検索条件をAND、ORの論理演算を組み合わせて記

　　述することができる。

(２)コンテンツ内のキーワードの出現頻度を考慮したランキン

　　グ計算を行う。

(３) クライアントからの検索処理要求は、どの分散検索サーバ

　　も対等の立場で受け付け、中央管理の立場になる検索サー

　　バは存在しない。

(４) 検索処理能力は、分散検索サーバを増設するだけでスケー

　　ラブルに増強できる。

(５) 複数稼動する分散検索サーバの一部が停止した状態にある

　　場合、多少の性能低下が予想されても稼動しているサーバ

群で検索処理を実現する。

　分散検索機能では、検索式を一旦「検索項目＝値」という単

一検索式に分解して、これら分解された単一検索式の単位で、

リモートの分散検索サーバ群に処理の受け入れを打診して許可

された場合に、単一検索式の検索処理要求を投げる仕組みで

ある。

　検索要求を受け付けるリモートの分散検索サーバを選択する

仕組みは、自律分散を実現する基盤となる動的メンバーシップ

管理から提供されるノードリストを参照して、サーバの IPア

ドレスを決定している。このノードリストに記載された宛先ア

ドレスに、検索要求をGossipのメッセージに載せて、分散検

索サーバのネットワーク全体にUDP通信で配送されている。

　検索項目の値を指定するだけでなく、「＊」を用いた前方

一致検索も可能である。その場合、分散検索処理を再帰的に呼

び出し、負荷分散することで処理速度を上げている(図１１参照)。

(２) 転置インデックスファイルの非同期更新

　　　検索時に使用する転置インデックスファイルの更新処

　　理を負荷と処理時間の観点から効率的に行うために、

　　LindaのTuple Space[４]の概念を応用した処理モデルで

　　MUT、MFTのメタ情報ファイルの操作とは別のタイミン

　　グで更新処理を行っている(図１０参照)。

3.3.1 ファイルシステムの導入
　分散ストレージにファイルシステムを導入する。一般的な

ディレクトリやファイル、アクセス権限の情報は、MFTファ

イル(第３.３節参照)として管理する。MFTファイルは、ディ

レクトリ及びファイルそれぞれに対して一つのMFTファイル

が対応する。

(１) メタ情報ファイル操作の排他制御とデッドロックの回避

　　　通常、複数のメタ情報管理サーバが協調して稼動してい

　　るので、メタ情報ファイルの操作で競合しないように、

　　排他制御する必要がある。トークンを用いてデッドロック

　　を回避する方法を図９に示す。

3.2.3 Plug&Playによる
　　　Bootstrap時の自動設定
　新しいサーバが分散ストレージに接続された時、保守担当者

が介入することなく、システム自らが外部から情報を受け取り、

自身の環境を設定することで、能動的にサーバがシステムに参

加する。このようなPlug&Play方式は、保守性の向上に貢献

している。

　Plug&Playを実現する上での技術課題の一つは、効率的に

ノードリストを初期化することである。ノードリストを初期化

する際には、新しく参加したサーバを近接サーバに伝える必要

があるが、分散ストレージではノード間でP２P的にメッセー

ジ交換するのではなく、I/Fサーバを補助的に利用する。具体

的には、ノードは自身の参加を I/Fサーバに通知し、併せて I/F 

サーバが保持するノードリストを取得することで初期化を完了

する。これによりノードの最新状態は、I/F サーバを通してネット

ワーク全体にアナウンスされる。

3.3 メタ情報管理
　分散ストレージで管理しているファイルは、符号化し、暗号

化して保存しているため、データ管理の枠組みを崩さずにディ

レクトリの導入や全文検索等のコンテンツの内容を解釈して検

索することが難しい。このような課題を解決する目的で、メタ

情報管理の機能を導入する。メタ情報管理では、ファイルシス

テムの導入に際して、メタ情報と呼ぶファイル/ディレクトリ

の属性情報（ブロック数、アクセス権限、作成日付、サイズ、

キーワードなど）をコンテンツ毎に管理する機能を主な機能と

して提供する。

　メタ情報は通常のファイルと同様にデータ管理され、以下の

ような３種類の管理ファイルを使用する。

(１) コンテンツの属性情報を扱うMFTファイル(Master File 

　　 Table)(図６参照)

(２) ユーザ情報を扱うMUTファイル(Master User Table)

　　 (図７参照)

(３) 検索処理で使用する各種転置インデックスファイル

　メタ情報管理は、表２に示す機能の連携(図８参照)により実

現している。

3.2.2 Gossipによるメッセージ配送の仕組み
　分散ストレージでは、Gossipアルゴリズムを用いてメッセージ

をブロードキャストする。Gossipアルゴリズムとは、噂の伝

播をモデル化した方式である。メッセージに通し番号を付け、

初めて受け取ったメッセージは、受信者が処理し、かつノード

リストに記載された宛先リストに転送するが、二回目以降に受

け取った同一のメッセージは、処理せずに破棄するというシン

プルな仕組みである。

　分散ストレージでは、複数サーバ間で協調処理を行う場合、

Gossip配送方式(図５参照)に基づくメッセージ交換をしている。

表１　分散ストレージが提供する主な機能の一覧

2.1 設計方針
　設計では、従来の発想『アクセス停止前の状態に復旧する

システム (Disaster Recovery)』を新しい発想『原因によらず

アクセスを継続できるシステム(Disaster Survival)』に転換

することを基本方針とした。

2.2 機能の全体構成
　第２.１節で述べた設計方針を踏まえて、以下のような考え

に基づきソフトウェアアーキテクチャを設計する。

(１) 自律分散

　　　従来のマスタ/スレーブ、マスタ/マスタ型の複数の役割

　　を対象とした冗長設計を排除し、サーバが対等で同一の役

　　割を果たす自律分散型とする。

(２) スケーラブル

　　　蓄積（ディスク）部と処理（計算）部の明確な切り分け

　　により、ディスク容量や処理量の変化への追随が容易に

　　なる。

(３) ステートレス

　　　管理情報を含めて全てのデータは一元的に保持せず、

　　データが必要な時に都度復元する。

　分散ストレージが提供する主な機能を表１、機能間の連携を

図２に示す。

　コンピュータを含め様々な情報機器がネットワークで接続

される現在、文書や動画等のコンテンツ情報に加え、各機器

が出力する大量のログ情報等、管理対象データは増加する

一方である。そのため、現状のテラバイト級 (１０１２バイト) を

超えるペタバイト級 (１０１５バイト) の大量データを、その秘匿

性を保証しつつ低コストで管理することができるプラット

フォームの実現が重要になってきている。

　そこで我々は、次世代ストレージの技術要件として、１）ディ

スク使用量や利用者数が増加した場合にハードウェアを追加

するだけで容易に拡張可能であること、２）メンテナンスコ

ストを大幅に削減するため、故障を前提とした安価なサーバ

を採用し、運用管理者の手を煩わすことなく安定稼動できる

こと、以上の二つを掲げている。これらを解決するために、

一般的な分散システムで存在する中央管理機構を完全に排した、

自律分散型のシステムアーキテクチャを設計の基本方針とした。

この設計方針に基づき、宇宙通信株式会社様からの委託を受け

て、以下のような特徴を持つ[eS]3 Secure File Systemと

呼ぶシステムを開発している。

(１) データ管理機能

　　　分散した複数のストレージに電子データを細分化・暗号

　　化し、かつ冗長化して管理する。これにより、クラックさ

　　れても電子データを復元できない。その一方で、一部のス

　　トレージが故障しても電子データを復元できる。

(２) サーバ管理機能

　　　Plug&Play感覚でサーバを容易に増強できる。

(３) メタ情報管理機能

　　　メタ情報に基づき、暗号化されたデータを検索できる。

　本稿では、本システムの概要を紹介するとともに、特に本シ

ステムの特徴を生かした重要文書の共有やディザスタリカバリ

等での利用方法について提案する。

2. システム概要

　我々が開発している分散ストレージは、広域ネットワークに

分散したストレージノードを束ねて一つの巨大なネットワーク

ストレージを構築し、利用者のパソコン（PC）から利用できる

ようにするための仕組みである。データの暗号化やユーザ認証

などによりセキュリティを保証し、障害時でもデータを失うこ

となく、継続してサービスを利用することができる（図１参照）。

No.

1

2

3

4

5

6

データ管理

サーバ管理

メタ情報管理

ユーザ管理

認証

暗号

機能 説明

保管データの耐障害性を高めるためのデータの符号化と冗長性を実現するために、消失訂正符合を利用したファイル
の符合分割を行う。

中央管理機構を排した本システムにおいて、分散ストレージの通信相手となるノードリストを自律的にメンテナンスし、
Gossip方式のメッセージ交換とBootstrap時の初期設定の自動化を行う。

分散ストレージにディレクトリやファイル、アクセス権限など付加したファイルシステムの構造を導入するためにメタ情報
を維持管理し、併せて、キーワードによる分散検索機能を提供する。

Windows ActiveDirectoryならびにKerberosと連携して分散するストレージを利用するユーザー情報をメンテナンス
するためのクライアントツールを提供する。

Windows ActiveDirectoryならびにKerberosと連携して、シングルサインオン認証で分散ストレージを利用可能
にする。

Voltage社のIBE（Indentity-Based Encryption）方式の公開鍵暗号［1］を採用して、AESによるコンテンツの暗号・
復号を行う。

表３　試作版エコストレージ（KURO-BOX/PRO[6]）の仕様一覧

1

2

3

4

5

6

7

8

製品型名

CPU

メモリ

ドライブベイ

BootROM

System領域+Data領域

（ピンヘッダ用）

KURO-BOX/PRO

ARM9互換Marvell製88F5182 400MHz

DDR2 128MB

3.5型/2.5型SATA HDD用×1 

256KBフラッシュメモリ（NOR型）

256MBフラッシュメモリ（NAND型）

UART（console）x1、GPIO x2I2C x1、JTAG（ARM20pin）x1

PCI-ExpressX1 x1（ボード取付スロット空間はなし）
SerialATA x2（うち1個はドライブベイ用）

USB TypeA x2
RJ-45 x1（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応）

外部インターフェース

内部スルーホール

内部インターフェース

No.

法令要求による

長期保管

・電子ファイル預かり

・電子メールアーカイブ

・各種ログ保管

・生データ保管

具体例適用分野

コンテンツ

メディアアーカイブ

セキュリティ強化・

PC利用環境変革

No.

1

2

3

4 ・動画、音楽、文庫、マンガ、オンラインコンテンツ販売等

・放送コンテンツ、音楽コンテンツのアーカイブ

・指定文化財 （絵画、彫刻、工芸品、遺跡、書跡・典籍等）情報等のアーカイブ

・共有Workspace (モバイル対応含む)

・知財共有Workspace(特許情報、設計図面、工事写真等)

・ドキュメントセキュリティー (複写機、OCR連動)

・電子カルテ、医用画像ファイリング

・行政情報システム

表２　メタ情報管理の機能一覧

1

2

3

4

No.

メタ情報管理
分散ストレージに導入したファイルシステム構造とユーザ情報のメタ
情報を維持管理する。併せて、分散検索で使用する検索用途の補
助ファイルの転置インデックスファイルの更新も行う。

複数稼働するメタ情報管理サーバ間でメタ情報の更新作業を排他
制御するために、メタ情報と1対1に対応したトークンを交換・管理す
る。デッドロックを回避する仕組みを提供する。

分散検索に使用する転置インデックスファイルの更新を非同期に
行うために、分散ストレージをネットワーク非同期キューに見立てて、
更新処理の情報を管理する。

キーワードによる検索要求を複数の検索サーバ間で分担して処理
することにより、検索時間の短縮と処理効率の改善を図り、処理能
力のスケーラビリティを実現する。

説明機能

分散検索

TS（Tuple 

Space）管理

トークン管理

消失訂正符号による
ファイルの符合分割 ファイルの復号

消失

この断片の単位でストレージに保存

いくつかの断片が
消失しても一定数
以上の断片が集まれば
復号可能

図４　動的メンバーシップ管理の概念
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図５　Gossipによるメッセージ配送の流れ
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 図７　組織・ユーザ・グループMUTの関連
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図８　メタ情報管理機能サブシステム連携
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図１５ データセンタ稼働率の向上
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図２　分散ストレージ機能連携

クライアント

ファイル
システム
ドライバ

クライアント
App

Windows
ActiveDirectory

Kerberos

WebKDC

WebAuth
Appサーバ

IBE Key サーバ

認証

暗号

ユーザ管理

既存分
開発分

管理ネットワーク ストレージネットワーク

メタ情報管理

データ管理

サーバ管理

　消失訂正符号によってファイルを符号分割すると、ファイ

ルを単純に分割した場合に比べて、ある程度の冗長性を持っ

てファイルが分割される。この冗長性により、符号分割され

たファイルの断片のいくつかを消失しても、残った断片から

元のファイルを復元することができる。

　分散ストレージでは、ファイルを符号分割するための消失

訂正符号として、BCH（Bose Ray-Chaudhuri Hocquen-

ghem）符号 [２] と、LDPC（Low Density Parity Check）

符号 [３] をベースとした２つの方式を用意している。

3.1.2 データ管理における
　　　サービスレベルと符号化率の関係
　分散ストレージでは、消失訂正符号によりファイルを符号分

割する際には、まずファイルを細かいデータの断片に分割する。

分割したデータの断片は、更に符号化単位データに分割してか

ら、消失訂正符号により符号分割する。

　消失訂正符号によるファイルの符号分割では、符号化単位

データを符号分割した際に得られる符号パケット数 n に対す

る、符号化単位データを単純に分割した際に得られる情報パケット

数 k の割合から、ファイルの符号化率 r (＝k/n)を求める。

　符号化率 r が高ければ、ストレージに対するファイルの保存コス

トを抑えることができる。逆に符号化率 r が低ければ、ファイルの

保存コストは増えるが、ファイルを復元するために必要な最低パ

ケット数が少なくなるため、データの消失に対してより強固になる。

　分散ストレージでは、ユーザが要求するサービスレベルに応

じて、情報パケット数 k と符号パケット数 n を調節することで、

最適な符号化率 r でファイルを符号分割できる。例えば、一定

期間しか保持しない一時的なバックアップデータのようなライ

フタイムの短いデータは、符号化率 r を高く設定してファイル

の保存コストを抑えるといった利用方法が選択できる。

3.2 サーバ管理
  本節では、多数のサーバで構成される分散ストレージ環境の

管理を容易にし、Plug&Play 感覚でサーバの増強を可能とする、

ノードリスト管理、 Gossip によるメッセージ配送、 自動

設定される Bootstrap 処理について説明する。

3.2.1 広域自律分散によるノードリスト管理
　分散ストレージでは、多数のサーバが広域に分散している環

境を想定しているため、システムを構成するすべてのサーバの

状態を一箇所で常に把握することは、高コストであるだけでな

く実現が難しい。本システムでは、各サーバが直接通信可能な

サーバ群をノードリストとして管理し、動的メンバーシップ管

理(図４参照)の方法に基づきサーバ間でノードリストを交換す

る。この機能により、分散ストレージに新たにサーバが追加、

あるいは取り外された場合に、IPアドレスの情報が自律的に

メンテナンスされ、システム全体の整合性が維持される。ここ

でいう自律的とは、管理者がなんら操作することなくマシン自

らが自身の役割と状態を認識し、その機能を提供することを指

している。

閾値以下になれば、分散IFよりノード情報追加→

→ → → →........（繰り返し）

キャッシュ

永続保管

UFID
（File）

MFT
メタ情報

UFID
（Directory）

MFT
メタ情報

UFID
（File）

MFT
メタ情報

UFID
（Directory）

MFT
メタ情報

UFID
（File）

MFT
メタ情報

UFID
（Directory）

MFT
メタ情報

UFID
（File）

MFT
メタ情報

保存ファイル名
＝UFID＋
　チャンク番号＋
　符合化情報＋
　タイムスランプ

UFID
（Directory）

MFT
メタ情報

図６　ファイルシステム上のMFTの位置付

クライアント I/Fクライアント I/F
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Disaster Survivalを実現した
次世代分散ストレージの開発

Development of Next Generation Distributed Storage Available for Disaster Survival
　 石田　茂　　　    飯田　正樹
ISHIDA  Shigeru　　　 IIDA  Masaki

概要
　我々は、システム性能のスケーラビリティを大幅に向上させ、メンテナンスコストを極力抑えた次世代の分散スト

レージシステムを研究開発している。そのコンセプトは、従来型システムに見られる「アクセス停止前の状態に復旧

するシステム」でななく、「原因によらずアクセスを継続できるシステム(Disaster Survival)」である。如何なる障害

に対してもデータを保護し、安全かつ確実なサービス利用を顧客に提供することを目指している。これを実現する

ために、中央管理機構を完全に排した自律分散型のシステムアーキテクチャを設計の基本とした。本論文では、本

分散ストレージの特徴的な機能の概要と利用イメージについて説明する。

1. はじめに

7. おわりに
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3. システムの特徴
　本章では、分散ストレージの以下の三つの特徴について説明する。

(１) データ管理

　　　保管データの耐障害性を高めるためのデータの符号化と

　　冗長性を実現する。

(２) サーバ管理

　　　自律的な運用管理とメンテナンス性を向上させる。

(３) メタ情報管理

　　　分散ストレージに論理的なファイルシステムを構築し、

　　検索機能を実装した。

3.1 データ管理
　分散ストレージのデータ管理は、消失訂正符号を利用した

ファイルの符号分割により、保管データの耐障害性を高める。

以下にその概要について説明する。

3.1.1 消失訂正符号によるファイルの符号分割
　消失訂正符号によるファイルの符号分割は、ファイルをいく

つかの細かい断片に分割して保存し、ディスク障害などでいく

つかの断片が消失しても復元することができる技術である。

図３に本技術の概要を示す。

図 1　分散ストレージの利用イメージ

図３　消失訂正符号によるファイルの符号分割

図 ９　排他制御のためのトークン交換とデッドロックの回避

図１０　Tuple Space管理機能による転置インデックスの非同期更新

図１１　分散検索機能におけるサブシステム間の処理の流れ

4. 自律分散の大規模試験

図１２　ノード数と平均最短パス長(理論及び実測値) 

　分散ストレージは、広域なネットワーク環境で大量のサー

バで構成されるシステムを想定しているため、システムを維

持していく上でメンテナンスコストを大幅に削減することは

重要な課題である。このために本システムを自律分散型の

設計思想で実現するために採用した新しい試みである、動的

メンバーシップ管理の妥当性に関する大規模試験の評価結果

について報告する。

4.1 大規模試験
　本試験は、第３.２節で述べた動的メンバーシップ管理機能

の妥当性を検証することを目的としている。試験の実施方法

の概要は、以下のとおりである。各ノードで動的に構成変更

されるノードリストのスナップショットを定期的に記録し、

ノード間のパス長が収束するか否かを確認するとともに、試験

終了後の状態と理論値を比較する。

4.1.1 ノード間のランダム有向グラフの
　　　平均最短パスへの収束特性
　分散ストレージを構成するノード全体にメッセージを配送

するために必要な到達距離を表す平均最短パス長の収束状況

を以下の項目から調査し、試験終了時の最短パス長と理論値

とを比較する。試験環境には、独立行政法人情報通信研究機

構 北陸リサーチセンター [５] の設備を利用する。

(１) 最短パス長(あるノード i からノードjまでを辿る最少エッジ

　　数の経路)の時間変化

(２) コネクティビティ(最短パス長の最小値が0より大きければ 

　　コネクティビティ有り)

(３)  in-degree(ノードに入ってくるエッジ数)

(４) in-degree分布の初期状態及び in-degree分布の試験終了

　　時の状態

　試験結果(図１２参照)は以下のとおりである。ノード次数

（システムが制約する最小ノードリスト数）が上がるにつれ

てノード間のコネクティビティは改善し、次数7で極めて高い

確率ですべてのノード間にパスが存在する。実測値が理論値

に近い値を取っており、次数が高いほど実測値と理論値の差

が縮まる傾向がある。以上の結果から、自律的なノードリスト

管理に採用している手法の理論的な妥当性が、実験的に裏付

けられたと評価している。

5. 小型/省電力ストレージに向けて
　コンピュータリソースの消費電力を抑えることは、コスト

面のみならずCO2削減という環境負荷への配慮から、今後積

極的な対応が求められる社会的な要件である。

　本章では環境負荷の低減に寄与するため、デスクトップPC、

サーバPC等で動作しているデータストレージの機能を低コスト、

低消費電力な装置（我々はこれをエコストレージと呼ぶ。）

上に移植した事例を報告する。

5.1 現状の消費電力と小型/省電力の取組み
　２００７年９月現在構築している広域テストベッドのハード

ウェア構成は、拠点あたりサーバ１０台、スイッチ１台、ルー

タ1台の構成で、消費電力は最大１,１２２W（実績は６００W程度）

である。同様の構成が5拠点に存在し、全体で最大５,６１０W（実

績は３,０００W程度）を消費している。これをストレージ容量

で換算にすると５６１～３００W/TBになる。

　現在、消費電力の削減に向けた根本的な取組みとして、低

消費電力のCPUを採用した省スペースの新型ストレージノード

を開発中である。我々はこれをエコストレージという考え方

で捉え、２０W /TB程度を目標に取り組んでいる。

　この新型ストレージノードを導入することで、1ラックを使

い切る積載をラック標準電力の範囲内でカバーし、空間使用

効率、コスト面、さらには劇的な低消費電力化により環境負

荷の大幅な改善に寄与することができ、データセンタ事業者

ならびにストレージサービスの利用者の双方にとって大きな

メリットが生じると期待している。

5.2 エコストレージの試作ハードウェア選定
　分散ストレージノードには分割、符号化されたファイル群

が保存されるため、大容量の記憶媒体が必要となってくる。

これらのファイル I/O(書き込み、読み込み、削除)が主な機能

となるため、高い処理能力(クロック数の大きいCPU)は必要

なく、それは消費電力、発熱量の低下につながる。また、他

のストレージノードとノードリストを用いて Gossip 連携を

行うため、ネットワークインターフェースが必要となってくる。

これらの要件を満たすものが市場に存在するか調査した結果、

以下の表３のハードウェアを試作エコストレージ用に選定した。

6. 適用分野
6.1 分散ストレージの特徴を生かした適用分野
　分散ストレージの特徴を生かした適用分野を考える場合、

以下のような特性を持ったアプリケーションへの適用が有効

である。

　　● 更新頻度が少ない大容量のデータを管理対象としている。

　　● データのセキュリティを確保することが重要である。

　　● インターネット環境・モバイル環境からもアクセスする　

　　必要がある。

　以上のような特性を持った適用分野を表４に示す。

表４　分散ストレージの適用分野

図１４　文書・図面管理システム

　本稿では、以下のような技術的な特徴を持つ自律分散型の

ストレージ管理システム[eS]３ Secure File Systemを紹介

した。

(１) データ管理機能

　　　分散した複数のストレージに電子データを細分化・暗号

　　化し、冗長化して管理するため、クラックされても電子

　　データを復元できない。その一方で、一部のストレージ

　　が故障しても復元できる。

(２) サーバ管理機能

　　　Plug&Play 感覚でサーバを容易に増強できる。

(３) メタ情報管理機能

　　　メタ情報に基づき、暗号化されたデータを検索できる。

　現在、試験的な利用環境を構築し、評価を行っている。

本システムを採用することで、ストレージサービス提供者には、

ハードウェアコストとメンテナンスコストを大幅に低減しつ

つも堅牢なシステム運用が可能になり、ユーザにとって安価

で安全なサービスを利用する機会が得られると期待している。

　今後は、本プラットフォームの特徴を生かして、顧客シス

テムと連携するアプリケーション開発を行い、ビジネス展開

していくことを検討している。なお、本論文は、三菱電機情

報システム・ユーザ研究会平成１９年度「シンポジウム」投稿

論文を元に作成した。
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6.2.3 ディザスタリカバリ
　アクセスの良い都市部のデータセンタはお客さまのアプリ

ケーションサーバを収容し、郊外のデータセンタにはお客さま

のデータ管理するサーバを収容する(図１５参照)。このように

ロケーションに応じてデータセンタの役割を分担することで、

災害対策を考慮した安全なプラットフォームを提供し、かつ

データセンタ全体の稼働率を向上させることができる。

6.2.2 文書・図面管理システム
  既存の文書・図面管理システムとデータ分散ネットワークを

接続することで、重要文書や重要図面の災害対策と情報漏えい

対策とし、かつバックアップなどの管理業務を削減することが

できる(図１４参照)。

  システムの構築方法はいろいろなバリエーションが考えられ、

地理的に分散した拠点同士がデータ分散ネットワークを介し

データを共有することも可能である。また、ファイルは暗号化

された上で通信されるので、インターネット経由のセキュアな

アクセスも可能である。

6.2 想定される適用例
6.2.1 社内データの共有
  想定される適用例の一つは、社内の各種ファイルを共有する

目的で利用することができる(図１３参照)。

　既存のファイルサーバにデータ分散ネットワークの仮想ドラ

イブをマウントすることで、利用者からは通常の共有フォルダ

に見え、社内ネットワークに接続したPCからファイルアクセ

スすることができる。

また、以下の特徴を有する。

(1)  カスタマイズ可能な組み込みLinuxBOX

　　　工場出荷時の状態でフラッシュメモリ（標準ファー

　　ムウェア）上で起動するsambaの機能により、NAS

　  （Network Attached Storage）として使用できる。

　　　Linuxディストリビューション（RedHat、Fedora等）

　　の環境を独自に構築することが可能であり、これによって、

　　Linuxマシンとして動作させることができる。

　　　よってWebサーバ、Mediaサーバ等、いろいろな用途

　　に使用することができる。

(2) 省スペース

　　　６０（W）× １６３.３（H）× ２１５.５（D）mm

(3) 低消費電力

　　　　　消費電力は約１７ Wである。

5.3 分散ストレージノードの移植
　KURO-BOX/PRO購入時の標準ファームウェアでは汎用性

が低く、分散ストレージノードが移植できない可能性があるた

め、動作環境としてDebian GNU/Linux ４.０（Linuxディス

トリビューション）の環境を構築した。分散ストレージノード

はKURO-BOX/PRO（CPU:ARM）上で動作するので、

ARMアーキテクチャに対応したバイナリコード（実行モジュール）

を作成する環境（gcc）をCygwin [7] を利用することで

Windows上に簡易Linux環境を構築し、実行環境よりも高ス

ペックなクロスコンパイルによる開発環境を用意して開発効率

の向上を図った。

　以上の作業により、分散ストレージノードをKURO-

BOX/PRO（Debian）に移植することができた。

3.3.2 コンテンツの分散検索
　分散ストレージに保存されているコンテンツの中から目的の

ファイルを探索するための手段として、当該コンテンツのアク

セス権限を有するユーザ IDと、キーワードを組み合わせた検索

機能を提供している。検索機能の実現方針は次のとおりである。

(１) 複数の検索条件をAND、ORの論理演算を組み合わせて記

　　述することができる。

(２)コンテンツ内のキーワードの出現頻度を考慮したランキン

　　グ計算を行う。

(３) クライアントからの検索処理要求は、どの分散検索サーバ

　　も対等の立場で受け付け、中央管理の立場になる検索サー

　　バは存在しない。

(４) 検索処理能力は、分散検索サーバを増設するだけでスケー

　　ラブルに増強できる。

(５) 複数稼動する分散検索サーバの一部が停止した状態にある

　　場合、多少の性能低下が予想されても稼動しているサーバ

群で検索処理を実現する。

　分散検索機能では、検索式を一旦「検索項目＝値」という単

一検索式に分解して、これら分解された単一検索式の単位で、

リモートの分散検索サーバ群に処理の受け入れを打診して許可

された場合に、単一検索式の検索処理要求を投げる仕組みで

ある。

　検索要求を受け付けるリモートの分散検索サーバを選択する

仕組みは、自律分散を実現する基盤となる動的メンバーシップ

管理から提供されるノードリストを参照して、サーバの IPア

ドレスを決定している。このノードリストに記載された宛先ア

ドレスに、検索要求をGossipのメッセージに載せて、分散検

索サーバのネットワーク全体にUDP通信で配送されている。

　検索項目の値を指定するだけでなく、「＊」を用いた前方

一致検索も可能である。その場合、分散検索処理を再帰的に呼

び出し、負荷分散することで処理速度を上げている(図１１参照)。

(２) 転置インデックスファイルの非同期更新

　　　検索時に使用する転置インデックスファイルの更新処

　　理を負荷と処理時間の観点から効率的に行うために、

　　LindaのTuple Space[４]の概念を応用した処理モデルで

　　MUT、MFTのメタ情報ファイルの操作とは別のタイミン

　　グで更新処理を行っている(図１０参照)。

3.3.1 ファイルシステムの導入
　分散ストレージにファイルシステムを導入する。一般的な

ディレクトリやファイル、アクセス権限の情報は、MFTファ

イル(第３.３節参照)として管理する。MFTファイルは、ディ

レクトリ及びファイルそれぞれに対して一つのMFTファイル

が対応する。

(１) メタ情報ファイル操作の排他制御とデッドロックの回避

　　　通常、複数のメタ情報管理サーバが協調して稼動してい

　　るので、メタ情報ファイルの操作で競合しないように、

　　排他制御する必要がある。トークンを用いてデッドロック

　　を回避する方法を図９に示す。

3.2.3 Plug&Playによる
　　　Bootstrap時の自動設定
　新しいサーバが分散ストレージに接続された時、保守担当者

が介入することなく、システム自らが外部から情報を受け取り、

自身の環境を設定することで、能動的にサーバがシステムに参

加する。このようなPlug&Play方式は、保守性の向上に貢献

している。

　Plug&Playを実現する上での技術課題の一つは、効率的に

ノードリストを初期化することである。ノードリストを初期化

する際には、新しく参加したサーバを近接サーバに伝える必要

があるが、分散ストレージではノード間でP２P的にメッセー

ジ交換するのではなく、I/Fサーバを補助的に利用する。具体

的には、ノードは自身の参加を I/Fサーバに通知し、併せて I/F 

サーバが保持するノードリストを取得することで初期化を完了

する。これによりノードの最新状態は、I/F サーバを通してネット

ワーク全体にアナウンスされる。

3.3 メタ情報管理
　分散ストレージで管理しているファイルは、符号化し、暗号

化して保存しているため、データ管理の枠組みを崩さずにディ

レクトリの導入や全文検索等のコンテンツの内容を解釈して検

索することが難しい。このような課題を解決する目的で、メタ

情報管理の機能を導入する。メタ情報管理では、ファイルシス

テムの導入に際して、メタ情報と呼ぶファイル/ディレクトリ

の属性情報（ブロック数、アクセス権限、作成日付、サイズ、

キーワードなど）をコンテンツ毎に管理する機能を主な機能と

して提供する。

　メタ情報は通常のファイルと同様にデータ管理され、以下の

ような３種類の管理ファイルを使用する。

(１) コンテンツの属性情報を扱うMFTファイル(Master File 

　　 Table)(図６参照)

(２) ユーザ情報を扱うMUTファイル(Master User Table)

　　 (図７参照)

(３) 検索処理で使用する各種転置インデックスファイル

　メタ情報管理は、表２に示す機能の連携(図８参照)により実

現している。

3.2.2 Gossipによるメッセージ配送の仕組み
　分散ストレージでは、Gossipアルゴリズムを用いてメッセージ

をブロードキャストする。Gossipアルゴリズムとは、噂の伝

播をモデル化した方式である。メッセージに通し番号を付け、

初めて受け取ったメッセージは、受信者が処理し、かつノード

リストに記載された宛先リストに転送するが、二回目以降に受

け取った同一のメッセージは、処理せずに破棄するというシン

プルな仕組みである。

　分散ストレージでは、複数サーバ間で協調処理を行う場合、

Gossip配送方式(図５参照)に基づくメッセージ交換をしている。

表１　分散ストレージが提供する主な機能の一覧

2.1 設計方針
　設計では、従来の発想『アクセス停止前の状態に復旧する

システム (Disaster Recovery)』を新しい発想『原因によらず

アクセスを継続できるシステム(Disaster Survival)』に転換

することを基本方針とした。

2.2 機能の全体構成
　第２.１節で述べた設計方針を踏まえて、以下のような考え

に基づきソフトウェアアーキテクチャを設計する。

(１) 自律分散

　　　従来のマスタ/スレーブ、マスタ/マスタ型の複数の役割

　　を対象とした冗長設計を排除し、サーバが対等で同一の役

　　割を果たす自律分散型とする。

(２) スケーラブル

　　　蓄積（ディスク）部と処理（計算）部の明確な切り分け

　　により、ディスク容量や処理量の変化への追随が容易に

　　なる。

(３) ステートレス

　　　管理情報を含めて全てのデータは一元的に保持せず、

　　データが必要な時に都度復元する。

　分散ストレージが提供する主な機能を表１、機能間の連携を

図２に示す。

　コンピュータを含め様々な情報機器がネットワークで接続

される現在、文書や動画等のコンテンツ情報に加え、各機器

が出力する大量のログ情報等、管理対象データは増加する

一方である。そのため、現状のテラバイト級 (１０１２バイト) を

超えるペタバイト級 (１０１５バイト) の大量データを、その秘匿

性を保証しつつ低コストで管理することができるプラット

フォームの実現が重要になってきている。

　そこで我々は、次世代ストレージの技術要件として、１）ディ

スク使用量や利用者数が増加した場合にハードウェアを追加

するだけで容易に拡張可能であること、２）メンテナンスコ

ストを大幅に削減するため、故障を前提とした安価なサーバ

を採用し、運用管理者の手を煩わすことなく安定稼動できる

こと、以上の二つを掲げている。これらを解決するために、

一般的な分散システムで存在する中央管理機構を完全に排した、

自律分散型のシステムアーキテクチャを設計の基本方針とした。

この設計方針に基づき、宇宙通信株式会社様からの委託を受け

て、以下のような特徴を持つ[eS]3 Secure File Systemと

呼ぶシステムを開発している。

(１) データ管理機能

　　　分散した複数のストレージに電子データを細分化・暗号

　　化し、かつ冗長化して管理する。これにより、クラックさ

　　れても電子データを復元できない。その一方で、一部のス

　　トレージが故障しても電子データを復元できる。

(２) サーバ管理機能

　　　Plug&Play感覚でサーバを容易に増強できる。

(３) メタ情報管理機能

　　　メタ情報に基づき、暗号化されたデータを検索できる。

　本稿では、本システムの概要を紹介するとともに、特に本シ

ステムの特徴を生かした重要文書の共有やディザスタリカバリ

等での利用方法について提案する。

2. システム概要

　我々が開発している分散ストレージは、広域ネットワークに

分散したストレージノードを束ねて一つの巨大なネットワーク

ストレージを構築し、利用者のパソコン（PC）から利用できる

ようにするための仕組みである。データの暗号化やユーザ認証

などによりセキュリティを保証し、障害時でもデータを失うこ

となく、継続してサービスを利用することができる（図１参照）。

No.

1

2

3

4

5

6

データ管理

サーバ管理

メタ情報管理

ユーザ管理

認証

暗号

機能 説明

保管データの耐障害性を高めるためのデータの符号化と冗長性を実現するために、消失訂正符合を利用したファイル
の符合分割を行う。

中央管理機構を排した本システムにおいて、分散ストレージの通信相手となるノードリストを自律的にメンテナンスし、
Gossip方式のメッセージ交換とBootstrap時の初期設定の自動化を行う。

分散ストレージにディレクトリやファイル、アクセス権限など付加したファイルシステムの構造を導入するためにメタ情報
を維持管理し、併せて、キーワードによる分散検索機能を提供する。

Windows ActiveDirectoryならびにKerberosと連携して分散するストレージを利用するユーザー情報をメンテナンス
するためのクライアントツールを提供する。

Windows ActiveDirectoryならびにKerberosと連携して、シングルサインオン認証で分散ストレージを利用可能
にする。

Voltage社のIBE（Indentity-Based Encryption）方式の公開鍵暗号［1］を採用して、AESによるコンテンツの暗号・
復号を行う。

表３　試作版エコストレージ（KURO-BOX/PRO[6]）の仕様一覧

1

2

3

4

5

6

7

8

製品型名

CPU

メモリ

ドライブベイ

BootROM

System領域+Data領域

（ピンヘッダ用）

KURO-BOX/PRO

ARM9互換Marvell製88F5182 400MHz

DDR2 128MB

3.5型/2.5型SATA HDD用×1 

256KBフラッシュメモリ（NOR型）

256MBフラッシュメモリ（NAND型）

UART（console）x1、GPIO x2I2C x1、JTAG（ARM20pin）x1

PCI-ExpressX1 x1（ボード取付スロット空間はなし）
SerialATA x2（うち1個はドライブベイ用）

USB TypeA x2
RJ-45 x1（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応）

外部インターフェース

内部スルーホール

内部インターフェース

No.

法令要求による

長期保管

・電子ファイル預かり

・電子メールアーカイブ

・各種ログ保管

・生データ保管

具体例適用分野

コンテンツ

メディアアーカイブ

セキュリティ強化・

PC利用環境変革

No.

1

2

3

4 ・動画、音楽、文庫、マンガ、オンラインコンテンツ販売等

・放送コンテンツ、音楽コンテンツのアーカイブ

・指定文化財 （絵画、彫刻、工芸品、遺跡、書跡・典籍等）情報等のアーカイブ

・共有Workspace (モバイル対応含む)

・知財共有Workspace(特許情報、設計図面、工事写真等)

・ドキュメントセキュリティー (複写機、OCR連動)

・電子カルテ、医用画像ファイリング

・行政情報システム

表２　メタ情報管理の機能一覧

1

2

3

4

No.

メタ情報管理
分散ストレージに導入したファイルシステム構造とユーザ情報のメタ
情報を維持管理する。併せて、分散検索で使用する検索用途の補
助ファイルの転置インデックスファイルの更新も行う。

複数稼働するメタ情報管理サーバ間でメタ情報の更新作業を排他
制御するために、メタ情報と1対1に対応したトークンを交換・管理す
る。デッドロックを回避する仕組みを提供する。

分散検索に使用する転置インデックスファイルの更新を非同期に
行うために、分散ストレージをネットワーク非同期キューに見立てて、
更新処理の情報を管理する。

キーワードによる検索要求を複数の検索サーバ間で分担して処理
することにより、検索時間の短縮と処理効率の改善を図り、処理能
力のスケーラビリティを実現する。

説明機能

分散検索

TS（Tuple 

Space）管理

トークン管理

消失訂正符号による
ファイルの符合分割 ファイルの復号

消失

この断片の単位でストレージに保存

いくつかの断片が
消失しても一定数
以上の断片が集まれば
復号可能

図４　動的メンバーシップ管理の概念
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図５　Gossipによるメッセージ配送の流れ
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 図７　組織・ユーザ・グループMUTの関連
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図８　メタ情報管理機能サブシステム連携
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図１３　共有フォルダ
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図１５ データセンタ稼働率の向上
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図２　分散ストレージ機能連携
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　消失訂正符号によってファイルを符号分割すると、ファイ

ルを単純に分割した場合に比べて、ある程度の冗長性を持っ

てファイルが分割される。この冗長性により、符号分割され

たファイルの断片のいくつかを消失しても、残った断片から

元のファイルを復元することができる。

　分散ストレージでは、ファイルを符号分割するための消失

訂正符号として、BCH（Bose Ray-Chaudhuri Hocquen-

ghem）符号 [２] と、LDPC（Low Density Parity Check）

符号 [３] をベースとした２つの方式を用意している。

3.1.2 データ管理における
　　　サービスレベルと符号化率の関係
　分散ストレージでは、消失訂正符号によりファイルを符号分

割する際には、まずファイルを細かいデータの断片に分割する。

分割したデータの断片は、更に符号化単位データに分割してか

ら、消失訂正符号により符号分割する。

　消失訂正符号によるファイルの符号分割では、符号化単位

データを符号分割した際に得られる符号パケット数 n に対す

る、符号化単位データを単純に分割した際に得られる情報パケット

数 k の割合から、ファイルの符号化率 r (＝k/n)を求める。

　符号化率 r が高ければ、ストレージに対するファイルの保存コス

トを抑えることができる。逆に符号化率 r が低ければ、ファイルの

保存コストは増えるが、ファイルを復元するために必要な最低パ

ケット数が少なくなるため、データの消失に対してより強固になる。

　分散ストレージでは、ユーザが要求するサービスレベルに応

じて、情報パケット数 k と符号パケット数 n を調節することで、

最適な符号化率 r でファイルを符号分割できる。例えば、一定

期間しか保持しない一時的なバックアップデータのようなライ

フタイムの短いデータは、符号化率 r を高く設定してファイル

の保存コストを抑えるといった利用方法が選択できる。

3.2 サーバ管理
  本節では、多数のサーバで構成される分散ストレージ環境の

管理を容易にし、Plug&Play 感覚でサーバの増強を可能とする、

ノードリスト管理、 Gossip によるメッセージ配送、 自動

設定される Bootstrap 処理について説明する。

3.2.1 広域自律分散によるノードリスト管理
　分散ストレージでは、多数のサーバが広域に分散している環

境を想定しているため、システムを構成するすべてのサーバの

状態を一箇所で常に把握することは、高コストであるだけでな

く実現が難しい。本システムでは、各サーバが直接通信可能な

サーバ群をノードリストとして管理し、動的メンバーシップ管

理(図４参照)の方法に基づきサーバ間でノードリストを交換す

る。この機能により、分散ストレージに新たにサーバが追加、

あるいは取り外された場合に、IPアドレスの情報が自律的に

メンテナンスされ、システム全体の整合性が維持される。ここ

でいう自律的とは、管理者がなんら操作することなくマシン自

らが自身の役割と状態を認識し、その機能を提供することを指

している。

閾値以下になれば、分散IFよりノード情報追加→

→ → → →........（繰り返し）
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図６　ファイルシステム上のMFTの位置付
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Disaster Survivalを実現した
次世代分散ストレージの開発

Development of Next Generation Distributed Storage Available for Disaster Survival
　 石田　茂　　　    飯田　正樹
ISHIDA  Shigeru　　　 IIDA  Masaki

概要
　我々は、システム性能のスケーラビリティを大幅に向上させ、メンテナンスコストを極力抑えた次世代の分散スト

レージシステムを研究開発している。そのコンセプトは、従来型システムに見られる「アクセス停止前の状態に復旧

するシステム」でななく、「原因によらずアクセスを継続できるシステム(Disaster Survival)」である。如何なる障害

に対してもデータを保護し、安全かつ確実なサービス利用を顧客に提供することを目指している。これを実現する

ために、中央管理機構を完全に排した自律分散型のシステムアーキテクチャを設計の基本とした。本論文では、本

分散ストレージの特徴的な機能の概要と利用イメージについて説明する。
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個
別
論
文

第 8 号

個
別
論
文

 

3. システムの特徴
　本章では、分散ストレージの以下の三つの特徴について説明する。

(１) データ管理

　　　保管データの耐障害性を高めるためのデータの符号化と

　　冗長性を実現する。

(２) サーバ管理

　　　自律的な運用管理とメンテナンス性を向上させる。

(３) メタ情報管理

　　　分散ストレージに論理的なファイルシステムを構築し、

　　検索機能を実装した。

3.1 データ管理
　分散ストレージのデータ管理は、消失訂正符号を利用した

ファイルの符号分割により、保管データの耐障害性を高める。

以下にその概要について説明する。

3.1.1 消失訂正符号によるファイルの符号分割
　消失訂正符号によるファイルの符号分割は、ファイルをいく

つかの細かい断片に分割して保存し、ディスク障害などでいく

つかの断片が消失しても復元することができる技術である。

図３に本技術の概要を示す。

図 1　分散ストレージの利用イメージ

図３　消失訂正符号によるファイルの符号分割

図 ９　排他制御のためのトークン交換とデッドロックの回避

図１０　Tuple Space管理機能による転置インデックスの非同期更新

図１１　分散検索機能におけるサブシステム間の処理の流れ

4. 自律分散の大規模試験

図１２　ノード数と平均最短パス長(理論及び実測値) 

　分散ストレージは、広域なネットワーク環境で大量のサー

バで構成されるシステムを想定しているため、システムを維

持していく上でメンテナンスコストを大幅に削減することは

重要な課題である。このために本システムを自律分散型の

設計思想で実現するために採用した新しい試みである、動的

メンバーシップ管理の妥当性に関する大規模試験の評価結果

について報告する。

4.1 大規模試験
　本試験は、第３.２節で述べた動的メンバーシップ管理機能

の妥当性を検証することを目的としている。試験の実施方法

の概要は、以下のとおりである。各ノードで動的に構成変更

されるノードリストのスナップショットを定期的に記録し、

ノード間のパス長が収束するか否かを確認するとともに、試験

終了後の状態と理論値を比較する。

4.1.1 ノード間のランダム有向グラフの
　　　平均最短パスへの収束特性
　分散ストレージを構成するノード全体にメッセージを配送

するために必要な到達距離を表す平均最短パス長の収束状況

を以下の項目から調査し、試験終了時の最短パス長と理論値

とを比較する。試験環境には、独立行政法人情報通信研究機

構 北陸リサーチセンター [５] の設備を利用する。

(１) 最短パス長(あるノード i からノードjまでを辿る最少エッジ

　　数の経路)の時間変化

(２) コネクティビティ(最短パス長の最小値が0より大きければ 

　　コネクティビティ有り)

(３)  in-degree(ノードに入ってくるエッジ数)

(４) in-degree分布の初期状態及び in-degree分布の試験終了

　　時の状態

　試験結果(図１２参照)は以下のとおりである。ノード次数

（システムが制約する最小ノードリスト数）が上がるにつれ

てノード間のコネクティビティは改善し、次数7で極めて高い

確率ですべてのノード間にパスが存在する。実測値が理論値

に近い値を取っており、次数が高いほど実測値と理論値の差

が縮まる傾向がある。以上の結果から、自律的なノードリスト

管理に採用している手法の理論的な妥当性が、実験的に裏付

けられたと評価している。

5. 小型/省電力ストレージに向けて
　コンピュータリソースの消費電力を抑えることは、コスト

面のみならずCO2削減という環境負荷への配慮から、今後積

極的な対応が求められる社会的な要件である。

　本章では環境負荷の低減に寄与するため、デスクトップPC、

サーバPC等で動作しているデータストレージの機能を低コスト、

低消費電力な装置（我々はこれをエコストレージと呼ぶ。）

上に移植した事例を報告する。

5.1 現状の消費電力と小型/省電力の取組み
　２００７年９月現在構築している広域テストベッドのハード

ウェア構成は、拠点あたりサーバ１０台、スイッチ１台、ルー

タ1台の構成で、消費電力は最大１,１２２W（実績は６００W程度）

である。同様の構成が5拠点に存在し、全体で最大５,６１０W（実

績は３,０００W程度）を消費している。これをストレージ容量

で換算にすると５６１～３００W/TBになる。

　現在、消費電力の削減に向けた根本的な取組みとして、低

消費電力のCPUを採用した省スペースの新型ストレージノード

を開発中である。我々はこれをエコストレージという考え方

で捉え、２０W /TB程度を目標に取り組んでいる。

　この新型ストレージノードを導入することで、1ラックを使

い切る積載をラック標準電力の範囲内でカバーし、空間使用

効率、コスト面、さらには劇的な低消費電力化により環境負

荷の大幅な改善に寄与することができ、データセンタ事業者

ならびにストレージサービスの利用者の双方にとって大きな

メリットが生じると期待している。

5.2 エコストレージの試作ハードウェア選定
　分散ストレージノードには分割、符号化されたファイル群

が保存されるため、大容量の記憶媒体が必要となってくる。

これらのファイル I/O(書き込み、読み込み、削除)が主な機能

となるため、高い処理能力(クロック数の大きいCPU)は必要

なく、それは消費電力、発熱量の低下につながる。また、他

のストレージノードとノードリストを用いて Gossip 連携を

行うため、ネットワークインターフェースが必要となってくる。

これらの要件を満たすものが市場に存在するか調査した結果、

以下の表３のハードウェアを試作エコストレージ用に選定した。

6. 適用分野
6.1 分散ストレージの特徴を生かした適用分野
　分散ストレージの特徴を生かした適用分野を考える場合、

以下のような特性を持ったアプリケーションへの適用が有効

である。

　　● 更新頻度が少ない大容量のデータを管理対象としている。

　　● データのセキュリティを確保することが重要である。

　　● インターネット環境・モバイル環境からもアクセスする　

　　必要がある。

　以上のような特性を持った適用分野を表４に示す。

表４　分散ストレージの適用分野

図１４　文書・図面管理システム

　本稿では、以下のような技術的な特徴を持つ自律分散型の

ストレージ管理システム[eS]３ Secure File Systemを紹介

した。

(１) データ管理機能

　　　分散した複数のストレージに電子データを細分化・暗号

　　化し、冗長化して管理するため、クラックされても電子

　　データを復元できない。その一方で、一部のストレージ

　　が故障しても復元できる。

(２) サーバ管理機能

　　　Plug&Play 感覚でサーバを容易に増強できる。

(３) メタ情報管理機能

　　　メタ情報に基づき、暗号化されたデータを検索できる。

　現在、試験的な利用環境を構築し、評価を行っている。

本システムを採用することで、ストレージサービス提供者には、

ハードウェアコストとメンテナンスコストを大幅に低減しつ

つも堅牢なシステム運用が可能になり、ユーザにとって安価

で安全なサービスを利用する機会が得られると期待している。

　今後は、本プラットフォームの特徴を生かして、顧客シス

テムと連携するアプリケーション開発を行い、ビジネス展開

していくことを検討している。なお、本論文は、三菱電機情

報システム・ユーザ研究会平成１９年度「シンポジウム」投稿

論文を元に作成した。
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6.2.3 ディザスタリカバリ
　アクセスの良い都市部のデータセンタはお客さまのアプリ

ケーションサーバを収容し、郊外のデータセンタにはお客さま

のデータ管理するサーバを収容する(図１５参照)。このように

ロケーションに応じてデータセンタの役割を分担することで、

災害対策を考慮した安全なプラットフォームを提供し、かつ

データセンタ全体の稼働率を向上させることができる。

6.2.2 文書・図面管理システム
  既存の文書・図面管理システムとデータ分散ネットワークを

接続することで、重要文書や重要図面の災害対策と情報漏えい

対策とし、かつバックアップなどの管理業務を削減することが

できる(図１４参照)。

  システムの構築方法はいろいろなバリエーションが考えられ、

地理的に分散した拠点同士がデータ分散ネットワークを介し

データを共有することも可能である。また、ファイルは暗号化

された上で通信されるので、インターネット経由のセキュアな

アクセスも可能である。

6.2 想定される適用例
6.2.1 社内データの共有
  想定される適用例の一つは、社内の各種ファイルを共有する

目的で利用することができる(図１３参照)。

　既存のファイルサーバにデータ分散ネットワークの仮想ドラ

イブをマウントすることで、利用者からは通常の共有フォルダ

に見え、社内ネットワークに接続したPCからファイルアクセ

スすることができる。

また、以下の特徴を有する。

(1)  カスタマイズ可能な組み込みLinuxBOX

　　　工場出荷時の状態でフラッシュメモリ（標準ファー

　　ムウェア）上で起動するsambaの機能により、NAS

　  （Network Attached Storage）として使用できる。

　　　Linuxディストリビューション（RedHat、Fedora等）

　　の環境を独自に構築することが可能であり、これによって、

　　Linuxマシンとして動作させることができる。

　　　よってWebサーバ、Mediaサーバ等、いろいろな用途

　　に使用することができる。

(2) 省スペース

　　　６０（W）× １６３.３（H）× ２１５.５（D）mm

(3) 低消費電力

　　　　　消費電力は約１７ Wである。

5.3 分散ストレージノードの移植
　KURO-BOX/PRO購入時の標準ファームウェアでは汎用性

が低く、分散ストレージノードが移植できない可能性があるた

め、動作環境としてDebian GNU/Linux ４.０（Linuxディス

トリビューション）の環境を構築した。分散ストレージノード

はKURO-BOX/PRO（CPU:ARM）上で動作するので、

ARMアーキテクチャに対応したバイナリコード（実行モジュール）

を作成する環境（gcc）をCygwin [7] を利用することで

Windows上に簡易Linux環境を構築し、実行環境よりも高ス

ペックなクロスコンパイルによる開発環境を用意して開発効率

の向上を図った。

　以上の作業により、分散ストレージノードをKURO-

BOX/PRO（Debian）に移植することができた。

3.3.2 コンテンツの分散検索
　分散ストレージに保存されているコンテンツの中から目的の

ファイルを探索するための手段として、当該コンテンツのアク

セス権限を有するユーザ IDと、キーワードを組み合わせた検索

機能を提供している。検索機能の実現方針は次のとおりである。

(１) 複数の検索条件をAND、ORの論理演算を組み合わせて記

　　述することができる。

(２)コンテンツ内のキーワードの出現頻度を考慮したランキン

　　グ計算を行う。

(３) クライアントからの検索処理要求は、どの分散検索サーバ

　　も対等の立場で受け付け、中央管理の立場になる検索サー

　　バは存在しない。

(４) 検索処理能力は、分散検索サーバを増設するだけでスケー

　　ラブルに増強できる。

(５) 複数稼動する分散検索サーバの一部が停止した状態にある

　　場合、多少の性能低下が予想されても稼動しているサーバ

群で検索処理を実現する。

　分散検索機能では、検索式を一旦「検索項目＝値」という単

一検索式に分解して、これら分解された単一検索式の単位で、

リモートの分散検索サーバ群に処理の受け入れを打診して許可

された場合に、単一検索式の検索処理要求を投げる仕組みで

ある。

　検索要求を受け付けるリモートの分散検索サーバを選択する

仕組みは、自律分散を実現する基盤となる動的メンバーシップ

管理から提供されるノードリストを参照して、サーバの IPア

ドレスを決定している。このノードリストに記載された宛先ア

ドレスに、検索要求をGossipのメッセージに載せて、分散検

索サーバのネットワーク全体にUDP通信で配送されている。

　検索項目の値を指定するだけでなく、「＊」を用いた前方

一致検索も可能である。その場合、分散検索処理を再帰的に呼

び出し、負荷分散することで処理速度を上げている(図１１参照)。

(２) 転置インデックスファイルの非同期更新

　　　検索時に使用する転置インデックスファイルの更新処

　　理を負荷と処理時間の観点から効率的に行うために、

　　LindaのTuple Space[４]の概念を応用した処理モデルで

　　MUT、MFTのメタ情報ファイルの操作とは別のタイミン

　　グで更新処理を行っている(図１０参照)。

3.3.1 ファイルシステムの導入
　分散ストレージにファイルシステムを導入する。一般的な

ディレクトリやファイル、アクセス権限の情報は、MFTファ

イル(第３.３節参照)として管理する。MFTファイルは、ディ

レクトリ及びファイルそれぞれに対して一つのMFTファイル

が対応する。

(１) メタ情報ファイル操作の排他制御とデッドロックの回避

　　　通常、複数のメタ情報管理サーバが協調して稼動してい

　　るので、メタ情報ファイルの操作で競合しないように、

　　排他制御する必要がある。トークンを用いてデッドロック

　　を回避する方法を図９に示す。

3.2.3 Plug&Playによる
　　　Bootstrap時の自動設定
　新しいサーバが分散ストレージに接続された時、保守担当者

が介入することなく、システム自らが外部から情報を受け取り、

自身の環境を設定することで、能動的にサーバがシステムに参

加する。このようなPlug&Play方式は、保守性の向上に貢献

している。

　Plug&Playを実現する上での技術課題の一つは、効率的に

ノードリストを初期化することである。ノードリストを初期化

する際には、新しく参加したサーバを近接サーバに伝える必要

があるが、分散ストレージではノード間でP２P的にメッセー

ジ交換するのではなく、I/Fサーバを補助的に利用する。具体

的には、ノードは自身の参加を I/Fサーバに通知し、併せて I/F 

サーバが保持するノードリストを取得することで初期化を完了

する。これによりノードの最新状態は、I/F サーバを通してネット

ワーク全体にアナウンスされる。

3.3 メタ情報管理
　分散ストレージで管理しているファイルは、符号化し、暗号

化して保存しているため、データ管理の枠組みを崩さずにディ

レクトリの導入や全文検索等のコンテンツの内容を解釈して検

索することが難しい。このような課題を解決する目的で、メタ

情報管理の機能を導入する。メタ情報管理では、ファイルシス

テムの導入に際して、メタ情報と呼ぶファイル/ディレクトリ

の属性情報（ブロック数、アクセス権限、作成日付、サイズ、

キーワードなど）をコンテンツ毎に管理する機能を主な機能と

して提供する。

　メタ情報は通常のファイルと同様にデータ管理され、以下の

ような３種類の管理ファイルを使用する。

(１) コンテンツの属性情報を扱うMFTファイル(Master File 

　　 Table)(図６参照)

(２) ユーザ情報を扱うMUTファイル(Master User Table)

　　 (図７参照)

(３) 検索処理で使用する各種転置インデックスファイル

　メタ情報管理は、表２に示す機能の連携(図８参照)により実

現している。

3.2.2 Gossipによるメッセージ配送の仕組み
　分散ストレージでは、Gossipアルゴリズムを用いてメッセージ

をブロードキャストする。Gossipアルゴリズムとは、噂の伝

播をモデル化した方式である。メッセージに通し番号を付け、

初めて受け取ったメッセージは、受信者が処理し、かつノード

リストに記載された宛先リストに転送するが、二回目以降に受

け取った同一のメッセージは、処理せずに破棄するというシン

プルな仕組みである。

　分散ストレージでは、複数サーバ間で協調処理を行う場合、

Gossip配送方式(図５参照)に基づくメッセージ交換をしている。

表１　分散ストレージが提供する主な機能の一覧

2.1 設計方針
　設計では、従来の発想『アクセス停止前の状態に復旧する

システム (Disaster Recovery)』を新しい発想『原因によらず

アクセスを継続できるシステム(Disaster Survival)』に転換

することを基本方針とした。

2.2 機能の全体構成
　第２.１節で述べた設計方針を踏まえて、以下のような考え

に基づきソフトウェアアーキテクチャを設計する。

(１) 自律分散

　　　従来のマスタ/スレーブ、マスタ/マスタ型の複数の役割

　　を対象とした冗長設計を排除し、サーバが対等で同一の役

　　割を果たす自律分散型とする。

(２) スケーラブル

　　　蓄積（ディスク）部と処理（計算）部の明確な切り分け

　　により、ディスク容量や処理量の変化への追随が容易に

　　なる。

(３) ステートレス

　　　管理情報を含めて全てのデータは一元的に保持せず、

　　データが必要な時に都度復元する。

　分散ストレージが提供する主な機能を表１、機能間の連携を

図２に示す。

　コンピュータを含め様々な情報機器がネットワークで接続

される現在、文書や動画等のコンテンツ情報に加え、各機器

が出力する大量のログ情報等、管理対象データは増加する

一方である。そのため、現状のテラバイト級 (１０１２バイト) を

超えるペタバイト級 (１０１５バイト) の大量データを、その秘匿

性を保証しつつ低コストで管理することができるプラット

フォームの実現が重要になってきている。

　そこで我々は、次世代ストレージの技術要件として、１）ディ

スク使用量や利用者数が増加した場合にハードウェアを追加

するだけで容易に拡張可能であること、２）メンテナンスコ

ストを大幅に削減するため、故障を前提とした安価なサーバ

を採用し、運用管理者の手を煩わすことなく安定稼動できる

こと、以上の二つを掲げている。これらを解決するために、

一般的な分散システムで存在する中央管理機構を完全に排した、

自律分散型のシステムアーキテクチャを設計の基本方針とした。

この設計方針に基づき、宇宙通信株式会社様からの委託を受け

て、以下のような特徴を持つ[eS]3 Secure File Systemと

呼ぶシステムを開発している。

(１) データ管理機能

　　　分散した複数のストレージに電子データを細分化・暗号

　　化し、かつ冗長化して管理する。これにより、クラックさ

　　れても電子データを復元できない。その一方で、一部のス

　　トレージが故障しても電子データを復元できる。

(２) サーバ管理機能

　　　Plug&Play感覚でサーバを容易に増強できる。

(３) メタ情報管理機能

　　　メタ情報に基づき、暗号化されたデータを検索できる。

　本稿では、本システムの概要を紹介するとともに、特に本シ

ステムの特徴を生かした重要文書の共有やディザスタリカバリ

等での利用方法について提案する。

2. システム概要

　我々が開発している分散ストレージは、広域ネットワークに

分散したストレージノードを束ねて一つの巨大なネットワーク

ストレージを構築し、利用者のパソコン（PC）から利用できる

ようにするための仕組みである。データの暗号化やユーザ認証

などによりセキュリティを保証し、障害時でもデータを失うこ

となく、継続してサービスを利用することができる（図１参照）。

No.

1

2

3

4

5

6

データ管理

サーバ管理

メタ情報管理

ユーザ管理

認証

暗号

機能 説明

保管データの耐障害性を高めるためのデータの符号化と冗長性を実現するために、消失訂正符合を利用したファイル
の符合分割を行う。

中央管理機構を排した本システムにおいて、分散ストレージの通信相手となるノードリストを自律的にメンテナンスし、
Gossip方式のメッセージ交換とBootstrap時の初期設定の自動化を行う。

分散ストレージにディレクトリやファイル、アクセス権限など付加したファイルシステムの構造を導入するためにメタ情報
を維持管理し、併せて、キーワードによる分散検索機能を提供する。

Windows ActiveDirectoryならびにKerberosと連携して分散するストレージを利用するユーザー情報をメンテナンス
するためのクライアントツールを提供する。

Windows ActiveDirectoryならびにKerberosと連携して、シングルサインオン認証で分散ストレージを利用可能
にする。

Voltage社のIBE（Indentity-Based Encryption）方式の公開鍵暗号［1］を採用して、AESによるコンテンツの暗号・
復号を行う。

表３　試作版エコストレージ（KURO-BOX/PRO[6]）の仕様一覧

1

2

3

4

5

6

7

8

製品型名

CPU

メモリ

ドライブベイ

BootROM

System領域+Data領域

（ピンヘッダ用）

KURO-BOX/PRO

ARM9互換Marvell製88F5182 400MHz

DDR2 128MB

3.5型/2.5型SATA HDD用×1 

256KBフラッシュメモリ（NOR型）

256MBフラッシュメモリ（NAND型）

UART（console）x1、GPIO x2I2C x1、JTAG（ARM20pin）x1

PCI-ExpressX1 x1（ボード取付スロット空間はなし）
SerialATA x2（うち1個はドライブベイ用）

USB TypeA x2
RJ-45 x1（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応）

外部インターフェース

内部スルーホール

内部インターフェース

No.

法令要求による

長期保管

・電子ファイル預かり

・電子メールアーカイブ

・各種ログ保管

・生データ保管

具体例適用分野

コンテンツ

メディアアーカイブ

セキュリティ強化・

PC利用環境変革

No.

1

2

3

4 ・動画、音楽、文庫、マンガ、オンラインコンテンツ販売等

・放送コンテンツ、音楽コンテンツのアーカイブ

・指定文化財 （絵画、彫刻、工芸品、遺跡、書跡・典籍等）情報等のアーカイブ

・共有Workspace (モバイル対応含む)

・知財共有Workspace(特許情報、設計図面、工事写真等)

・ドキュメントセキュリティー (複写機、OCR連動)

・電子カルテ、医用画像ファイリング

・行政情報システム

表２　メタ情報管理の機能一覧

1

2

3

4

No.

メタ情報管理
分散ストレージに導入したファイルシステム構造とユーザ情報のメタ
情報を維持管理する。併せて、分散検索で使用する検索用途の補
助ファイルの転置インデックスファイルの更新も行う。

複数稼働するメタ情報管理サーバ間でメタ情報の更新作業を排他
制御するために、メタ情報と1対1に対応したトークンを交換・管理す
る。デッドロックを回避する仕組みを提供する。

分散検索に使用する転置インデックスファイルの更新を非同期に
行うために、分散ストレージをネットワーク非同期キューに見立てて、
更新処理の情報を管理する。

キーワードによる検索要求を複数の検索サーバ間で分担して処理
することにより、検索時間の短縮と処理効率の改善を図り、処理能
力のスケーラビリティを実現する。

説明機能

分散検索

TS（Tuple 

Space）管理

トークン管理

消失訂正符号による
ファイルの符合分割 ファイルの復号

消失

この断片の単位でストレージに保存

いくつかの断片が
消失しても一定数
以上の断片が集まれば
復号可能

図４　動的メンバーシップ管理の概念
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図５　Gossipによるメッセージ配送の流れ
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 図７　組織・ユーザ・グループMUTの関連
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図８　メタ情報管理機能サブシステム連携

Kerberos

WebAuth
Appサーバ

メタ情報管理

メタ情報管理

トークン管理

TS
（Tuple Space）
管理

分散検索

データ管理

DS
サーバ

I/F
サーバ

サーバ管理

メタ情報管理＃1

メタ情報管理マスター トークン管理

メタ情報M1更新開始

関連するメタ情報
リストアップ

関連する全メタ情報の
トークンを一括取得トライ

関連する全メタ情報の
トークン取得成功の確認

メタ情報M1、関連メタ情報
の更新実行

関連する全メタ情報の
トークンを解放

メタ情報M1更新終了

トークンT1取得トライ

トークンT3取得トライ

トークンT2
既に使用中

管理ネットワーク

メタ情報管理＃2

メタ情報管理マスタートークン管理

メタ情報M2更新開始

関連する全メタ情報の
トークンを一括取得トライ

関連するメタ情報
リストアップ

関連する全メタ情報の
トークン取得成功の確認

取得に失敗したトークン有り

デッドブロック回避のため
処理を中断

取得できたメタ情報の
トークンを解放

メタ情報M2更新失敗

トークン
取得失敗

トークンT10取得トライ

トークンT11取得トライ

トークンT2取得トライトークンT2取得トライ

トークンT2取得トライトークンT2取得トライ

メタ情報管理
マスターサーバ

TS管理サーバ
トークン管理
サーバ

＃3

メタ情報管理
マスターサーバ

TS管理サーバ
トークン管理
サーバ

＃4

メタ情報管理
マスターサーバ

TS管理サーバ
トークン管理
サーバ

＃5

ネットワーク非同期処理キュー

Tuple Space
（ストレージネットワーク）

転置インデックスA1-A4
処理読出（In）

転置インデックスB1-B3
処理読出（In）

転置インデックスA
処理登録（Out）

転置インデックスB
処理読出（Out）
転置インデックスB
処理登録（Out）

転置インデックスC
処理読出（Out）
転置インデックスC
処理登録（Out）

処理
A1

処理
A2

処理
A3

処理
A4

転置インデックスA処理Tuple時系列リスト

処理
B1

処理
B2

処理
B3

転置インデックスB処理Tuple時系列リスト

処理
C1

処理
C2

転置インデックスC処理Tuple時系列リスト

メタ情報管理
マスターサーバ

TS管理サーバ
トークン管理
サーバ

＃1

A1-A4一括
更新処理

メタ情報管理
マスターサーバ

TS管理サーバ
トークン管理
サーバ

＃2

B1-B3一括
更新処理

クライアントからの検索要求

検索式＝（（（term＝a）OR（term＝b））AND（term＝c＊）））

単一検索式1　単一検索式2　単一検索式3

メタ情報管理
マスターサーバ
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単一検索式4
（term＝c1）

＃1

＃2

＃3

＃4

（term＝c＊）＝（（（term＝c1）OR（term＝c2））OR（term＝c3）））

単一検索式4　　単一検索式5　　単一検索式6

前方一致検索で検索キーワードに
c1,c2,c3がマッチしたので、c＊を
OR展開して再検索

図１３　共有フォルダ
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図１５ データセンタ稼働率の向上
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図２　分散ストレージ機能連携
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　消失訂正符号によってファイルを符号分割すると、ファイ

ルを単純に分割した場合に比べて、ある程度の冗長性を持っ

てファイルが分割される。この冗長性により、符号分割され

たファイルの断片のいくつかを消失しても、残った断片から

元のファイルを復元することができる。

　分散ストレージでは、ファイルを符号分割するための消失

訂正符号として、BCH（Bose Ray-Chaudhuri Hocquen-

ghem）符号 [２] と、LDPC（Low Density Parity Check）

符号 [３] をベースとした２つの方式を用意している。

3.1.2 データ管理における
　　　サービスレベルと符号化率の関係
　分散ストレージでは、消失訂正符号によりファイルを符号分

割する際には、まずファイルを細かいデータの断片に分割する。

分割したデータの断片は、更に符号化単位データに分割してか

ら、消失訂正符号により符号分割する。

　消失訂正符号によるファイルの符号分割では、符号化単位

データを符号分割した際に得られる符号パケット数 n に対す

る、符号化単位データを単純に分割した際に得られる情報パケット

数 k の割合から、ファイルの符号化率 r (＝k/n)を求める。

　符号化率 r が高ければ、ストレージに対するファイルの保存コス

トを抑えることができる。逆に符号化率 r が低ければ、ファイルの

保存コストは増えるが、ファイルを復元するために必要な最低パ

ケット数が少なくなるため、データの消失に対してより強固になる。

　分散ストレージでは、ユーザが要求するサービスレベルに応

じて、情報パケット数 k と符号パケット数 n を調節することで、

最適な符号化率 r でファイルを符号分割できる。例えば、一定

期間しか保持しない一時的なバックアップデータのようなライ

フタイムの短いデータは、符号化率 r を高く設定してファイル

の保存コストを抑えるといった利用方法が選択できる。

3.2 サーバ管理
  本節では、多数のサーバで構成される分散ストレージ環境の

管理を容易にし、Plug&Play 感覚でサーバの増強を可能とする、

ノードリスト管理、 Gossip によるメッセージ配送、 自動

設定される Bootstrap 処理について説明する。

3.2.1 広域自律分散によるノードリスト管理
　分散ストレージでは、多数のサーバが広域に分散している環

境を想定しているため、システムを構成するすべてのサーバの

状態を一箇所で常に把握することは、高コストであるだけでな

く実現が難しい。本システムでは、各サーバが直接通信可能な

サーバ群をノードリストとして管理し、動的メンバーシップ管

理(図４参照)の方法に基づきサーバ間でノードリストを交換す

る。この機能により、分散ストレージに新たにサーバが追加、

あるいは取り外された場合に、IPアドレスの情報が自律的に

メンテナンスされ、システム全体の整合性が維持される。ここ

でいう自律的とは、管理者がなんら操作することなくマシン自

らが自身の役割と状態を認識し、その機能を提供することを指

している。

閾値以下になれば、分散IFよりノード情報追加→

→ → → →........（繰り返し）

キャッシュ

永続保管
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（Directory）
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メタ情報

図６　ファイルシステム上のMFTの位置付
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Disaster Survivalを実現した
次世代分散ストレージの開発

Development of Next Generation Distributed Storage Available for Disaster Survival
　 石田　茂　　　    飯田　正樹
ISHIDA  Shigeru　　　 IIDA  Masaki

概要
　我々は、システム性能のスケーラビリティを大幅に向上させ、メンテナンスコストを極力抑えた次世代の分散スト

レージシステムを研究開発している。そのコンセプトは、従来型システムに見られる「アクセス停止前の状態に復旧

するシステム」でななく、「原因によらずアクセスを継続できるシステム(Disaster Survival)」である。如何なる障害

に対してもデータを保護し、安全かつ確実なサービス利用を顧客に提供することを目指している。これを実現する

ために、中央管理機構を完全に排した自律分散型のシステムアーキテクチャを設計の基本とした。本論文では、本

分散ストレージの特徴的な機能の概要と利用イメージについて説明する。

1. はじめに

7. おわりに
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3. システムの特徴
　本章では、分散ストレージの以下の三つの特徴について説明する。

(１) データ管理

　　　保管データの耐障害性を高めるためのデータの符号化と

　　冗長性を実現する。

(２) サーバ管理

　　　自律的な運用管理とメンテナンス性を向上させる。

(３) メタ情報管理

　　　分散ストレージに論理的なファイルシステムを構築し、

　　検索機能を実装した。

3.1 データ管理
　分散ストレージのデータ管理は、消失訂正符号を利用した

ファイルの符号分割により、保管データの耐障害性を高める。

以下にその概要について説明する。

3.1.1 消失訂正符号によるファイルの符号分割
　消失訂正符号によるファイルの符号分割は、ファイルをいく

つかの細かい断片に分割して保存し、ディスク障害などでいく

つかの断片が消失しても復元することができる技術である。

図３に本技術の概要を示す。

図 1　分散ストレージの利用イメージ

図３　消失訂正符号によるファイルの符号分割

図 ９　排他制御のためのトークン交換とデッドロックの回避

図１０　Tuple Space管理機能による転置インデックスの非同期更新

図１１　分散検索機能におけるサブシステム間の処理の流れ

4. 自律分散の大規模試験

図１２　ノード数と平均最短パス長(理論及び実測値) 

　分散ストレージは、広域なネットワーク環境で大量のサー

バで構成されるシステムを想定しているため、システムを維

持していく上でメンテナンスコストを大幅に削減することは

重要な課題である。このために本システムを自律分散型の

設計思想で実現するために採用した新しい試みである、動的

メンバーシップ管理の妥当性に関する大規模試験の評価結果

について報告する。

4.1 大規模試験
　本試験は、第３.２節で述べた動的メンバーシップ管理機能

の妥当性を検証することを目的としている。試験の実施方法

の概要は、以下のとおりである。各ノードで動的に構成変更

されるノードリストのスナップショットを定期的に記録し、

ノード間のパス長が収束するか否かを確認するとともに、試験

終了後の状態と理論値を比較する。

4.1.1 ノード間のランダム有向グラフの
　　　平均最短パスへの収束特性
　分散ストレージを構成するノード全体にメッセージを配送

するために必要な到達距離を表す平均最短パス長の収束状況

を以下の項目から調査し、試験終了時の最短パス長と理論値

とを比較する。試験環境には、独立行政法人情報通信研究機

構 北陸リサーチセンター [５] の設備を利用する。

(１) 最短パス長(あるノード i からノードjまでを辿る最少エッジ

　　数の経路)の時間変化

(２) コネクティビティ(最短パス長の最小値が0より大きければ 

　　コネクティビティ有り)

(３)  in-degree(ノードに入ってくるエッジ数)

(４) in-degree分布の初期状態及び in-degree分布の試験終了

　　時の状態

　試験結果(図１２参照)は以下のとおりである。ノード次数

（システムが制約する最小ノードリスト数）が上がるにつれ

てノード間のコネクティビティは改善し、次数7で極めて高い

確率ですべてのノード間にパスが存在する。実測値が理論値

に近い値を取っており、次数が高いほど実測値と理論値の差

が縮まる傾向がある。以上の結果から、自律的なノードリスト

管理に採用している手法の理論的な妥当性が、実験的に裏付

けられたと評価している。

5. 小型/省電力ストレージに向けて
　コンピュータリソースの消費電力を抑えることは、コスト

面のみならずCO2削減という環境負荷への配慮から、今後積

極的な対応が求められる社会的な要件である。

　本章では環境負荷の低減に寄与するため、デスクトップPC、

サーバPC等で動作しているデータストレージの機能を低コスト、

低消費電力な装置（我々はこれをエコストレージと呼ぶ。）

上に移植した事例を報告する。

5.1 現状の消費電力と小型/省電力の取組み
　２００７年９月現在構築している広域テストベッドのハード

ウェア構成は、拠点あたりサーバ１０台、スイッチ１台、ルー

タ1台の構成で、消費電力は最大１,１２２W（実績は６００W程度）

である。同様の構成が5拠点に存在し、全体で最大５,６１０W（実

績は３,０００W程度）を消費している。これをストレージ容量

で換算にすると５６１～３００W/TBになる。

　現在、消費電力の削減に向けた根本的な取組みとして、低

消費電力のCPUを採用した省スペースの新型ストレージノード

を開発中である。我々はこれをエコストレージという考え方

で捉え、２０W /TB程度を目標に取り組んでいる。

　この新型ストレージノードを導入することで、1ラックを使

い切る積載をラック標準電力の範囲内でカバーし、空間使用

効率、コスト面、さらには劇的な低消費電力化により環境負

荷の大幅な改善に寄与することができ、データセンタ事業者

ならびにストレージサービスの利用者の双方にとって大きな

メリットが生じると期待している。

5.2 エコストレージの試作ハードウェア選定
　分散ストレージノードには分割、符号化されたファイル群

が保存されるため、大容量の記憶媒体が必要となってくる。

これらのファイル I/O(書き込み、読み込み、削除)が主な機能

となるため、高い処理能力(クロック数の大きいCPU)は必要

なく、それは消費電力、発熱量の低下につながる。また、他

のストレージノードとノードリストを用いて Gossip 連携を

行うため、ネットワークインターフェースが必要となってくる。

これらの要件を満たすものが市場に存在するか調査した結果、

以下の表３のハードウェアを試作エコストレージ用に選定した。

6. 適用分野
6.1 分散ストレージの特徴を生かした適用分野
　分散ストレージの特徴を生かした適用分野を考える場合、

以下のような特性を持ったアプリケーションへの適用が有効

である。

　　● 更新頻度が少ない大容量のデータを管理対象としている。

　　● データのセキュリティを確保することが重要である。

　　● インターネット環境・モバイル環境からもアクセスする　

　　必要がある。

　以上のような特性を持った適用分野を表４に示す。

表４　分散ストレージの適用分野

図１４　文書・図面管理システム

　本稿では、以下のような技術的な特徴を持つ自律分散型の

ストレージ管理システム[eS]３ Secure File Systemを紹介

した。

(１) データ管理機能

　　　分散した複数のストレージに電子データを細分化・暗号

　　化し、冗長化して管理するため、クラックされても電子

　　データを復元できない。その一方で、一部のストレージ

　　が故障しても復元できる。

(２) サーバ管理機能

　　　Plug&Play 感覚でサーバを容易に増強できる。

(３) メタ情報管理機能

　　　メタ情報に基づき、暗号化されたデータを検索できる。

　現在、試験的な利用環境を構築し、評価を行っている。

本システムを採用することで、ストレージサービス提供者には、

ハードウェアコストとメンテナンスコストを大幅に低減しつ

つも堅牢なシステム運用が可能になり、ユーザにとって安価

で安全なサービスを利用する機会が得られると期待している。

　今後は、本プラットフォームの特徴を生かして、顧客シス

テムと連携するアプリケーション開発を行い、ビジネス展開

していくことを検討している。なお、本論文は、三菱電機情

報システム・ユーザ研究会平成１９年度「シンポジウム」投稿

論文を元に作成した。
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6.2.3 ディザスタリカバリ
　アクセスの良い都市部のデータセンタはお客さまのアプリ

ケーションサーバを収容し、郊外のデータセンタにはお客さま

のデータ管理するサーバを収容する(図１５参照)。このように

ロケーションに応じてデータセンタの役割を分担することで、

災害対策を考慮した安全なプラットフォームを提供し、かつ

データセンタ全体の稼働率を向上させることができる。

6.2.2 文書・図面管理システム
  既存の文書・図面管理システムとデータ分散ネットワークを

接続することで、重要文書や重要図面の災害対策と情報漏えい

対策とし、かつバックアップなどの管理業務を削減することが

できる(図１４参照)。

  システムの構築方法はいろいろなバリエーションが考えられ、

地理的に分散した拠点同士がデータ分散ネットワークを介し

データを共有することも可能である。また、ファイルは暗号化

された上で通信されるので、インターネット経由のセキュアな

アクセスも可能である。

6.2 想定される適用例
6.2.1 社内データの共有
  想定される適用例の一つは、社内の各種ファイルを共有する

目的で利用することができる(図１３参照)。

　既存のファイルサーバにデータ分散ネットワークの仮想ドラ

イブをマウントすることで、利用者からは通常の共有フォルダ

に見え、社内ネットワークに接続したPCからファイルアクセ

スすることができる。

また、以下の特徴を有する。

(1)  カスタマイズ可能な組み込みLinuxBOX

　　　工場出荷時の状態でフラッシュメモリ（標準ファー

　　ムウェア）上で起動するsambaの機能により、NAS

　  （Network Attached Storage）として使用できる。

　　　Linuxディストリビューション（RedHat、Fedora等）

　　の環境を独自に構築することが可能であり、これによって、

　　Linuxマシンとして動作させることができる。

　　　よってWebサーバ、Mediaサーバ等、いろいろな用途

　　に使用することができる。

(2) 省スペース

　　　６０（W）× １６３.３（H）× ２１５.５（D）mm

(3) 低消費電力

　　　　　消費電力は約１７ Wである。

5.3 分散ストレージノードの移植
　KURO-BOX/PRO購入時の標準ファームウェアでは汎用性

が低く、分散ストレージノードが移植できない可能性があるた

め、動作環境としてDebian GNU/Linux ４.０（Linuxディス

トリビューション）の環境を構築した。分散ストレージノード

はKURO-BOX/PRO（CPU:ARM）上で動作するので、

ARMアーキテクチャに対応したバイナリコード（実行モジュール）

を作成する環境（gcc）をCygwin [7] を利用することで

Windows上に簡易Linux環境を構築し、実行環境よりも高ス

ペックなクロスコンパイルによる開発環境を用意して開発効率

の向上を図った。

　以上の作業により、分散ストレージノードをKURO-

BOX/PRO（Debian）に移植することができた。

3.3.2 コンテンツの分散検索
　分散ストレージに保存されているコンテンツの中から目的の

ファイルを探索するための手段として、当該コンテンツのアク

セス権限を有するユーザ IDと、キーワードを組み合わせた検索

機能を提供している。検索機能の実現方針は次のとおりである。

(１) 複数の検索条件をAND、ORの論理演算を組み合わせて記

　　述することができる。

(２)コンテンツ内のキーワードの出現頻度を考慮したランキン

　　グ計算を行う。

(３) クライアントからの検索処理要求は、どの分散検索サーバ

　　も対等の立場で受け付け、中央管理の立場になる検索サー

　　バは存在しない。

(４) 検索処理能力は、分散検索サーバを増設するだけでスケー

　　ラブルに増強できる。

(５) 複数稼動する分散検索サーバの一部が停止した状態にある

　　場合、多少の性能低下が予想されても稼動しているサーバ

群で検索処理を実現する。

　分散検索機能では、検索式を一旦「検索項目＝値」という単

一検索式に分解して、これら分解された単一検索式の単位で、

リモートの分散検索サーバ群に処理の受け入れを打診して許可

された場合に、単一検索式の検索処理要求を投げる仕組みで

ある。

　検索要求を受け付けるリモートの分散検索サーバを選択する

仕組みは、自律分散を実現する基盤となる動的メンバーシップ

管理から提供されるノードリストを参照して、サーバの IPア

ドレスを決定している。このノードリストに記載された宛先ア

ドレスに、検索要求をGossipのメッセージに載せて、分散検

索サーバのネットワーク全体にUDP通信で配送されている。

　検索項目の値を指定するだけでなく、「＊」を用いた前方

一致検索も可能である。その場合、分散検索処理を再帰的に呼

び出し、負荷分散することで処理速度を上げている(図１１参照)。

(２) 転置インデックスファイルの非同期更新

　　　検索時に使用する転置インデックスファイルの更新処

　　理を負荷と処理時間の観点から効率的に行うために、

　　LindaのTuple Space[４]の概念を応用した処理モデルで

　　MUT、MFTのメタ情報ファイルの操作とは別のタイミン

　　グで更新処理を行っている(図１０参照)。

3.3.1 ファイルシステムの導入
　分散ストレージにファイルシステムを導入する。一般的な

ディレクトリやファイル、アクセス権限の情報は、MFTファ

イル(第３.３節参照)として管理する。MFTファイルは、ディ

レクトリ及びファイルそれぞれに対して一つのMFTファイル

が対応する。

(１) メタ情報ファイル操作の排他制御とデッドロックの回避

　　　通常、複数のメタ情報管理サーバが協調して稼動してい

　　るので、メタ情報ファイルの操作で競合しないように、

　　排他制御する必要がある。トークンを用いてデッドロック

　　を回避する方法を図９に示す。

3.2.3 Plug&Playによる
　　　Bootstrap時の自動設定
　新しいサーバが分散ストレージに接続された時、保守担当者

が介入することなく、システム自らが外部から情報を受け取り、

自身の環境を設定することで、能動的にサーバがシステムに参

加する。このようなPlug&Play方式は、保守性の向上に貢献

している。

　Plug&Playを実現する上での技術課題の一つは、効率的に

ノードリストを初期化することである。ノードリストを初期化

する際には、新しく参加したサーバを近接サーバに伝える必要

があるが、分散ストレージではノード間でP２P的にメッセー

ジ交換するのではなく、I/Fサーバを補助的に利用する。具体

的には、ノードは自身の参加を I/Fサーバに通知し、併せて I/F 

サーバが保持するノードリストを取得することで初期化を完了

する。これによりノードの最新状態は、I/F サーバを通してネット

ワーク全体にアナウンスされる。

3.3 メタ情報管理
　分散ストレージで管理しているファイルは、符号化し、暗号

化して保存しているため、データ管理の枠組みを崩さずにディ

レクトリの導入や全文検索等のコンテンツの内容を解釈して検

索することが難しい。このような課題を解決する目的で、メタ

情報管理の機能を導入する。メタ情報管理では、ファイルシス

テムの導入に際して、メタ情報と呼ぶファイル/ディレクトリ

の属性情報（ブロック数、アクセス権限、作成日付、サイズ、

キーワードなど）をコンテンツ毎に管理する機能を主な機能と

して提供する。

　メタ情報は通常のファイルと同様にデータ管理され、以下の

ような３種類の管理ファイルを使用する。

(１) コンテンツの属性情報を扱うMFTファイル(Master File 

　　 Table)(図６参照)

(２) ユーザ情報を扱うMUTファイル(Master User Table)

　　 (図７参照)

(３) 検索処理で使用する各種転置インデックスファイル

　メタ情報管理は、表２に示す機能の連携(図８参照)により実

現している。

3.2.2 Gossipによるメッセージ配送の仕組み
　分散ストレージでは、Gossipアルゴリズムを用いてメッセージ

をブロードキャストする。Gossipアルゴリズムとは、噂の伝

播をモデル化した方式である。メッセージに通し番号を付け、

初めて受け取ったメッセージは、受信者が処理し、かつノード

リストに記載された宛先リストに転送するが、二回目以降に受

け取った同一のメッセージは、処理せずに破棄するというシン

プルな仕組みである。

　分散ストレージでは、複数サーバ間で協調処理を行う場合、

Gossip配送方式(図５参照)に基づくメッセージ交換をしている。

表１　分散ストレージが提供する主な機能の一覧

2.1 設計方針
　設計では、従来の発想『アクセス停止前の状態に復旧する

システム (Disaster Recovery)』を新しい発想『原因によらず

アクセスを継続できるシステム(Disaster Survival)』に転換

することを基本方針とした。

2.2 機能の全体構成
　第２.１節で述べた設計方針を踏まえて、以下のような考え

に基づきソフトウェアアーキテクチャを設計する。

(１) 自律分散

　　　従来のマスタ/スレーブ、マスタ/マスタ型の複数の役割

　　を対象とした冗長設計を排除し、サーバが対等で同一の役

　　割を果たす自律分散型とする。

(２) スケーラブル

　　　蓄積（ディスク）部と処理（計算）部の明確な切り分け

　　により、ディスク容量や処理量の変化への追随が容易に

　　なる。

(３) ステートレス

　　　管理情報を含めて全てのデータは一元的に保持せず、

　　データが必要な時に都度復元する。

　分散ストレージが提供する主な機能を表１、機能間の連携を

図２に示す。

　コンピュータを含め様々な情報機器がネットワークで接続

される現在、文書や動画等のコンテンツ情報に加え、各機器

が出力する大量のログ情報等、管理対象データは増加する

一方である。そのため、現状のテラバイト級 (１０１２バイト) を

超えるペタバイト級 (１０１５バイト) の大量データを、その秘匿

性を保証しつつ低コストで管理することができるプラット

フォームの実現が重要になってきている。

　そこで我々は、次世代ストレージの技術要件として、１）ディ

スク使用量や利用者数が増加した場合にハードウェアを追加

するだけで容易に拡張可能であること、２）メンテナンスコ

ストを大幅に削減するため、故障を前提とした安価なサーバ

を採用し、運用管理者の手を煩わすことなく安定稼動できる

こと、以上の二つを掲げている。これらを解決するために、

一般的な分散システムで存在する中央管理機構を完全に排した、

自律分散型のシステムアーキテクチャを設計の基本方針とした。

この設計方針に基づき、宇宙通信株式会社様からの委託を受け

て、以下のような特徴を持つ[eS]3 Secure File Systemと

呼ぶシステムを開発している。

(１) データ管理機能

　　　分散した複数のストレージに電子データを細分化・暗号

　　化し、かつ冗長化して管理する。これにより、クラックさ

　　れても電子データを復元できない。その一方で、一部のス

　　トレージが故障しても電子データを復元できる。

(２) サーバ管理機能

　　　Plug&Play感覚でサーバを容易に増強できる。

(３) メタ情報管理機能

　　　メタ情報に基づき、暗号化されたデータを検索できる。

　本稿では、本システムの概要を紹介するとともに、特に本シ

ステムの特徴を生かした重要文書の共有やディザスタリカバリ

等での利用方法について提案する。

2. システム概要

　我々が開発している分散ストレージは、広域ネットワークに

分散したストレージノードを束ねて一つの巨大なネットワーク

ストレージを構築し、利用者のパソコン（PC）から利用できる

ようにするための仕組みである。データの暗号化やユーザ認証

などによりセキュリティを保証し、障害時でもデータを失うこ

となく、継続してサービスを利用することができる（図１参照）。

No.

1

2

3

4

5

6

データ管理

サーバ管理

メタ情報管理

ユーザ管理

認証

暗号

機能 説明

保管データの耐障害性を高めるためのデータの符号化と冗長性を実現するために、消失訂正符合を利用したファイル
の符合分割を行う。

中央管理機構を排した本システムにおいて、分散ストレージの通信相手となるノードリストを自律的にメンテナンスし、
Gossip方式のメッセージ交換とBootstrap時の初期設定の自動化を行う。

分散ストレージにディレクトリやファイル、アクセス権限など付加したファイルシステムの構造を導入するためにメタ情報
を維持管理し、併せて、キーワードによる分散検索機能を提供する。

Windows ActiveDirectoryならびにKerberosと連携して分散するストレージを利用するユーザー情報をメンテナンス
するためのクライアントツールを提供する。

Windows ActiveDirectoryならびにKerberosと連携して、シングルサインオン認証で分散ストレージを利用可能
にする。

Voltage社のIBE（Indentity-Based Encryption）方式の公開鍵暗号［1］を採用して、AESによるコンテンツの暗号・
復号を行う。

表３　試作版エコストレージ（KURO-BOX/PRO[6]）の仕様一覧

1

2

3

4

5

6

7

8

製品型名

CPU

メモリ

ドライブベイ

BootROM

System領域+Data領域

（ピンヘッダ用）

KURO-BOX/PRO

ARM9互換Marvell製88F5182 400MHz

DDR2 128MB

3.5型/2.5型SATA HDD用×1 

256KBフラッシュメモリ（NOR型）

256MBフラッシュメモリ（NAND型）

UART（console）x1、GPIO x2I2C x1、JTAG（ARM20pin）x1

PCI-ExpressX1 x1（ボード取付スロット空間はなし）
SerialATA x2（うち1個はドライブベイ用）

USB TypeA x2
RJ-45 x1（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応）

外部インターフェース

内部スルーホール

内部インターフェース

No.

法令要求による

長期保管

・電子ファイル預かり

・電子メールアーカイブ

・各種ログ保管

・生データ保管

具体例適用分野

コンテンツ

メディアアーカイブ

セキュリティ強化・

PC利用環境変革

No.

1

2

3

4 ・動画、音楽、文庫、マンガ、オンラインコンテンツ販売等

・放送コンテンツ、音楽コンテンツのアーカイブ

・指定文化財 （絵画、彫刻、工芸品、遺跡、書跡・典籍等）情報等のアーカイブ

・共有Workspace (モバイル対応含む)

・知財共有Workspace(特許情報、設計図面、工事写真等)

・ドキュメントセキュリティー (複写機、OCR連動)

・電子カルテ、医用画像ファイリング

・行政情報システム

表２　メタ情報管理の機能一覧

1

2

3

4

No.

メタ情報管理
分散ストレージに導入したファイルシステム構造とユーザ情報のメタ
情報を維持管理する。併せて、分散検索で使用する検索用途の補
助ファイルの転置インデックスファイルの更新も行う。

複数稼働するメタ情報管理サーバ間でメタ情報の更新作業を排他
制御するために、メタ情報と1対1に対応したトークンを交換・管理す
る。デッドロックを回避する仕組みを提供する。

分散検索に使用する転置インデックスファイルの更新を非同期に
行うために、分散ストレージをネットワーク非同期キューに見立てて、
更新処理の情報を管理する。

キーワードによる検索要求を複数の検索サーバ間で分担して処理
することにより、検索時間の短縮と処理効率の改善を図り、処理能
力のスケーラビリティを実現する。

説明機能

分散検索

TS（Tuple 

Space）管理

トークン管理

消失訂正符号による
ファイルの符合分割 ファイルの復号

消失

この断片の単位でストレージに保存

いくつかの断片が
消失しても一定数
以上の断片が集まれば
復号可能

図４　動的メンバーシップ管理の概念
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図５　Gossipによるメッセージ配送の流れ
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 図７　組織・ユーザ・グループMUTの関連
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図８　メタ情報管理機能サブシステム連携
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　消失訂正符号によってファイルを符号分割すると、ファイ

ルを単純に分割した場合に比べて、ある程度の冗長性を持っ

てファイルが分割される。この冗長性により、符号分割され

たファイルの断片のいくつかを消失しても、残った断片から

元のファイルを復元することができる。

　分散ストレージでは、ファイルを符号分割するための消失

訂正符号として、BCH（Bose Ray-Chaudhuri Hocquen-

ghem）符号 [２] と、LDPC（Low Density Parity Check）

符号 [３] をベースとした２つの方式を用意している。

3.1.2 データ管理における
　　　サービスレベルと符号化率の関係
　分散ストレージでは、消失訂正符号によりファイルを符号分

割する際には、まずファイルを細かいデータの断片に分割する。

分割したデータの断片は、更に符号化単位データに分割してか

ら、消失訂正符号により符号分割する。

　消失訂正符号によるファイルの符号分割では、符号化単位

データを符号分割した際に得られる符号パケット数 n に対す

る、符号化単位データを単純に分割した際に得られる情報パケット

数 k の割合から、ファイルの符号化率 r (＝k/n)を求める。

　符号化率 r が高ければ、ストレージに対するファイルの保存コス

トを抑えることができる。逆に符号化率 r が低ければ、ファイルの

保存コストは増えるが、ファイルを復元するために必要な最低パ

ケット数が少なくなるため、データの消失に対してより強固になる。

　分散ストレージでは、ユーザが要求するサービスレベルに応

じて、情報パケット数 k と符号パケット数 n を調節することで、

最適な符号化率 r でファイルを符号分割できる。例えば、一定

期間しか保持しない一時的なバックアップデータのようなライ

フタイムの短いデータは、符号化率 r を高く設定してファイル

の保存コストを抑えるといった利用方法が選択できる。

3.2 サーバ管理
  本節では、多数のサーバで構成される分散ストレージ環境の

管理を容易にし、Plug&Play 感覚でサーバの増強を可能とする、

ノードリスト管理、 Gossip によるメッセージ配送、 自動

設定される Bootstrap 処理について説明する。

3.2.1 広域自律分散によるノードリスト管理
　分散ストレージでは、多数のサーバが広域に分散している環

境を想定しているため、システムを構成するすべてのサーバの

状態を一箇所で常に把握することは、高コストであるだけでな

く実現が難しい。本システムでは、各サーバが直接通信可能な

サーバ群をノードリストとして管理し、動的メンバーシップ管

理(図４参照)の方法に基づきサーバ間でノードリストを交換す

る。この機能により、分散ストレージに新たにサーバが追加、

あるいは取り外された場合に、IPアドレスの情報が自律的に

メンテナンスされ、システム全体の整合性が維持される。ここ

でいう自律的とは、管理者がなんら操作することなくマシン自

らが自身の役割と状態を認識し、その機能を提供することを指

している。

閾値以下になれば、分散IFよりノード情報追加→

→ → → →........（繰り返し）
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図６　ファイルシステム上のMFTの位置付
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概要
　我々は、システム性能のスケーラビリティを大幅に向上させ、メンテナンスコストを極力抑えた次世代の分散スト

レージシステムを研究開発している。そのコンセプトは、従来型システムに見られる「アクセス停止前の状態に復旧

するシステム」でななく、「原因によらずアクセスを継続できるシステム(Disaster Survival)」である。如何なる障害

に対してもデータを保護し、安全かつ確実なサービス利用を顧客に提供することを目指している。これを実現する

ために、中央管理機構を完全に排した自律分散型のシステムアーキテクチャを設計の基本とした。本論文では、本

分散ストレージの特徴的な機能の概要と利用イメージについて説明する。
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7. おわりに
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3. システムの特徴
　本章では、分散ストレージの以下の三つの特徴について説明する。

(１) データ管理

　　　保管データの耐障害性を高めるためのデータの符号化と

　　冗長性を実現する。

(２) サーバ管理

　　　自律的な運用管理とメンテナンス性を向上させる。

(３) メタ情報管理

　　　分散ストレージに論理的なファイルシステムを構築し、

　　検索機能を実装した。

3.1 データ管理
　分散ストレージのデータ管理は、消失訂正符号を利用した

ファイルの符号分割により、保管データの耐障害性を高める。

以下にその概要について説明する。

3.1.1 消失訂正符号によるファイルの符号分割
　消失訂正符号によるファイルの符号分割は、ファイルをいく

つかの細かい断片に分割して保存し、ディスク障害などでいく

つかの断片が消失しても復元することができる技術である。

図３に本技術の概要を示す。

図 1　分散ストレージの利用イメージ

図３　消失訂正符号によるファイルの符号分割

図 ９　排他制御のためのトークン交換とデッドロックの回避

図１０　Tuple Space管理機能による転置インデックスの非同期更新

図１１　分散検索機能におけるサブシステム間の処理の流れ

4. 自律分散の大規模試験

図１２　ノード数と平均最短パス長(理論及び実測値) 

　分散ストレージは、広域なネットワーク環境で大量のサー

バで構成されるシステムを想定しているため、システムを維

持していく上でメンテナンスコストを大幅に削減することは

重要な課題である。このために本システムを自律分散型の

設計思想で実現するために採用した新しい試みである、動的

メンバーシップ管理の妥当性に関する大規模試験の評価結果

について報告する。

4.1 大規模試験
　本試験は、第３.２節で述べた動的メンバーシップ管理機能

の妥当性を検証することを目的としている。試験の実施方法

の概要は、以下のとおりである。各ノードで動的に構成変更

されるノードリストのスナップショットを定期的に記録し、

ノード間のパス長が収束するか否かを確認するとともに、試験

終了後の状態と理論値を比較する。

4.1.1 ノード間のランダム有向グラフの
　　　平均最短パスへの収束特性
　分散ストレージを構成するノード全体にメッセージを配送

するために必要な到達距離を表す平均最短パス長の収束状況

を以下の項目から調査し、試験終了時の最短パス長と理論値

とを比較する。試験環境には、独立行政法人情報通信研究機

構 北陸リサーチセンター [５] の設備を利用する。

(１) 最短パス長(あるノード i からノードjまでを辿る最少エッジ

　　数の経路)の時間変化

(２) コネクティビティ(最短パス長の最小値が0より大きければ 

　　コネクティビティ有り)

(３)  in-degree(ノードに入ってくるエッジ数)

(４) in-degree分布の初期状態及び in-degree分布の試験終了

　　時の状態

　試験結果(図１２参照)は以下のとおりである。ノード次数

（システムが制約する最小ノードリスト数）が上がるにつれ

てノード間のコネクティビティは改善し、次数7で極めて高い

確率ですべてのノード間にパスが存在する。実測値が理論値

に近い値を取っており、次数が高いほど実測値と理論値の差

が縮まる傾向がある。以上の結果から、自律的なノードリスト

管理に採用している手法の理論的な妥当性が、実験的に裏付

けられたと評価している。

5. 小型/省電力ストレージに向けて
　コンピュータリソースの消費電力を抑えることは、コスト

面のみならずCO2削減という環境負荷への配慮から、今後積

極的な対応が求められる社会的な要件である。

　本章では環境負荷の低減に寄与するため、デスクトップPC、

サーバPC等で動作しているデータストレージの機能を低コスト、

低消費電力な装置（我々はこれをエコストレージと呼ぶ。）

上に移植した事例を報告する。

5.1 現状の消費電力と小型/省電力の取組み
　２００７年９月現在構築している広域テストベッドのハード

ウェア構成は、拠点あたりサーバ１０台、スイッチ１台、ルー

タ1台の構成で、消費電力は最大１,１２２W（実績は６００W程度）

である。同様の構成が5拠点に存在し、全体で最大５,６１０W（実

績は３,０００W程度）を消費している。これをストレージ容量

で換算にすると５６１～３００W/TBになる。

　現在、消費電力の削減に向けた根本的な取組みとして、低

消費電力のCPUを採用した省スペースの新型ストレージノード

を開発中である。我々はこれをエコストレージという考え方

で捉え、２０W /TB程度を目標に取り組んでいる。

　この新型ストレージノードを導入することで、1ラックを使

い切る積載をラック標準電力の範囲内でカバーし、空間使用

効率、コスト面、さらには劇的な低消費電力化により環境負

荷の大幅な改善に寄与することができ、データセンタ事業者

ならびにストレージサービスの利用者の双方にとって大きな

メリットが生じると期待している。

5.2 エコストレージの試作ハードウェア選定
　分散ストレージノードには分割、符号化されたファイル群

が保存されるため、大容量の記憶媒体が必要となってくる。

これらのファイル I/O(書き込み、読み込み、削除)が主な機能

となるため、高い処理能力(クロック数の大きいCPU)は必要

なく、それは消費電力、発熱量の低下につながる。また、他

のストレージノードとノードリストを用いて Gossip 連携を

行うため、ネットワークインターフェースが必要となってくる。

これらの要件を満たすものが市場に存在するか調査した結果、

以下の表３のハードウェアを試作エコストレージ用に選定した。

6. 適用分野
6.1 分散ストレージの特徴を生かした適用分野
　分散ストレージの特徴を生かした適用分野を考える場合、

以下のような特性を持ったアプリケーションへの適用が有効

である。

　　● 更新頻度が少ない大容量のデータを管理対象としている。

　　● データのセキュリティを確保することが重要である。

　　● インターネット環境・モバイル環境からもアクセスする　

　　必要がある。

　以上のような特性を持った適用分野を表４に示す。

表４　分散ストレージの適用分野

図１４　文書・図面管理システム

　本稿では、以下のような技術的な特徴を持つ自律分散型の

ストレージ管理システム[eS]３ Secure File Systemを紹介

した。

(１) データ管理機能

　　　分散した複数のストレージに電子データを細分化・暗号

　　化し、冗長化して管理するため、クラックされても電子

　　データを復元できない。その一方で、一部のストレージ

　　が故障しても復元できる。

(２) サーバ管理機能

　　　Plug&Play 感覚でサーバを容易に増強できる。

(３) メタ情報管理機能

　　　メタ情報に基づき、暗号化されたデータを検索できる。

　現在、試験的な利用環境を構築し、評価を行っている。

本システムを採用することで、ストレージサービス提供者には、

ハードウェアコストとメンテナンスコストを大幅に低減しつ

つも堅牢なシステム運用が可能になり、ユーザにとって安価

で安全なサービスを利用する機会が得られると期待している。

　今後は、本プラットフォームの特徴を生かして、顧客シス

テムと連携するアプリケーション開発を行い、ビジネス展開

していくことを検討している。なお、本論文は、三菱電機情

報システム・ユーザ研究会平成１９年度「シンポジウム」投稿

論文を元に作成した。
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6.2.3 ディザスタリカバリ
　アクセスの良い都市部のデータセンタはお客さまのアプリ

ケーションサーバを収容し、郊外のデータセンタにはお客さま

のデータ管理するサーバを収容する(図１５参照)。このように

ロケーションに応じてデータセンタの役割を分担することで、

災害対策を考慮した安全なプラットフォームを提供し、かつ

データセンタ全体の稼働率を向上させることができる。

6.2.2 文書・図面管理システム
  既存の文書・図面管理システムとデータ分散ネットワークを

接続することで、重要文書や重要図面の災害対策と情報漏えい

対策とし、かつバックアップなどの管理業務を削減することが

できる(図１４参照)。

  システムの構築方法はいろいろなバリエーションが考えられ、

地理的に分散した拠点同士がデータ分散ネットワークを介し

データを共有することも可能である。また、ファイルは暗号化

された上で通信されるので、インターネット経由のセキュアな

アクセスも可能である。

6.2 想定される適用例
6.2.1 社内データの共有
  想定される適用例の一つは、社内の各種ファイルを共有する

目的で利用することができる(図１３参照)。

　既存のファイルサーバにデータ分散ネットワークの仮想ドラ

イブをマウントすることで、利用者からは通常の共有フォルダ

に見え、社内ネットワークに接続したPCからファイルアクセ

スすることができる。

また、以下の特徴を有する。

(1)  カスタマイズ可能な組み込みLinuxBOX

　　　工場出荷時の状態でフラッシュメモリ（標準ファー

　　ムウェア）上で起動するsambaの機能により、NAS

　  （Network Attached Storage）として使用できる。

　　　Linuxディストリビューション（RedHat、Fedora等）

　　の環境を独自に構築することが可能であり、これによって、

　　Linuxマシンとして動作させることができる。

　　　よってWebサーバ、Mediaサーバ等、いろいろな用途

　　に使用することができる。

(2) 省スペース

　　　６０（W）× １６３.３（H）× ２１５.５（D）mm

(3) 低消費電力

　　　　　消費電力は約１７ Wである。

5.3 分散ストレージノードの移植
　KURO-BOX/PRO購入時の標準ファームウェアでは汎用性

が低く、分散ストレージノードが移植できない可能性があるた

め、動作環境としてDebian GNU/Linux ４.０（Linuxディス

トリビューション）の環境を構築した。分散ストレージノード

はKURO-BOX/PRO（CPU:ARM）上で動作するので、

ARMアーキテクチャに対応したバイナリコード（実行モジュール）

を作成する環境（gcc）をCygwin [7] を利用することで

Windows上に簡易Linux環境を構築し、実行環境よりも高ス

ペックなクロスコンパイルによる開発環境を用意して開発効率

の向上を図った。

　以上の作業により、分散ストレージノードをKURO-

BOX/PRO（Debian）に移植することができた。

3.3.2 コンテンツの分散検索
　分散ストレージに保存されているコンテンツの中から目的の

ファイルを探索するための手段として、当該コンテンツのアク

セス権限を有するユーザ IDと、キーワードを組み合わせた検索

機能を提供している。検索機能の実現方針は次のとおりである。

(１) 複数の検索条件をAND、ORの論理演算を組み合わせて記

　　述することができる。

(２)コンテンツ内のキーワードの出現頻度を考慮したランキン

　　グ計算を行う。

(３) クライアントからの検索処理要求は、どの分散検索サーバ

　　も対等の立場で受け付け、中央管理の立場になる検索サー

　　バは存在しない。

(４) 検索処理能力は、分散検索サーバを増設するだけでスケー

　　ラブルに増強できる。

(５) 複数稼動する分散検索サーバの一部が停止した状態にある

　　場合、多少の性能低下が予想されても稼動しているサーバ

群で検索処理を実現する。

　分散検索機能では、検索式を一旦「検索項目＝値」という単

一検索式に分解して、これら分解された単一検索式の単位で、

リモートの分散検索サーバ群に処理の受け入れを打診して許可

された場合に、単一検索式の検索処理要求を投げる仕組みで

ある。

　検索要求を受け付けるリモートの分散検索サーバを選択する

仕組みは、自律分散を実現する基盤となる動的メンバーシップ

管理から提供されるノードリストを参照して、サーバの IPア

ドレスを決定している。このノードリストに記載された宛先ア

ドレスに、検索要求をGossipのメッセージに載せて、分散検

索サーバのネットワーク全体にUDP通信で配送されている。

　検索項目の値を指定するだけでなく、「＊」を用いた前方

一致検索も可能である。その場合、分散検索処理を再帰的に呼

び出し、負荷分散することで処理速度を上げている(図１１参照)。

(２) 転置インデックスファイルの非同期更新

　　　検索時に使用する転置インデックスファイルの更新処

　　理を負荷と処理時間の観点から効率的に行うために、

　　LindaのTuple Space[４]の概念を応用した処理モデルで

　　MUT、MFTのメタ情報ファイルの操作とは別のタイミン

　　グで更新処理を行っている(図１０参照)。

3.3.1 ファイルシステムの導入
　分散ストレージにファイルシステムを導入する。一般的な

ディレクトリやファイル、アクセス権限の情報は、MFTファ

イル(第３.３節参照)として管理する。MFTファイルは、ディ

レクトリ及びファイルそれぞれに対して一つのMFTファイル

が対応する。

(１) メタ情報ファイル操作の排他制御とデッドロックの回避

　　　通常、複数のメタ情報管理サーバが協調して稼動してい

　　るので、メタ情報ファイルの操作で競合しないように、

　　排他制御する必要がある。トークンを用いてデッドロック

　　を回避する方法を図９に示す。

3.2.3 Plug&Playによる
　　　Bootstrap時の自動設定
　新しいサーバが分散ストレージに接続された時、保守担当者

が介入することなく、システム自らが外部から情報を受け取り、

自身の環境を設定することで、能動的にサーバがシステムに参

加する。このようなPlug&Play方式は、保守性の向上に貢献

している。

　Plug&Playを実現する上での技術課題の一つは、効率的に

ノードリストを初期化することである。ノードリストを初期化

する際には、新しく参加したサーバを近接サーバに伝える必要

があるが、分散ストレージではノード間でP２P的にメッセー

ジ交換するのではなく、I/Fサーバを補助的に利用する。具体

的には、ノードは自身の参加を I/Fサーバに通知し、併せて I/F 

サーバが保持するノードリストを取得することで初期化を完了

する。これによりノードの最新状態は、I/F サーバを通してネット

ワーク全体にアナウンスされる。

3.3 メタ情報管理
　分散ストレージで管理しているファイルは、符号化し、暗号

化して保存しているため、データ管理の枠組みを崩さずにディ

レクトリの導入や全文検索等のコンテンツの内容を解釈して検

索することが難しい。このような課題を解決する目的で、メタ

情報管理の機能を導入する。メタ情報管理では、ファイルシス

テムの導入に際して、メタ情報と呼ぶファイル/ディレクトリ

の属性情報（ブロック数、アクセス権限、作成日付、サイズ、

キーワードなど）をコンテンツ毎に管理する機能を主な機能と

して提供する。

　メタ情報は通常のファイルと同様にデータ管理され、以下の

ような３種類の管理ファイルを使用する。

(１) コンテンツの属性情報を扱うMFTファイル(Master File 

　　 Table)(図６参照)

(２) ユーザ情報を扱うMUTファイル(Master User Table)

　　 (図７参照)

(３) 検索処理で使用する各種転置インデックスファイル

　メタ情報管理は、表２に示す機能の連携(図８参照)により実

現している。

3.2.2 Gossipによるメッセージ配送の仕組み
　分散ストレージでは、Gossipアルゴリズムを用いてメッセージ

をブロードキャストする。Gossipアルゴリズムとは、噂の伝

播をモデル化した方式である。メッセージに通し番号を付け、

初めて受け取ったメッセージは、受信者が処理し、かつノード

リストに記載された宛先リストに転送するが、二回目以降に受

け取った同一のメッセージは、処理せずに破棄するというシン

プルな仕組みである。

　分散ストレージでは、複数サーバ間で協調処理を行う場合、

Gossip配送方式(図５参照)に基づくメッセージ交換をしている。

表１　分散ストレージが提供する主な機能の一覧

2.1 設計方針
　設計では、従来の発想『アクセス停止前の状態に復旧する

システム (Disaster Recovery)』を新しい発想『原因によらず

アクセスを継続できるシステム(Disaster Survival)』に転換

することを基本方針とした。

2.2 機能の全体構成
　第２.１節で述べた設計方針を踏まえて、以下のような考え

に基づきソフトウェアアーキテクチャを設計する。

(１) 自律分散

　　　従来のマスタ/スレーブ、マスタ/マスタ型の複数の役割

　　を対象とした冗長設計を排除し、サーバが対等で同一の役

　　割を果たす自律分散型とする。

(２) スケーラブル

　　　蓄積（ディスク）部と処理（計算）部の明確な切り分け

　　により、ディスク容量や処理量の変化への追随が容易に

　　なる。

(３) ステートレス

　　　管理情報を含めて全てのデータは一元的に保持せず、

　　データが必要な時に都度復元する。

　分散ストレージが提供する主な機能を表１、機能間の連携を

図２に示す。

　コンピュータを含め様々な情報機器がネットワークで接続

される現在、文書や動画等のコンテンツ情報に加え、各機器

が出力する大量のログ情報等、管理対象データは増加する

一方である。そのため、現状のテラバイト級 (１０１２バイト) を

超えるペタバイト級 (１０１５バイト) の大量データを、その秘匿

性を保証しつつ低コストで管理することができるプラット

フォームの実現が重要になってきている。

　そこで我々は、次世代ストレージの技術要件として、１）ディ

スク使用量や利用者数が増加した場合にハードウェアを追加

するだけで容易に拡張可能であること、２）メンテナンスコ

ストを大幅に削減するため、故障を前提とした安価なサーバ

を採用し、運用管理者の手を煩わすことなく安定稼動できる

こと、以上の二つを掲げている。これらを解決するために、

一般的な分散システムで存在する中央管理機構を完全に排した、

自律分散型のシステムアーキテクチャを設計の基本方針とした。

この設計方針に基づき、宇宙通信株式会社様からの委託を受け

て、以下のような特徴を持つ[eS]3 Secure File Systemと

呼ぶシステムを開発している。

(１) データ管理機能

　　　分散した複数のストレージに電子データを細分化・暗号

　　化し、かつ冗長化して管理する。これにより、クラックさ

　　れても電子データを復元できない。その一方で、一部のス

　　トレージが故障しても電子データを復元できる。

(２) サーバ管理機能

　　　Plug&Play感覚でサーバを容易に増強できる。

(３) メタ情報管理機能

　　　メタ情報に基づき、暗号化されたデータを検索できる。

　本稿では、本システムの概要を紹介するとともに、特に本シ

ステムの特徴を生かした重要文書の共有やディザスタリカバリ

等での利用方法について提案する。

2. システム概要

　我々が開発している分散ストレージは、広域ネットワークに

分散したストレージノードを束ねて一つの巨大なネットワーク

ストレージを構築し、利用者のパソコン（PC）から利用できる

ようにするための仕組みである。データの暗号化やユーザ認証

などによりセキュリティを保証し、障害時でもデータを失うこ

となく、継続してサービスを利用することができる（図１参照）。

No.

1

2

3

4

5

6

データ管理

サーバ管理

メタ情報管理

ユーザ管理

認証

暗号

機能 説明

保管データの耐障害性を高めるためのデータの符号化と冗長性を実現するために、消失訂正符合を利用したファイル
の符合分割を行う。

中央管理機構を排した本システムにおいて、分散ストレージの通信相手となるノードリストを自律的にメンテナンスし、
Gossip方式のメッセージ交換とBootstrap時の初期設定の自動化を行う。

分散ストレージにディレクトリやファイル、アクセス権限など付加したファイルシステムの構造を導入するためにメタ情報
を維持管理し、併せて、キーワードによる分散検索機能を提供する。

Windows ActiveDirectoryならびにKerberosと連携して分散するストレージを利用するユーザー情報をメンテナンス
するためのクライアントツールを提供する。

Windows ActiveDirectoryならびにKerberosと連携して、シングルサインオン認証で分散ストレージを利用可能
にする。

Voltage社のIBE（Indentity-Based Encryption）方式の公開鍵暗号［1］を採用して、AESによるコンテンツの暗号・
復号を行う。

表３　試作版エコストレージ（KURO-BOX/PRO[6]）の仕様一覧

1

2

3

4

5

6

7

8

製品型名

CPU

メモリ

ドライブベイ

BootROM

System領域+Data領域

（ピンヘッダ用）

KURO-BOX/PRO

ARM9互換Marvell製88F5182 400MHz

DDR2 128MB

3.5型/2.5型SATA HDD用×1 

256KBフラッシュメモリ（NOR型）

256MBフラッシュメモリ（NAND型）

UART（console）x1、GPIO x2I2C x1、JTAG（ARM20pin）x1

PCI-ExpressX1 x1（ボード取付スロット空間はなし）
SerialATA x2（うち1個はドライブベイ用）

USB TypeA x2
RJ-45 x1（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応）

外部インターフェース

内部スルーホール

内部インターフェース

No.

法令要求による

長期保管

・電子ファイル預かり

・電子メールアーカイブ

・各種ログ保管

・生データ保管

具体例適用分野

コンテンツ

メディアアーカイブ

セキュリティ強化・

PC利用環境変革

No.

1

2

3

4 ・動画、音楽、文庫、マンガ、オンラインコンテンツ販売等

・放送コンテンツ、音楽コンテンツのアーカイブ

・指定文化財 （絵画、彫刻、工芸品、遺跡、書跡・典籍等）情報等のアーカイブ

・共有Workspace (モバイル対応含む)

・知財共有Workspace(特許情報、設計図面、工事写真等)

・ドキュメントセキュリティー (複写機、OCR連動)

・電子カルテ、医用画像ファイリング

・行政情報システム

表２　メタ情報管理の機能一覧

1

2

3

4

No.

メタ情報管理
分散ストレージに導入したファイルシステム構造とユーザ情報のメタ
情報を維持管理する。併せて、分散検索で使用する検索用途の補
助ファイルの転置インデックスファイルの更新も行う。

複数稼働するメタ情報管理サーバ間でメタ情報の更新作業を排他
制御するために、メタ情報と1対1に対応したトークンを交換・管理す
る。デッドロックを回避する仕組みを提供する。
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 図７　組織・ユーザ・グループMUTの関連
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図１５ データセンタ稼働率の向上
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　消失訂正符号によってファイルを符号分割すると、ファイ

ルを単純に分割した場合に比べて、ある程度の冗長性を持っ

てファイルが分割される。この冗長性により、符号分割され

たファイルの断片のいくつかを消失しても、残った断片から

元のファイルを復元することができる。

　分散ストレージでは、ファイルを符号分割するための消失

訂正符号として、BCH（Bose Ray-Chaudhuri Hocquen-

ghem）符号 [２] と、LDPC（Low Density Parity Check）

符号 [３] をベースとした２つの方式を用意している。

3.1.2 データ管理における
　　　サービスレベルと符号化率の関係
　分散ストレージでは、消失訂正符号によりファイルを符号分

割する際には、まずファイルを細かいデータの断片に分割する。

分割したデータの断片は、更に符号化単位データに分割してか

ら、消失訂正符号により符号分割する。

　消失訂正符号によるファイルの符号分割では、符号化単位

データを符号分割した際に得られる符号パケット数 n に対す

る、符号化単位データを単純に分割した際に得られる情報パケット

数 k の割合から、ファイルの符号化率 r (＝k/n)を求める。

　符号化率 r が高ければ、ストレージに対するファイルの保存コス

トを抑えることができる。逆に符号化率 r が低ければ、ファイルの

保存コストは増えるが、ファイルを復元するために必要な最低パ

ケット数が少なくなるため、データの消失に対してより強固になる。

　分散ストレージでは、ユーザが要求するサービスレベルに応

じて、情報パケット数 k と符号パケット数 n を調節することで、

最適な符号化率 r でファイルを符号分割できる。例えば、一定

期間しか保持しない一時的なバックアップデータのようなライ

フタイムの短いデータは、符号化率 r を高く設定してファイル

の保存コストを抑えるといった利用方法が選択できる。

3.2 サーバ管理
  本節では、多数のサーバで構成される分散ストレージ環境の

管理を容易にし、Plug&Play 感覚でサーバの増強を可能とする、

ノードリスト管理、 Gossip によるメッセージ配送、 自動

設定される Bootstrap 処理について説明する。

3.2.1 広域自律分散によるノードリスト管理
　分散ストレージでは、多数のサーバが広域に分散している環

境を想定しているため、システムを構成するすべてのサーバの

状態を一箇所で常に把握することは、高コストであるだけでな

く実現が難しい。本システムでは、各サーバが直接通信可能な

サーバ群をノードリストとして管理し、動的メンバーシップ管

理(図４参照)の方法に基づきサーバ間でノードリストを交換す

る。この機能により、分散ストレージに新たにサーバが追加、

あるいは取り外された場合に、IPアドレスの情報が自律的に

メンテナンスされ、システム全体の整合性が維持される。ここ

でいう自律的とは、管理者がなんら操作することなくマシン自

らが自身の役割と状態を認識し、その機能を提供することを指

している。

閾値以下になれば、分散IFよりノード情報追加→

→ → → →........（繰り返し）
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　本稿では、以下のような技術的な特徴を持つ自律分散型の

ストレージ管理システム[eS]３ Secure File Systemを紹介

した。

(１) データ管理機能

　　　分散した複数のストレージに電子データを細分化・暗号

　　化し、冗長化して管理するため、クラックされても電子

　　データを復元できない。その一方で、一部のストレージ

　　が故障しても復元できる。

(２) サーバ管理機能

　　　Plug&Play感覚でサーバを容易に増強できる。

(３) メタ情報管理機能

　　　メタ情報に基づき、暗号化されたデータを検索できる。

　現在、試験的な利用環境を構築し、評価を行っている。

本システムを採用することで、ストレージサービス提供者には、

ハードウェアコストとメンテナンスコストを大幅に低減しつ

つも堅牢なシステム運用が可能になり、ユーザにとって安価

で安全なサービスを利用する機会が得られると期待している。

　今後は、本プラットフォームの特徴を生かして、顧客シス

テムと連携するアプリケーション開発を行い、ビジネス展開

していくことを検討している。なお、本論文は、三菱電機情

報システム・ユーザ研究会平成１９年度「シンポジウム」投稿

論文を元に作成した。
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6.2.3 ディザスタリカバリ
　アクセスの良い都市部のデータセンタはお客さまのアプリ

ケーションサーバを収容し、郊外のデータセンタにはお客さま

のデータ管理するサーバを収容する(図１５参照)。このように

ロケーションに応じてデータセンタの役割を分担することで、

災害対策を考慮した安全なプラットフォームを提供し、かつ

データセンタ全体の稼働率を向上させることができる。

図１５ データセンタ稼働率の向上
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