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論文の内容の要旨

論文題 目 交 換 シ ス テ ム- 既 製 コン ピ ュー タ を適 用 す るた め の可 用 性 と実 時 間
性 の 向上 に関す る研 究

co

近年 ライ フライ ンた るネ ッ トワークサー ビスの交換 システムに既製 コンピュー タ

Aサーバ ( l Ar hi TStn e t tec urc==である e)に代表 され る C i lommerc a
(


lf)を適用す ることが要望 されてい る.he
S
-ト t 
交換 システムが提供す るネ ッ トワークサー ビスは ライ フライ ンた るサー ビスであ

り,年間 99.999%以上のサー ビス稼働時間で あることが要求 され る.同時 に実時間

性が要求 され,サー ビス処理 を要求 され る時間以内に実施す ることが求 め られ る. 

hefo

orte wonle ehtc ePuTN ( bllCSwi dT ph eNSP ierv cesZ t tn egra ek)及び工S DN( dS

orte wtaDigi l N k)に代表 され る電話サー ビスを提供す るデ ィジタル交換 システム

には,従来,専用 コンピュー タによるシステムが適用 され,要求 され る可用性 と実

時間性 を実現 してい る.

専用 コン ピュー タの多 くは製造か ら長 い歳月が経過 し,ハー ドウェアが老朽化 ,

保守部 品の製造 が困難 となってい る. このため専用 コン ピュー タは更改の必要性 に

迫 られてい る.

工Aサーバで も専用 コンピュー タのよ うにベ ンダ独 自のハー ドウェアの高可用化技

術 を有 したハー ドウェアも存在す る. このよ うな コンポーネ ン トを適用す ることも

一案ではあるが,独 自のハー ドウェアの高可用化技術 に依存 した システ ムアーキテ

クチャを選択す ると,そのハー ドウェアが製造 困難 となった際に新 たなシステム -
の更改の コス トが増加す る点,またそのハー ドウェアを製造す るベ ンダ しか選択で

きずベ ンダ ロックイ ンが発 生 し,長期的にコス トが増大す る事か ら,極 めて一般化 ･

標準化 されたハー ドウェア及び ソフ トウェア コンポーネ ン トを調 達 し,それ ら標準

的な既製製 品をベースに交換 システムに要求 され る要件 を満 たすべ く課題 を解決す

る事が求 め られ る.

しか し､単純 に交換 システムに既製 コンピュー タを適用す るだけでは,交換 シス

テムに要求 され る可用性及び実時間性 をは じめと した要件 を満 たせ ない課題が存在

す る.特 に可用性 と実時間性 はサー ビス提供上優先度 を高 く取 り組 むべき課題 であ

る.そ こで本論文 では Iinux.=coTSで ある Aサーバ と を用 いて特 にサー ビス提供 に直

結す る可用性 と実時間性 を向上 させ,交換 システムに既製 コンピュータを適用す る
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ための方式 を研究す る.

第- にLinuxを使用 したシステムの可用性 の向上技術 として, ソフ トウェア修正

方法 に着 目す るD既製 コン ピュー タにお ける ソフ トウェア修正方法 は､修正 された

ロー ドモ ジュール を再 ロー ドす る必要があ り,クラス タを用いた稼 動系切換 を行 な

った として も,稼動系切換時間が長期化 しサー ビスの可用性が低下す る｡ そこでプ

ログラムを再起動 させ ることな く､かつサー ビスの実時間性 を損 なわず に ソフ トウ

ェアをオ ンライ ン修正す ることで､サー ビスの可用性 を向上 させ る.本論文ではシ

ステム上の主要 ソフ トウェアであるユーザプ ロセス とカーネル を,サー ビスのタイ

ムア ウ ト以 内の停止時間で,稼働 中のまま修正す るライブパ ッチ方式 を提案 してお

り, ソフ トウェアの再起動 に伴 うサー ビスの停止 時間を削減 し,サー ビスの可用性

を向上 させ る.

第二にサー ビス処理 の高優先化 による実時間性 の改善 として,デ ィスク工0の優先

度制御技術 を提案す る.電話サー ビスでは障害復 旧時にも途切れ な くサー ビスを継

続す るために,個 々のセ ッシ ョンの状態遷移 の トランザ クシ ョンログをデ ィスクに

記録す る.一方 , Linuxにお けるデ ィスク =Oは十分 な優先度制御技術 を有 してお ら

ず,デ ィス クが柘検す る場合,優先度が高い書込み処理が遅延 しサー ビスの実時間

性 に影響 を及 ぼす.本論文では優先度 の高い書込み処理 の遅延時間を削減すするるデデ ィィ

スク IOの優先度制御技術 を提案す る｡デ ィスク工○ 優先度制御技柿 では,工○ 処理

を優先度 に応 じた順序 で処理す ることで,システム コ-/レ単位 の処理 レスポンスタ

イムを低減 し,サー ビスの実 時間性 向上 を行 な う.

本論文で有効性 が実証 され た技術 は交換 システム -既製 コンピュー タ適用可能 と

す るが, これ ら技術 は交換 システムに しか適用で きないわけでない. これ ら技術は

様 々な領域 のシステ ム- と適用可能で あ り, コス トに優れ る標準的な既製 コン ピュ

ー タを使用 したシステ ムによ り提供 され るサー ビスの可用性及び実時間性 を向上す

ることが可能である.
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本論文 は コス トに優れ るデ ファク トス タンダー ドな既製 コンピュー タを用 いて電

話サー ビスに代表 され るネ ッ トワークサー ビスを提供 可能 とす るた めの,ソフ トウェ

アの可用性 と実時間性 を向上す る技術 を提案す るもので あ り,具体的な内容 は次 の と

お りである.

第 1章では,研究の背景 を述べている.その中で近年 の既製 コン ピュー タ技術 の発

展 によ り,様 々な専用ハー ドウェアがデ ファク トスタンダー ドなハー ドウェアを用い

たシステムに更改 されている点 について示 し,ライ フライ ンサー ビスにお けるネ ッ ト

ワー クサー ビスにおいても同様の更改が要望 され てい る点を言及 してい る.そ して既

製 コン ピュー タではネ ッ トワー クサー ビス に要求 され る可用性 と実時間性 を中心 に

欠点があることを述べ,研 究開発が必要な理 由を述べている.そ こで本論文で これ ら

欠点 を解決す るために,特に重要な可用性 と実時間性 を向上 させ る ソフ トウェア技術

を述べ,その技術 を提案す ることを述べている.

第 2章では,交換 システムに求め られ る要件 を示 し,従来 の交換 システムでは専用

にコンピュー タが開発 され,求 め られ る要件 を満 た していた ことが示 されてい る.ま

た コス トに優れ る,デ ファク トスタンダー ドな既製 コンピュー タを用いて交換 システ

ムを構築す るた めに,標 準化 団体 における取 り組みをは じめとした研究開発が行われ

ている現状 を示 している.更 にこれ ら取 り組みでは可用性 と実時間性が求 め られ る要

件 を満たせ ない ことを示 している.特に可用性では,ソフ トウェアの可用性,サー ビ

スの継続性 に課題が あること.実時間性 においては,交換 システムの主要サー ビス処

理で ある呼処理 のデ ィスク IOに関 して課題 があることを示 してい る.
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第 3章では,デ ファク トスタンダー ドな既製 コン ピュー タを使用 して交換 システ

ムを構築す る際の可用性 ,特 に ソフ トウェアの可用性 を向上 させ る技術 について提

案 してい る. ソフ トウェアバ グによってサー ビスの可用性 が劣化す る.特 に多数 の

ノー ドを有す る交換 システムにおいては,いずれ かのノー ドでバ グが発 見 された場

令 , この ソフ トウェアバ グが他 ノー ドで発 生す る前 に,速や かに修正す ることが求

め られ る.従来既製 コンピュー タにおけるソフ トウェアバ グ修正 時には , 一旦プロ

グラムを停止 し,修正 された ロー ドモ ジュール を入れ替 え,新 たな ロー ドモ ジュー

ルか らプ ログラムを起動す る必要がある.既製 コン ピュー タを用 い る交換 システム

では ACT/SBYのクラス タ構成 を とるが,クラスタの切 り替 え処理等 によ り既存 の ソ

フ トウェア修正方法では,サー ビスの可用性 に影響が出る問題 が ある.そ こで本章

ではプ ログラムを終了す ることな く,実行 中のまま修正 を可能 とす る, ライブパ ッ

チ技術 を提案 してい る.提案技術 においては,① カーネル のメモ リ管理 を改変す る

ことで,プ ログラムの コー ドセ クシ ョンを変更可能 とした.また,②対象プ ログラ

ムの実行 を一時的 に停止 させ ,その間に コー ドセ クシ ョンを変 更す るこ とで,複数

のタスクが 同時実行 され る sMT環境 において も不整合 な くコー ドセ クシ ョンを変更

す ることを可能 とした.更 にこれ ら提案技術 の評価 を行 い,提案技術 がネ ッ トワー

クサー ビスに要求 され る実時間性 を損 なわず ソフ トウェア修正 を行 い, ソフ トウェ

アバ グの修正 に伴 う可用性 を向上できることを示 した.

第 4章では,デ ファク トスタンダー ドな既製 コン ピュー タを使用 して交換 システ

ムを構築す る際の実時間性 ,特にデ ィスク工0時 の実時間性 を向上 させ る技術 につい

て提案 してい る.既製 コン ピュー タを用 い る交換 システムでは ACT/SBYのクラスタ

構成 を とり, クラスタ間の通信 にはコス トに優れ るイーサネ ッ トが用い られ る.一

方イーサネ ッ トに よる通信では,呼処理 に使用 され る重要 なデー タすべてを リアル

タイムに,確 実 に同期す ることが困難 である. このため呼処理 に使用 され る重要な

デー タに関 しては高優先で HDD-の同期書込みが用い られ る.この呼処理上実施 され

るHDD-の同期書込み処理が,背景で行 われ るバ ックア ップや ロギ ング といった HDD

アクセス と競合す る場合 ,著 しく遅延す る問題 が ある. これ は既製 コンピュー タに

用い られ る osでは,デ ィスク工 0はデ ィスク単位 の トー タル スループ ッ トを重視す る

スケジュー リングを行 ってお り,優先度が十分 に考慮 されていないためである,そ

こで,本章ではデ ィスク Zoのスケジュー 9ングにおいて優先度 を重視す るスケジュ

ー リングを提案 した.更 に提案技術 の評価 を行 い,従来技術 に比べて著 しく高優先

度 のデ ィス ク工 0の処理 時間を短縮 できるこ とを示 した.

第 5章では研 究成果 とその意義が述べ られ ,本提案 が今後 の既製 コン ピュー タを

使用 した交換 システ ムのあ り方 を示 し,更 に交換 システ ムに限 らずデ ファク トスタ

ンダー ドな既製 コン ピュー タを利用す るシステムの信頼性 ･サー ビス晶質 向上-育

与す るもの として意義がある と締 めくくってい る.

よって本論文は博 士 (工学)の学位論文 として十分 な価値 を有す るもの と認 める.




