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要約

Linux Virtual Server（LVS）プロジェクトは、LinuxカーネルがTCPおよびUDPサービスを負荷分散できるよ

うにするものです。LVSを実行するホストはLinux Directorと呼ばれます。負荷分散されたサービスへのすべて

の接続はLinux Directorによって転送されます。このシステムは、アクティブなLinux Directorに障害が起きたり、

システムのメンテナンスが行われたりする場合に処理を引き継ぐスタンバイのLinux Directorを用意することで

高可用性にすることができます。ただし、フェイルオーバーが起きると、スタンバイは既存の接続の情報を把握

していないため、それらは破棄されます。接続の同期化は、アクティブなLinux Directorとスタンバイとの間でセッ

ション情報を共有することで、この問題を解決するものです。

Linux Directorが安定しており、システムのメンテナンスによってダウンさせることも少ないなら、スタンバ

イはほとんどの時間アイドル状態になります。これはリソースの無駄遣いです。また、クラスタのスループット

がLinux Directorのスループットに制限されます。複数のLinux DirectorをActive-Active構成で使えば、これら

の問題を軽減できます。

このペーパーでは、Active-ActiveのLinux Directorの実装と、LVSの接続同期化の大幅な機能拡張を扱います。

これらの実装はまだ準備中です。また、本稿は、大規模なインターネットサイトの構築に興味がある技術系の読

者を対象に書かれています。



2

はじめに

Linux Virtual Server（LVS）Project[3]などが提供する、レイヤ4スイッチングを使用した負荷分散は、複数のマシンを使っ

てネットワーク・サービスを複数のマシンに拡張できるようにする強力なツールです[5]。これは市販の小さなサーバで

大規模なWebサイトを構築するときに広く使われているテクノロジです。

しかし、レイヤ4スイッチングはシステムの単一障害点になります。ネットワークに入ってきたトラフィックは常に（そ

してネットワークから出ていくトラフィックもたいてい）Linux Directorを通ることになるからです。そのため、Linux 

Directorがダウンすると、負荷分散されたサイトは使用不能になります。この問題を緩和するため、一般にアクティブ

/スタンバイ構成で2つのLinux Directorを配備するという手法が用いられています。

図1：1台のDirector（単一障害点）

図2：アクティブ/スタンバイDirector

このシナリオでは、サービスに対するパケットをアクティブLinux Directorが受け取り、それを実サーバに転送します。

このとき、スタンバイLinux Directorはアイドル状態にあります。アクティブLinux Directorがダウンするか、メンテナ

ンスでオフラインになると、スタンバイLinux DirectorがアクティブLinux Directorになります。しかし、このようなフェ

イルオーバーが起きると、そのとき存在していた接続はすべて切断されてしまいます。接続の同期化では、アクティブ

な接続に関する情報についてスタンバイLinux Directorと同期をとることにより、この問題を解決します。これにより、

フェイルオーバーが起きても、新しいアクティブLinux Directorが引き続きアクティブな接続のパケットを負荷分散する

ことができます。

本稿の第1部では、LVSによる接続の同期化の仕組みと、どのLinux Directorがアクティブでも、あるいはフェイルオー

バーが何度起きても、接続を継続できるようにするために加えられた改善に関して説明します。

アクティブ/スタンバイ構成のもう1つの問題は、実サーバは、台数を増やすことで水平にスケールアップしていける

のに対し、Linux Directorの処理能力をそのハードウェア能力以上に向上させるのは困難であるという点です。Active-

Active構成は、すべてのLinux Directorをアクティブとして活用することで、既存のLinux Directorに水平のスケーラビ

リティを実現します。これにより、Linux Directorの結合されたリソースを、ネットワーク上のトラフィックの負荷分散

に使えるようになります。アイドル状態だったリソースを、追加の処理能力として活用するということです。
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本稿の第2部は、1台から約16台までのホストのアクティブなLinux Directorを、1つのサービスに対するLinux Director

として同時に動作させる方法を解説します。この設計は、追加のLinux Directorが、ネットワークの実際の負荷分散能

力を直線に近い形で強化します。Linux 2.4カーネルでLVSを実行している単一のLinux Directorが700Mbit/秒以上のト

ラフィックを処理できると仮定すると、Active-Active構成のLinux Directorを大量に組み合わせた場合の総合的な負荷

分散能力をテストしようとすると、そのためのリソースを確保するのに膨大なコストが必要になります。そのため、こ

のプロジェクトの実装と処理能力テストは、1台から3台までのLinux Directorで行うことにします。この設計では、1台

のLinux Directorに障害が起きても、最低1台のLinux Directorが機能していれば負荷分散が継続できるようになります。

ここでは、Linux DirectorでのActive-Active構成に限定して解説しますが、どのような種類のホストにも適用できます。

第1部

接続の同期化

1　LVSによる接続の同期化の概要

Linux Directorは新しい接続のパケットを受け取ると、その接続を実サーバに割り当てます。この割り当ては、送信元

のアドレスとポート、仮想サービスのアドレスとポート、およびその接続の実サーバのアドレスとポートを格納する

ip_vs_conn構造をカーネル内に割り当てることで達成されます。以降、この接続のパケットを受け取るたびに、この構

造体が調べられ、それに従ってパケットが転送されます。この構造体は、パケットの転送と持続性情報の格納にNAT（ネッ

トワーク・アドレス変換）が使用されたときに生じる変換プロセスを逆にするのにも使われます。持続性というのはLVS

の機能で、同じエンドユーザからの以降の接続を同じ実サーバに転送するために使われます。

フェイルオーバーが発生した場合、新しいアクティブLinux Directorはアクティブな接続のip_vs_conn構造体を持って

いません。そのため、このLinux Directorはそれらの接続のパケットを受信しても、どの実サーバに転送すればよいの

かわかりません。したがって、接続が切れてしまうので、エンドユーザは再接続しなければならなくなります。Linux 

Director間でip_vs_conn構造体を同期化すれば、このような事態になるのを避けることができ、Linux Directorのフェイ

ルオーバーが発生した後も接続を継続することができます。

2　マスタ/スレーブ問題

既存のLVS接続コードは、sync-masterが同期化情報を送り、sync-slaveがリスンする、sync-master/sync-slaveセットアッ

プに依存しています。つまり、sync-slave Linux DirectorがアクティブLinux Directorになった場合、接続は同期化され

ないということです。これを次のシナリオで説明します。

Director AとDirector Bという2つのLinux Directorがあります。Director AはLVS sync-masterで、アクティブLinux 

Directorです。Director BはLVS sync-slaveで、スタンバイLinux Directorです。
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ステップ1：エンドユーザが接続1をオープンしました。Director Aがこの接続を受け取り、それを実サーバに転送する

と共に、sync-slaveのDirector Bと同期化しました。

ステップ2：フェイルオーバーが発生し、Director BがアクティブLinux Directorになりました。ステップ1で接続の同

期化が行われているため、接続1は存続できます。

ステップ3：エンドユーザが接続2をオープンしました。Director Bがこの接続を受け取り、それを実サーバに転送しました。

Director Bがsync-slaveであるため、接続の同期化は行われません。
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ステップ4：またフェイルオーバーが発生し、Director Aが再びアクティブLinux Directorになりました。接続2は同期

化されていないため、存続できません。

同じLinux Directorを同時にsync-masterおよびsync-slaveとして実行できるようにするLVSのパッチがあり、これで上

述の問題が解決されます。Linux2.6カーネル用のLVSコードには、LVS-1.1.6以降、このパッチが組み込まれています。

Linux2.4カーネル用のLVSコードには、LVS-1.0.10の時点で、このパッチは組み込まれていませんが、lvs-usersメーリン

グリストで見つけることができます[3]。

この問題への別のアプローチとして、ピアツーピアの同期化システムが開発されています。このシステムでは、それぞ

れのLinux Directorが自分の扱っている接続の同期化情報を他のすべてのLinux Directorに送ります。そのため、上述の

シナリオでいうなら、接続がDirector BからDirector Aに同期化されるので、2回目のフェイルオーバーでDirector Aが

再びアクティブLinux Directorになった後も接続2が存続できます。

3　プロトコルの不備

LVSの既存の接続同期化コードで同期化情報の送信に使用しているパケット構造とプロトコルは非常に単純です。パケッ

トは4バイトのヘッダで始まり、その後に最高で50個までの接続エントリが続きます。接続エントリの長さは24バイト

か48バイトです。筆者が見た限りでは、たいていの同期化接続エントリが（48バイトではなく）24バイトでした。したがっ

て、エントリ数が50個なら、パケットに含まれるデータは1204バイトになります。

この設計には、単純さを損なわずに改良できる点がいくつかあります。たとえば、パケットにチェックサムが存在しな

いため、データ汚損を検知できません。また、バージョン・フィールドが存在しないため、後でパケット構造に変更を

加えることが難しいと思われます。MTUが1204バイトよりかなり大きなネットワークでは、もっと大きなパケットの

ほうが都合がよいでしょう。 

4　実装

実装は同期化デーモン・ロジックのかなりの部分をカーネルからユーザ空間に移しています。カーネル空間よりもユー

ザ空間のほうが手の込んだ同期化デーモンを迅速に開発できると考えられているからです。同期化ロジックをユーザ空

間に移すことの主な不都合は、パフォーマンスを悪化させる可能性があることです。具体的には、同期化情報をユーザ

空間に渡すのにオーバーヘッドがかかります。ユーザ空間デーモンのマルチキャスト通信がカーネルを溯らなければな

らない場合はこれが顕著です。しかし、テストの結果を見ると、netlinkソケットは非常に高速です（付録Aを参照）。
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図3：ブロック・ダイアグラム

LVSコア

LVSの既存の同期化コードは同期化情報をipvs syncmasterに渡します。ipvs syncmasterはそれをネットワークに送り

出します。ipvs syncslaveはマルチキャストを通じて送られてくる同期化パケットを待ち受け、それをLVSコアに渡しま

す。ipvs syncmasterとipvs syncslaveはLinux Director上でipvsadmを使って起動しなければなりません。

デフォルトでは、接続はしきい値の3パケットを超えるとipvs syncmasterに渡され、その後、50パケットごとのサイク

ルでipvs syncmasterに再送されます。しきい値は既存のnet/vs/sync_threshold procエントリを使って操作することが

できます。サイクルを操作できるようにするため、LVSへのパッチとしてnet/vs/sync_frequency procエントリが追加

されました。個々の接続について同期化情報が50パケットごとに再送されるので、たまに同期化パケットが欠落しても、

それは特に重大なことではないでしょう。これが重要になるのは、欠落したパケットの再送手段を持たないマルチキャ

ストUDPがLinux Director間通信に使われるときです。

LVS同期化コードにパッチが当てられ、同期化パケットの送受信が抽象化されました。そのため、このコードにさらに

変更を加えなくても、同期化パケットのいろいろな送受信方法が使用できます。次のフックが用意されています。

send_mesg： ネットワークにパケットを送信するためにipvs syncmasterで使用されます。
open_send： ネットワークにパケットを送信するためのソケットをオープンするためにipvs syncmasterで使用されます。
close_send： ネットワークにパケットを送信するためのソケットをクローズするためにipvs syncmasterで使用されます。
recv_loop： ネットワークからパケットを受信するためにipvs syncslaveで使用されるイベント・ループです。
open_recv： ネットワークからパケットを受信するためのソケットをオープンするためにipvs syncslaveで使用されます。
close_recv： ネットワークからパケットを受信するためのソケットをクローズするためにipvs syncslaveで使用されます。

これらのフックの関数を登録するために次の関数が用意されています。これらのフック関数は独立したカーネル・モ

ジュールで実装されることを想定しています。このモジュールが自分自身を初期化すると、ip_vs_sync_table_registerが

呼び出されます。また、自分自身を登録解除すると、ip_vs_sync_table_register_defaultが呼び出されます。
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p_vs_sync_table_register： 上述のフックを登録するために使用されます。フックとしてNULLが与えられた場
合、そのフックは何の効果も持ちません。

 ip_vs_sync_table_register_default： デフォルト・フックを登録するために使用されます。デフォルト・フックではマル
チキャスト・パケットを直接送受信するという既存の動作になります。この動作は
LVSの初期化時に登録されます。

net/vs/sync_msg_max_size procエントリが追加され、ipvs syncmasterで送信するメッセージの最大サイズを変更できる

ようになりました。Linux Directorに負荷がかかっている状況では、大部分の同期化パケットのサイズがこれになります。

デフォルトは1228バイトで、これは以前のハード・コード値に合わせたものです。このようにした意図は、MTUが1228

バイトよりかなり大きなネットワーク（64KバイトのMTUを持つnetlinkソケットや6000バイトものフレームを持つイー

サネット・ネットワークなど）において単一パケットで多くの接続を同期化できるようにすることにあります。 

ip_vs_user_sync

LVS同期化コードに追加されたフックを使用して、netlinkソケットを通じて同期化パケットを送受信するメソッドが書

かれました。これはip_vs_user_syncという独立したカーネル・モジュールとして実装されました。このモジュールはカー

ネルに挿入されると自分自身を同期化メソッドとして登録し、カーネル同期化デーモンipvs syncmasterを起動します。

登録されたsend_mesgフックは同期化パケットをユーザ空間に渡します。ip_vs_user_syncモジュールはユーザ空間から

の同期化情報を待ち受け、それをLVSコアに直接渡します。したがって、ipvs syncslaveプロセスは不要であり、ipvs 

syncmasterをすべてのLinux Director上で実行できます。Linux Director間でマスタ/スレーブに代わってピアツーピア

関係を確立できるようにするためには、これが重要です。

ipvs syncmasterカーネル・デーモンはip_vs_user_syncの初期化時に起動されます。したがって、既存のLVS同期化コー

ドと異なり、このデーモンをipvsadmで起動してはなりません。

netlinkソケット

ユーザ空間デーモンはカーネル・カウンターパートとの通信にnetlinkソケットを使用します。そのため、

NETLINK_IPVSプロトコルを追加するための小さなパッチをカーネルに当てる必要があります。このソケットを使用し

た通信はUDPに少し似ており、最高で64Kバイトまでのパケットを送信できます。高負荷の下でパケットが欠落するこ

とがありますが、UDPと違って、これはエラー状態になります。UDPと違って、受信パケット内のデータは汚損されて

いないと見なすことができます（マシン内に壊れたメモリがあれば話は別ですが、その場合はもっと悲惨なことになるで

しょう）。重要なことは、ルートが所有するローカル・プロセスだけがnetlinkソケットを使ってカーネルと通信できると

いうことです。したがって、ユーザ空間クライアントに対する暗黙の信頼がいくらか存在します。

付録Aに示すnetlinkソケットのテストから、パケット・サイズが7200バイトの付近にスループットのスイートス

ポットがあることがわかります。したがって、ipvs syncmasterが送信する同期化パケットの最大サイズを（net/vs/

sync_msg_max_size procエントリを使って）この値に設定するのが望ましいでしょう。 

libip_vs_user_sync

これはNETLINK_IPVS netlinkソケットを使ってカーネルと通信する便利な方法をユーザ空間アプリケーションに提供

するライブラリです。libcのsend()とrecv()に似たコールを提供すると共に、ip_vs_user_syncでも使われる単純なパケッ

ト構造を定義します。
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ip_vs_user_sync_simple

ユーザ空間同期化デーモンです。このデーモンはlibip_vs_user_syncを使ってnetlinkソケットにアクセスし、カーネルか

らの同期化情報を待ち受けます。それから、この情報をマルチキャストで他のLinux Directorに送ります。これらのパケッ

トの送信に使われるパケット・フォーマットにはバージョン・フィールドがあるので、バージョンの違うプロトコルか

らのパケットを簡単に識別して破棄できます。このデーモンを実行するすべてのノードは、この同期化情報を送受信で

きます。したがって、sync-master/sync-slave関係はありません。

これはlibip_vs_user_syncとip_vs_user_syncを使って、いかにしてユーザ空間同期化デーモンを作成できるかを示すた

めの最小限の同期化デーモンです。既存のLVS同期化コードに比べて、sync-master/sync-slaveと起こり得る問題が排除

されることが主要な利点です。2つのLinux Directorによるアクティブ/スタンバイ構成と、任意の数のLinux Director

によるActive-Active構成の両方に適しています。

このデーモンには既存のLVS同期化コードと同様、セキュリティ保護がありません。したがって、マルチキャストを通

じて送られてくる同期化パケットを待ち受けるインタフェースを、信頼できないホストからのパケットから保護しなけ

ればなりません。そのためには、ネットワークへのゲートウェイでフィルタリングを行うか、同期化トラフィック用に

プライベート・ネットワークを使用します。公開されたインタフェースでパケット・フィルタリングを使用しても十分

ではありません。攻撃者にとってパケットの送信元アドレスをでっち上げるなど朝飯前だからです。

5　サンプル構成

図4：サンプル・トポロジ

このトポロジには2つのLinux Directorが含まれており、これらはアクティブ/スタンバイ構成になっています。外部ネッ

トワーク上には仮想IPアドレス（VIP）があります。これはエンドユーザが接続するIPアドレスで、DNSにアドバタイズ

されていなければなりません。内部ネットワーク上にもVIPがあります。これは実サーバのデフォルト・ルーターとし
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て使用されます。これらのVIPはHeartbeat [11]によってアドバタイズされ、アクティブLinux Directorに属しています。

両方のLinux Directorでip_vs_user_sync_simpleが実行され、両者の間で接続情報を同期化しています。2つの実サーバ

にパケットを転送するため、NAT（ネットワーク・アドレス変換）が使われています。処理能力を高める必要があれば、

実サーバをもっと追加することもできます。

LVSの柔軟性からして、LVSを使って負荷分散を構成する方法はいろいろ考えられます。ここに示したのは一例にすぎ

ません。LVSの構成に関する詳細については、LVS HOWTO[8]を参照してください。また、Ultra Monkeyドキュメント[4]

にはサンプル・トポロジが収録されています。本稿とこれらのドキュメントの情報から、さまざまなネットワーク・ト

ポロジで接続同期化を使用した負荷分散の構成方法がわかるはずです。

ネットワークの準備

以下では、ネットワーク上のすべてのノードが、接続されている各ネットワークについて上図のとおりに正しいイン

タフェースとルートを使ってセットアップされているものとします。パケットのリターン・パスはアクティブLinux 

Directorを通らなければなりません。多くの場合、これはデフォルト・ルートをVIPに設定しなければならないことを意

味します。

Linux Director

パケット転送 

Linux Directorは外部ネットワークからのトラフィックをサーバ・ネットワークに、そしてサーバ・ネットワークからのトラ

フィックを外部ネットワークにルーティングできなければなりません。具体的に言うと、インタフェースとルートを正しく

構成することに加え、IPV4転送を可能にしなければなりません。そのためには、/etc/sysctl.conf内でnet.ipv4.ip_forwardが

含まれている行を次のように修正します。あるいは、対応する/proc値を直接操作することもできます。

net.ipv4.ip_forward = 1

この変更を有効にするには、sysctl -pを実行します。

Heartbeat

Heartbeatは2つのLinux Director上で実行され、VIPのインタフェースの起動を管理します。heartbeat /etc/ha.d/ha.cf

を構成するには、/etc/ha.d/haresourcesと/etc/ha.d/authkeysをインストールする必要があります。/etc/ha.d/ha.cfと

/etc/ha.d/haresourcesの中のノード名を、それぞれのLinux Directorでuname -n commandコマンドの出力に合わせて設

定します。/etc/ha.d/authkeysの中のキーを、そのサイトにとって内密なものに変更すべきです。単一リンク障害でフェ

イルオーバーが発生しないように、heartbeatを少なくとも2つのリンクを通じて実行すべきです。これらのファイルの

詳細は、Heartbeatに付属のサンプル設定ファイルのドキュメントに記載されています。

heartbeatを起動するには、/etc/init.d/heartbeat startを実行します。

しばらくすると、heartbeatが最初のマスタLinux Director上でVIPのIPエイリアスを起動するはずです。これはifconfi g

コマンド確認できます。次のコマンドの出力は切り詰められており、eth0:0およびeth1:0インタフェースだけを示すよう

になっています。ホストのセットアップによっては、これとは違うインタフェースが使われることもあります。
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/sbin/ifconfi g

eth0:0    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:D0:B7:BE:6B:CF  

          inet addr:192.168.6.240  Bcast:192.168.6.255 Mask:255.255.255.0

          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1

          Interrupt:17 Base address:0xef00 

eth1:0    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:90:27:74:84:ED  

          inet addr:192.168.7.240  Bcast:192.168.7.255 Mask:255.255.255.0

          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1

          Interrupt:18 Base address:0xee80

Ldirectord 

実サーバおよび使用可能なサーバのプールからの挿入と除去のモニタリングがldirectordによって制御されます。

ldirectordを構成するには、/etc/ha.d/ldirectord.cfをインストールする必要があります。このファイルのカスタマイズに

関する情報は、ldirectord(8) manページおよびldirectordに付属のサンプル構成に記載されています。

 ldirectordを起動するには、/etc/init.d/ldirectord startを実行します。

 Ldirectordは現在のLVSカーネル・テーブルを初期化するはずです。これを確認するにはipvsadmを使用します。たと

えば次のような具合です。

/sbin/ipvsadm -L -n

IP Virtual Server version 0.9.16 (size=4096)

Prot LocalAddress:Port Scheduler Flags

  -> RemoteAddress:Port          Forward Weight ActiveConn InActConn

TCP  192.168.7.240:443 rr

  -> 192.168.6.4:443            Masq    1      0          0         

  -> 192.168.6.5:443            Masq    1      0          0         

Netfi lter

実サーバへのパケット転送にNATが使用される場合、それに応じてLinux Director上のnetfi lterを構成します。

# 既存の規則をフラッシュする

/sbin/iptables -F

# 全ホストに宛てられた192.168.6.0/24をNATする

/sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -j MASQUERADE -s 192.168.6.0/24

# 転送されるすべてのパケットをログに記録する

# デバッグでは有用だが、実働環境で使うには問題がある

# /sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -j LOG

FTP仮想サービスを使用する場合は、ip_vs_ftpカーネル・モジュールを使用する必要があります。

/sbin/modprobe ip_vs_ftp
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同期化デーモン

同期化デーモンip_vs_user_sync_simpleは/etc/ip_vs_user_sync_simple/ip_vs_user_sync_simple.confで構成されます。

ip_vs_user_sync_simpleを起動するには、/etc/init.d/ip_vs_user_syncを実行します。

カーネルとユーザ空間の同期化デーモンの間の通信オーバーヘッドを少しだけ小さくすることが可能です。カーネル・

デーモンによって送信されるパケットの最大パケット・サイズを1228バイトから7200バイトに引き上げるのです。その

ためには、/etc/sysctl.confに次の行を追加するか、対応する/procエントリを直接操作します。

net.ipv4.vs.sync_msg_max_size = 7200

この変更を有効にするには、sysctl -pを実行します。 

実サーバ

実サーバは仮想サービスの基礎になるサービスを実行するように構成しなければなりません。たとえば、HTTPデーモ

ンです。さらに/etc/ha.d/ldirectord.cfで指定されているようにrequestURLが存在し、receive文字列が含まれていなけ

ればなりません。また、デフォルト・ルートがサーバ・ネットワーク上のVIPになるように実サーバをセットアップす

ることも必要です。

結果

エンドユーザが外部VIP 192.168.7.240に接続を行うと、それはアクティブLinux Directorによって受信されるはずです。

アクティブLinux Directorは、その接続を実サーバの1つに割り当て、その接続が存続する限りパケットをその実サーバ

に転送します。さらに同期化デーモンを使って、その接続をもう1つのDirectorと同期化します。もしアクティブLinux 

Directorがダウンしたら、スタンバイLinux DirectorがそのVIPを引き継ぎます。その後、このDirectorが接続同期化デー

モンからのすべてのアクティブ接続に関する情報を保有すると、どのアクティブ接続もそのまま存続できます。
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第2部

Active-Active

6　概要

Active-Active構成を実現する方法として考えられるのは、すべてのLinux Directorを同じethernetハードウェア（MAC）

アドレス[6]とIPアドレスで設定することです。このプロジェクトの主眼は、複数のLinux Directorにトラフィックを分

散することですが、ホストの種類を問わず実現できます。

概要：共通MACアドレスと共通IPアドレス

MACアドレスは48ビットの整数値[7]で、通常はコロン（:）で区切られた6つの16進数オクテットで表されます。MAC

アドレスはethernetハードウェア（NICやスイッチなど）がお互いを識別するために使われます。ホストがネットワーク

上のほかのホストにパケットを送信する際、ARP（Address Resolution Protocol）[9]を使って、送信先のホストのIPア

ドレスをMACアドレスに解決します。送信元のホストはこのMACアドレスを使って、送信先のホストに宛てたパケッ

トをカプセル化したethernetフレームを送信します。

図5　ARPによるノードのMACアドレス解決

MACアドレスは、ベンダによってethernet機器にあらかじめ割り当てられています。ベンダにはそれぞれ、MACアド

レスの範囲が決められています。つまり、ネットワーク上で使われているIPアドレスは単一のホスト内に存在し、MAC

アドレスは単一のホスト内に存在します。ネットワーク上に存在するIPアドレスのMACアドレスを要求するARP要求

が送信されると、そのIPアドレスを持つホストから1つの応答がそのMACアドレスと共に返されます。

 大部分のethernetハードウェアはMACアドレスの変更を認めているので、複数のホストのNICを同じMACアドレス

で設定することが可能です。複数のホストが同じMACとIPを持っていれば（それぞれ「共通MACアドレス」「共通IPア

ドレス」と呼びます）、共通IPアドレスに大して1つのARP要求を発行すると、複数のARP応答が（いずれも共通MAC

アドレスと共に）返ってくることになります。それぞれのARP応答は、以前の応答に置き換わりますが、すべて同じ内

容なので、これは問題になりません。ethernetフレームは共通MACアドレスに送られます。これらのフレームは、共通

MACアドレスを持つ、ネットワーク上のすべてのホストによって受け取られることになります。このようにして、共通

MACアドレスを持つすべてのホストが、送信されたパケットを受け取ります。
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図6　共通MACアドレスと共通IPアドレスを持つホストのあるネットワークでのARP

概要：フィルタリング

パケットは共通MACアドレスを持つすべてのホストで受け取られますが、処理は1つ以上のホストで行われてはなりま

せん。1つの接続は1つのホストによって終了されるべきです。Hubert[6]は、静的なiptables[11]の規則を使って、送信元

アドレスを基にトラフィックを選別する方法を提案しています。たとえば、Director-AとDirector-Bという2つのLinux 

Directorがある場合、Director-Aは偶数のIPアドレスを持つホストからのパケットを受け取り、Director-Bは奇数のIPア

ドレスを持つホストからのパケットを受け取ります。これはうまく機能し、送信元アドレス空間を適切に区切っていけば、

現実的な数のホストにスケールアップできます。ただし、これは動的ではないので、ホストのうち1台に障害が起きると、

一部のエンドユーザが接続できなくなる可能性があります。

このアプローチのもう1つの問題は、すべての送信元アドレスが同等であることを前提としている点です。実際には、一

部の送信元アドレスがより多くの要求を送信してくることがあり得ます。このような事態が考えられるのは、大規模な

ネットワークのNATを行ったりプロキシを行ったりするホストです。そのサービスにアクセスしてくるのが誰かによっ

て、負荷分散に不均衡が生じます。Hubert自身も認めているとおり、これには改善の余地があるでしょう。

7　実装

実装：共通MACアドレスと共通IPアドレス

異なるホストのNICに同じMACアドレスやIPアドレスを割り当てるのは、ifconfi gまたはipコマンドを使って簡単に行

うことができます。本稿後半の「まとめ：共通MACアドレスと共通IPアドレス」に例があります。

共通MACアドレスと共通IPアドレス：outgoing_mac

非交換型ネットワークでは、ブロードキャストの手段としてethernetが使われ、ネットワーク上のすべてのホストの

NICが、送信されたすべてのフレームを見ることができるので、これはうまく動作します。ホストの、共通MACアドレ

スを持つNICは、自分に宛てられたパケットを忠実に受け取ります。しかし、交換型ネットワークでは、もう少し複雑

になります。
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テストで使われたスイッチには、各ポートに接続されたホストがパケットを送信する際に使うMACアドレスが格納され

ていました。これらのMACアドレスのいずれかに宛てて、次に送られるパケットは、関連付けられているポートにしか

送られません。各ホストが一意のMACアドレスを持っている場合は（普通はそうです）、これで問題ありませんが、複数

のホストが共通MACアドレスを使っている場合には、共通MACアドレスに対して送られたパケットを、たった1つの

ホストしか受け取らないという結果になります。これは、ここで提案している設計を実装する上で問題になります。

この問題の単純な解決策は、パケットを送信するときに、送信元として偽のMACアドレスを使うことです。これによ

り、スイッチが共通MACアドレスを特定のポートに関連付けるのを防ぐことができます。テストで使用したスイッチは、

MACアドレスがどのポートに関連付けられているかを知らなければ、すべてのポートにフレームを送信するはずです。

つまり、共通MACアドレスを持つすべてのホストがフレームを受け取ります。この場合、スイッチが、共通MACアド

レスに宛てられたパケットに対するハブのように機能してしまうという多少のデメリットがありますが、これはやむを

得ないでしょう。

このソリューションの実装は、Linuxカーネルのeth.cを、送信元MACアドレスをmangleするように変更するだけで行

えます。この動作は、/procファイルシステムを通じて設定できます。この動作を全インターフェイスに適用するには、

/proc/sys/net/ipv4/conf/all/outgoing_macを1にセットします。ゼロ以外の値を設定するとこの機能が有効になります。

/proc/sys/net/ipv4/conf/<interface>/outgoing_macを変更すれば、MACアドレスをインターフェイスごとに設定する

ことができます。値が0ならこの動作が無効になり、ゼロ以外の値なら、対応するインターフェイスから送られたフレー

ムのMACアドレスとして使われます。

パケットは常に、NICのMACアドレスを使って受け取られます。outgoing_macの動作が無効になっている場合、パケッ

トの送信にはNICのアドレスが使われます。これはインターフェイスの通常の動作です。

共通MACアドレスと共通IPアドレス：グループMACアドレス

MACアドレスの最初のビットが0の場合、これは個別アドレスです。1の場合、これはグループ・アドレスです。グルー

プ・アドレスは、マルチキャストとブロードキャストで使用するためのアドレスです。このプロジェクトではグループ・

アドレスを使うべきだと思われましたが、RFC1122[1]で、マルチキャストの送信元または送信先MACアドレスを持つパ

ケットの使用に関するさまざまな制約が定められており、ユニキャストのIPトラフィックに利用するのは現実的ではあ

りません。具体的な制約は次のとおりです。

セクション3.2.2
「ICMPメッセージは...リンクレイヤブロードキャストとして送信されたデータグラムの受信の結果として送信してはな
らない。...」

セクション3.3.6
「ホストがリンクレイヤブロードキャストのアドレスにデータグラムを送信する際、送信先IPアドレスは正式なIPブロー
ドキャストまたはIPマルチキャストのアドレスでなければならない。」 
「ホストは、リンクレイヤブロードキャスト（セクション2.4を参照）経由で受信したにもかかわらず、送信先アドレスと
してIPマルチキャストまたはブロードキャストが指定されていないデータグラムを暗黙裏に破棄するべきである。」 
 

実装：フィルタリング

Hubert[6]が述べているような単純なフィルタリングは、各ホストで、単純なipchainsの規則を使って設定できます。し

かしながら、このアプローチは静的であるという点が望ましくありません。このため、トラフィックを動的にフィルタ

リングする方法を使用することにします。
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このフィルタリングのポイントとなるのが、netfi lter[11]のカーネル・モジュール、ipt_saruです。ほとんどのnetfi lterモ

ジュールでは、iptablesを使って、マッチするパケットを静的に設定するのに対し、ipt_saruモジュールはnetfi lterのマッ

チとして設定され、iptablesのモジュールlibipt_saruを書き込むことで正常なデフォルトの設定に初期化されます。す

るとipt_saruは、マッチするパケットをsetsockoptを使ってユーザ空間から設定できるようにします。デーモンsaruは、

heartbeatを使ってほかのLinux Directorの状態を監視し、その場でipt_saruを設定します。

次のブロック・ダイアグラムは、これらのコンポーネントの関係を示したものです。続いて解説を行います。

図7：ブロック・ダイアグラム

netfi lter： Linux 2.4カーネル内で、ファイアウォール、NAT、パケットのmangleを行うサブシステム（既存のコード） 
libipt_saru： ipt_saruをnetfi lterのマッチとして設定できるようにするIptablesモジュール（既存のコード） 
iptables： ユーザ空間に置かれる、netfi lterのコマンドライン設定ツール（既存のコード） 
ipt_saru： パケットのマッチングをその場で設定できるようにするnetfi lterカーネル・モジュール（新規のコード） 
heartbeat： heartbeatプロトコルを使って各ノードの状態を監視する（既存のコード） 
saru： ipt_saruが生成するべきマッチを決定するheartbeatアプリケーション（新規のコード）

フィルタ：送信元/送信先ポートとIPアドレス

現在のフィルタリング実装とそれほど変わりません。着信接続が、送信元または送信先のポートまたはIPアドレスを基

に割り当てられるようにします。

筆者は、送信元ポートを基にしたフィルタリングが、最も均等な負荷分散を可能にすると考えました。IPベースのサー

ビスへの接続では、送信元ポートとしてエフェメラル・ポートが使われるのが一般的です。これらのポートの選択方法

はOSによって異なりますが、ポートの範囲は最低でも数千、場合によっては数万に上ります[10]。範囲がこれだけ広い

のですから、各エンドユーザのマシンからの接続は、さまざまなポートから着信すると考えるのが自然です。

しかし、このような単純なスキーマには限界があり、ipt_saruを拡張することでもっとよい方法が実現できます。
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フィルタ：ブロッキングの方法

着信パケット・フィルタに対する個別のマッチは、非常に多くなることが予想されます。送信元または送信先ポートを

使う場合、考えられるポートの数は216（約65,000）個です。また、送信元または送信先のIPアドレスを使う場合、IPv4

では232（約4,200,000,000）通りのアドレスがあります。フィルタリングの条件がより複雑になれば、考えられる数はさら

に多くなります。よって、それぞれの可能性に対して個別のフィルタリング規則を設定するのが現実的でないのは明ら

かです。この問題を解決するには、ブロッキング・スキーマを使用します。

結果空間は決まった数のブロックに分割されます。たとえば、考えられるすべてのポートを512個のブロックに分割する

と、各ブロックには128個のポートが含まれることになります（0～127、128～255、...65408～65535）。

図8：ポート・ブロック

IPアドレスの場合、結果空間は最下位16ビットの係数を使って分割されます。つまり、32個のアドレスを持つサブブロッ

クが216個できます。

図9：IPアドレス・ブロック

ブロックは、係数を使って各Linux Directorに割り当てられます。Linux Directorが2台ある場合には、それぞれが2つ

に1つのブロックを受け持ちます。このスキーマを使うと、フィルタ空間の一部のエリアがほかのエリアほど利用されて

いない場合、各Linux Directorは、空いているエリアと混んでいるエリアの両方にブロックを持つことになります。将来

的には、各Linux Directorの相対的な負荷に応じてブロックを割り当てる、適応的なスキーマが登場するでしょう。

 これらのブロック割り当てはビットマップで表現でき、好都合です。再びポートを使う例で説明すると、2台のLinux 

Directorがあり、一方には0～127、256～383、...65280～65407のブロックが割り当てられ、他方には残りのブロックが

割り当てられているとします。この場合、16進数のビットマップはそれぞれ0xAA...Aと0x55...5になります。

 ここまでの例はポートとIPアドレスを中心に説明してきましたが、特定の範囲内の整数で結果が出るものであれば、ど

のような選択方法にも応用できます。着信パケットの1つ1つに対して結果を生成する必要がある場合は、どのような選

択方法であれ、単純に整数の結果を生成する繰り返しのプロセスを利用することになるでしょう。

フィルタ：Linux Directorの状態

使用可能なLinux Directorにブロックを割り当てるときは、適切にブロックを割り当てられるよう、各Linux Directorの

状態を把握することが重要です。これには、Heartbeat[2]用に書かれたヘルパー・アプリケーションsaruが役立ちます。
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 Heartbeatはheartbeatプロトコルを実装します。heartbeatは、ホスト間で一定の間隔で送信されるメッセージで、特

定のホストからのメッセージが受け取られなくなると、そのホストはダウンしていると見なされます。Heartbeatは、こ

の情報を基にリソース（仮想IPアドレスなど）を管理するよう設定することができます。Heartbeatは、Heartbeatを実

行しているほかのホストと、ping要求に応答できるあらゆるデバイスの両方を監視できます。後者は、単純な定足数デ

バイスを構築するのに利用できます。たとえば、接続されているスイッチまたはルータのIPアドレスを監視するよう

heartbeatホストが設定されている場合、そのheartbeatホストは、この情報を使ってリソースをテイクオーバーできる

かどうかを判断することができます。なお、外部ネットワークのスイッチにアクセスできないホストはリソースをテイ

クオーバーしないように設定するとよいでしょう。つまり、定足数デバイスが利用できなくなった場合には、そのホス

トはリソースを確保する権利がなくなるということです。

残念ながら、heartbeatのリソース・マネージャ（監視されているノードの状態に基づいて、リソースをテイクオーバー

または解放するタイミングを判断するロジック）には限界があり、ノードが2つ以上になると全く役に立ちません。この

ため、このプロジェクトでheartbeatを利用する場合、heartbeatにリソースの管理を行わせるべきではありません。代

わりにsaruが、Heartbeatからノードの状態に関するメッセージを受け取って、確保するリソースを決定します。簡単に

言うと、saruはheartbeatから提供された情報を基に、アクティブなLinux Directorの結果空間にブロックを割り当て、

この情報を使ってローカルにipt_saruを設定するということです。

フィルタ：ノードの状態

ノードの状態は、そのノードがクラスタに含まれているかどうか、つまり選択肢に含まれているかどうかと、ブロック

が割り当てられているかどうかを判断するために使われます。

図10：ノードの状態

ノードの状態

S_NODE_UNKNOWN
エラー状態。ノードはSARU_M_NODE_STATE_NOTIFYメッセージを送信し、この状態からS_NODE_LEAVEまたは
S_NODE_JOIN状態に遷移します。

S_NODE_LEAVE
ノードはクラスタに参加できません。設定されている定足数デバイスのいずれかが利用できない場合です。 
設定された定足数デバイスがすべて利用可能な場合、ノードはSARU_M_NODE_STATE_NOTIFYメッセージを送信し、
この状態からS_NODE_JOIN状態に遷移します。

S_NODE_JOIN
ノードはクラスタに参加できます。設定されている定足数デバイスがすべて利用可能な場合です。 
設定されている定足数デバイスのいずれかが利用不可能になると、ノードはSARU_M_NODE_STATE_NOTIFYメッセー
ジを送信して、この状態からS_NODE_LEAVE状態に遷移します。
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ノードの状態に関するメッセージ

M_NODE_STATE_NOTIFY
自らの状態をアドバタイズするために、またはM_NODE_STATE_QUERYメッセージへの応答として、ノードがほかの
任意のノード、またはすべてのノードに対して送信します。S_NODE_LEAVEまたはS_NODE_JOIN状態が含まれます。

M_NODE_STATE_QUERY
マスタ・ノードが、状態を確認するために、スレーブ・ノード、またはすべてのノードに対して送信します。ノードは
M_NODE_STATE_NOTIFYメッセージで応答します。

フィルタ：マスタの選択

各Linux Directorで実行されているsaruが、結果空間でブロックを分割すると、複数のLinux Director間で矛盾する状

態が発生する可能性があります。その結果、一部のブロックが1台以上のLinux Directorに割り当てられたり、逆にどの

Linux Directorにも割り当てられなかったりすることがあります。これは、どちらも避けるべき状況です。このため、ク

ラスタ内にマスタを作るとよいと判断できます。

saruにマスタ・ノードとスレーブ・ノードを作るのは、saru内部の便宜のためだけであることに注意してください。

Linux DirectorがActive-Active構成で機能し、トラフィックを負荷分散することは変わりません。 

Linux Directorのクラスタが初めて起動されたときや、現在のマスタがクラスタを抜けたときには、マスタ・ノードを

選択する必要があります。クラスタに加わったノードがブロックを要求するためには、どのノードがマスタなのかを

判断する必要があります。次の状態とメッセージは、マスタの選択と問い合わせに使われるものです。メッセージは

Heartbeat経由で送信されます。

図11：マスタ選択の状態
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マスタ選択の状態

S_MASTER_UNKNOWN
エラー状態。ノードはこの状態からS_MASTER_NONE状態に遷移します。

S_MASTER_NONE
ノードはどのノードがマスタかを知らない。クラスタのメンバでないノードはこの状態になります。つまり、クラスタの
メンバでない場合には、ノードはほかの状態からこの状態に遷移します。 
ノードはM_MASTER_QUERYメッセージを送信することで、この状態からS_MASTER_QUERY状態に遷移できます。

S_MASTER_QUERY
ノードはどのノードがマスタかを知らず、M_BLOCK_QUERYメッセージを送信して応答を待っている状態です。 
ノードがM_MASTER_NOTIFYメッセージを受け取ると、S_MASTER_SET状態に遷移します。 
内部で定義されたタイムアウト時間が経過した後、またはM_MASTER_NOMINATIONメッセージを受け取った場合、ノー
ドはM_MASTER_NOMINATIONメッセージを送信してS_MASTER_ELECTION状態に遷移します。

S_MASTER_ELECTION
ノードはどのノードがマスタかを知らず、M_MASTER_NOMINATIONメッセージをすでに送信しています。ノードは
M_MASTER_NOMINATIONメッセージを受け取ると、M_MASTER_NOMINATIONメッセージを送信して、ほかの状態
からこの状態に遷移します。 
M_MASTER_NOTIFYメッセージを受け取ると、ノードは、受け取ったM_MASTER_ELECTIONメッセージ内の情報か
ら選択結果を集計し、合格者を決定します。M_MASTER_NOTIFYメッセージ内のマスタが、この集計で決まった合格
者と一致すれば、この合格者がM_MASTER_NOTIFYメッセージで通知され、ノードはS_MASTER_SET状態に遷移し
ます。そうでない場合は、ノードはM_MASTER_NOMINATIONメッセージを送信し、再びS_MASTER_ELECTION状
態になります。 
内部で定義されたタイムアウト時間が過ぎると、ノードは合格者を計算し、この合格者をM_MASTER_NOTIFYメッセー
ジで通知してS_MASTER_SET状態に遷移します。

S_MASTER_SET
ノードはどのノードがマスタかを知っています。 
これがマスタ・ノードである場合、M_MASTER_RETIREメッセージを送信し、S_MASTER_NONE状態に遷移します。 
このノードがマスタなら、M_MASTER_QUERYを受け取ったらM_MASTER_NOTIFYメッセージで応答します。 
ノードは非同期的にM_MASTER_NOTIFYメッセージを送信します。 
現在のマスタに一致しないM_MASTER_NOTIFYメッセージを受け取ったら、ノードはM_MASTER_NOMINATIONを
送信してS_MASTER_ELECTION状態に遷移します。

メモ：利用可能な定足数デバイスがアクティブでない場合、そのノードはクラスタを抜けたと判断されます。
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マスタ選択のメッセージ

M_MASTER_QUERY
どれがマスタ・ノードかを知るために、ノードが送信します。マスタ・ノードはM_MASTER_NOTIFYメッセージで応
答します。

M_MASTER_NOTIFY
M_MASTER_QUERYメッセージへの応答として、マスタ・ノードがスレーブ・ノードまたはクラスタ内のすべてのノー
ドに対して送信します。また、新しいマスタが選ばれた時に、任意のノードからクラスタ内の全ノードに対して送られ
ます。マスタ・ノードの名前が含まれます。

M_MASTER_NOMINATION
S_MASTER_ELECTION状態になったノードから送信されます。マスタの選択に使われるメトリック（おそらくはノード
の世代）が含まれます。このメトリックは、マスタの選択が行われるたびに、各ノードで再生成されます。

M_MASTER_RETIRE
マスタ・ノードが、マスタであることをやめるときに送ります。

メモ：すべてのメッセージには、送信元のノードの名前が含まれます。これを使って、どのノードに返信すればよいかを判断します。

フィルタ：独自のID

Heartbeatは、クラスタ内の各ノードにノード名を関連付けます。しかし、これは非効率です。0から255までの識別番

号を使えば、ビットマップを使ってブロックをノードに割り当てることができます。0というIDは、識別番号が不明なノー

ド用として予約されています。よって、識別番号として有効なのは1から255までの数字ということになります。

マスタ・ノードは各ノードに識別番号を割り当てます。スレーブ・ノードはクラスタに加わる際に、マスタ・ノードに

識別番号を要求します。また、マスタ・ノードが変更された際にも識別番号を要求します。クラスタ内の特定のノード

の識別番号が不必要に変更されないよう、すべてのノードが識別番号の通知をリスンして、ノード名と識別番号の対応

関係を記憶しておく必要があります。このようにして、スレーブ・ノードが後にマスタ・ノードとなった際、そのノー

ドはこの情報を基に識別番号を発行することができます。

図12：ID管理用の状態
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ID管理用の状態

S_US_UNKNOWN
エラー状態。ノードはこの状態からS_US_NONE状態に遷移します。

S_US_NONE
ノードが自らのID番号を知らない状態です。ノードは、クラスタのメンバでない場合、またはマスタ・ノードが変更さ
れた場合にこの状態に遷移します。 
ノードは、M_US_QUERYメッセージを送信することで、この状態からS_US_QUERY状態に遷移できます。

S_US_QUERY
ノードが自らのID番号を知らず、M_US_QUERYメッセージを送信して応答を待っている状態です。内部で定義された
タイムアウト時間を過ぎると、ノードはS_US_NONE状態に遷移します。

S_US_SET
ノードは自らのID番号を知っています。ノードは、M_US_NOTIFYメッセージを受け取ったらほかの状態からこの状態
に遷移し、適宜ID番号を設定します。 
ノードは、マスタであれば、ほかの状態からこの状態に遷移できます。クラスタ内の全ノードにID番号を割り当てます。

ID管理用メッセージ

M_US_QUERY
ID番号を知るために、スレーブ・ノードがマスタ・ノードに送信します。スレーブ・ノードがこのメッセージを受け取っ
た場合には無視されます。

M_US_NOTIFY
マスタ・ノードがほかのノード、または全ノードに送信し、ID番号をノード名に関連付けます。これは、M_US_QUERY
への応答です。このメッセージを受け取ったすべてのノードはノード名とID番号の表を更新します。このメッセージに
はノードのID番号と名前が含まれます。

メモ：すべてのメッセージには、送信元のノードの名前が含まれます。これを使って、どのノードに返信すればよいかを判断します。

フィルタ：ブロックの取得

マスタ・ノードはすべてのLinux Directorにブロックを割り当てます。スレーブ・ノードはマスタに対してブロックを要

求します。これらの要求はheartbeat経由で行われます。次の状態とメッセージは、マスタがブロックを割り当てるため

に使われます。

図13：ブロック管理用の状態
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ブロック管理用の状態

S_BLOCK_UNKNOWN
エラー状態。ノードはこの状態からS_BLOCK_NONE状態に遷移できます。

S_BLOCK_NONE
ノードにブロックが割り当てられていない状態です。クラスタのメンバでない場合のノードの状態です。つまり、ノー
ドがクラスタのメンバでなくなると、この状態に遷移します。 ノードはM_BLOCK_QUERYメッセージを送信し、この状
態からS_BLOCK_QUERY状態に遷移できます。

S_BLOCK_QUERY
ノードにブロックが割り当てられていない状態です。M_BLOCK_QUERYメッセージを送信し、応答を待っています。
内部で定義されたタイムアウト時間が経過すると、ノードはS_BLOCK_NONE状態に遷移します。

S_BLOCK_SET
ノードにブロックが割り当てられています。M_BLOCK_GRANTメッセージを受け取り、割り当てられたブロックを適切
に設定すると、ノードはほかの状態からこの状態に遷移します。 
 そのノードがマスタなら、ほかの状態からこの状態へ遷移できます。M_BLOCK_QUERYメッセージをクラスタ内の全
ノードに送信し、内部で定義されたタイムアウト時間が経過するまでM_BLOCK_USED応答を待ちます。内部ブロック
空間を割り当て、M_BLOCK_GRANTをクラスタ内の全ノードに送信します。

メモ：利用可能な定足数デバイスがアクティブでない場合、そのノードはクラスタを抜けたと判断されます。

ブロック管理用メッセージ

M_BLOCK_GRANT
マスタ・ノードがブロックを付与するために送信します。付与されるブロックのビットマップが含まれます。個別のスレーブ・
ノードに送信することも、クラスタ内の全ノードに送信することもできます。M_BLOCK_REQUESTの応答として送信する
ことも、非同期的に送信することもできます。いずれの場合も、受信側のすべてのノードはM_BLOCK_ACCEPTで応答します。

M_BLOCK_REQUEST
スレーブ・ノードがブロックを要求するために、マスタ・ノードに送信します。スレーブ・ノードがクラスタに加わった
ときに送信されます。また、追加のブロックを要求する際にも送られますが、この場合は付与される場合と付与されな
い場合があります。マスタ・ノードはM_BLOCK_GRANTメッセージで応答します。

M_BLOCK_ACCEPT
スレーブ・ノードが、M_BLOCK_GRANTメッセージへの応答としてマスタ・ノードに送信します。内部で定義されたタ
イムアウト時間内にこのメッセージを受信できないと、マスタ・ノードはM_BLOCK_GRANTメッセージを再送信します。

M_BLOCK_QUERY
ノードが、ほかのノード、またはクラスタ内の全ノードに送信して、そのノードが使っているブロック割り当てを確認し
ます。ノードに、割り当てられていても使っていないブロックがある場合、このブロックをほかのノードに割り当てれば、
より均等な負荷分散が可能になります。ノードはM_BLOCK_USEDメッセージで応答します。

M_BLOCK_USED
M_BLOCK_QUERYへの応答としてマスタ・ノードに送信されます。使用されるブロックのビットマップが含まれます。

メモ：すべてのメッセージには、送信元のノードの名前が含まれます。これを使って、どのノードに返信すればよいかを判断します。

フィルタ：複数のクラスタ

Linux Directorのクラスタを複数作ったり、1台のLinux Directorを複数のクラスタのメンバにしたりすることをユーザ

が望む場合があります。このため、クラスタを一意に識別できるクラスタIDを使います。クラスタIDは、符号なし16ビッ

トの数値で、約65,000個のクラスタを識別できます。



23

接続管理

saruデーモンが、クラスタ内のどのLinux Directorがアクティブかという情報を基にipt_saruのフィルタリング規則をそ

の場で変更したとします。このとき、Linux Directorがノードから削除されたりノードに追加されたりすると、特定の

TCP接続が属するブロックが、別のLinux Directorに再割り当てされる可能性があります。接続がこのような状況に陥

らないよう、対策を講じる必要があります。

接続管理：接続の同期化

1つのアプローチは、接続の同期化を使う方法です。これは、クラスタ内のLinux Director間のアクティブな接続に関す

る情報を同期させ、Linux Directorが変わっても接続を保持できるようにするものです。これは、既存の接続と新規の接

続の負荷を、saruを使ってアクティブなLinux Director間で分散させるので、Linux Directorには最善のソリューション

だと考えられます。しかし、実サーバでActive-Active構成が使われている場合には、接続を終了させるのはホストなので、

接続を扱うほとんどのデーモンは、マシンを途中で変更している接続を操作できません。したがって、このソリューショ

ンにメリットはあまりありません。

接続管理：接続の追跡

この状況では、確立された接続が、同じ既存の実サーバによって処理されるような代替策が必要です。これは、確立さ

れた接続へのパケットを受け入れる際に、netfi lterの接続追跡サポートを使うことで実現できます。新規接続へのパケッ

トは、saruが受け入れるか、または拒否します。

残念ながら、このソリューションが使えるのはTCPだけです。UDPでは、新規接続と確立された接続を区別するのに十

分な情報がプロトコル内に含まれていないため、利用できません。厳密に言うと、UDPには接続がないのです。

1: iptables -F

2: iptables -A INPUT -p tcp -d 172.17.60.201 \

        -m state --state INVALID -j DROP

3: iptables -A INPUT -p tcp -d 172.17.60.201 \

        -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT

4: iptables -A INPUT -p tcp -d 172.17.60.201 \

        -m state --state RELATED -j ACCEPT

5: iptables -A INPUT -p tcp -d 172.17.60.201 \

        -m state --state NEW \

        --tcp-fl ags SYN,ACK,FIN,RST SYN -m saru --id 1 -j ACCEPT

6: iptables -A INPUT -p tcp -d 172.17.60.201  -j DROP
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1行目： iptablesの規則をフラッシュします。

2行目： 接続追跡によって、不正な状態であると検知されたすべてのパケットを破棄します。このようなパケットはない
ことが望ましいですが、もしあれば破棄すべきです。

3行目： 確立された接続へのパケットを受け入れます。

4行目： 関連する接続へのパケットを受け入れます。これは通常、FTPへのデータ接続、または、確立された接続に対
するICMP応答です。

この時点で、既存のすべての接続に対するパケットを受け入れたことになります。新規接続を受け入れるかどうかは

Saruが決定します。

5行目： 次のような接続へのパケットを受け入れます。

● NEW：この接続に対するパケットをまだ受け取っていないことを意味しますが、別のマシンで確立された接
続である可能性もあるので、さらなるフィルリングが必要です。

● SYN、ACK、FIN、RST：SYNは、TCPパケット内のSYN、ACK、FIN、RSTのビットを確認し、SYNパ
ケットが設定されて いる場合のみマッチします。これで、TCPの3方向ハンドシェイクの最初のパケットを
隔離することができます。

● Saruが受け入れたパケット：Saruは、クラスタ内のアクティブなホストのうち、たった1つでパケットを受
け入れます。

6行目： 172.17.60.201に宛てられた、ほかのすべてのパケットを破棄します。
 

通常、接続への最初のパケットは5行目で受け入れられ、後続のすべてのパケットは3行目で受け入れられます。

2行目～5行目の順序はこの通りでなくても構いません。

複数の仮想サービスに対しては、仮想IPアドレスを含めずに2～5行目に別々のチェーンを作成し、このチェーンを、仮

想IPアドレスのマッチと、ポート（オプション）に基づいて分岐させれば、より複雑な規則を作ることができます。

8　まとめ

まとめ：共通MACアドレスと共通IPアドレス

Linuxでは、ifconfi gまたはipコマンドを使って、インターフェイスのMACアドレスとIPアドレスの両方を設定できます。

次の例では、ホストのeth0インターフェイスにMACアドレス00:50:56:14:03:40を設定し、IPアドレス192.168.20.40を追加

します。

ip link set eth0 down

ip link set eth0 address 00:50:56:14:03:40

ip link set eth0 up

ip route add default via 172.16.0.254

ip addr add dev eth0 192.168.20.40/24 broadcast 255.255.255.0

この結果は、ip addr sh eth0で検証できます。次に例を示します。

2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP; mtu 1500 qdisc pfi fo_fast qlen 100

   link/ether 00:50:56:14:03:40 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

   inet 172.16.4.226/16 brd 172.16.255.255 scope global eth0

   inet 192.168.20.40/24 brd 255.255.255.0 scope global eth0
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192.168.20.40はインターフェイスに追加されたという点に注目してください。インターフェイスにはすでにほかのアド

レスがあったということです。Linux Directorは一意のIPアドレスと共通IPアドレスの両方を持つことができ、特定の

Linux Directorへの直接アクセスを可能にするので、これは便利です。

必要に応じて、フレームの送信時に送信元MACアドレスとして使用する、偽のMACアドレスを設定することもできます。

この例では、eth0からフレームを送信する際に使うアドレスとして00:50:56:14:03:43がセットされています。

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/outgoing_mac

echo 00:50:56:14:03:43 > /proc/sys/net/ipv4/conf/eth0/outgoing_mac

まとめ：フィルタリング

図5のブロック・ダイアグラムとその直前の説明を再び見てみると、クラスタ内のほかのLinux Directorに関する情報を

heartbeatから収集するsaruデーモンがあります。この情報を使って、受け入れるエフェメラル送信元ポートのブロックを、

どのLinux Directorに割り当てるかが決定されます。また、この情報は、ipt_saru netfi lterモジュールの設定にも使われます。

iptablesは、libipt_saruモジュールを使って、ipt_saru netfi lterモジュールによるパケット・マッチを基にパケットを検査

する規則を追加します。次に示すiptables規則は、仮想IPアドレス192.168.20.40が、ipt_saruとsaruデーモンが指示したパケッ

トだけを受け入れるように設定します。 --id 1は、IDが1のクラスタを監視しているsaruデーモンを使って、フィルタを

その場で操作するよう指示しています。

iptables -F

iptables -A INPUT -d 192.168.20.40 -p tcp \

-m saru --id 1 --sense src-port -j ACCEPT

iptables -A INPUT -d 192.168.20.40 -p udp \

-m saru --id 1 --sense src-port -j ACCEPT

iptables -A INPUT -d 192.168.20.40 -p icmp \

-m icmp --icmp-type echo-request \

-m saru --id 1 --sense src-addr -j ACCEPT

iptables -A INPUT -d 192.168.20.40 -p icmp \

-m icmp --icmp-type ! echo-request -j ACCEPT

iptables -A INPUT -d 192.168.20.40 -j DROP

LVS-NATが使われている場合、すべてのLinux Directorが実サーバに代わって応答を送信してしまうのを防ぐために、

次の規則も必要になります。この例では、192.168.6.0/24ネットワーク上に実サーバがあることを想定しています。

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.6.0/24 -d 192.168.6.0/24 -j ACCEPT

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.6.0/24 -m state --state INVALID \

-j DROP

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.6.0/24 -m state --state ESTABLISHED \

-j ACCEPT

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.6.0/24 -m state --state RELATED \

-j ACCEPT

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.6.0/24 -p tcp -m state --state NEW \

--tcp-fl ags SYN,ACK,FIN,RST SYN -m saru --id 1 -j MASQUERADE

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.6.0/24 -p udp -m state --state NEW \

-m saru --id 1 -j MASQUERADE
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iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.6.0/24 -p icmp \

-m icmp --icmp-type echo-request -m state --state NEW \

-m saru --id 1 --sense dst-addr -j MASQUERADE

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.6.0/24 -p icmp \

-m icmp --icmp-type ! echo-request -m state --state NEW \

-j MASQUERADE

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.6.0/24 -j DROP

saruデーモンが、クラスタ内のどのLinux Directorがアクティブかという情報に基づいてipt_saruのフィルタリング規則

をその場で変更したとしましょう。この場合、接続の継続中に、特定のTCP接続の送信元ポートが属しているブロックが、

違うLinux Directorに再割り当てされることが予想されます。このため、アクティブなLinux Directorのそれぞれが、そ

の他すべてのLinux DirectorとTCP接続を同期することが重要になります。これには、接続の同期化が使われます。

Heartbeatはローカル・リソースを含まず、さらに、定足数デバイスとして機能するpingノードを最低でも1つ含むよう

に設定します。つまり、haresourcesファイルは空で、ha.cfファイルには、各Linux Directorについて最低1つのpingディ

レクティブと、最低1つのトランスポートが含まれている必要があるということです。例として、通信にマルチキャスト

を使い、クラスタにfredとmaryというノードを持つ、最小構成のha.cfを次に示します。

 

mcast eth0 225.0.0.7 694 1 1

ping 192.168.0.254

node fred

node mary

saruデーモンは、initスクリプトを使うか、次の行をha.cfファイルに追加することで、起動時に手動で開始できます。

respawn root /path/to/saru

デフォルトで、saruは起動後、フィルタを初期化する前に少しの時間待機します。この間に、接続の同期化に関する情

報を伝播できます。これを含む各種オプションは、コマンドラインで設定するか、saru.confファイルを編集して設定し

ます。詳細はsaruのmanページを参照してください。

saruが起動すると、/proc/net/saru_mapをチェックすることでフィルタリング規則の状態を検証できます。クラスタid 

1のフィルタ規則として、全桁が「5」のビットマップが設定されている例を次に示します。なお、スペースの都合でビッ

トマップは一部省略されています。

Id RefCount BitMap

0001 00000001 55555555555555...

接続管理で述べたとおり、 クラスタ内のLinux Directorが追加または削除されたときに、接続が不必要に切断されること

を防ぐため、接続の同期化または接続の追跡のいずれかをsaruと並行して使うべきです。
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結論

接続の同期化

Linux Director間の接続の同期化は、いずれかのLinux Directorでフェイルオーバーが発生しても接続を継続できるよう

にするものです。フェイルオーバーは、アクティブLinux Directorがダウンしたり、メンテナンスでオフラインになった

ときに発生します。

本稿の第1部で紹介した方法では、マルチキャストを使ってLinux Director間にピアツーピア関係を確立します。これ

により、どのLinux Directorで処理される接続でも他のすべてのDirectorにうまく同期化できます。したがって、どの

Directorがアクティブであっても、それが使用不能になれば、そして少なくとも他の1つのDirectorが使用可能なら、フェ

イルオーバーが発生し、アクティブな接続が継続されるはずです。

この実装は既存のLVS同期化コードを修正して、いろいろな同期化メソッドを登録できるようにします。登録されたメ

ソッドは同期化情報をユーザ空間デーモンに転送します。その後、同期化情報はマルチキャストを通じて処理され配布

されます。このようにして、同期化ロジックのかなりの部分がカーネルからユーザ空間に移されており、既存のユーザ

空間ライブラリとデバッグ・ツールを使って、より高度なデーモンを作成できるようになっています。

Active-Active

すべてのLinux Directorに共通MACアドレスと共通IPアドレスを割り当てることで、複数のアクティブなLinux 

Director間で接続を分散することができます。これは比較的単純なプロセスで、交換型と非交換型両方のethernetネット

ワークで利用可能です。非ethernet環境での動作に関しては、このプロジェクトの範疇を超えるため、扱いません。

TCP接続が失敗する原因になる、パケットの重複を防ぐには、アクティブなLinux Directorのうち1台だけが、特定の

TCP接続へのパケットを受け入れるようにすることが重要です。Netfi lterのパケット・フィルタリング・インフラスト

ラクチャをLinux 2.4カーネルで利用し、Heartbeatの監視機能を使えば、クラスタ内の各Linux Directorがどのトラフィッ

クを受け入れるかを、動的にアップデートするシステムを構築できます。このようにして、複数のアクティブなLinux 

Director間で、着信トラフィックを負荷分散することが可能です。

このソリューションは最低でも16個のノードまで拡張できます。heartbeatと接続同期デーモンの両方が、通信にマル

チキャストを使います。よって、ノードの数が増えるにしたがって、Linux Director間の通信量も直線的に増加します。

実際の制限は、スイッチの帯域幅か、パケットの操作のいずれかになります。大多数のパケットは、特定のノードで、

netfi lterによって破棄されます。

この設計では、フェイルオーバーに際して新しい接続を受け入れるために、既存の接続とリソースをすばやく移行する

ことが可能になります。DNSベースのソリューションでは、これは不可能でしょう。

筆者はこの設計が、Linux Directorにとって最善のActive-Activeソリューションであると確信しています。興味深いこ

とに、この設計はどのようなLinuxマシンの負荷分散にも利用でき、また、適合さえすれば、レイヤ4スイッチングの代

わりとして使うこともできます。
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付録A：netlinkソケットのスループット

下のグラフを見ると、ユーザ空間とカーネルの間でのnetlinkソケット通信のパフォーマンスはかなり高いことがわかり

ます。このグラフは、0～64Kバイトのパケットにおける転送速度を示しています。

このグラフからわかるように、Pentium III 800MHzではサイズが3100バイト以上のパケットについて660000Kバイト/s

（5.0Gビット/s）を超える転送速度が達成できます。また、7200バイトにスイート・スポットがあることもわかります。

この点では920000Kビット/s（7.2Gビット/s）の転送速度が得られます。
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