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ActiveScaleオブジェクト・ストレージ・システム・ソフトウェアに搭載されている 
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はじめに
データの絶え間ない増加は、IT予算を圧迫し、IT管理者にペタバイト規模のデータを保存および
保護するためのより効率的で効果的な方法を見つけなければならないというプレッシャーをかけ
続けています。同時に、組織はデータの価値を引き出そうとしているため、作業はさらに困難にな
ります。適切なストレージ・アーキテクチャであれば、組織はデータ増と同じペースで拡張するた
めの予算を必要とせずにより多くのデータを活用でき、Data Forever（データの永久保存）の円
滑化を現実的なものにできます。以下の機能を提供するものこそが、これらのニーズを満たす効
果的なストレージ・ソリューションです。

• 世界中で場所を問わないリアルタイム・アクセス

• データ損失からの保護

• 無制限の拡張

• 管理と保守の容易性

ActiveScaleは、これらのニーズに応える、特許取得済みのオブジェクト・ストレージ技術に基づ
いて構築されています。

従来型ストレージの限界
従来型ストレージ・システムでは、以前からデータ保護方式としてRAIDが選択されていましたが、
現在のペタバイト規模のデータ・ストアでは、限界に達しています。データの増加に対応してハー
ド・ドライブの容量が増加しているため、データの再構築に耐え難いほど時間がかかり、データ損
失にさらされる危険性が高まっています。さらに、システム容量を拡張するにはRAIDのボリュー
ムとグループを再構成する必要がありますが、作業量が多くなりがちで、場合によっては手作業に
よる複雑なデータ移行が必要になります。

分析などを目的として企業がデータを保存する期間は長期化しています。その結果、磁気ディス
クがビット・エラーやそれに関連する回復不能な読み取りエラーに悩まされるという事態が発生
しています。従来のRAIDベースのシステムでは、データが読み取られるときにはじめてビット・エ
ラーが検出されます。パリティRAIDスキームでは、2つ目のドライブに障害が発生する前にドライ
ブを回復してエラーを修正できない場合があり、それによってデータが永久に失われることにな
りかねません。

基盤ハードウェアからデータ管理を抽出する、根本的に異なるアプローチが必要です。脆弱性の
あるハードウェアをソフトウェアから切り離すことで、現在の従来型ストレージ・アーキテクチャの
限界に対処する優れた方法が得られます。現在のデータ需要を満たすには、従来のRAIDストレー
ジに見られるデータ保護、スケーラビリティ、管理の容易性の限界に対処するソフトウェア定義ス
トレージ・アーキテクチャが必要です。

ActiveScaleオブジェクト・ストレージ・ソフトウェア
ActiveScaleオブジェクト・ストレージ・ソフトウェアは、9×19（99.99999999999999999%）の
データ耐久性とクラウド・スケールのシンプルさで、最高レベルのスケーラビリティを実現するた
め、新規に開発されたものです。このソフトウェアは、すべてのActiveScaleオブジェクト・ストレー
ジ・システムの中心です。

ソフトウェア・アーキテクチャの2つの主要コンポーネントは、動的データ配置（DDP）技術と動的
データ修復（DDR）技術です。DDPは、Erasure Codingアルゴリズムを実行し、動的データ配置
のための階層データ配分機能を実行します。ActiveScaleのデータ配置は、ハードウェアまたは
データ整合性の障害や容量の拡張による影響を最小限に抑えます。つまり、従来のフォークリフ
ト式アップグレードや、ハードウェアの累積的な障害によるパフォーマンスの低下は、もはや過去
のものです。DDRは、データ整合性監査と自動修復機能を実行して、「ビット腐敗」（ストレージ・メ
ディア内のデータの劣化）に対処します。

ActiveScaleオブジェクト・ストレージ・システムは、最も要求の厳しい企業およびサービス・プロ
バイダー環境に対応する、最大9×19（99.99999999999999999%）の極めて高いデータ耐久性
で設計されています。つまり、1年間に失われると予測されるデータの平均が保存されているオブ
ジェクトのわずか0.00000000000000000001%にすぎないというレベルの耐久性です。
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ActiveScaleストレージ・システムのデータ耐久性は、主にErasure Coding
によって決定づけられています。これは、オブジェクトをチャンクに分割する
アルゴリズムです。チャンクの一部が失われてもオブジェクトは失われませ
ん。データ耐久性のそのほかの重要な要素としては、ディスク・ドライブの年
間故障率やオブジェクトの修復時間などがあります。

ActiveScaleの仕組みを理解するために、以下の点について検討していきます。

• オブジェクト・ストレージのエンコーディング

• 動的データ配置

• データの整合性

• データの一貫性

オブジェクト・ストレージのエンコーディング
DDPは、ActiveScaleオブジェクト・ストレージ・システムの高いデータ耐久
性の大きな要素であるErasure Codingアルゴリズムです。 書き込まれるオ
ブジェクト（PUT）は、まずチャンクに分割されます。ActiveScaleはDDPを使
用してデータ・チャンクをエンコードして配置します。

ストレージ・ポリシー
このソフトウェアのストレージ・ポリシーは、spread幅（配分幅）とdisk safety
（ディスク安全性）というErasure Codingの2つのパラメータの構成を指定
することによって、DDPを制御します。spread幅パラメータは、所定の保存オ
ブジェクトについて、エンコードされたデータが配分されるディスク・ ドライ
ブの数を決定します。disk safetyは、同時に失われてもデータの読み取りに
影響しないドライブの数を決定します。このように、ディスク、ストレージ・ノー
ド、システム・ラック、あるいはデータセンターが失われた場合でも、データは
保護されます。ストレージ・ポリシーでは、データ配置に使用可能なすべての
サイトを考慮し、耐久性、容量効率、および修復時間が最適になるようにデー
タを配分します。

システムの復元力
データ保護とシステムの復元力の例として、ストレージ・ノード×6と1ノード
当たりのドライブ×98を搭載した単一のデータセンター・ラックに格納され
ている、18/5ポリシー（spread幅 18、disk safety 5）が指定されたオブジェ
クトについて考えてみます。この階層全体でデータの均等なバランスをとる
18台のドライブがシステムによって選択されます。ラック内の6つのストレー
ジ・ノードから、1ノードにつき3台のドライブがオブジェクト・チャンクの保存
用にランダムに選択されます。図1を参照ください。

18/5ストレージ・ポリシーの場合、オブジェクトは18個のチャンクにエンコー
ドされ、最大5つのチャンクが失われてもオブジェクトの整合性は維持され
ます。任意の13個のチャンクを使用してオブジェクトを作成し直すことができ
ます。各オブジェクトが18台のドライブに配分され、クラスタ内のストレージ・
ノードの1つで1台のドライブに障害が発生した場合、安全性レベルは合計5
段階のうち1段階減少します。各オブジェクトがストレージ・ノード内の3台の
ドライブに配分されている場合に、ストレージ・ノードに障害が発生して98台
のドライブすべてが使用不能になると、オブジェクトの安全性レベルは5段階
中3段階低下します。障害が発生したストレージ・ノード内のドライブにチャン
クが格納されているすべてのオブジェクトは、残りの5つのストレージ・ノード
内の他の15台のドライブに使用できるチャンクがあります。その結果、そのス
トレージ・ノード上のオブジェクトのdisk safetyは2に減少します。したがっ
て、ストレージ・ノード全体の障害の場合でも、障害が発生しても問題ないド
ライブがあと2台あり、すべてのユーザーがデータを読み取ることができま
す。同時発生した多数のドライブ障害をデータ損失なしに吸収できることに
より、ActiveScaleオブジェクト・ストレージ・システムは極めて高い耐久性を
実現しています。

エラーが修復されると、すべてのオブジェクトのドライブの安全性レベルが
元の5（ドライブ5台）に戻ります。この修復プロセスは自動化されており、IT
チームの介入なしに行われます。業務の観点からは、障害が発生したドライ
ブをそのまま残しておくことができます。RAIDベースのシステムのように、障
害が発生したドライブをITチームが直ちに交換する必要はありません。障害
が発生したドライブは、定期保守の際に交換することも、まったく交換しない
（Fail-in-place）ことも可能です。

Largeオブジェクト・ポリシーとSmallオブジェ
クト・ポリシー
Large/Smallオブジェクト・ポリシーは、書き込み（PUT）の処理方法を決定
します。Largeオブジェクト・ポリシーの場合は、現在のプロセッサのハード
ウェア・アクセラレーションを利用するため、保存されるオブジェクトはリード
ソロモン符号化を使用してチャンクに分割されます。このプロセスは、3ジオ
構成や単一ジオ構成など、お客様の要件に基づいてエンコードを選択するこ
とで、高い復元性とデータ整合性を提供します。たとえば、18/8エンコードの
場合、オブジェクトは18チャンクにエンコードされます。オブジェクトは任意の
10チャンクで取得でき、最大8チャンクが失われたり使用不能になったりした
場合でも復元可能です。これにより、3ジオ構成で1つのサイト全体が失われ、
さらに残りのサイトの2チャンクが失われた場合でも、オブジェクトは引き続
き使用可能です。

Largeオブジェクト・ポリシーは、耐久性と経済性を重視したポリシーです。
チャンクの配分は、ディスクのホット・スポットを最小限に抑え、コストを低く
抑えるように効率を最適化しながらリバランスするように設計された3層構
造の階層で決定されます。オブジェクトの読み取り（GET）には、オブジェクト
を再構成するために必要な最小数のチャンクのみが使用されます。
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図 1：単一ラックのデータセンター・クラスターのデータ配分の例

単一のグローバル・ネームスペース

データセンター1
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あるいは、ActiveScaleシステムでは、サイズが0～8MBのオブジェクトを対象
としたSmallオブジェクト・ポリシーを採用することもできます。たとえば、アプ
リケーションが使用するオブジェクトの大多数が4MBの場合、システムをその
サイズのオブジェクトに合わせることができます。Smallオブジェクト・ポリシー
は、オブジェクトのフル・コピーを単一ドライブに保持することで、読み取りのパ
フォーマンスを重視したポリシーです。Smallオブジェクト・ポリシーが適用さ
れると、DDPは自動的にspread幅を小さくし、単一ドライブからオブジェクト
を完全にデコードするために十分なデータをチェック・ブロック・ファイルの1つ
に格納します。これは、Smallオブジェクトを格納および取得するときの遅延を
最小限に抑えるために行われます。フル・コピーとエンコードされたコピーが
書き込まれるので、遅延を削減するために、一定のオーバーヘッドが追加され
ます。Large/Smallオブジェクト・ポリシーのどちらでも、オブジェクトのサイズ
に関係なく、システムの仕様どおりの耐久性が維持されます。

Smallオブジェクトではspread幅が小さいほど、データが書き込まれるドライ
ブが少なくなり、実行されるディスクI/O操作が少なくなります。並列負荷が高
いシステムでは、これにより、システムがより多くのオブジェクトを同時に格納
でき、書き込みプロセスの総遅延を短縮できます。

システムのパフォーマンスを最適化するには、SmallオブジェクトとLargeオブ
ジェクトの適切なバランスを決定する必要があります。ActiveScaleシステム
は、Smallオブジェクトの割合を低くしてLargeオブジェクトの割合を高くする
ことにより、必要な場合のパフォーマンスと必要に応じた低コストの容量の両
方を提供することができます。

単一データセンターのメタデータ保護
DDPは、3つのコントローラーにメタデータのコピーを3つ格納します。オブジェ
クトのメタデータの一部はスプレッド（そのオブジェクトのエンコードされた
データを含むドライブのリスト）です。3つのシステム・ノードは、1つのシステム・
ノードが完全に使用不能になった場合でも完全な読み取り/書き込み操作を
サポートするメタデータのアクティブ・クラスタを形成します。3つのシステム・
ノード上の3つのコピーに加え、メタデータも、ストレージ・ポリシーに従って、
エンコードされたデータとともにストレージ・ノードに格納されます。これによ
り、3つのシステム・ノードすべてが使用不能になる大規模な災害からメタデー
タを保護します。

3ジオ構成
ActiveScaleオブジェクト・ストレージ・システムは、地理的に分散した3つの
データセンター（3ジオ）に展開し、データセンターの完全な停止から保護する
ことができます。この構成のストレージ・ポリシーは18/8で、disk safety 8の18
台のディスク・ドライブにオブジェクトが配分されます。オブジェクトは、10個の
エンコードされたチャンクの任意のサブセットからデコードできます。

3ジオ・システムは、1つのサイトが使用不能になった場合にオブジェクトを復
旧できる必要があるため、1つのデータセンターに3分の1以上のチャンクを保
管することはできません。動的データ配置の階層配分を各レベルで有効にする
と、システムは3つのデータセンターで18台のドライブに対してチャンクを均等
に配分します。各データセンターにラックが1つずつの場合、1つのラックにつき
6台のドライブが選択され、1つのラックに6つのストレージ・ノードがある場合
は、各ストレージ・ノードで1台のドライブが選択されます。これを図2に示しま
す。

エンコードされたチャンクを格納するために1ノードにつき1台のドライブの
みが使用されるので、同時に8件のストレージ・ノード障害が発生しても、シス
テムは保護されます。「同時」とは、DDRが最初に障害が発生したストレージ・
ノードからデータを修復するチャンスを得る前という意味です（詳細は後述し
ます）。この構成では、オブジェクトのチャンクはデータセンターあたり6台のド
ライブのみに格納されるため、データセンターの完全な停止に対する保護が
可能です。データセンターが完全に停止すると、すべてのオブジェクトのdisk 

safetyは2になります。

3ジオ構成のメタデータ保護
メタデータの観点からオブジェクトの整合性を維持するため、DDPは3つのシ
ステム・ノードにメタデータの3つのコピーを格納します。3ジオ構成では、メタ
データのコピーが3つの異なるデータセンター拠点に配分され、サイトが完全
に停止した場合でもデータを保護します。システムは、メタデータの3つのコ
ピーのうち2つで完全な読み取り/書き込みが可能です。

動的データ配置
スプレッドは、オブジェクトの格納時に動的に生成されます。DDPは、ストレー
ジ・ポリシーの階層ルールを満たすシステム内のすべての使用可能なドライ
ブからディスク ドライブを選択します。このスプレッド選択はオブジェクトごと
に（およびLargeオブジェクトのスーパーブロックごとに個別に）実行されるた
め、オブジェクトのエンコードされたデータ・チャンクはストレージ・システム内
のすべての使用可能なドライブに保存され、現在の階層に従って常に均等に
配分されます。Smallオブジェクト・ポリシーの場合は、6つのエンコードされ
たチャンクが配分され、単一ドライブ上のエンコードされていない完全なオブ
ジェクトによって配分は不均衡になります。

動的配分は、ディスクのホット・スポットや容量を拡張するときに発生するデー
タのリバランスのオーバーヘッドを回避するために重要です。このようなオー
バーヘッドは、他のシステムに一般的に見られる静的または決定論的データ配
置に典型的なものです。静的データ配置は、コンポーネント障害に対処する際
や新規容量の追加の際に強制的にリバランスを行うことにより、パフォーマン
スに大きく影響する可能性があります。このような問題は、ActiveScaleの動的
データ配置によって回避されます。
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図 2：3ラック3ジオ・データセンター構成のデータ配分の例

単一のグローバル・ネームスペース

データセンター2データセンター1 データセンター3
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DDP階層
DDP技術では、システム内のすべての使用可能なディスク・ドライブと、それ
らのドライブ上のデータの位置を記録します。ストレージ・ノードのインストー
ル時にドライブの位置情報を構成することにより、ドライブの階層構造を確立
して維持します。図3に示すように、ソフトウェアは、ストレージ・ノード、ラック、
データセンターで構成される3レベルの階層にドライブを自動的にマッピング
します。このように、ドライブは、データセンター内のラック内のストレージ・ノー
ドの一部になります。ActiveScaleオブジェクト・ストレージ・システムは、単一
のデータセンターまたは地理的に分散した3つのデータセンターに展開するこ
とができます。そのため、DDPでは、1つのストレージ・ノードまたはデータセン
ター全体の機能が失われてもデータが使用不能になったり失われたりするこ
となく、データを配置できます。

データの整合性
DDR – 自己防衛と自己回復
DDRは、さまざまなシステム監視タスク、データ整合性の検証と保証、オブジェ
クト・データの自己修復を実行する、帯域外メンテナンス・システムです。シス
テム監視タスクには、環境パラメータ（温度、ファン）およびディスクの健全性
（health）の統計情報が含まれます。DDRは、SNMPトラップ、Eメール・アラー
ト、管理用GUIなどのシステム管理層にアラートを送信します。

継続的な整合性チェックと保証
ディスク・ドライブへのデータの書き込みは、フェイル・セーフ・プロセスではあ
りません。このサイレント・データ破損は、従来のストレージ・システムではプ
ロアクティブに検出されません。データ破損は読み取り時にのみ表面化して、
ユーザーにエラーが通知されます。この場合は、データを別のコピーまたは
バックアップから復元する必要があります。

一方、DDPは、個別のCRCチェックサムを持つそれぞれのErasure Coding式
を生成して保存します。このようにきめ細かいアプローチは、トップレベルの単
一チェックサムとは対照的に、セクターレベルのビット・エラーに対して優れた
データ保護を提供します。

ActiveScale ™ Erasure Coding技術と自己防衛技術

ビット・エラーの修復
DDRは、ストレージ・プールでチェックサムの不一致をスキャンすることにより、
バックグラウンドでデータ整合性の検証を実行します。気付かれなかった書き
込みエラー、ビット腐敗、改ざんなどによりチェック・ブロック（方程式）が破損し
た場合、DDRはエラーを検出します。DDRは、破損したチェック・ブロックを削
除し、ディスクの別の位置に正しいチェック・ブロックを新しく生成します。ユー
ザーがシステムからオブジェクトを読み取っている時に破損したチェック・ブ
ロックが検出された場合、そのチェック・ブロックは無視されます。システムのス
トレージ・ノードから十分なチェック・ブロックを読み取ることができる限り、オ
ブジェクトはデータの可用性に影響を与えることなくアクセス可能です。

修復スプレッド
DDRの再構築プロセスには、並列化方式で自動的に自己修復を行えるという
側面もあります。これには、ドライブ障害発生後の再構築時間を短縮できると
いう効果があります。ActiveScaleオブジェクト・ストレージ・システムでドライ
ブに障害が発生した場合は、そのドライブに保存されたデータ・チャンクを再
構築してシステム内の他のドライブに配置されます。

修復スプレッドは修復されたオブジェクトごとにただちに生成されるので、修
復されたデータのチャンクは、ポリシーの階層配分ルールを満たすシステム内
の任意のドライブに書き込むことができます。修復スプレッドの生成は動的な
性質を持つため、システムは使用可能なすべてのディスク・スピンドルを修復
データのターゲットとして利用できます。また、複数のストレージ・ノード内のす
べてのネットワーク接続を利用できるため、可能な限り高いパフォーマンスで
修復が行われます。

データの一貫性
DDPには、データが強い一貫性を使用して書き込まれるという重要な側面も
あります。これは多くの企業のワークロードに不可欠な要件です。強い一貫性
とは、クライアントが通常の操作で期限切れのデータを見ることが決してない
ことを意味します。書き込み/PUTが正常に行われると、そのオブジェクトの次
の正常な読み取り/GETは確実にその書き込みを示します。対照的に、他のソ
リューションは通常の操作に最終的な一貫性を使用します。この場合、PUTが
正常に行われた後のGETはフェイルするか、または古いバージョンのオブジェ
クトを返します。PUTの後のLISTは、オブジェクトが存在しないリストを返すこ
とがあります。最終的な一貫性は、アプリケーションが回避策を取る場合に、非
常に高コストになる可能性があります。

結論
データの増加は一向に減速の兆しが見えないことから、組織にとって価値ある
膨大なデータを保存して保護するための効率的で効果的な方法を見つけると
いうITチームの至上命令は変わっていません。従来のRAID技術はペタバイト
規模のデータ・ストアを適切に保護するには限界に達していますが、それより
も優れた方式が利用できるようになっています。適切なストレージ・アーキテク
チャは、複雑さを軽減し、データの増加と同じペースで予算を拡大することな
く、組織がデータを活用できるように支援するに違いありません。世界中のどこ
からでもディスクベースと同様のアクセス性能を提供し、高い耐久性でデータ
を損失から保護し、無制限に拡張が可能であるとともに、管理が容易であるこ
とも必要です。

図 3：データはストレージ・ポリシーに従ってこの階層全体に配分されます
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ActiveScaleは、これらのニーズに応える、特許取得済みのオブジェクト・
ストレージ技術に基づいて構築された新しいクラスのストレージです。
ActiveScaleのアーキテクチャは、DDPによる高いデータ耐久性とDDRによ
る高いデータ整合性で数十ペタバイト以上をサポートします。動的Erasure 
Codingに基づく基本設計は、優れた復元力と、将来のお客様の成長に応じた
新しい容量のシームレスな導入を実現します。

詳細については、www.quantum.com/ja/objectstorageをご覧ください。
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