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高性能ファイルシステムの動向

SANファイルシステム

IBM GPFS
Lustre File System

Special purposeファイルシステム

Google File System
Gfarmファイルシステム



IBM GPFS

IBM General Parallel File System
http://www.ibm.com/systems/clusters/software/gpfs.ht
ml
> 100 clients, > 1000 disks (> 200 TB)
Shared-disk file system, block-level striping
Client side caching, automatic logging and replication
Information Lifecycle Management feature
High Reliability/Availability through redundant pathing
and automatic recovery from failure
AIX 5L, Linux
TeraGrid, ASCI Purple

http://www.ibm.com/systems/clusters/software/gpfs.html
http://www.ibm.com/systems/clusters/software/gpfs.html


Lustre File System

Lustre
>1,000 clients
Object (file) based management, placed in any OST
No replica management, writeback cache, collaborative 
read cache (planned)
GSSAPI, ACL,
StorageTek SFS
OST requires

special Linux kernel
special file system

http://www.lustre.org/docs/ols2003.pdf

http://www.lustre.org/docs/ols2003.pdf


Google File System

Google File System
>1,000 storage nodes
Fixed-size chunk, placed in any chunkserver
by default, three replicas
User client library, no client and server cache
not POSIX API, support for Google’s data processing 
needs

[SOSP’03]



Gfarmグリッドファイルシステムの
基本アイディア



Gfarmグリッドファイルシステム（１）

Distributed file system that federates storage of each site
It can be shared among all cluster nodes and clients

Just mount it as if it were high-performance NFS
It provides scalable I/O performance wrt the number of 
parallel processes and users
It supports fault tolerance and avoids access concentration 
by automatic replica selection

Gfarm File System

/gfarm

ggf jp

aist gtrc

file1 file3file2 file4

file1 file2

File replica creation

Global
namespace

mapping



GridFTP, samba, NFS server

Compute & fs node
Compute & fs node
Compute & fs node
Compute & fs node
Compute & fs node
Compute & fs node

Gfarmグリッドファイルシステム（２）

Files can be shared among all nodes and clients
Physically, it may be replicated and stored on any file 
system node
Applications can access it regardless of its location
File system nodes can be distributed

GridFTP, samba, NFS server

Gfarm metadata server
Compute & fs node
Compute & fs node
Compute & fs node
Compute & fs node
Compute & fs node

Client
PC

Note
PC

/gfarm

metadata

Gfarm
file system

…

File A

File A

File B

File C

File A

File B

File C

File C

File B

US
Japan



Scalable I/O Performance

Decentralization of disk access putting priority to 
local disk

When a new file is created,
Local disk is selected when there is enough space
Otherwise, near and the least busy node is selected 

When a file is accessed,
Local disk is selected if it has one of the file replicas
Otherwise, near and the least busy node having one of file 
replicas is selected

File affinity scheduling
Schedule a process on a node having the specified file

Improve the opportunity to access local disk



Scalable I/O performance in 
distributed environment

CPU CPU CPU CPU

Gfarm file system

Cluster, GridCluster, Grid

File A

network

Job A File A

User’s view Physical execution view in Gfarm
(file-affinity scheduling)

File B

Job A

Job B Job B File B

File system nodes = compute nodesShared network file system

Do not separate storage and CPU (SAN not necessary)

Move and execute program instead of moving large-scale data

exploiting local I/O is a key for scalable I/O performance

User A submits                that accesses is executed on a node that has 

User B submits                that accesses is executed on a node that has 



Gfarmグリッドファイルシステムの
開発経緯と他システムとの比較



Gfarmファイルシステム開発の経緯

2000年6月、電総研と高エネ研のGRIDミーティングがはじまり
高エネルギー物理実験の大規模データ処理の要求
解決するためのGRID技術
この後、電総研、高エネ研、東工大で共同研究スタート

2001年2月、超大容量データ研究会＠国立天文台で初外部講演
2001年3月、初研究レポート、GGF1、CERNでのデモンストレーション

2002年11月、日米間ファイル複製実験で世界最高の741Mbpsを達
成！
2003年11月、SC03において「分散インフラストラクチャ賞」を受賞！
2003年11月、Gfarm 1.0をオープンソフトウェアとして公開
2004年11月、Gfarm 1.0.4を公開。ファイル更新のサポート。
既存アプリケーションからのアクセス。

→グリッド・ミドルウェアからGfarmファイルシステムへ
2005年9月、Gfarm 1.2を公開。より広範囲の既存アプリケーションか
らのアクセス。性能改善。よりロバストに。
2005年11月、SC05において「Most Innovative Use of Storage 
In Support of Science賞」を受賞！
2006年8月、Gfarm 1.3.1を公開。メタデータキャッシュサーバ。安定性
向上。



Gfarmファイルシステムの特徴

次世代ネットワーク共有ファイルシステム

PCをネットワークに接続するだけで運用中に容量の増
大が可能

組織外のPCも追加可能

複製したファイルを異なるディスクに保持することで、障
害時にもデータにアクセス可能

同時にデータアクセスするプログラムの数に応じて、同
時に利用する利用者の数に応じて、スケーラブルなI/O
性能を実現

既存の設備が利用可能。高価な設備は不必要

既存のソフトウェアでアクセス可能

日本発のオープンソースソフトウェア

大容量

高信頼

高性能

簡単、低コスト



ネットワーク共有ファイルシステムの比較

ネットワーク共有ファイルシステム

1,000 1,000,000クライアント数

組織内 国内 世界規模

性能

SAN・クラスタ

ファイルシステム

100

NFS

Gfarmファイルシステム

• 高価な設備
• 高速アクセスは組織内のみ

• 既存の設備を利用、必要なだけ拡張化
• 組織外からも高速に安全にアクセス可能

MB/sec

10010
容量 100 GB 10 TB 10 PB



Gfarmグリッドファイルシステムの
利用例と性能評価



Gfarmファイルシステムの物理的な構成

一般的なPCを接続、ローカルディスクを束ねる

ユーザには、共有ファイルシステムとしてみえる

複数のディスクに分散してデータを保持

Gfarmファイルシステム



利用例（１）：組織内の共有ファイルシス
テム

ファイルシステムの容量を運用中に増加

ファイル複製の数を運用中に増やして、ホットスポットの回避
と、信頼性の向上



利用例（２）：複数支店間でのデータ共有

ミラーリングを行い、それぞれの支店に保持されたデータをア
クセス

データが近くにあるため高速なアクセス

障害、災害時でも大丈夫

ミラーリング

支店AのPC群 支店BのPC群



利用例（３）：遠隔のファイル格納サービス

ファイルの複製を地理的に離れた場所に保持する
ことにより、高信頼なサービスを実現

データセンターA データセンターB



利用例（４）：大規模データ処理

高性能共有ファイルシステムとして、複数のPCで分散並列処
理

読込みはデータの分散保持により高速
書込みはローカルディスク優先で高速

Webサーバ群



例（１） Gaussian 03 in Gfarm

Ab initio quantum chemistry Package
Install once and run everywhere
No modification required to access Gfarm

Test415 (IO intensive test input)
1h 54min 33sec (NFS)
1h  0min 51sec (Gfarm)

Parallel analysis of all 666 test inputs using 47 
nodes

Write error!  (NFS)
Due to heavy IO load

16h 6m 58s (Gfarm)
Quite good scalability of IO performance
Longest test input takes 15h 42m 10s (test 574)

NFS vs GfarmFS

Compute
node

Compute
node

Compute
node. . .

NFS vs GfarmFS

Compute
node

*Gfarm consists of local
disks of compute nodes



例（２） グリッドファイルシステム実証実験

2.4 G
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APAN/TransPAC

ロサンジェルス

622 M
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インディアナ
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例（２） 日米間ファイル複製作成の
性能評価

• バンド幅遅延積の大きいネットワークの効率的利用
GNET-1によるIFGベースの精密な帯域制御

→パケットロスなしの転送路
• ディスクI/Oの性能向上

Gfarmによる複数ディスクの並列アクセス
• 日米間ファイル複製作成で3.79 Gbpsの安定性能を達成

11ノードペア
理論ピーク3.9Gbpsの97% （MTU 6000B）
1.5TBデータを約1時間で転送完了

3.79 Gbpsを達成



Gfarmグリッドファイルシステムの
実装



Metadata cache server
gfarm_agent

Metadata cache server
gfarm_agent

Metadata cache server
gfarm_agent

GfarmTM File System Software (1)

Open source development 
GfarmTM version 1.3.1 released on Aug 7th, 2006 (http://datafarm.apgrid.org/)
Included in Naregi, Knoppix HTC edition, and Rocks 
A shared file system in a cluster or a grid
Accessibility from legacy applications without any modification
Standard protocol support by scp, GridFTP server, samba 
server, . . .

application

Gfarm client library

Metadata server

CPU CPU CPU CPU

. . .
gfsd gfsd gfsd gfsd

gfmd slapd

Compute and file system nodes

http://datafarm.apgrid.org/


GfarmTM File System Software (2)

libgfarm – Gfarm client library
Gfarm API

gfmd, slapd – Metadata server
Namespace, replica catalog, host information, process information

gfsd – I/O server
Remote file access

application

Gfarm client library

Metadata server

CPU CPU CPU CPU

. . .
gfsd gfsd gfsd gfsd

gfmd slapd

Compute and file system nodes

File, host information

Remote file access



Software Stack

GfarmGfarm Grid File SystemGrid File System

libgfarmlibgfarm -- GfarmGfarm I/O LibraryI/O Library

SyscallSyscall--hookhook、、GfarmFSGfarmFS--FUSE (that mounts FS in UserFUSE (that mounts FS in User--space)space)

nfsdnfsd sambasamba ftpdftpd sshdsshd httpdhttpd

NFSNFS
ClientClient

WindowsWindows
ClientClient

FTPFTP
ClientClient

SFTPSFTP
/ SCP/ SCP

WebWeb
BrowserBrowser
/ Client/ Client

WindowsWindows
AppliAppli..

(Word,PPT,(Word,PPT,
Excel etc)Excel etc)UNIX CommandUNIX Command

UNIXUNIX
ApplicationApplication

GfarmGfarm
ApplicationApplication

GfarmGfarm
CommandCommand



Gfarm v1におけるファイルIOの例

アプリケーション

Gfarmライブラリ

メタデータサーバ

ファイルシステムノード

FSN1

open

FSN1, FSN2, . . .
close

メタデータの更新

read, write, seek, . . .
ノードの選択



ファイルの読書きオープン（１）

ファイル複製間の一貫性の保証

書込みプロセスがファイルをオープンした後に、
オープンしたプロセスにのみ、ファイルの内容が反
映される

ファイルロックはなし（Gfarm v2で導入予定）

排他的ファイル生成(O_EXCL)はあり



ファイルの読書きオープン（２）

/gfarm

ggf jp

file1 file2

プロセス１ プロセス２

fopen(“/gfarm/jp/file2”, “rw”) fopen(“/gfarm/jp/file2”, “r”)

FSN1 FSN2

メタデータサーバ
file2

FSN1, 2
ファイル
アクセス

file2
FSN1, 2

ファイル
アクセス

Invalidな
複製を消去
アクセスは続行

fclose()



既存アプリケーションからのアクセス

Gfarmファイルシステムをマウント

GfarmFS-FUSEにより、Linuxクライアントからユーザ権限でGfarmファイ
ルシステムをマウント

2005年7月12日に公開
FuseのFreeBSD版によりFreeBSDでも利用可能（未確認）

その他のOSに関してはKernel moduleの開発が必要

Need volunteers
libgfs_hook.so – システムコールフックライブラリ

open(2), read(2), write(2)などをフックし、/gfarmにマウントしているよ
うにエミュレート

/gfarm以下のアクセスに対し、適切なGfarm APIを呼ぶ

そうでなければ通常のシステムコールを呼ぶ

LD_PRELOADでの指定により再リンクが不要

Linux, FreeBSD, NetBSD, Solaris, …
ユーザレベルの実装のため、ポータビリティが高い



Gfarmのまとめ

Gfarmファイルシステム

大容量、高信頼、高性能の要求に応える次世代スケーラブ
ルファイルシステム

運用中に容量を増大可能

ファイル複製により、障害時にもデータにアクセス可能

データアクセスのホットスポットを防ぎ、高速にアクセス
可能

既存の設備が利用可能

Gfarm
日本発のオープンソフトウェア

バージョン1.3.1をリリース (http://datafarm.apgrid.org/)
既存のアプリケーション、Windows、Webクライアントなどで
アクセス化

http://datafarm.apgrid.org/
http://datafarm.apgrid.org/
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