
クラウド技術の大規模データ処理

への適用

クラウドコンピューティングの適用

領域の１つとして大規模データ処理の

分野があります．大量のデータを現実

的な時間内に分析するにはCPU，ディ

スク容量，ネットワーク帯域といった

豊富なコンピュータリソースが必要に

なります．この課題への対策として，

システムを構成するPCサーバの増設

により処理速度やデータ容量の規模拡

大を実現するスケールアウト技術が注

目されており，NTT情報流通プラッ

トフォーム研究所においても大規模分

散処理基盤〔CBoC（Common IT

Bases over Cloud Computing）タ

イプ２〕の開発を進めてきました（1）．

本稿では，大規模データ処理を用い

たサービスについて紹介した後に，大

規模分散処理基盤に必要な高可用性

を実現する技術と，適用性を評価する

ための検証技術について紹介します．

大規模データ処理によるサービス

の高度化

WebコンテンツやITシステムにより

生成される情報（トランザクションロ

グやセンサログ，ライフログ）等，爆

発的に増え続けるデータ（Big Data）

に対する管理が課題となっています．

従来このようなデータは，システムで

収集しても分析にコストがかかるため，

破棄あるいは死蔵されていました．し

かしスケールアウト技術の登場により，

大規模データを処理するためのシステ

ム構築コストが低減化され，分析結果

に基づくパーソナライズ化など，新し

い高度なサービスが実現できるように

なりました．

大規模データ処理を用いることで，

さまざまなジャンルのBig Dataがクラ

ウド環境で活用され，サービスとして

マッシュアップ＊１される様子を図１に

示します．大規模分散処理基盤はIT

システムやインターネットから発信され

た大量のデータを収集し，蓄積します．

蓄積した大量データの分析により，新

しい知識やノウハウが獲得され，マッ

シュアップされた新しいサービスが創造

されます．大規模分散処理基盤は，顧

客へのサービスを高度化する知識創造

基盤としての役割を果たすと期待され

ています．

CBoCタイプ２の開発

従来，各種データの管理には

RDBMS（Relational Database Mana-

gement System）＊２が用いられてきた

のに対し，大規模データ向けには，

NoSQL＊３と呼ばれる技術が有用とな

ります．NoSQL技術では，トランザ

クション処理のためにRDBMSでは必

須となるデータ一貫性保障の要件を緩

和することで，スケールアウトを実現

しています．そして，RDBMSが構造

化されたデータを中心とする分析用途

に適しているのに対し，NoSQLは構

造の緩やかなデータ（例えば，自然言

語等のデータ）を中心とする大量デー

タの処理に適した技術です．

この分野の代表的な技術には，

GoogleやAmazonが提供している

サービス基盤（2）,（3），そしてオープン

ソースソフトウェアのHadoop（4）があ

ります．Hadoopの利用者は増加して

きており，サーバ数千台のシステム規

模での動作が報告されています．しか

し管理サーバが故障したときにオンラ

インでサーバ切替を行うことができな
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いなど，連続運転が求められる基幹系

システムへの導入には課題が残ります．

そこでCBoCタイプ２の開発では，大

規模分散処理基盤の信頼性・運用

性・保守性の向上を目標に取り組ん

できました．

大規模分散処理基盤の耐故障性向

上に向けて

CBoCタイプ２は，大量データを多

数のPCサーバに分散格納する分散ファ

イル，大量データを構造化データとし

て管理する分散テーブル，そしてこれ

らの分散システムの可用性を高めるた

めの基本機能を提供する分散ロックと

いう３つの分散処理のサブシステムで

構成されています（図２）．

CBoCタイプ２の開発において特に

注力したのは，スケールアウトを実現

するうえで重要となる耐故障性の向上

です．多数のPCサーバを利用するシス

テムでは，個々のサーバの故障率が低

い場合でもシステム全体としては故障

が発生する確率が高くなります．この

ためハードウェア故障に対する耐故障

性の確保が大きな課題となります．

CBoCタイプ２では，分散ロックの機

能を基に，分散ファイル，分散テーブ

ルの各サブシステムが耐故障性を実現

しています（図３）．

（1） 分散ロックの耐故障性

分散ロックは５台のサーバプロセス

で構成され１台がマスタとして機能し

ます．５台のサーバプロセス間では，

サーバ間の合意を形成するために分散

合意プロトコルを利用しています（5）．

マスタが故障した際には，分散合意プ

ロトコルにより残ったサーバから新マ

図１　大規模分散処理基盤とサービスへの適用 
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図２　CBoCタイプ２のソフトウェア構造 
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スタが選出され，旧マスタの処理を継

続（フェイルオーバ）します（1）．

（2） 分散ファイル，分散テーブルの

耐故障性

分散ファイルと分散テーブルはアプ

リケーションからの要求を処理する多

数のワーカプロセスと，ワーカプロセス

を制御する２つのマスタプロセスから

構成されます．マスタプロセスは分散

ロックの排他ロック＊４機能を用いて現

用系マスタと待機系マスタに分かれま

す．排他ロックを獲得できたほうが現

用系マスタになり，獲得待ちになった

ほうが待機系マスタになります．分散

ロックは各マスタプロセスの死活を監

視しており，現用系マスタが故障した

際には，現用系マスタが獲得していた

排他ロックを解除します．待機系マス

タは排他ロックが獲得できるようにな

り現用系マスタとなります（フェイル

オーバ）．

分散ロックはワーカプロセスの死活

も監視しています．ワーカプロセスが

故障した際には，現用系マスタにワー

カプロセスの故障を通知します．現用

系マスタは，ほかの稼動中のワーカプ

ロセスに故障したワーカプロセスが管

理していたデータの復旧を指示し，指

示されたワーカプロセスが，故障した

ワーカの処理を引き継ぎます．また，

分散ファイルは故障によるデータ損失

に備えて，データを多重化して異なる

ワーカプロセスで同じデータを管理し

ています．

（3） ネットワークを考慮した耐故

障性

耐故障性を確保するためには，PC

サーバのネットワーク構成も大きく影

響します．CBoCタイプ２では，コア

スイッチ配下に複数のエッジスイッチ

があり，各エッジスイッチに複数のPC

サーバが接続されるツリー型のネット

ワークを構成しています．分散ファイ

ルや分散テーブルのマスタプロセスは

異なるエッジスイッチ配下に配置され

るとともに，分散ファイルでは多重化

されたデータを異なるエッジスイッチ配

下のワーカプロセスが管理しています．

これによりCBoCタイプ２では，

エッジスイッチ故障により複数のPC

サーバが同時にシステムから切り離さ

れた場合も含めて，PCサーバやスイッ

チ等のハードウェアの単一故障ではシ

ステムは停止しないという耐故障性を

実現しています．

大規模分散処理基盤の検証に

ついて

大量データを分析するための大規模

分散システムは，処理対象とするデー

タの規模や処理内容に応じ，数十～数

百台，場合によっては数千台に及ぶ

PCサーバにより構成されます．このよ

うな分散システムでは状態遷移のバリ

エーションが膨大な数となるため，シ

ステム検証の重要性が増します．そこ

でCBoCタイプ２のシステム検証では，

数千台規模のPCサーバによる検証環

境を構築し，実際のサービスユース

ケースを想定した検証を実施できるよ

うにしました．

大規模分散処理基盤の検証作業で

は，①検証環境構築の自動化，②大

量データ登録の高速化，③検証結果

確認の効率化，などが課題としてあげ

られます．これらの課題に対するCBoC

タイプ２の取り組みについて紹介し

ます．

（1） 検証環境構築の自動化

検証環境構築の煩雑さは，数百台

のPCサーバにソフトウェアをインス

トールする作業を考えただけでも想像
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図３　CBoCタイプ２の故障復旧処理 
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＊4 排他ロック：複数のプロセスが同じデー
タを変更する際に問題が発生しないように，
変更できるプロセスを１つに限定する機構．
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できると思います．このような環境構

築にはシステム自動管理ツールが有効

です．インストールするOSやミドル

ウェア，アプリケーションならびに各種

設定値の一元管理やインストール処理

について，Puppet（6），＊５等のシステム

自動管理ツールを用いることで，環境

構築・維持の効率化を図りました．

（2） 大量データ登録の高速化

システムの安定動作を確認するには，

大量データが登録された状態での検証

が欠かせません．さまざまなデータ蓄

積状態を短時間で構築するために，検

証作業用のデータ登録ツールを開発し

ました．本ツールには，データ登録を

途中の状態から再開する機能や，登録

済みのデータを自動的に増加させる機

能を盛り込む等の工夫を施しており，

検証の準備時間を大幅に短縮できま

した．

（3） 検証結果確認方法の効率化

検証結果の確認項目には，アプリ

ケーションから見た入出力結果，デー

タ登録状態，エラー発生の有無などが

あります．特に検証環境が大規模にな

ると，ログ監視などによりエラーの発

生状況やサーバプロセスの状態をリア

ルタイムで監視・可視化できることが

重要です．この課題への対処として，

NTT研究所の技術であるCrane（7）な

どの統合運用管理ソフトウェアを用い，

検証結果の確認を効率化しました．

Craneを活用した運用管理画面を図

４に示します．

このように，CBoCタイプ２の実用

化に向けて，分散ファイル，分散テー

ブル，分散ロックの３つのサブシステ

ムに加え，周辺技術・ツールを活用し

ながら検証作業を進めることで，大規

模環境で必要となるシステムの運用ノ

ウハウを蓄積しています．

今後の展開

CBoCタイプ２の開発では，プログ

ラムを大規模環境で動かして初めて分

かる苦労も多く，開発と検証を進める

中で数々の知見が得られています．

CBoCタイプ２をNTT研究所のクラウ

ド環境に適用し，さまざまなサービス

を想定した利用経験を積むことで，基

盤に求められる共通的な機能・性能要

件と案件別のニーズへの適用性を高

め，CBoCタイプ２を信頼性・運用

性・保守性の高い大規模分散処理基

盤に発展させたいと考えています．
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図４　統合運用管理ソフトウェア（Crane）画面例

＊5 Puppet：システム管理のタスクを自動化す
るための，記述言語とツール群で構成され
るフレームワーク．


