
NoSQLとは

近年，企業の扱う情報量が爆発的

に増加しつつあります．こうした情報

はビッグデータと呼ばれ，ビッグデータ

を使ったサービスや経営判断分析など

の応用が見られるように，より多くの

データから最新の有効な情報を抽出す

ること（データマイニング）が求められ

てきています．こうした，大規模デー

タを扱うためには，そのデータを蓄積

する技術が必要です．その中でも近年

注目を浴びているのがNoSQLという技

術です．NoSQLは「Not Only SQL」

と呼ばれるデータベースの総称で，現

在一般的に使われているRDBMS

（Relational DataBase Management

System：関係データベース）の苦手

とする領域，すなわち冒頭に述べた大

規模データを扱うことを目的に開発さ

れたデータベースです．

本稿では一般的なNoSQLの機能と

特性，およびNoSQL検証の体系，

NoSQLの一製品であるMongoDB（1）

の検証結果について報告します．

NoSQLの機能

NoSQLは図１に示す「スケールアウ

ト」「レプリケーション」「柔軟なデー

タ構造」という３つの大きな機能を

持っています．ここではこの３つの機

能について解説します．

まずスケールアウトとは，汎用なマ

シンをたくさん並べることで性能を向

上させる機能です．データをそれぞれ

のマシンに分散配置することで，扱う

データセットの大規模化と負荷分散が

可能となります．また，多くのNoSQL

ではマシン台数が増えた際に新しいマ

シンにデータを自動的に再配置するこ

とで，性能を向上させています．スケー

ルアウト機能は「スケーラビリティ」

「拡張性」という特性で評価されます．

２番目の機能であるレプリケーショ

ンとは，データの冗長化と負荷分散を

目的としてマシン間でデータの複製を

行うことをいいます．また，一時的に

複製間のデータの整合性がとれない場

合でも，時間が経過すればいつかは整

合性がとれるようになることを結果整

合性（弱い一貫性）と呼びます．レプ

リケーション機能は主に「一貫性」と

「可用性」の２つの特性で評価され

ます．

３番目の機能である柔軟なデータ構

造とは，スキーマと呼ばれるデータの

格納と検索のための構造の定義が不

要であることをいいます．従来の

RDBMSはスキーマをあらかじめ定義

しておく必要があり，これを変更する

ことは非常に高コストでした．これに

対して，NoSQLでは，スキーマを定

義する必要がないため，ユーザは多様

な構造のデータを格納できます．しか

し，RDBMSの操作言語であるSQL

のような高度な操作をサポートできな

いという欠点があるため，関係演算や

索引の作成などの操作を簡易的にサ

ポートした製品が登場しています．こ

の機能は定性的に評価されます．

NoSQLの特性とベンチマーク体系

NoSQLには前述のスケールアウト機

能とレプリケーション機能があるため，

性能のほかにスケーラビリティ，拡張

性，一貫性，可用性の特性に関して

ベンチマークを行う必要があります．

ここでは各特性の詳細な解説と，その

特性に関するベンチマークソフトウェ

ア設計のポイントを紹介します．

スケーラビリティとは，データベース

クラスタを構成する物理マシンの台数

に応じて性能が変化する特性をいいま

す．マシン台数に応じて性能が向上す

る場合，「スケーラビリティが高い」と

表現します．スケーラビリティの検証

においてはデータベースクラスタに対し
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て書き込み，読み込みのアクセス負荷

をかけるベンチマークソフトウェアがボ

トルネックになることがあるため，図２

に示すベンチマーククラスタのようにベ

ンチマークソフトウェアも分散させるこ

とがポイントです．

次に拡張性とは，データベースクラ

スタ動作中に物理マシンをクラスタに

追加（拡張）できる能力のことをいい

ます．拡張性の検証では，マシン追加

を行った際にデータベースクラスタの読

み書き性能に及ぼす影響を測定するこ

とがポイントであり，性能測定と拡張

処理を同時に行うベンチマークが必要

です．こうした拡張処理による影響に

ついてはNoSQLのベンチマークについ

て書かれたYCSB（Yahoo! Cloud

Serving Benchmark）の論文（2）で

報告されています．この論文では，

NoSQLの１つであるCassandraは，

拡張処理によって数時間にわたって性

能が不安定になるという問題が報告さ

れています．

一貫性とは複製間の整合性の強さ

のことをいいます．一貫性の強さに影

響するパラメータには複製の個数，ク

ラスタ内のレイテンシなどがあります．

一貫性のベンチマークではベンチマー

クソフトウェアで複製間の整合性を

チェックする必要があるため，読み書

きされるデータの管理が重要になり

ます．

最後に，可用性とは物理的なマシン

の停止や，クラスタ内部のネットワー

クに分断が起きたときに，システム全

体が動作し続けられるという特性です．

マシン停止やネットワーク分断等の際

に，利用者に影響を与えることなく動

作し続けられる場合に「可用性が高い」

といいます．一般的に，ネットワーク

分断の際に一貫性と可用性を同時に

担保することは困難なため，NoSQL

はどちらかを優先して動作するように

設計されています．可用性の指標では

動作し続けることに加えて拡張性と同

様，性能への影響を測定・把握して

おくことが重要なポイントになります．

これまでのベンチマークのポイントを以

下に示します（図２）．

① ベンチマークソフトウェアが分

散し，適切な負荷をかけられる．

さまざまなデータ形式に対応：写真（バイナリ），つぶやき， 
　　　　　　　　　　　　　　地図データ等 

図１　NoSQL の機能と特性 
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② ベンチマーク試験中にデータ

ベースクラスタにマシン追加，マ

シン停止を実行できる．

③ 一貫性のチェックを実行できる．

本稿では，既存のベンチマークツー

ルであるYCSBを基に①，②が自動実

行可能な独自ツールを作成して検証を

行った結果を抜粋して紹介します．

MongoDBに対する検証・評価

今回の検証では，SNS（ソーシャル

ネットワーキングサービス）のブログ記

事のような増加し続けるユーザデータ

を想定し，スケールアウト機能とレプ

リケーション機能，柔軟なデータ構造

機能を備えたMongoDBを検証しまし

た．またNoSQLの検証において，ス

ケーラビリティは一般的に検証されて

おり（3），MongoDBは結果整合性を許

容しない一貫性の強いNoSQLである

ことから，本稿では想定データを扱う

際に特に重要となってくる拡張性，可

用性の検証結果について紹介します．

MongoDBでは，メモリにデータセッ

ト全体が載るかどうかで大きく性能が

変わるため，本検証はデータセット全

体がメモリに載りきる「データセット

規模小」と，メモリに乗り切らない

「データセット規模大」の２つのデータ

セットで行っています．

拡張性の検証結果

拡張性の検証結果を図３に示しま

す．横軸は測定開始からの経過時間を

表しており，縦軸はマシン追加により

理想的にスケールすると仮定した場合

のスループット値を１と置いた相対性

能を表しています．測定開始から600

秒後に物理マシンを追加しています．

図３（a），（b）のデータセット規模の大

小で比較するとMongoDBではデータ

セットの規模が大きい場合にはマシン

の追加後に性能が不安定になり，次第

に低下していくことが分かります．こ

れはMongoDBではデータセットの規

模が大きくなると，データを読み出す

ためのディスクアクセス増え，マシン追

加後のデータ再配置の際にディスクに

大きな負荷が長時間かかってしまうこ

とが原因です．

逆に図３（a）のデータセットの規模

が小さい場合であればマシン追加によ

る影響が数秒で終了し，安定して動作

することが確認できています．しかし，

データセットの規模が小さい場合はマ

オープンソースのクラウド・ビッグデータ基盤技術

NTT技術ジャーナル 2012.1024

（a）　データセット規模小 （b）　データセット規模大 
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図３　NoSQL の拡張性検証時の性能への影響 
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図２　検証システムの構成とベンチマークのポイント 
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②ベンチマーク試験中にデータベースクラスタに 
マシン追加，マシン停止を実行できる 
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シンの追加に対して理想スループット

値に到達できていません．これは，追

加されたマシンが有効に活用されてい

ないことを示しています．

可用性の検証結果

可用性の検証結果を図４に示しま

す．横軸は経過時間，縦軸はマシンを

停止した際の予測スループット値を１

と置いています．

図４（a），（b）のデータセットの規模

の大小で比較すると，データセットの

規模が大きい場合，マシン停止後に性

能が回復するまでにデータセットの規

模が小さい場合より時間がかかってい

ることが分かります．またデータセット

の規模の大きい場合には予測性能の約

70％程度までしか性能が回復していま

せん．これは停止したマシンの複製を

持つマシン上でデータを読み出すため

のディスクアクセスが増え，この負荷

がシステム全体のボトルネックになって

いるためと考えられます．

図４（a）のデータセットの規模が小

さい場合は，停止による性能の低下が

予測性能より高くなっています．これ

は，データセットの規模が小さい場合

にはデータの読み出しにかかるI/O負

荷の影響がほとんどないためと考えら

れます．

今後の展開

拡張性，可用性の検証において今回

検証したMongoDBでは，拡張時や

マシン停止時の性能にデータセットの

規模が大きく影響を与えることが明ら

かになりました．しかし，こうした特

性はNoSQLの製品によって異なりま

す．このことから実際にNoSQLを使っ

たシステム構成を設計する際には，性

能やスケーラビリティに加えて拡張性

や可用性の特性に関しても検証を行っ

ていくことが重要です．例えば可用性

に関しては性能への影響と復旧時間の

トレードオフを見積もり，マシン台数

やハードウェア構成の設計に反映する

必要があります．

今後，大規模データに対するNoSQL

の活用の場を広げていくためには，こ

うした拡張性や可用性を検証するベン

チマークの拡充と，それらの検証結果

を基に性能と機能のトレードオフを

調節可能にしていく技術がますます重

要になると考えています．NTTソフト

ウェアイノベーションセンタでは，この

ような大規模データを扱うための技術

の研究開発に取り組んでいきます．
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NoSQLデータベース技術にはまださまざ
まな課題がありますが，本稿で紹介した拡
張性や可用性等の観点からも安定運用を目
指した技術開発が重要だと考えています．
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図４　NoSQL の可用性検証時の性能への影響 
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