
MapReduceとは

MapReduceは大規模データの分析

を大量のサーバで効率的に処理するた

めのフレームワークです．Googleの検

索エンジンのバックエンドで，世界中

から集めてきた膨大なWebページの分

析を，大量のコモディティサーバ＊１で

効率的に処理するために開発され，論

文として発表されました（1）．

その後Apacheプロジェクトで，論

文を基にMapReduceを実現するため

のソフトウェアの開発が行われ＊２，

オープンソースソフトウェア（OSS）

として公開されています（2）．OSSは誰

もが利用できることから，従来では複

雑さやコストの面で一部の研究機関で

しか取り組むことができなかったよう

な，大規模なデータの分析に多くの企

業や大学などで取り組まれるように

なっています（3）．

NTTグループにおいても，検索エン

ジンのバックエンドシステム，通信ト

ラフィックやログの分析・レポーティ

ングシステム，広告推薦エンジンなど

さまざまな場面で，大規模なデータを

分析する案件が増えています．

MapReduceの仕組み

MapReduceは，大規模データを分

析したい開発者向けにAPI（Applica-

tion Programming Interface） と

それを処理するミドルウェアを提供し

ます．具体的には，開発者がmap関

数とreduce関数という２種類のAPI

に準拠した処理を定義すると，ミド

ルウェア側で必要な処理を複数台の

サーバで効率的に分散し実行します

（図１）．

MapReduceの仕組みにより，通常

は複数台のサーバで動作するシステム

を開発する際の複雑さを，開発者に対

して隠ぺいすることが可能になります．

具体的には，下記のような利点が挙げ

られます．

・スケジューリング：map関数や

reduce関数で定義された処理の

実行サーバをミドルウェアが自動

で選択します．データの保存され

ているサーバに近いサーバを選択

することで，データ転送量を削減

し高速な処理を行えます．

・同期処理：map関数とreduce関
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MapReduceを用いた大規模データ分析の
取り組み

ログデータやセンサデータなどの大規模データを高速に分析する技術は，
企業の経営スピードの改善やユーザエクスペリエンスを向上させる重要な技
術として注目されています．本稿では，大規模データを分析するための代表
的なフレームワークの１つであるMapReduceの概要，およびそれを拡張し，
さらなる高速化を実現する技術について紹介します．
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＊1 コモディティサーバ：コモディティ部品
を利用して価格を抑えた汎用のPCサーバ
です．

＊2 現在でも機能追加やバグ改修などコミュニ
ティでの開発は活発に行われています．
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図１　MapReduce の処理の流れ 
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数の間で処理結果を受渡しする

ため，サーバ間の待合せ処理や

データ転送を自動で行います．

・耐障害性：一部のサーバに故障が

発生しても全体として処理を継続

できるようにするため，データの

複製や処理途中結果を自動で保

存します．実際に故障が発生した

場合には，複製や処理途中結果

を利用して正常なサーバが処理を

再開します．

扱うデータやサーバが大規模になれ

ばなるほど，スケジューリングや同期

処理は複雑になり，サーバ故障も頻繁

に発生します．MapReduceを利用す

ることでこれらの問題は開発者には隠

ぺいされるため，開発者は大規模デー

タの分析そのものの開発に注力するこ

とができます．

私たちはMapReduceを拡張し，さ

らなる高速化を実現する技術の研究開

発に取り組んでいます．高速化は，シ

ステムの応答時間の改善や，サーバ台

数の削減などのコストメリットをもた

らす非常に重要な技術です．以降で

は，私たちが開発したPJoin，Map

Multi -Reduce，MRFusionの３つ

の技術について，特徴や適した利用場

面を紹介します．

PJoinとは

データベースへの問い合わせを行う

際にSQL（Structured Query Lan-

guage）を利用したことのある開発者

は多いのではないでしょうか．SQLで

頻繁に行われるデータ操作として，選

択（SELECT），集約（AGGREGA-

TION），結合（JOIN）などがありま

す．これらのデータ操作は，扱うデー

タの大きさにかかわらずさまざまな場面

で頻繁に利用されています．しかし，

従来のデータベースでは扱いきれない

ような大規模なデータを扱う場合には，

処理時間が長く結果の取得に多くの時

間が必要となることが問題になってい

ます．そのため，大規模なデータで

あっても，より高速に短時間で結果を

得る技術が求められています．

PJoinはこのようなデータ操作の中

で，結合を高速に行いたい場合に利用

することができる技術です．例えば，

図２のようにeコマースサイトのログを

分析する事例であれば，全ユーザの性

別や年齢などのプロフィールが記録さ

れたデータと，全商品の購買履歴が記

録されたデータを，ユーザIDをキーに

結合することで，プロフィールごとの

売れ筋商品ランキングを求めることが

できます．PJoinを利用することで，

このような結果をより高速に短時間で

求めることができるようになります．

MapReduceで結合を行う場合に

利用できる従来技術＊３，（4）では，扱

えるデータのサイズに制限があったり，

サーバ間で発生する大量の通信＊４がボ

トルネックになり，高速に結果を求め

られない，などの欠点がありました．

PJoinは実際に結合を行う事前処理

として，結合をするデータ間の参照情

報を表すデータを作成し＊５，データを

効率的に参照できるよう配置換えを行

います．これらにより，従来技術の欠

点を克服し，大規模なデータを結合す

る場合であっても，高速に短時間で結

果を求めることができるようになります

（図３）．

事前処理を行うことで実際の結合は

高速に短時間で行えるというPJoinの

特徴から，まとまったデータに対して

条件を変えながら繰り返し結合を実施

するような場面での利用がもっとも適

しています．

Map Multi-Reduceとは

Map Multi-Reduceは，SQLで行

われるようなデータ操作の中で，集約

を高速に行いたい場合に利用すること

ができる技術です．例えば，図４のよ

うなeコマースサイトのログを分析する

事例であれば，全商品の購買履歴か

男性売れ筋ランキング 
1位　カバン 
2位　携帯電話 
3位　アイス 

10代売れ筋ランキング 
1位　鉛筆 
2位　自転車 
3位　グローブ 

図２　PJoin で高速に行える結合の例 
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女 
女 
男 女性売れ筋ランキング 

1位　カバン 
2位　携帯電話 
3位　アイス 

性別や世代ごとの売れ筋ランキング 

ユーザと購買履歴を 
ユーザIDで結合 

… ＊3 代表的な技術として，Memory-backed Join，
Map-side Join，Reduce-side Join．

＊4 map関数とreduce関数の間で発生する処理
結果の受渡し処理．

＊5 分散データベースで結合を効率化する準結
合（セミジョイン）法のように，主キーや
外部キーなど一部の列だけを事前に結合し
ます．



ら，日ごとや季節ごとの合計売上や平

均売上を求める計算を高速に短時間で

行えるようになります．

MapReduceで集約を高速化するた

めには，map関数とreduce関数の間

で受渡しするデータを，全体の処理結

果が変わらない範囲で削減＊６すること

でデータ転送量を削減し，処理時間

を高速化するのが一般的です．従来

技術＊７は，開発者への負担が大きか

ったり，開発者への負担を下げようと

すると高速化の効果も小さくなる，な

どの欠点がありました．

Map Mul t i -Reduceは ， Map-

Reduceのミドルウェアを拡張すること

で，map関数とreduce関数の間での

受渡しデータの削減処理を，より広範

囲のデータを対象にミドルウェア側で

自動的に実行します．これにより，従

来技術の欠点を克服し，開発者への

負担は小さいまま結果を高速に短時

間で求めることができます（図５）．

Map Multi-Reduceの利用にあたっ

ては，データ量削減のためのオーバ

ヘッド＊８も発生しますので，削減効果

がより大きく見込めるデータや処理＊９

での利用がもっとも適しています．

MRFusionとは

MRFusionは，同一のデータに対す

る分析処理を繰り返し行いたい場合に

利用することができる技術です．例え

ば，図６のようなeコマースサイトで商

品推薦を行う場合では，事前処理と

して，過去の購買の履歴にさまざまな

分析処理を試行錯誤しながら適用し，

もっともらしい判定・推薦モデルを構

築する必要があります．ここでの試行

錯誤が十分に行えないと，利用者の望
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図４　Map Multi-Reduce で高速に行える集約の例 

日ごとや季節ごとの売上分析 

購買履歴を集約 

購買履歴のデータ 
購入日時 ユーザID 購入金額 

2012/7/1 13:05 
2012/7/1 13:12 
2012/7/1 13:20 
2012/7/1 13:21

sakamoto 
abe 
terauchi 
takahashi

¥11 222 
¥1 024 
¥133 333 
¥34 333…
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■日次分析（2012/7/1） 
合計売上　¥1 210 000 
売上件数　220件 
平均売上　¥5 500 
 

…
 

…
 …
 …
 …
 

■期毎分析（2012/Q1） 
合計売上　¥77 777 777 
売上件数　1 111件 
平均売上　¥70 007…
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図３　PJoin の処理時間 

* 評価環境 
   - Linux（CPU2.8 GHz, メモリ８GB）×50台 
 * ベンチマーク 
   - Webアクセスログの３テーブル（150 GB，75 GB，16 GB）結合 
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図５　Map Multi-Reduce の処理時間 

* 評価環境 
   - Linux（CPU2.8 GHz，メモリ８GB）×90台 
 * ベンチマーク 
   - Trecデータ（0.5 TB）の単語頻度計算 

＊6 map関数の実行サーバでreduce関数に相当
する処理を事前実行します．

＊7 代表的な技術として，Combiner，In-
mapper Combining．

＊8 オーバヘッド：当初は存在していなかった
処理時間．

＊9 本文中で挙げているeコマースサイトの例
であれば，日ごとの合計売上よりも季節ご
との合計売上を求める処理の方が削減効果
は大きくなります．
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まない商品を推薦することになります．

MRFusionは，このようなモデルを構

築するための試行錯誤（繰り返し処

理）を高速に短時間で行えるようにす

る技術です．

通常，MapReduceで上記のような

分析処理を繰り返し高速に行いたい場

合には，開発者自らが分析処理や繰り

返し処理のバリエーションごとに，高

速化のための処理ロジックを都度つく

り込みする必要があります．これは，

開発者への負担が大きく，また最新の

分析アルゴリズムをスピード感を持っ

て導入することができないという欠点

がありました．

MRFusionは，MapReduceのミ

ドルウェアを拡張することで，繰り返

し処理にまたがる，同一データに対す

る同一処理を自動検出し，それらを束

ね，まとめて実行することを可能にし

ています．これにより，開発者の負担

は小さいまま，上で挙げたような繰り

返し処理を高速に短時間で行うことが

できます（図７）．一般的に，このよ

うな自動検出の範囲を無理に広げよう

とすると副作用が出る場合があります．

そのため，MRFusionを利用する際に

は，まずは小規模なデータに対して適

用し，高速化の効果や副作用の有無

を確認し，問題がなさそうであれば大

規模なデータに対して本格適用するよ

うな利用方法がもっとも適しています．

今後の展開

クラウドコンピューティングへの注

目が集まり，大規模データを活用する

ことの重要性が，改めて認識されてき

ています．これに伴い，大規模データ

の処理が可能な情報処理システムの必

要性が日々高まっています．

本稿では，MapReduceを拡張し，

さらなる高速化を実現する３つの技術

を紹介しました．今後も，より広範囲

に利用可能な高速化技術や，さまざま

な使いやすい技術の研究開発に取り組

み，大規模データを用いた付加価値

サービスの創出に貢献していきたいと

考えています．
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大規模データを活用することの重要性が
日に日に高まっています．今後も，より広
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大規模データを用いた付加価値サービスの
創出に貢献していきたいと考えています．
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図６　MRFusion で高速に行えるモデル構築の例 

ユーザIDや商品ごとのお薦め商品 

購買履歴から 
推薦モデルを構築 

購買履歴のデータ 
購入日時 ユーザID 購入品目 

2012/7/1 13:05 
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■takahashiさんへのお薦め商品 
・エアコン 
・扇風機 
・扇子 …
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■PCと併せて買いたい商品 
・プリンタ 
・液晶ディスプレイ 
・デジタルカメラ …
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図７　MRFusion の処理時間 

* 評価環境 
   - Linux（CPU2.6 GHz，メモリ８GB）×20台 
 * ベンチマーク 
   - 手書き文字データ（20 GB）の認識モデルの構築 


