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あらまし 移動体通信ネットワークは，地理的に散在する，多種多様で非常に多くのネットワークエレメン
ト（NE: Network Element），及びこれらの NEからの警報を監視し，コマンドにより NEを制御するオペレー
ションサポートシステム（OSS: Operations Support System）から構成される．NE や OSS は，高い処理能
力を必要とするため，通信キャリヤは，そのハードウェアとミドルウェアに非常に多くの投資を強いられるだけ
でなく，サーバ後継機種への更改や OS バージョンアップなどのようなベンダの戦略に追従せざるを得なかっ
た（ベンダロックイン）．本論文では，小機能に分割された NE/OSS アプリケーション処理を，低価格の小規模
IA（Intel Architecture）サーバに分散配置し，これらの小機能の間で，アプリケーションデータを，高速で送
受信して，処理することにより，高処理能力を得る分散データ駆動型アーキテクチャ（D3A: Distributed Data

Driven Architecture）について説明する．本アーキテクチャに基づいて，NE や OSS を開発することにより，
ベンダロックインに陥ることがなくなる．また，本アーキテクチャの性能評価結果を示し，試作した NEアプリ
ケーションについても述べる．
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1. ま え が き

ネットワークエレメント（NE: Network Element）

やオペレーションサポートシステム（OSS: Opera-

tions Support System）は高い処理能力を要求される

ため，従来は，大規模 UNIXサーバと，RDBMS や

CORBAなどの市販ミドルウェアを用いて構成されて

きた [1]～[5]．

NEやOSSを構成するハードウェアやミドルウェア

について，その導入と保守に関する問題点を議論する．

大規模UNIXサーバは導入費が高額であるだけでな

く，その保守費も高額である．また，ハードウェア後継

機の市場投入に伴う販売停止や保守停止などのハード

ウェアベンダの戦略に追従せざるを得ない．したがっ

て，いったん，特定のハードウェアベンダを選択して

しまうと，ハードウェアや OSの更改だけでなく，ア

プリケーションの動作検証について，高額な投資を強
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いられる．この状態はハードウェアのベンダロックイ

ンと呼ばれている．

また，アプリケーション開発費を抑制するために

市販ミドルウェアを採用したにもかかわらず，ハード

ウェアと同様に，その導入費と保守費が高額である

ため，TCO（Total Costs of Ownership）について，

大きなデメリットを被るケースが少なくない．ハード

ウェアと同様に，ミドルウェアのメジャーバージョン

アップに伴う販売停止や保守停止などのミドルウェア

ベンダの戦略に追従せざるを得ない．この状態もミド

ルウェアのベンダロックインと呼ばれている．最近で

は，これらのミドルウェアに関する資格を認定するミ

ドルウェアベンダも存在し，ベンダロックイン状態は

いっそう深刻化していくものと思われる．

一方，最近のハードウェアの市場動向として，小規

模 IA（Intel Architecture）サーバやギガビットイー

サネット（GbE: Gigabit Ethernet）の低価格化が挙

げられる．ここでは，小規模 IAサーバとは，搭載する

CPUが，2CPU 以下の IAサーバを指す．小規模 IA

サーバを結合して高処理能力を得る技術に，PC クラ
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スタ，グリッドコンピューティング，モバイルエージェ

ントなどがある．しかし，これらの技術により，NE

やOSSを実用化した例は見当たらない．また，OS/ミ

ドルウェアの技術動向として，Linuxや PostgreSQL

などに代表されるオープンソースソフトウェアの品質

の安定化が挙げられる．

そこで，筆者らは，小機能に分割された NE/OSS

アプリケーションを，低価格な小規模 IA サーバに分

散配置し，これらの小機能の間で，アプリケーション

データを，高速で送受信して，処理することにより，

高処理能力を得る分散データ駆動型アーキテクチャ

（D3A: Distributed Data Driven Architecture）を考

案し，本アーキテクチャに基づいて，いくつかの商用

OSSを実用化した [6]～[14]．本実用化においては，市

販ミドルウェアを一切採用せず，オープンソースソフ

トウェアを積極的に活用した．

本論文では，本アーキテクチャの構成について説明

し，その最大の特長であるベンダロックインからの解

放について述べる．また，アプリケーションデータの

経路制御方式とその性能評価結果について述べる．更

に，アプリケーションの設計方法と設計例について説

明し，NEやOSSのアプリケーションを設計する上で

の本アーキテクチャのメリットについて議論する．

2. 分散データ駆動型アーキテクチャ
（D3A）

2. 1 D3Aの構成と特長

本アーキテクチャは，小規模 IAサーバを束ねて高

処理能力を得るためのアーキテクチャである．本アー

キテクチャを図 1 に示す．

本アーキテクチャは，処理エレメント（PEL: Pro-

cessing ELement），処理構成データ（PCD: Process-

ing Configuration Data），処理構成データドライバ

図 1 分散データ駆動型アーキテクチャの構成
Fig. 1 D3A configuration.

（PCDD: PCD Driver），及び処理構成データマネー

ジャ（PCDM: PCD Manager），アダプタ（Adaptor），

及びハードウェアエレメント構成マネージャ（HELCM:

Hardware ELement Configuration Manager）の六つ

の機能から構成される．

PEL は，NE/OSSアプリケーションを小機能に分

割した，本アーキテクチャにおける並列処理単位であ

り，各小規模 IAサーバに分散配置される．PELに対

し，ハードウェアの構成要素をハードウェアエレメン

ト（HEL: Hardware ELement）と呼ぶことにする．

ラックマウント型 IAサーバについては，IAサーバそ

のものが HELに相当し，ブレード型 IA サーバにつ

いては，エンクロージャーに搭載された各ブレードが，

HELに相当する．PELは機能分散の単位で，HELは

負荷分散の単位と考えることもできる．本アーキテク

チャにおいては，HEL を増設することにより柔軟に

処理能力を拡張できるだけでなく，PELを開発するこ

とにより容易に機能を拡張することができるため，ス

ケーラビリティが非常に高い．HEL の冗長構成とし

ては，n-ACT構成（選択実行型），n-ACT 構成（並

列実行型），及び n-ACT/m-SBY構成の三つの冗長構

成方式をとることが可能であるが，詳細については，

文献 [7], [11] を参照されたい．

複数の PEL を組み合わせることにより，一つのア

プリケーションを構成する．各 HEL に配備された

PCDDが，PCDに基づいて，PELを駆動することに

よりアプリケーションを実行する．すなわち，PCDD

が，PCD に基づいて，PEL を通過する PCD の経

路制御を行うことで，アプリケーションが実行され

る．HEL は，GbE（Gigabit Ethernet）で結合され

るため，PEL間は高速な通信が可能であり，本アーキ

テクチャにより高処理能力を得ることが可能である．

PCDDは，PCDの経路制御を行う際，PEL/HELの

名前解決を行うために DNSを用いる．PCDDは，冗

長構成を制御する機能や PEL/HEL の故障を管理す

る機能なども具備する本アーキテクチャのプラット

フォームである．

PCDは，経路制御データ部とアプリケーションデー

タ部の二つの部分から構成され，XMLにより記述さ

れる．各 PEL は，前段の PEL から PCD を受信す

ると，自分が処理するべきアプリケーションデータだ

けを，PCD から抽出して処理し，その処理結果を格

納するべきアプリケーションデータに設定して，後段

の PELに送信する．各 PCDは，そのアプリケーショ
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ンにおける PEL 間の共通インタフェースとみなすこ

とも可能である．外部とのインタフェースの違いを吸

収し，この共通インタフェースに変換するために，本

アーキテクチャの外縁に，Adaptor を配備する．す

なわち，外部からの入力を契機に，Adaptor に配備

された PCDDが，PCD（経路制御データ部のみ）を

PCDM から読み出し，そのアプリケーションデータ

部を生成する．PCDDによる PCDの読出しを高速化

するために，PCD は各 HELの PCDD にキャッシュ

されているが，その原本は，PCDM により管理され

ている．

HELCMは，XMLにより記述された HEL構成情

報ファイル（HELCIF: HEL Configuration Informa-

tion File）の原本を管理している．HELCIF には，

PELと HELの対応関係や PELの冗長構成方式など

の構成情報を記述する．各 PEL/Adaptorは，初期起

動時に HELCM から本ファイルを取得し，故障処理

時などに参照する．この読出し処理を高速化するた

めに，HELCIF は，各 PEL/Adaptor に配備された

PCDD にキャッシュされている．HELの増設や減設

により，HELCIF が変更された場合，HELCM はす

べての PELに新しいHELCIFを通知する．HELCM

は，HELCIF に記述されたすべての HEL に対して，

PCDの送受信を用いてヘルスチェックを行い，未応答

の HEL を検出すると DNSから該当のエントリを削

除する．

本アーキテクチャにおいては，低価格な小規模 IA

サーバとオープンソースソフトウェアを積極的に活用

している．

IA サーバの販売停止や保守停止について議論す

る．本アーキテクチャにおいては，アプリケーション

（PEL/Adaptor）から Linuxのシステムコールやライ

ブラリを直に使用することを禁止し，JavaVM上にア

プリケーションを構築している．したがって，IAサー

バに搭載された CPU について，マシン語互換性の有

無にかかわらず，本アーキテクチャに基づいて開発さ

れた，アプリケーションは，どの機種の IAサーバ上

でも動作可能である．また，本アーキテクチャにおい

ては，各 PEL/Adaptor間（すなわち，HEL間）の通

信に用いる PCD は，XML により記述されているた

め，各 PEL/Adaptor間通信は，ハードウェアや OS

に非依存である．したがって，HELの異機種結合が非

常に容易であり，本アーキテクチャに基づいて開発さ

れたアプリケーションは異機種混在環境で動作可能で

ある．これまでに，異なる CPU を搭載した，異なる

ハードウェアベンダの IAサーバ 10機種について，本

アーキテクチャのプラットフォームである PCDD の

動作検証を実施した結果，問題となる現象は検出され

なかった [15]．以上の議論から，本アーキテクチャに

おいては，IA サーバが販売停止や保守停止になった

としても，ハードウェア故障の場合は，異なる機種の

ハードウェアにより置換し，処理能力が不足した場合

は，異なる機種のハードウェアを増設することが可能

である．IAサーバは PCをベースとしているため，市

場流通性が高く，IAサーバを販売するハードウェアベ

ンダの数は非常に多い．したがって，置換/増設する

ハードウェアの選択肢が広く，置換/増設するハード

ウェアについては，異なるベンダのハードウェアでも

構わないことが重要なポイントである．つまり，置換/

増設する際に，最も低価格のハードウェアを選択する

ことが可能となる．したがって，本アーキテクチャに

よれば，ハードウェアベンダの戦略に束縛されない．

本アーキテクチャにおいては，市販ミドルウェアを

一切採用していないため，ミドルウェアベンダに束縛

されることはない．ここでは，オープンソースソフ

トウェアのメジャーバージョンアップについて議論す

る．基本的にバージョンアップに追従する必要はない

ので，バージョンアップの契機は，ハードウェア更改

が契機となる．JavaVMには，アプリケーションに対

する上位互換性があるため，基本的には，下位バー

ジョンの JavaVMにおいて開発された PEL/Adaptor

は，上位バージョンの JavaVM 上で動作可能である

と考えている．つまり，ハードウェアの更改を契機に

JavaVMのバージョンアップを伴うケースが想定され

るが，JavaVMに上位互換性があるため，ハードウェ

アベンダを自由に選択することができる．また，Linux

上のオープンソースソフトウェアとして，DBMS で

ある PostgreSQLを唯一採用しているが，データベー

スへのアクセスを JDBCに制限しており，ハードウェ

ア依存性がないため，ハードウェアベンダに束縛され

ることはない．

2. 2 タグ定義と経路制御

アプリケーションデータを経路制御するためのタ

グとしては，直列処理を表す <sequence> タグ，条

件分岐処理を表す <switch> タグ，並列分岐処理を

表す <flow> タグ，本流とは独立な並列分岐を表す

<drop> タグ，繰返し処理を表す <for> タグ，及び

同一の PEL に対する並列分岐（すなわち同一処理の
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実行）を表す <invokeAll> の六つのタグがある．タ

グごとの PCDの記述例と経路制御例を図 2～図 7 に

示す．通信方法には非同期型と同期型を指定すること

が可能であり，<process> タグ内の syncキーワード

に，falseまたは true指定する．これらのタグ定義は，

W3C [16] の BPEL4WS [17]に準拠している．

各タグ定義と経路制御について，図 2～図 7 の具体

例に基づいて説明する．

図 2 <sequence> タグによる経路制御
Fig. 2 Path controll by <sequence> tag.

図 3 <switch> タグによる経路制御
Fig. 3 Path controll by <switch> tag.

図 4 <flow> タグによる経路制御
Fig. 4 Path controll by <flow> tag.

（ 1） <sequence> タグ

PCDを PEL1から PEL4まで直列に経路制御して

いる．非同期型の場合，PCDを受信した PELは，直

ちに前段 PEL に応答を返却し，自分が PCD を送信

した後段 PEL から応答を待たない．同期型の場合，

図 5 <drop> タグによる経路制御
Fig. 5 Path controll by <drop> tag.

図 6 <for> タグによる経路制御
Fig. 6 Path controll by <for> tag.

図 7 <invokeAll> タグによる経路制御
Fig. 7 Path controll by <invokeAll> tag.
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PCDを受信した PELは，後段 PELに PCDを送信

し，後段 PELからの応答を待って，前段 PELに応答

を返却する．

（ 2） <switch> タグ

PCDを PEL1から PEL5まで直列に経路制御して

いる．<case> タグに記述された条件に合致した場合

は，PEL2から本タグに指定された PEL3へ，その他

の場合は，PEL2から <otherwise> タグに指定され

た PEL4へ PCDを経路制御する．非同期型と同期型

の考え方は <sequence> タグと同様である．

（ 3） <flow> タグ

PCD を PEL2 から PEL3 及び PEL4 へ並列に経

路制御している．非同期型の場合，PEL2は PEL3と

PEL4からの応答を待ち合わせることなく，PEL1に

応答を返却する．同期型の場合，PEL2は PEL3及び

PEL4の両者の応答を待ち合わせ，その応答を受信し

た後に PEL5に PCDを送信し，PEL5からの応答を

受信した後に PEL1に応答を返却する．

（ 4） <drop> タグ

PCDを PEL2から PEL3と PEL5に並列に経路制

御している．PEL3への分岐は PEL5への分岐とは独

立に行われる．すなわち，PEL2は，PEL3からの応

答を待ち合わせることなく，PEL5に PCD を送信す

る．本タグ定義においては，非同期型の指定は禁止で

ある．

（ 5） <for> タグ

PCD を PEL2 から PEL3 へ n 回繰り返し送信す

る．非同期型の場合，PEL2は PEL3からの応答を待

ち合わせることなく PEL1に応答を返却する．同期型

の場合，PEL2は，PEL3への繰返し処理に対する応

答，及び PEL5からの応答をすべて待ち合わせ，これ

らの応答をすべて受信した後に PEL1 へ応答を返却

する．

（ 6） <invokeAll> タグ

PCD を PEL2 から PEL3（冗長構成を構成する

HEL1及び HEL2）に並列に経路制御している．非同

期型の場合，PEL2 は HEL1 及び HEL3 からの応答

を待ち合わせることなく，PEL1 に応答を返却する．

また，HEL1と HEL2において，先に応答した HEL

から PEL4 に PCD を経路制御する．同期型の場合，

PEL2 は HEL1 及び HEL2 からの応答を待ち合わせ

て，PEL4に PCDを送信する．PEL2は，PEL4から

の応答を待ち合わせた後に，PEL1に応答を返却する．

3. 経路制御に関する性能評価

本章では，2. で説明したタグ定義ごとの経路制御

について，性能評価を実施する．

3. 1 測定項目と測定環境

以下の二つの項目について，測定する．

・レスポンス時間：クライアントがサーバに PCD

を送信してから，これに対する応答を受信するまでの

時間

・処理能力：クライアントがサーバから受信する単

位時間当りの応答の平均数

測定環境を図 8 に示す．クライアントがサーバ群に

対して，並列に PCD を送信した場合の，応答時間，

及び処理能力を測定する．クライアントからサーバ

群に対して，PCDを合計 10000 回送信し，クライア

ントが受信する単位時間当りの応答の平均値（mps:

message per second）を求めた．ただし，JavaVMに

よる Java クラスのロード時間が実験結果に影響しな

いように 1回目の結果は除外した．PCD のデータ長

は 10 kByteとした．

3. 2 タグ定義ごとの性能測定結果

性能測定結果を図 9～図 14 に示す．

3. 2. 1 考 察

<sequence> タグによる経路制御においては，サー

バの段数が 1段の場合，非同期型で約 1800 mpsもの

処理能力がある．また，本タグについては，非同期型

図 8 測 定 環 境
Fig. 8 Measurement environment.

図 9 実験結果（<sequence> タグ）
Fig. 9 Measurement result (<sequence> tag).
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図 10 実験結果（<swith> タグ）
Fig. 10 Measurement result (<swith> tag).

図 11 実験結果（<flow> タグ）
Fig. 11 Measurement result (<flow> tag).

図 12 実験結果（<drop> タグ）
Fig. 12 Measurement result (<drop> tag).

図 13 実験結果（<for> タグ）
Fig. 13 Measurement result (<for> tag).

図 14 実験結果（<invokeAll> タグ）
Fig. 14 Measurement result (<invokeAll> tag).

通信でも同期型通信でも，PEL の段数が多くなるほ

ど処理能力が低くなり，レスポンス時間が遅くなるが，

サーバの段数が多くなるにつれて，その処理能力は，

約 500～600 mpsに収れんする．<switch> タグによ

る経路制御においては，約 400 mps 程度の処理能力

がある．本タグについては，同期型と非同期型の違い

による傾向はない．<flow> タグによる経路制御にお

いては，非同期型通信の場合，約 200～300 mps程度，

同期型通信の場合，約 150～200 mps程度の処理能力

であった．<invokeAll> タグによる経路制御におい

ては，非同期型通信の場合，約 400～500 mps 程度，

同期型通信の場合，約 150 mps程度の処理能力であっ

た．<flow> タグ及び <invokeAll> タグの同期型通

信については，並列分岐処理において次段の PELの

処理を待ち合わせるため，並列分岐数が多くなると，

性能劣化が大きくなると考えられる．<drop> 処理に

よる経路制御においては，約 110～170 mps程度の処

理能力であった．<drop> タグの処理能力が低い理由

は，その経路制御の分岐処理において，<drop> タグ

部の PCD を送信してから本流の送信処理を行ってい

るためであると考えられる．<for> タグによる経路

制御においては，非同期型通信の場合でも同期型通信

の場合でも，約 100～200 mps程度の処理能力であっ

た．<for> タグの処理能力が低いのは，その経路制御

において，PCDを新規に作成する（Node型を新規に

生成する）ためであると思われる．

4. アプリケーションの設計

本章では，D3A に基づくアプリケーションの設計

方法について述べる，また，NEが提供するサービス

の設計例として，筆者らが試作した広告配信サービス

について説明する．なお，OSSの業務の設計例として

は，文献 [8]を参照されたい．

4. 1 設 計 方 法

基本検討工程（BI）においては，まず，OSSや NE

をブラックボックスと考え，入力と出力の組合せを抽

出する．入力と出力の組合せをサービスプロセスと呼

ぶことにする．BI工程では，このサービスプロセスを

抽出する．

基本設計工程（BD）においては，入力から出力を導

くためのサービスプロセスを PELに分割する．いわ

ゆる構造化設計手法で設計する．各サービスプロセス

に対応する PCDを設計することになる．次に，PEL

間のシーケンス図を作成する．これをサービスシーケ

ンス図と呼ぶ．次に，このサービスシーケンス図にお

いて，各 PELの入力と出力を設計する．すべてのサー

ビスプロセスについて，サービスシーケンス図を作成

後，類似した PEL ごとに分類し，その機能，及び入

出力の統合化（抽象化）を検討する．統合可能な PEL

を一つの PEL として統合し，すべての PEL を設計

する．徹底したレビューを行うなどして，似て非なる

PELを設計しないように留意することが重要である．
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すべての PEL の設計終了後，各 PELの設計（機能，

入力，及び出力）を再びサービスシーケンス図に反映

する．このフィードバックを全体の設計に矛盾がなく

なるまで繰り返す．

サービスシーケンス図を設計する際の留意事項を説

明する．PCDD において，XML により記述された

PCDを解析する処理は，XMLパーサを用いた重たい

処理となるため，PCDのXMLタグとして，条件分岐

（<switch> タグ）や並列分岐（<flow> タグ）を用い

た場合，その処理能力が低下する．そこで，Adaptor

において，PCD を選択する際に，すべての経路を決

定してしまう設計が望ましい（静的な分岐処理）．ただ

し，システム内において状態を保持しなければいけな

いサービスの場合，分岐処理を使わざるを得ない（動

的な分岐処理）．

PEL 間の通信については，同期型と非同期型が選

択可能であり，NEやOSSへの入力データの紛失が許

容できないなど，信頼性が要求される場合は，同期型

を採用するべきであるが，クライアントはサーバから

の応答を待ち合わせるため，非同期型に比較し，同期

型は処理能力が低い．逆に，非同期型は，信頼性は低

いが，処理能力は高い．アプリケーションの性質によ

り同期型か非同期型かを選択する．

最後にサービスプロセスごとにそのサービスプロセ

スを構成するPELの入力と出力の論理和により，PCD

のアプリケーションデータのタグ定義を設計する．ア

プリケーションデータは，PEL間のインタフェースと

して設計できることはもちろんのこと，PEL 間の共

有データとして設計することも可能である．PEL の

処理順序や処理条件を PCD として設計し，タグ定義

に基づいて記述する．

機能設計工程においては，PEL の機能，入力，及

び出力からその内部処理を設計する．本工程以降は，

PELが実装されるハードウェアが完全に異なるため，

単体試験工程が完了するまで完全に独立な開発作業と

することが可能となる．つまり，集合作業が完全に不

要となる．

4. 2 設 計 例

4. 2. 1 広告配信サービスの仕様

広告配信サービスは，広告主がユーザに対して広告

をメールで配信するサービスである．広告の配信を希

望するユーザは，住所，氏名，年齢，興味分野などの

属性情報をブラウザ画面からあらかじめ登録する．広

告主が広告と配信条件をブラウザ画面から登録する

ことにより，登録されているユーザの中から条件に合

致するユーザが抽出され，広告がメールとして配信さ

れる．

4. 2. 2 サービスプロセスの設計

最初に，広告配信サービスにおけるサービスプロセ

スを抽出する．システムへの入出力の組合せから，本

サービスには，ユーザがその属性情報を登録するプロ

セス，広告主が広告を登録することによりユーザに広

告を配信するプロセス，及び広告主が広告の履歴情報

を参照するプロセス，の三つのサービスプロセスが存

在することが分かる．

4. 2. 3 PELの設計

三つのサービスプロセスを構造化設計手法により分

析し，PEL に分割する．本サービスでは，図 15 に

示すように三つの Adaptorと三つの PELから構成で

きる．

4. 2. 4 サービスシーケンスの設計

二つの Adaptor と三つの PEL について，三つの

サービスシーケンス図を作成した．例として，広告配

信プロセスのサービスシーケンスを図 16 に示す．広

告主 Adaptor から入力された，広告配信条件に基づ

いて，ユーザプロファイルから，広告配信条件に合致

するユーザが抽出され，そのメールアドレスに広告本

文がメールとして送信されるまでを表現している．即

時配信の場合は，タイマ管理 PEL を経由せず，ユー

ザプロファイル管理 PEL から，直接広告配信履歴管

理 PELへ PCDが渡される（図の破線）．残りの二つ

のサービスプロセスについても，同様にサービスシー

ケンスを設計する．

4. 2. 5 PCD の設計

三つのサービスプロセスに対応する PCD を作成し

た．例として，図 16 のサービスシーケンスに対応する

図 15 広告配信サービスの PEL 構成
Fig. 15 PEL configuration for mail advertisement

service.
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図 16 サービスシーケンスの例
Fig. 16 Example of service sequence.

図 17 PCD の例
Fig. 17 Example of PCD.

PCD を図 17 に示す．図 17 (a)は，広告主 Adaptor

→ ユーザプロファイル管理 PEL → タイマ管理 PEL

のシーケンスを，図 17 (b)は，タイマ管理 PEL → 広

告配信履歴管理 PEL → メール配信 Adaptorのシー

ケンスを表現している．

5. 評価と関連研究

本章では，D3Aに基づくアプリケーション設計方法

について議論する．また，関連研究として，Webサー

ビスと比較評価する．

5. 1 設計方法に関する評価

従来の大規模 UNIX サーバを用いた開発方法にお

いては，基本設計工程（BD）において，プロセスの

機能分担とプロセス間シーケンスを決定する．これら

の作業は，他の開発者とのコミュニケーションが重要

な役割を果たす作業となるため，心理的に先送りにし

ようとする傾向が強い．このため，機能設計以降の工

程における開発進捗を阻害する要因の一つとなってい

る．一方，D3Aを用いた開発方法においては，基本設

計工程から機能設計工程に持ち越されがちな，これら

の作業を，自然な形で基本設計工程において実施せざ

るを得ない（PEL間の機能分担とインタフェースを決

めざるを得ない）ため，安定した開発進捗を維持でき

る．このため，設計工程におけるバグ盛込みの抑制に

もつながる．

従来の大規模 UNIXサーバによる開発では，CPU

リソースを使い切っていないのに，目標の処理能力が

出ないケースが散見される．例えば，集中制御方式で

設計したプロセスの通信バッファがメモリふくそうを

起こすことがある．このような場合，このプロセスの負

荷を分散するために，このプロセスを分割して，CPU

リソースを使い切るように設計を見直す必要があった．

ほとんどのシステム開発の場合，このような事態が露

見するのは，システム全体の性能測定が可能な開発工

程終盤の総合試験以降である．開発工程終盤における

プロセス構成の見直しなどのような大規模な設計の見

直しは，非常にリスクが大きく，品質を大きく低下さ

せる要因となっている．この問題の本質は，負荷分散

を OSが制御してしまっているため，アプリケーショ

ンから制御できないところにある．一方，D3A を用

いた開発方法においては，性能ボトルネックが発生し

にくいため，総合試験において，プロセス構成を見直

さなければならなくなる可能性が低い．また，PELへ

の IAサーバの割当（つまり，CPU リソースの割当）

を DNSのエントリにより，データレベルで調整でき

るため，開発工程終盤であっても，ハードウェア構成

を見直すのみで，無理なく性能向上を図ることが可能

である．

従来の大規模 UNIX サーバを用いた開発において

は，同じハードウェアリソースと OSカーネルリソー

スを共有するため，打合せなどにより他の開発者との

調整する稼動が少なくなかった．一方，D3Aを用いた

開発方法においては，機能設計工程（FD）から単体

試験工程（UT）までは，完全に独立に作業が可能で

あり，基本的には一つの IAサーバに一つの PELを割

り当てることから，PELの開発者は，他の PELの開

発者とハードウェアリソースや OSカーネルリソース

について，調整する必要がない．

従来の大規模UNIXサーバによる開発方法において

は，プロセス間通信や関数間のデータ引渡しにおいて，

共有メモリやグローバル変数が用いられことがある．

このような実装手段は，どのプロセスや関数がデータ

を破壊したのかを特定する作業に稼動を要するため，

1209



電子情報通信学会論文誌 2005/7 Vol. J88–B No. 7

不具合の原因が判明するまでに長時間を要するケース

が少なくない．また，そのプロセスや関数をほかのシ

ステムに流用する場合，常に共有メモリやグローバル

変数に対する動作に留意する必要があるため，再利用

性が低いといえる．一方，D3A を用いた開発方法に

おいては，PCDによる PEL間の入出力でしか，PEL

間のインタフェースを実現することができない．この

ため，PELの流用においては，PCDのみを考慮すれ

ばよく，PELの再利用性が高いことを示している．

5. 2 関連技術との比較

分散配置された多数の計算資源を連動させて，スー

パコンピュータを凌ぐハイパフォーマンスを得る技

術にグリッドコンピューティング [18], [19]がある．グ

リッドコンピューティングの国際標準化団体として

は，GGF（Global Grid Forum）[20] がある．一方，

グリッドコンピューティングの業界標準としては，米

アルゴンヌ国立研究所と南カリフォルニア大学が中

心となっている Globusプロジェクト [21]が開発した

Globus Toolkitが有名である．また，Webサービスと

グリッドコンピューティングの技術を融合したモデル

は OGSA（OPELn Grid Service Architecture）[22]

と呼ばれている．OGSA において，すべての計算資

源を仮想化するインタフェースをグリッドサービス

と呼ぶ．グリッドサービスは，XML，WSDL，及び

SOAPといったWebサービスの基礎技術を採用して

おり，Webサービスの拡張スキーマとなっている．グ

リッドサービスの基本仕様は OGSI（Open Grid Ser-

vice Infrastructure）として GGF の OGSA-WGで

作成されている．Globusプロジェクトは，OGSIを実

装した Globus Toolkit3（GT3）を 2003 年 7月に公

開した．GT3の OGSI実装においては，SOAPによ

る通信プロトコル処理に Apache Axisを用いており，

これに大きく依存した実装となっているようである．

設計方法に関して，D3AとWebサービスの基本的

な差異について説明する．サービス間インタフェース

の設計方法を図 18 に示す．Web サービスにおいて

は，各サービスが連携して，一つのサービスを提供す

るが，機能設計工程において，各サービス間のインタ

フェースを決める．図 18 においては，(a)～(i) のイ

ンタフェースを決めることになる．また，本工程にお

いては，結合試験における，すべての経路を洗い出し，

試験項目として網羅的に数え上げる必要がある．これ

らの作業は，従来の機能設計方法と変わらない．一方，

D3A においては，基本設計において，すべての経路

図 18 サービス間インタフェースの設計方法
Fig. 18 Design method for interfaces between

services.

を抽出する．この経路の一つひとつが，PCD に対応

させる設計が望ましい．つまり，外部入力から経路を

決定することができる場合，本方法を推奨している．

図 18 においては，(a)～(d)の PCD を設計する．こ

の設計方法の利点は，PCD を設計するために基本設

計工程において，すべての経路を数え上げることがで

きる．したがって，設計の早い段階で，結合試験項目

を網羅的に数え上げるため，バグ盛込みの抑制につな

がる．結合試験も，PCD を起動して試験するのみと

なるため，試験稼動も削減できると考えている．

Web サービスにおいては，XML，WSDL，及び

SOAPといった要素技術を採用している．文献 [6] に

よれば，HTTP/SOAP（Apache AXIS）と JavaRMI

の性能評価から，HTTP/SOAP は JavaRMI に比較

し，応答時間については約 20 倍，処理能力は 1/2 で

ある．GT3 の実装にも，Apache Axisを用いている

ため，NEや OSSが要求する性能を満足しない．特に

SOAPのシリアライズ処理が重いため，条件分岐の数

（つまり，シリアライズ処理の数）に比例して，処理

能力が低下する．OSSやNEを実現するためには，二

つ以上の分岐処理は必須であり，これらの要求する性

能を満足しない．しかし，D3Aについては，PEL間

で JavaRMIを用いて通信することから，PELをイン

ターネット上に分散配置し，これらの PELを連携さ

せて，サービスを実現することはできない．

OGSAについては，公開鍵を用いた認証機構を有し

ており，計算機資源を仮想化するとともに，この仮想

化された資源に対するシングルサインオン機構を有し

ている．D3A は，アカウントとパスワードによる単
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純な認証機能しかもっていないため，セキュリティと

しては，非常に脆弱であり，今後の課題であると考え

ている．

グリッドコンピューティングにおいては，各サーバ

の負荷を動的に分散する機構が検討されている [23]～

[26]．一方，アプリケーションの性質に応じて，処理能

力のボトルネックとなる資源は異なる．5. 1 でも述べ

たように，アプリケーションが確保した通信バッファ

が枯渇したとしても，メモリ資源全体としては枯渇し

ないケースも考えられる．したがって，すべてのアプ

リケーション固有の資源を管理して動的に資源割当を

することは，困難であると考えられる．また，自律的

な動的負荷制御については，アプリケーションから制

御できないという問題点もある．D3A によれば，動

的な資源割当機能を有していないが，アプリケーショ

ンの性質に応じて，HELCIFと DNSのエントリを変

更することにより，非常に低価格な小規模 IA サーバ

を静的に増設していくことは，非常に容易である．

6. む す び

本論文では，小規模 IAサーバを GbEにより束ね，

PCD を，各 IA サーバに分散配置された PEL 間で，

高速で送受信し，PELを駆動することで，高い処理能

力を得る分散データ駆動型アーキテクチャとその特長

について述べた．

また，本アーキテクチャにおける PCDの経路制御，

及びその性能評価を実施した．その結果，直列的な経

路制御（<sequence> タグ）については，PEL が多

段となった場合でも約 600 mpsもの高処理能力を低コ

ストで得られることを明確にした．

更に，本アーキテクチャに基づいたアプリケーショ

ンの設計方法，及び，設計例として，広告配信サービ

スについて述べた．
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付 録

• 用語一覧

D3A: Distributed Data Driven Architecture

PEL: Processing ELement

PCD: Processing Configuration Data

PCDD: Processing Configuration Data Driver

PCDM: Processing Configuration Data Manager

HEL: Hardware ELement

HELCM: Hardware ELement Configuration

Manager

HELCIF: Hardware ELement Configuration In-

formation File
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