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  クラウドプラットフォームEXAGEの
基本アーキテクチャと技術的特徴

 中川 郁夫

個別論文

概要
　EXAGEはインテックが開発を進める日本発のクラウドプラットフォーム技術である。EXAGEの基本アーキテ

クチャは、多数のコンピュータを用いた超並列分散処理の仕組みを特徴とする。事実上無制限の台数を並べるこ

とが可能なそのアーキテクチャは、アプリケーション基盤として、大規模で拡張性の高いミドルウェア層を実現す

る。また、ハードウェア障害への耐性が高いこと、運用の大部分を自動化し、運用管理コストを大きく抑制できる

ことなども特徴とする。

　EXAGE はスケールアウト型のプラットフォームとして多数の機能を有する。機能面では、大容量、高性能なスト

レージ （EXAGE / Storage）や、NoSQL（Not Only SQL）型のデータベース （EXAGE / KVS）などの基本機能、

運用管理機能であるロギングシステム（EXAGE / Logger）、アプリケーション開発のためのフレームワーク 

（EXAGE / SDK）をはじめ、今後、開発を予定しているクラウド型のアプリケーション基盤として必要な多数の機

能について紹介する。
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　市場ではクラウドコンピューティングという言葉が浸透して

久しい。クラウドコンピューティングは、事業者が準備したコン

ピュータリソースをネットワーク経由で、使いたいときに、使い

たいだけ使う、というビジネスモデルとともに、急激に市場に

広まった。近年では、ホームページ作成、ASPサービスの立ち

上げ、さらには、企業システムの構築にいたるまで「クラウド」

と銘打ったサービスが使われるケースが多くなっている。

　クラウドコンピューティングがもたらした最大のブレークス

ルーは「規模」の実現である。米国の巨大なクラウドサービス

事業者らは、５０万スクェアフィート（東京ドーム1つ分）もの大

規模なデータセンターに単一のサービスのための環境を構築

することで、ユーザあたりの単価を極限まで下げることに成功

した。その結果、ビジネス的な視点からは、規模の経済による

圧倒的なコスト削減によって「クラウドサービスは安い」と言

われるようになった。

　その一方で、クラウドコンピューティングは、技術的な視点

からも「規模」に関わる極めて大きなブレークスルーをもたら

した。上記のサービスを提供するためには、数万台～数十万台

にも及ぶコンピュータ群を準備し、全体としてひとつのサービ

ス環境として機能させる必要がある。同領域では、膨大な数の

コンピュータを統合し、ひとつの巨大なサービス基盤として機

能させるための「クラウドプラットフォーム」技術が登場した。

　クラウドプラットフォームとしてもっとも先進的と言われる

ものはGoogleのサービス環境である。Googleは３００万台と

も５００万台とも言われるコンピュータを世界中に保有し、要素

技術としてのGFS [１]やBigTable [２], MapReduce [３]など

によって、全体でひとつのデータ空間、処理空間、及びサービ

ス空間として機能させている。また、Google App Engineに

よって、これらの巨大な空間上でアプリケーションを開発、起

動をするための環境も提供している。

　Microsoftは自社のクラウドサービスWindows Azureを実

現するために、独自のクラウドプラットフォーム技術を開発し

た。Windows Azure では５０万台のコンピュータを1クラスタ

としてAzureサービスを提供すると言われている。ここでは
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1.  はじめに

　以下では、EXAGEの基本アーキテクチャとして、その全体

像、及びすでにリリース済み、もしくは近日中にリリース予定の

機能について述べる。なお、本章で述べるアーキテクチャは本

誌第11号の「リアルクラウドソリューション」[５]で述べたプ

ラットフォームのコンセプトに基づいて研究開発を進めている

ものである。

2.1　EXAGEの全体像
　EXAGEはスケーラブル、かつ規模の制約を受けない、信頼

性の高いアプリケーション基盤を提供するためのクラウドプ

ラットフォーム技術として位置づけられる。すなわち、EXAGE

は、データの保存・処理はもちろんのこと、アプリケーション開

発に必要になる開発環境や多数のライブラリ群、あるいはアプ

リケーション部品、そして運用管理系の機能などを備えたアプ

リケーション基盤を構築するための技術であると言える。

　図１にEXAGEの基本アーキテクチャを示す。EXAGEは、数

万～数十万台にも及ぶコンピュータ群とその間を結ぶネット

ワーク上で動作する。すなわち、EXAGEは膨大な数のコン

ピュータを統合し、全体でひとつの基盤として動作させるため

のネットワーク型のミドルウェアである。

2.  EXAGEの基本アーキテクチャ

blobと呼ばれるデータブロックの単位でのストレージの仕組

み、並列分散処理を行うための仕組み、あるいはSQLを分散

して実行するための仕組みなどを提供している。

　他にも、Amazonは自社のEC２やS３などのIaaSを提供す

るためのクラウドプラットフォームの仕組みを自社開発し、

Salesforce.comはSaaSの基盤となる仕組みとして独自の

force.comサービスを立ち上げるなど、クラウドサービスを提

供する各社は、自社技術としてクラウドプラットフォーム技術

を開発している。

　こうした時代背景に追従して、いくつかのオープンソースソ

フトウェア(OSS)も登場している。HadoopはGoogleのGFS

やBigTable、MapReduceと同等の機能の実現を目指してい

る。OpenStackはAmazonのEC２、S３相当の機能を実現す

る基盤技術である。Cassandra, CouchBase, MongoDBな

どはクラウド型のデータベース[４]として、従来のSQLに代わ

る、NoSQLと呼ばれる技術に分類される。一方で、これらの

OSSはクラウドプラットフォームとして必要になる要素技術の

一部を実装したにすぎず、クラウドサービスを実現するための

本来の全体アーキテクチャを描くものはOSSの世界では事実

上存在しない。

　EXAGE (http://www.intec.co.jp/service/exage/index.html) 

はサービス事業者がクラウド型のアプリケーション基盤を提

供するために必要となる機能群を備えたクラウドプラット

フォームとして位置づけられる。特に、インテック先端技術研

究所では、日本発、フルスクラッチ（ゼロから）の開発によっ

て、他のプラットフォーム技術にはない、使いやすい、アプリ

　EXAGEは多数の機能群から構成される。もっとも基本的な

機能として位置づけられるのは、数万～数十万台のコンピュー

タ上で単一のデータ空間を実現するための「ストレージ（２．２

EXAGE/Storageを参照）」、及び、大規模なコンピュータ群

を用いた超並列分散処理空間としての「データベース（２．３

EXAGE/KVSを参照）」の二つである。すなわち、EXAGEで

はストレージとデータベースのふたつの主要な機能によって、

膨大な数のコンピュータ上で、データの保存・処理を行うため

の「空間」を実現している。

　前述の通り、EXAGEはアプリケーション基盤として、様々な

アプリケーションを開発するための機能群を提供する。アプリ

ケーションフレームワークは、開発者がデータの場所やデータ

の取得、処理のための特別な仕組みを意識せずに簡単に開発

ができるための仕組み（２．５EXAGE/SDKを参照）を提供す

る（現在、アプリケーションフレームワークはJavaのみを対象

としている）。また、ユーザ情報としてのアカウント管理、認

証、課金の仕組み、アプリケーション間でのメッセージングの

仕組み、スケジューラなどの基本機能なども有する。

　さらに、EXAGE上にはアプリケーションガジェット（道具）と

して、部品も多数揃えていくことを想定している。例えば、メール

やチャット、メモ帳、ドキュメント管理、ワークフロー、あるい

は各種の経理処理などが含まれる。

　また、EXAGEはプラットフォームの運用管理に必要な機能を

有する。ロギング（２．４EXAGE/Loggerを参照）やレポートの

EXAGEはランダムアクセスに強いため、データ編集や仮想

OSのイメージの一次ストレージとして使うことも可能である。

このことは、特に、クラウドサービスとしてIaaSなどを提供す

る場合に圧倒的な強みになる。

　また、EXAGE/StorageはNFSやCIFS、iSCSIなどの

標準的かつ一般的に使われているストレージのインターフェー

スでのアクセスを可能にすることで、EXAGE/Storage単体と

してのソフトウェア提供を可能にした。

2.3　EXAGE / KVS
　EXAGE/KVS (NoSQL Database)は膨大な数のコンピュー

タ上でキーとバリューの対 (Key Value pairs)を扱う仕組みとし

て設計・実装されている。EXAGE/KVSのアーキテクチャは

キーバリューストア (Key-Value Store)を基本とし、並列分散処

理を行うための独自の拡張を行っている。キーバリューストア

は、従来のSQLに代わる技術として注目を集めているNoSQL

のひとつで、スケールアウト型のデータ空間を実現する。

EXAGE/KVSは同技術を応用し、スケールアウト型のデータ空

間の実現に加え、様々なデータ処理をスケールアウト型の仕組

みを用いた超並列分散で実行できるようにしている。

　EXAGE/KVSは、KeyとValueの対を保存、取得するため

2.4　EXAGE / Logger
　EXAGE/Loggerは、もともとクラウド型のアプリケーション

基盤の運用管理の仕組みのひとつとして、ログの収集、検索に

特化した機能として位置づけられる。一般に、プラットフォーム

上で提供される、アプリケーション基盤の運用管理機能は、次

の３つに分類される。

（１）Fulfillment ‒ 構築、設計、設定など

（２）Assurance ‒ 監視、障害通知など

（３）Report / Billing ‒ ログ、レポート、課金など

EXAGE / Logger は、ロギングの仕組みとして、上記の (３) 

の機能の一部をなす。

　クラウドプラットフォームでの運用管理機能は、一般のシス

テムにおける運用管理機能と大きく異なり、膨大な設定情報、

膨大な通知、膨大なログを定常的に扱えることが必要とされ

る。そのため、運用管理機能も超並列分散処理の仕組みを応用

した、スケールアウト型の仕組みで実現することが必要である。

　図４にEXAGE/Loggerのアーキテクチャを示す。図に示す

通り、EXAGE/Loggerは、前述のEXAGE/Storage（バック

エンドのログの保存場所）や、インデックス処理のための

EXAGE/KVSなどの技術を応用している。結果的に、ログの

取得、インデックス処理、保存にいたるまで、すべての処理を並

列分散で同時実行できるため、大量のログを、２４時間３６５日、

定常的に処理、保存し続けることが可能である。

のインターフェースを有した基本的なKVSとして、単体のソフト

ウェア提供も行う予定である。KVSとしてのEXAGE/KVSは

Javaで標準的なMapインターフェースを用いてKeyとValueの

対を扱うことができるため、Javaでの開発に極めて親和性が

高いことを特徴とする。

4.  おわりに
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ケーション開発環境を実現することを目指している。

　本稿では、EXAGEの全体アーキテクチャ及び技術的な特徴

について述べる。

図1  EXAGEの基本アーキテクチャ

仕組み、あるいは監視・障害通知などがこれに含まれる。

　なお、図中、二重線で強調されているブロックは、すでにリ

リース済み、または、近日中にリリース予定のものを示してい

る。今後、さらに多数の機能群の追加開発を予定しており、基

本アーキテクチャに示される全体像の完成を目指す。

2.2　EXAGE /Storage
　EXAGE/StorageはEXAGEの基本アーキテクチャの中

で、巨大な、単一のデータ空間を実現する技術である。数万～

数十万台のコンピュータから構成されるアプリケーション基盤

では、それらのコンピュータからでも同じデータにアクセスで

きることが必要である。そのため、クラウドプラットフォーム

は、仮想的なデータ空間を実現し、実際の保存場所に関わら

ず、同じネーミングルール（名前空間）ですべてのデータに等し

くアクセスするための仕組みを提供する必要がある。EXAGE

では、これをEXAGE/Storageとして実現している。

　アーキテクチャ上、EXAGE/Storageはスケールアウト型の

事実上無制限に容量を拡大できる大規模ストレージとして位

置づけられる。内部的には、論理的なファイル構造を有してお

り、巨大なファイル（最大４EB）を扱うことも可能である。

　EXAGE/Storageは、ランダムアクセスに強いことも特徴

である。他のクラウド型のストレージ技術ではシーケンシャル

アクセス（順次書き込み）しかできないものが多く、データの

バックアップやアーカイブ目的で利用されることが多い。一方で、

図２   EXAGE / Storageの仕組み 図４　EXAGE / Logger

2.5　EXAGE / SDK ‒ アプリケーションフレームワーク
　先端技術研究所では東京大学と共同で、クラウドプラット

フォーム上での開発を圧倒的に容易にするためのアプリケー

ションフレームワークの研究を行っている。現時点で、アプリ

ケーションフレームワークはJava(J2SE,J2EE)に特化してお

り、Javaでの開発であれば、極めて簡単にクラウド上のアプリ

ケーションが開発できる。EXAGE/SDKはアプリケーション

フレームワークの一部として、アプリケーション開発で利用す

るライブラリ群をSDK (Software Development Kit)として

まとめたものである。

　クラウド型のアプリケーションプラットフォームにおけるアプリ

ケーション開発では、クラウド上の様々なデータを扱うことが必

要になる。例えば、利用者に関連する情報、メッセージ、課金情

報、画像や映像、その他、あらゆるものがクラウド上にデータと保

存されている。アプリケーションフレームワークは、これらのデー

タへのアクセス、及びこれらのデータの処理を容易にする。以下

に、本アプリケーションフレームワークの特徴について述べる。

（１）クラウド上でデータの場所や通信も意識せずにオブジェクト

　　にアクセスできる

（２）クラウド上のコンピュータリソースを使って、データ処理が

　　できる

（３）プログラムは、ほとんどローカルオブジェクトを扱う場合と

　　 同じ

　特に、（１）の特徴は、クラウド上のオブジェクトを扱う際に

HTTPやRESTも意識する必要がないことを意味している。こ

のことは、従来の３層モデル（データベース、サーブレット、クラ

イアント）の開発が不要であることを意味する。同アプリケー

ションフレームワーク上での開発者は、あたかもローカルオブ

ジェクトを扱うかのように開発するだけで、いとも簡単にクラウ

ド上のオブジェクトを操作することができるようになる。

図５　アプリケーションフレームワーク

　一般にクラウドプラットフォームを活用したアプリケーション

開発は、新しい知識やノウハウを必要とし、難易度が高いと言

われている。本アプリケーションフレームワークは、開発を圧

倒的に簡単にし、クラウド型のアプリケーション基盤上でのア

プリケーション開発を促進するための起爆剤になることを目指

している。

3.  EXAGEの技術的な特徴
　前章で述べた通り、EXAGEは数万～数十万台ものコン

ピュータを統合し、ひとつのアプリケーション基盤を構築する

技術として位置づけられる。その、もっとも核となる技術は、膨

大な数のコンピュータ上での超並列分散処理であり、前述の通

り、EXAGEには、すでに、いくつもの超並列分散処理の仕組

みが実装されている。

　ソフトウェアとして実現される超並列分散処理の仕組みは、

上位アプリケーションに対して様々なメリットをもたらす。以

下では、EXAGEをクラウドプラットフォームとして採用するア

プリケーション基盤の技術的な特徴について述べる。

3.1  スケールアウト
　冒頭で述べた通り、クラウドプラットフォームの最大の目標

は規模の実現である。スケールアウト、すなわち、必要に応じ

てコンピュータ（ハードウェアリソース）を追加することで、全

体としてのシステムを止めることなく、規模や性能を事実上無

限に増やせることは、クラウド型の最大の特徴である。

　なお、スケールアウトの実現手段は個々の技術によって異な

る。EXAGEでは、スケールアウトを実現するのはEXAGE/ 

StorageおよびEXAGE/KVSのふたつの主要な技術であ

る。EXAGE/Storageはスケールアウト型のデータ空間、

EXAGE/KVSはスケールアウト型の処理空間、をそれぞれ実

現するための仕組みを実装している。

3.2　信頼性
　クラウドプラットフォーム技術はソフトウェアとして実現され

る。ハードウェア層は、膨大な数のコンピュータやネットワーク

機器から構成されるため、その一部が壊れる、障害が発生す

る、などの異常事態は容易に想像されることから、ソフトウェア

層で障害回避、冗長性の確保などの手段をとる必要がある。

EXAGEでも、ハードウェアは壊れる可能性がある、という前

提で、データを物理的に異なるコンピュータ上に保存する、障

害時に自動的にバックアップからデータを復活させる、などの

仕組みを実装している。

3.3  運用性
　クラウドプラットフォームでは、数万台～数十万台の膨大な

コンピュータが接続される。必然的に、運用・管理コストの削

減は強く求められるところである。EXAGEは、コンピュータが

システムに接続されたときに、自動的にそれを認識し、動的に

追加処理を行うといったプラグアンドプレイの仕組みや、ハー

ドウェア障害などでコンピュータに異常を検出した場合には、

自動的に該当機器をシステムから切り離し、正常系の処理を継

続するなどの仕組みが実装されており、運用・管理の手間を最

低限に抑えるようになっている。

　本稿では、EXAGEの基本アーキテクチャ、及びその技術的

な特徴について述べた。EXAGEはクラウド型のアプリケー

ションを実現するための多数の機能群を備えたクラウドプラット

フォームとして位置づけられ、その上で容易にアプリケーション

を開発する仕組みを提供する。

　現時点では、ストレージ（EXAGE/Storage）はリリース済

みであり、さらに、近日中に、データベース（EXAGE/KVS）、

ロギングシステム（EXAGE/Logger）もリリース予定である。

　その他、各種の機能群については随時報告を行っていく。
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  クラウドプラットフォームEXAGEの
基本アーキテクチャと技術的特徴

 中川 郁夫

個別論文

概要
　EXAGEはインテックが開発を進める日本発のクラウドプラットフォーム技術である。EXAGEの基本アーキテ

クチャは、多数のコンピュータを用いた超並列分散処理の仕組みを特徴とする。事実上無制限の台数を並べるこ

とが可能なそのアーキテクチャは、アプリケーション基盤として、大規模で拡張性の高いミドルウェア層を実現す

る。また、ハードウェア障害への耐性が高いこと、運用の大部分を自動化し、運用管理コストを大きく抑制できる

ことなども特徴とする。

　EXAGE はスケールアウト型のプラットフォームとして多数の機能を有する。機能面では、大容量、高性能なスト

レージ （EXAGE / Storage）や、NoSQL（Not Only SQL）型のデータベース （EXAGE / KVS）などの基本機能、

運用管理機能であるロギングシステム（EXAGE / Logger）、アプリケーション開発のためのフレームワーク 

（EXAGE / SDK）をはじめ、今後、開発を予定しているクラウド型のアプリケーション基盤として必要な多数の機

能について紹介する。
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　市場ではクラウドコンピューティングという言葉が浸透して

久しい。クラウドコンピューティングは、事業者が準備したコン

ピュータリソースをネットワーク経由で、使いたいときに、使い

たいだけ使う、というビジネスモデルとともに、急激に市場に

広まった。近年では、ホームページ作成、ASPサービスの立ち

上げ、さらには、企業システムの構築にいたるまで「クラウド」

と銘打ったサービスが使われるケースが多くなっている。

　クラウドコンピューティングがもたらした最大のブレークス

ルーは「規模」の実現である。米国の巨大なクラウドサービス

事業者らは、５０万スクェアフィート（東京ドーム1つ分）もの大

規模なデータセンターに単一のサービスのための環境を構築

することで、ユーザあたりの単価を極限まで下げることに成功

した。その結果、ビジネス的な視点からは、規模の経済による

圧倒的なコスト削減によって「クラウドサービスは安い」と言

われるようになった。

　その一方で、クラウドコンピューティングは、技術的な視点

からも「規模」に関わる極めて大きなブレークスルーをもたら

した。上記のサービスを提供するためには、数万台～数十万台

にも及ぶコンピュータ群を準備し、全体としてひとつのサービ

ス環境として機能させる必要がある。同領域では、膨大な数の

コンピュータを統合し、ひとつの巨大なサービス基盤として機

能させるための「クラウドプラットフォーム」技術が登場した。

　クラウドプラットフォームとしてもっとも先進的と言われる

ものはGoogleのサービス環境である。Googleは３００万台と

も５００万台とも言われるコンピュータを世界中に保有し、要素

技術としてのGFS [１]やBigTable [２], MapReduce [３]など

によって、全体でひとつのデータ空間、処理空間、及びサービ

ス空間として機能させている。また、Google App Engineに

よって、これらの巨大な空間上でアプリケーションを開発、起

動をするための環境も提供している。

　Microsoftは自社のクラウドサービスWindows Azureを実

現するために、独自のクラウドプラットフォーム技術を開発し

た。Windows Azure では５０万台のコンピュータを1クラスタ

としてAzureサービスを提供すると言われている。ここでは
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1.  はじめに

　以下では、EXAGEの基本アーキテクチャとして、その全体

像、及びすでにリリース済み、もしくは近日中にリリース予定の

機能について述べる。なお、本章で述べるアーキテクチャは本

誌第11号の「リアルクラウドソリューション」[５]で述べたプ

ラットフォームのコンセプトに基づいて研究開発を進めている

ものである。

2.1　EXAGEの全体像
　EXAGEはスケーラブル、かつ規模の制約を受けない、信頼

性の高いアプリケーション基盤を提供するためのクラウドプ

ラットフォーム技術として位置づけられる。すなわち、EXAGE

は、データの保存・処理はもちろんのこと、アプリケーション開

発に必要になる開発環境や多数のライブラリ群、あるいはアプ

リケーション部品、そして運用管理系の機能などを備えたアプ

リケーション基盤を構築するための技術であると言える。

　図１にEXAGEの基本アーキテクチャを示す。EXAGEは、数

万～数十万台にも及ぶコンピュータ群とその間を結ぶネット

ワーク上で動作する。すなわち、EXAGEは膨大な数のコン

ピュータを統合し、全体でひとつの基盤として動作させるため

のネットワーク型のミドルウェアである。

2.  EXAGEの基本アーキテクチャ

blobと呼ばれるデータブロックの単位でのストレージの仕組

み、並列分散処理を行うための仕組み、あるいはSQLを分散

して実行するための仕組みなどを提供している。

　他にも、Amazonは自社のEC２やS３などのIaaSを提供す

るためのクラウドプラットフォームの仕組みを自社開発し、

Salesforce.comはSaaSの基盤となる仕組みとして独自の

force.comサービスを立ち上げるなど、クラウドサービスを提

供する各社は、自社技術としてクラウドプラットフォーム技術

を開発している。

　こうした時代背景に追従して、いくつかのオープンソースソ

フトウェア(OSS)も登場している。HadoopはGoogleのGFS

やBigTable、MapReduceと同等の機能の実現を目指してい

る。OpenStackはAmazonのEC２、S３相当の機能を実現す

る基盤技術である。Cassandra, CouchBase, MongoDBな

どはクラウド型のデータベース[４]として、従来のSQLに代わ

る、NoSQLと呼ばれる技術に分類される。一方で、これらの

OSSはクラウドプラットフォームとして必要になる要素技術の

一部を実装したにすぎず、クラウドサービスを実現するための

本来の全体アーキテクチャを描くものはOSSの世界では事実

上存在しない。

　EXAGE (http://www.intec.co.jp/service/exage/index.html) 

はサービス事業者がクラウド型のアプリケーション基盤を提

供するために必要となる機能群を備えたクラウドプラット

フォームとして位置づけられる。特に、インテック先端技術研

究所では、日本発、フルスクラッチ（ゼロから）の開発によっ

て、他のプラットフォーム技術にはない、使いやすい、アプリ

　EXAGEは多数の機能群から構成される。もっとも基本的な

機能として位置づけられるのは、数万～数十万台のコンピュー

タ上で単一のデータ空間を実現するための「ストレージ（２．２

EXAGE/Storageを参照）」、及び、大規模なコンピュータ群

を用いた超並列分散処理空間としての「データベース（２．３

EXAGE/KVSを参照）」の二つである。すなわち、EXAGEで

はストレージとデータベースのふたつの主要な機能によって、

膨大な数のコンピュータ上で、データの保存・処理を行うため

の「空間」を実現している。

　前述の通り、EXAGEはアプリケーション基盤として、様々な

アプリケーションを開発するための機能群を提供する。アプリ

ケーションフレームワークは、開発者がデータの場所やデータ

の取得、処理のための特別な仕組みを意識せずに簡単に開発

ができるための仕組み（２．５EXAGE/SDKを参照）を提供す

る（現在、アプリケーションフレームワークはJavaのみを対象

としている）。また、ユーザ情報としてのアカウント管理、認

証、課金の仕組み、アプリケーション間でのメッセージングの

仕組み、スケジューラなどの基本機能なども有する。

　さらに、EXAGE上にはアプリケーションガジェット（道具）と

して、部品も多数揃えていくことを想定している。例えば、メール

やチャット、メモ帳、ドキュメント管理、ワークフロー、あるい

は各種の経理処理などが含まれる。

　また、EXAGEはプラットフォームの運用管理に必要な機能を

有する。ロギング（２．４EXAGE/Loggerを参照）やレポートの

EXAGEはランダムアクセスに強いため、データ編集や仮想

OSのイメージの一次ストレージとして使うことも可能である。

このことは、特に、クラウドサービスとしてIaaSなどを提供す

る場合に圧倒的な強みになる。

　また、EXAGE/StorageはNFSやCIFS、iSCSIなどの

標準的かつ一般的に使われているストレージのインターフェー

スでのアクセスを可能にすることで、EXAGE/Storage単体と

してのソフトウェア提供を可能にした。

2.3　EXAGE / KVS
　EXAGE/KVS (NoSQL Database)は膨大な数のコンピュー

タ上でキーとバリューの対 (Key Value pairs)を扱う仕組みとし

て設計・実装されている。EXAGE/KVSのアーキテクチャは

キーバリューストア (Key-Value Store)を基本とし、並列分散処

理を行うための独自の拡張を行っている。キーバリューストア

は、従来のSQLに代わる技術として注目を集めているNoSQL

のひとつで、スケールアウト型のデータ空間を実現する。

EXAGE/KVSは同技術を応用し、スケールアウト型のデータ空

間の実現に加え、様々なデータ処理をスケールアウト型の仕組

みを用いた超並列分散で実行できるようにしている。

　EXAGE/KVSは、KeyとValueの対を保存、取得するため

2.4　EXAGE / Logger
　EXAGE/Loggerは、もともとクラウド型のアプリケーション

基盤の運用管理の仕組みのひとつとして、ログの収集、検索に

特化した機能として位置づけられる。一般に、プラットフォーム

上で提供される、アプリケーション基盤の運用管理機能は、次

の３つに分類される。

（１）Fulfillment ‒ 構築、設計、設定など

（２）Assurance ‒ 監視、障害通知など

（３）Report / Billing ‒ ログ、レポート、課金など

EXAGE / Logger は、ロギングの仕組みとして、上記の (３) 

の機能の一部をなす。

　クラウドプラットフォームでの運用管理機能は、一般のシス

テムにおける運用管理機能と大きく異なり、膨大な設定情報、

膨大な通知、膨大なログを定常的に扱えることが必要とされ

る。そのため、運用管理機能も超並列分散処理の仕組みを応用

した、スケールアウト型の仕組みで実現することが必要である。

　図４にEXAGE/Loggerのアーキテクチャを示す。図に示す

通り、EXAGE/Loggerは、前述のEXAGE/Storage（バック

エンドのログの保存場所）や、インデックス処理のための

EXAGE/KVSなどの技術を応用している。結果的に、ログの

取得、インデックス処理、保存にいたるまで、すべての処理を並

列分散で同時実行できるため、大量のログを、２４時間３６５日、

定常的に処理、保存し続けることが可能である。

のインターフェースを有した基本的なKVSとして、単体のソフト

ウェア提供も行う予定である。KVSとしてのEXAGE/KVSは

Javaで標準的なMapインターフェースを用いてKeyとValueの

対を扱うことができるため、Javaでの開発に極めて親和性が

高いことを特徴とする。

4.  おわりに
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ケーション開発環境を実現することを目指している。

　本稿では、EXAGEの全体アーキテクチャ及び技術的な特徴

について述べる。

図1  EXAGEの基本アーキテクチャ

仕組み、あるいは監視・障害通知などがこれに含まれる。

　なお、図中、二重線で強調されているブロックは、すでにリ

リース済み、または、近日中にリリース予定のものを示してい

る。今後、さらに多数の機能群の追加開発を予定しており、基

本アーキテクチャに示される全体像の完成を目指す。

2.2　EXAGE /Storage
　EXAGE/StorageはEXAGEの基本アーキテクチャの中

で、巨大な、単一のデータ空間を実現する技術である。数万～

数十万台のコンピュータから構成されるアプリケーション基盤

では、それらのコンピュータからでも同じデータにアクセスで

きることが必要である。そのため、クラウドプラットフォーム

は、仮想的なデータ空間を実現し、実際の保存場所に関わら

ず、同じネーミングルール（名前空間）ですべてのデータに等し

くアクセスするための仕組みを提供する必要がある。EXAGE

では、これをEXAGE/Storageとして実現している。

　アーキテクチャ上、EXAGE/Storageはスケールアウト型の

事実上無制限に容量を拡大できる大規模ストレージとして位

置づけられる。内部的には、論理的なファイル構造を有してお

り、巨大なファイル（最大４EB）を扱うことも可能である。

　EXAGE/Storageは、ランダムアクセスに強いことも特徴

である。他のクラウド型のストレージ技術ではシーケンシャル

アクセス（順次書き込み）しかできないものが多く、データの

バックアップやアーカイブ目的で利用されることが多い。一方で、

図２   EXAGE / Storageの仕組み 図４　EXAGE / Logger

2.5　EXAGE / SDK ‒ アプリケーションフレームワーク
　先端技術研究所では東京大学と共同で、クラウドプラット

フォーム上での開発を圧倒的に容易にするためのアプリケー

ションフレームワークの研究を行っている。現時点で、アプリ

ケーションフレームワークはJava(J2SE,J2EE)に特化してお

り、Javaでの開発であれば、極めて簡単にクラウド上のアプリ

ケーションが開発できる。EXAGE/SDKはアプリケーション

フレームワークの一部として、アプリケーション開発で利用す

るライブラリ群をSDK (Software Development Kit)として

まとめたものである。

　クラウド型のアプリケーションプラットフォームにおけるアプリ

ケーション開発では、クラウド上の様々なデータを扱うことが必

要になる。例えば、利用者に関連する情報、メッセージ、課金情

報、画像や映像、その他、あらゆるものがクラウド上にデータと保

存されている。アプリケーションフレームワークは、これらのデー

タへのアクセス、及びこれらのデータの処理を容易にする。以下

に、本アプリケーションフレームワークの特徴について述べる。

（１）クラウド上でデータの場所や通信も意識せずにオブジェクト

　　にアクセスできる

（２）クラウド上のコンピュータリソースを使って、データ処理が

　　できる

（３）プログラムは、ほとんどローカルオブジェクトを扱う場合と

　　 同じ

　特に、（１）の特徴は、クラウド上のオブジェクトを扱う際に

HTTPやRESTも意識する必要がないことを意味している。こ

のことは、従来の３層モデル（データベース、サーブレット、クラ

イアント）の開発が不要であることを意味する。同アプリケー

ションフレームワーク上での開発者は、あたかもローカルオブ

ジェクトを扱うかのように開発するだけで、いとも簡単にクラウ

ド上のオブジェクトを操作することができるようになる。

図５　アプリケーションフレームワーク

　一般にクラウドプラットフォームを活用したアプリケーション

開発は、新しい知識やノウハウを必要とし、難易度が高いと言

われている。本アプリケーションフレームワークは、開発を圧

倒的に簡単にし、クラウド型のアプリケーション基盤上でのア

プリケーション開発を促進するための起爆剤になることを目指

している。

3.  EXAGEの技術的な特徴
　前章で述べた通り、EXAGEは数万～数十万台ものコン

ピュータを統合し、ひとつのアプリケーション基盤を構築する

技術として位置づけられる。その、もっとも核となる技術は、膨

大な数のコンピュータ上での超並列分散処理であり、前述の通

り、EXAGEには、すでに、いくつもの超並列分散処理の仕組

みが実装されている。

　ソフトウェアとして実現される超並列分散処理の仕組みは、

上位アプリケーションに対して様々なメリットをもたらす。以

下では、EXAGEをクラウドプラットフォームとして採用するア

プリケーション基盤の技術的な特徴について述べる。

3.1  スケールアウト
　冒頭で述べた通り、クラウドプラットフォームの最大の目標

は規模の実現である。スケールアウト、すなわち、必要に応じ

てコンピュータ（ハードウェアリソース）を追加することで、全

体としてのシステムを止めることなく、規模や性能を事実上無

限に増やせることは、クラウド型の最大の特徴である。

　なお、スケールアウトの実現手段は個々の技術によって異な

る。EXAGEでは、スケールアウトを実現するのはEXAGE/ 

StorageおよびEXAGE/KVSのふたつの主要な技術であ

る。EXAGE/Storageはスケールアウト型のデータ空間、

EXAGE/KVSはスケールアウト型の処理空間、をそれぞれ実

現するための仕組みを実装している。

3.2　信頼性
　クラウドプラットフォーム技術はソフトウェアとして実現され

る。ハードウェア層は、膨大な数のコンピュータやネットワーク

機器から構成されるため、その一部が壊れる、障害が発生す

る、などの異常事態は容易に想像されることから、ソフトウェア

層で障害回避、冗長性の確保などの手段をとる必要がある。

EXAGEでも、ハードウェアは壊れる可能性がある、という前

提で、データを物理的に異なるコンピュータ上に保存する、障

害時に自動的にバックアップからデータを復活させる、などの

仕組みを実装している。

3.3  運用性
　クラウドプラットフォームでは、数万台～数十万台の膨大な

コンピュータが接続される。必然的に、運用・管理コストの削

減は強く求められるところである。EXAGEは、コンピュータが

システムに接続されたときに、自動的にそれを認識し、動的に

追加処理を行うといったプラグアンドプレイの仕組みや、ハー

ドウェア障害などでコンピュータに異常を検出した場合には、

自動的に該当機器をシステムから切り離し、正常系の処理を継

続するなどの仕組みが実装されており、運用・管理の手間を最

低限に抑えるようになっている。

　本稿では、EXAGEの基本アーキテクチャ、及びその技術的

な特徴について述べた。EXAGEはクラウド型のアプリケー

ションを実現するための多数の機能群を備えたクラウドプラット

フォームとして位置づけられ、その上で容易にアプリケーション

を開発する仕組みを提供する。

　現時点では、ストレージ（EXAGE/Storage）はリリース済

みであり、さらに、近日中に、データベース（EXAGE/KVS）、

ロギングシステム（EXAGE/Logger）もリリース予定である。

　その他、各種の機能群については随時報告を行っていく。
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  クラウドプラットフォームEXAGEの
基本アーキテクチャと技術的特徴

 中川 郁夫

個別論文

概要
　EXAGEはインテックが開発を進める日本発のクラウドプラットフォーム技術である。EXAGEの基本アーキテ

クチャは、多数のコンピュータを用いた超並列分散処理の仕組みを特徴とする。事実上無制限の台数を並べるこ

とが可能なそのアーキテクチャは、アプリケーション基盤として、大規模で拡張性の高いミドルウェア層を実現す

る。また、ハードウェア障害への耐性が高いこと、運用の大部分を自動化し、運用管理コストを大きく抑制できる

ことなども特徴とする。

　EXAGE はスケールアウト型のプラットフォームとして多数の機能を有する。機能面では、大容量、高性能なスト

レージ （EXAGE / Storage）や、NoSQL（Not Only SQL）型のデータベース （EXAGE / KVS）などの基本機能、

運用管理機能であるロギングシステム（EXAGE / Logger）、アプリケーション開発のためのフレームワーク 

（EXAGE / SDK）をはじめ、今後、開発を予定しているクラウド型のアプリケーション基盤として必要な多数の機

能について紹介する。
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　市場ではクラウドコンピューティングという言葉が浸透して

久しい。クラウドコンピューティングは、事業者が準備したコン

ピュータリソースをネットワーク経由で、使いたいときに、使い

たいだけ使う、というビジネスモデルとともに、急激に市場に

広まった。近年では、ホームページ作成、ASPサービスの立ち

上げ、さらには、企業システムの構築にいたるまで「クラウド」

と銘打ったサービスが使われるケースが多くなっている。

　クラウドコンピューティングがもたらした最大のブレークス

ルーは「規模」の実現である。米国の巨大なクラウドサービス

事業者らは、５０万スクェアフィート（東京ドーム1つ分）もの大

規模なデータセンターに単一のサービスのための環境を構築

することで、ユーザあたりの単価を極限まで下げることに成功

した。その結果、ビジネス的な視点からは、規模の経済による

圧倒的なコスト削減によって「クラウドサービスは安い」と言

われるようになった。

　その一方で、クラウドコンピューティングは、技術的な視点

からも「規模」に関わる極めて大きなブレークスルーをもたら

した。上記のサービスを提供するためには、数万台～数十万台

にも及ぶコンピュータ群を準備し、全体としてひとつのサービ

ス環境として機能させる必要がある。同領域では、膨大な数の

コンピュータを統合し、ひとつの巨大なサービス基盤として機

能させるための「クラウドプラットフォーム」技術が登場した。

　クラウドプラットフォームとしてもっとも先進的と言われる

ものはGoogleのサービス環境である。Googleは３００万台と

も５００万台とも言われるコンピュータを世界中に保有し、要素

技術としてのGFS [１]やBigTable [２], MapReduce [３]など

によって、全体でひとつのデータ空間、処理空間、及びサービ

ス空間として機能させている。また、Google App Engineに

よって、これらの巨大な空間上でアプリケーションを開発、起

動をするための環境も提供している。

　Microsoftは自社のクラウドサービスWindows Azureを実

現するために、独自のクラウドプラットフォーム技術を開発し

た。Windows Azure では５０万台のコンピュータを1クラスタ

としてAzureサービスを提供すると言われている。ここでは
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1.  はじめに

　以下では、EXAGEの基本アーキテクチャとして、その全体

像、及びすでにリリース済み、もしくは近日中にリリース予定の

機能について述べる。なお、本章で述べるアーキテクチャは本

誌第11号の「リアルクラウドソリューション」[５]で述べたプ

ラットフォームのコンセプトに基づいて研究開発を進めている

ものである。

2.1　EXAGEの全体像
　EXAGEはスケーラブル、かつ規模の制約を受けない、信頼

性の高いアプリケーション基盤を提供するためのクラウドプ

ラットフォーム技術として位置づけられる。すなわち、EXAGE

は、データの保存・処理はもちろんのこと、アプリケーション開

発に必要になる開発環境や多数のライブラリ群、あるいはアプ

リケーション部品、そして運用管理系の機能などを備えたアプ

リケーション基盤を構築するための技術であると言える。

　図１にEXAGEの基本アーキテクチャを示す。EXAGEは、数

万～数十万台にも及ぶコンピュータ群とその間を結ぶネット

ワーク上で動作する。すなわち、EXAGEは膨大な数のコン

ピュータを統合し、全体でひとつの基盤として動作させるため

のネットワーク型のミドルウェアである。

2.  EXAGEの基本アーキテクチャ

blobと呼ばれるデータブロックの単位でのストレージの仕組

み、並列分散処理を行うための仕組み、あるいはSQLを分散

して実行するための仕組みなどを提供している。

　他にも、Amazonは自社のEC２やS３などのIaaSを提供す

るためのクラウドプラットフォームの仕組みを自社開発し、

Salesforce.comはSaaSの基盤となる仕組みとして独自の

force.comサービスを立ち上げるなど、クラウドサービスを提

供する各社は、自社技術としてクラウドプラットフォーム技術

を開発している。

　こうした時代背景に追従して、いくつかのオープンソースソ

フトウェア(OSS)も登場している。HadoopはGoogleのGFS

やBigTable、MapReduceと同等の機能の実現を目指してい

る。OpenStackはAmazonのEC２、S３相当の機能を実現す

る基盤技術である。Cassandra, CouchBase, MongoDBな

どはクラウド型のデータベース[４]として、従来のSQLに代わ

る、NoSQLと呼ばれる技術に分類される。一方で、これらの

OSSはクラウドプラットフォームとして必要になる要素技術の

一部を実装したにすぎず、クラウドサービスを実現するための

本来の全体アーキテクチャを描くものはOSSの世界では事実

上存在しない。

　EXAGE (http://www.intec.co.jp/service/exage/index.html) 

はサービス事業者がクラウド型のアプリケーション基盤を提

供するために必要となる機能群を備えたクラウドプラット

フォームとして位置づけられる。特に、インテック先端技術研

究所では、日本発、フルスクラッチ（ゼロから）の開発によっ

て、他のプラットフォーム技術にはない、使いやすい、アプリ

　EXAGEは多数の機能群から構成される。もっとも基本的な

機能として位置づけられるのは、数万～数十万台のコンピュー

タ上で単一のデータ空間を実現するための「ストレージ（２．２

EXAGE/Storageを参照）」、及び、大規模なコンピュータ群

を用いた超並列分散処理空間としての「データベース（２．３

EXAGE/KVSを参照）」の二つである。すなわち、EXAGEで

はストレージとデータベースのふたつの主要な機能によって、

膨大な数のコンピュータ上で、データの保存・処理を行うため

の「空間」を実現している。

　前述の通り、EXAGEはアプリケーション基盤として、様々な

アプリケーションを開発するための機能群を提供する。アプリ

ケーションフレームワークは、開発者がデータの場所やデータ

の取得、処理のための特別な仕組みを意識せずに簡単に開発

ができるための仕組み（２．５EXAGE/SDKを参照）を提供す

る（現在、アプリケーションフレームワークはJavaのみを対象

としている）。また、ユーザ情報としてのアカウント管理、認

証、課金の仕組み、アプリケーション間でのメッセージングの

仕組み、スケジューラなどの基本機能なども有する。

　さらに、EXAGE上にはアプリケーションガジェット（道具）と

して、部品も多数揃えていくことを想定している。例えば、メール

やチャット、メモ帳、ドキュメント管理、ワークフロー、あるい

は各種の経理処理などが含まれる。

　また、EXAGEはプラットフォームの運用管理に必要な機能を

有する。ロギング（２．４EXAGE/Loggerを参照）やレポートの

EXAGEはランダムアクセスに強いため、データ編集や仮想

OSのイメージの一次ストレージとして使うことも可能である。

このことは、特に、クラウドサービスとしてIaaSなどを提供す

る場合に圧倒的な強みになる。

　また、EXAGE/StorageはNFSやCIFS、iSCSIなどの

標準的かつ一般的に使われているストレージのインターフェー

スでのアクセスを可能にすることで、EXAGE/Storage単体と

してのソフトウェア提供を可能にした。

2.3　EXAGE / KVS
　EXAGE/KVS (NoSQL Database)は膨大な数のコンピュー

タ上でキーとバリューの対 (Key Value pairs)を扱う仕組みとし

て設計・実装されている。EXAGE/KVSのアーキテクチャは

キーバリューストア (Key-Value Store)を基本とし、並列分散処

理を行うための独自の拡張を行っている。キーバリューストア

は、従来のSQLに代わる技術として注目を集めているNoSQL

のひとつで、スケールアウト型のデータ空間を実現する。

EXAGE/KVSは同技術を応用し、スケールアウト型のデータ空

間の実現に加え、様々なデータ処理をスケールアウト型の仕組

みを用いた超並列分散で実行できるようにしている。

　EXAGE/KVSは、KeyとValueの対を保存、取得するため

2.4　EXAGE / Logger
　EXAGE/Loggerは、もともとクラウド型のアプリケーション

基盤の運用管理の仕組みのひとつとして、ログの収集、検索に

特化した機能として位置づけられる。一般に、プラットフォーム

上で提供される、アプリケーション基盤の運用管理機能は、次

の３つに分類される。

（１）Fulfillment ‒ 構築、設計、設定など

（２）Assurance ‒ 監視、障害通知など

（３）Report / Billing ‒ ログ、レポート、課金など

EXAGE / Logger は、ロギングの仕組みとして、上記の (３) 

の機能の一部をなす。

　クラウドプラットフォームでの運用管理機能は、一般のシス

テムにおける運用管理機能と大きく異なり、膨大な設定情報、

膨大な通知、膨大なログを定常的に扱えることが必要とされ

る。そのため、運用管理機能も超並列分散処理の仕組みを応用

した、スケールアウト型の仕組みで実現することが必要である。

　図４にEXAGE/Loggerのアーキテクチャを示す。図に示す

通り、EXAGE/Loggerは、前述のEXAGE/Storage（バック

エンドのログの保存場所）や、インデックス処理のための

EXAGE/KVSなどの技術を応用している。結果的に、ログの

取得、インデックス処理、保存にいたるまで、すべての処理を並

列分散で同時実行できるため、大量のログを、２４時間３６５日、

定常的に処理、保存し続けることが可能である。

のインターフェースを有した基本的なKVSとして、単体のソフト

ウェア提供も行う予定である。KVSとしてのEXAGE/KVSは

Javaで標準的なMapインターフェースを用いてKeyとValueの

対を扱うことができるため、Javaでの開発に極めて親和性が

高いことを特徴とする。

4.  おわりに
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ケーション開発環境を実現することを目指している。

　本稿では、EXAGEの全体アーキテクチャ及び技術的な特徴

について述べる。

図1  EXAGEの基本アーキテクチャ

仕組み、あるいは監視・障害通知などがこれに含まれる。

　なお、図中、二重線で強調されているブロックは、すでにリ

リース済み、または、近日中にリリース予定のものを示してい

る。今後、さらに多数の機能群の追加開発を予定しており、基

本アーキテクチャに示される全体像の完成を目指す。

2.2　EXAGE /Storage
　EXAGE/StorageはEXAGEの基本アーキテクチャの中

で、巨大な、単一のデータ空間を実現する技術である。数万～

数十万台のコンピュータから構成されるアプリケーション基盤

では、それらのコンピュータからでも同じデータにアクセスで

きることが必要である。そのため、クラウドプラットフォーム

は、仮想的なデータ空間を実現し、実際の保存場所に関わら

ず、同じネーミングルール（名前空間）ですべてのデータに等し

くアクセスするための仕組みを提供する必要がある。EXAGE

では、これをEXAGE/Storageとして実現している。

　アーキテクチャ上、EXAGE/Storageはスケールアウト型の

事実上無制限に容量を拡大できる大規模ストレージとして位

置づけられる。内部的には、論理的なファイル構造を有してお

り、巨大なファイル（最大４EB）を扱うことも可能である。

　EXAGE/Storageは、ランダムアクセスに強いことも特徴

である。他のクラウド型のストレージ技術ではシーケンシャル

アクセス（順次書き込み）しかできないものが多く、データの

バックアップやアーカイブ目的で利用されることが多い。一方で、

図２   EXAGE / Storageの仕組み 図４　EXAGE / Logger

2.5　EXAGE / SDK ‒ アプリケーションフレームワーク
　先端技術研究所では東京大学と共同で、クラウドプラット

フォーム上での開発を圧倒的に容易にするためのアプリケー

ションフレームワークの研究を行っている。現時点で、アプリ

ケーションフレームワークはJava(J2SE,J2EE)に特化してお

り、Javaでの開発であれば、極めて簡単にクラウド上のアプリ

ケーションが開発できる。EXAGE/SDKはアプリケーション

フレームワークの一部として、アプリケーション開発で利用す

るライブラリ群をSDK (Software Development Kit)として

まとめたものである。

　クラウド型のアプリケーションプラットフォームにおけるアプリ

ケーション開発では、クラウド上の様々なデータを扱うことが必

要になる。例えば、利用者に関連する情報、メッセージ、課金情

報、画像や映像、その他、あらゆるものがクラウド上にデータと保

存されている。アプリケーションフレームワークは、これらのデー

タへのアクセス、及びこれらのデータの処理を容易にする。以下

に、本アプリケーションフレームワークの特徴について述べる。

（１）クラウド上でデータの場所や通信も意識せずにオブジェクト

　　にアクセスできる

（２）クラウド上のコンピュータリソースを使って、データ処理が

　　できる

（３）プログラムは、ほとんどローカルオブジェクトを扱う場合と

　　 同じ

　特に、（１）の特徴は、クラウド上のオブジェクトを扱う際に

HTTPやRESTも意識する必要がないことを意味している。こ

のことは、従来の３層モデル（データベース、サーブレット、クラ

イアント）の開発が不要であることを意味する。同アプリケー

ションフレームワーク上での開発者は、あたかもローカルオブ

ジェクトを扱うかのように開発するだけで、いとも簡単にクラウ

ド上のオブジェクトを操作することができるようになる。

図５　アプリケーションフレームワーク

　一般にクラウドプラットフォームを活用したアプリケーション

開発は、新しい知識やノウハウを必要とし、難易度が高いと言

われている。本アプリケーションフレームワークは、開発を圧

倒的に簡単にし、クラウド型のアプリケーション基盤上でのア

プリケーション開発を促進するための起爆剤になることを目指

している。

3.  EXAGEの技術的な特徴
　前章で述べた通り、EXAGEは数万～数十万台ものコン

ピュータを統合し、ひとつのアプリケーション基盤を構築する

技術として位置づけられる。その、もっとも核となる技術は、膨

大な数のコンピュータ上での超並列分散処理であり、前述の通

り、EXAGEには、すでに、いくつもの超並列分散処理の仕組

みが実装されている。

　ソフトウェアとして実現される超並列分散処理の仕組みは、

上位アプリケーションに対して様々なメリットをもたらす。以

下では、EXAGEをクラウドプラットフォームとして採用するア

プリケーション基盤の技術的な特徴について述べる。

3.1  スケールアウト
　冒頭で述べた通り、クラウドプラットフォームの最大の目標

は規模の実現である。スケールアウト、すなわち、必要に応じ

てコンピュータ（ハードウェアリソース）を追加することで、全

体としてのシステムを止めることなく、規模や性能を事実上無

限に増やせることは、クラウド型の最大の特徴である。

　なお、スケールアウトの実現手段は個々の技術によって異な

る。EXAGEでは、スケールアウトを実現するのはEXAGE/ 

StorageおよびEXAGE/KVSのふたつの主要な技術であ

る。EXAGE/Storageはスケールアウト型のデータ空間、

EXAGE/KVSはスケールアウト型の処理空間、をそれぞれ実

現するための仕組みを実装している。

3.2　信頼性
　クラウドプラットフォーム技術はソフトウェアとして実現され

る。ハードウェア層は、膨大な数のコンピュータやネットワーク

機器から構成されるため、その一部が壊れる、障害が発生す

る、などの異常事態は容易に想像されることから、ソフトウェア

層で障害回避、冗長性の確保などの手段をとる必要がある。

EXAGEでも、ハードウェアは壊れる可能性がある、という前

提で、データを物理的に異なるコンピュータ上に保存する、障

害時に自動的にバックアップからデータを復活させる、などの

仕組みを実装している。

3.3  運用性
　クラウドプラットフォームでは、数万台～数十万台の膨大な

コンピュータが接続される。必然的に、運用・管理コストの削

減は強く求められるところである。EXAGEは、コンピュータが

システムに接続されたときに、自動的にそれを認識し、動的に

追加処理を行うといったプラグアンドプレイの仕組みや、ハー

ドウェア障害などでコンピュータに異常を検出した場合には、

自動的に該当機器をシステムから切り離し、正常系の処理を継

続するなどの仕組みが実装されており、運用・管理の手間を最

低限に抑えるようになっている。

　本稿では、EXAGEの基本アーキテクチャ、及びその技術的

な特徴について述べた。EXAGEはクラウド型のアプリケー

ションを実現するための多数の機能群を備えたクラウドプラット

フォームとして位置づけられ、その上で容易にアプリケーション

を開発する仕組みを提供する。

　現時点では、ストレージ（EXAGE/Storage）はリリース済

みであり、さらに、近日中に、データベース（EXAGE/KVS）、

ロギングシステム（EXAGE/Logger）もリリース予定である。

　その他、各種の機能群については随時報告を行っていく。
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  クラウドプラットフォームEXAGEの
基本アーキテクチャと技術的特徴

 中川 郁夫

個別論文

概要
　EXAGEはインテックが開発を進める日本発のクラウドプラットフォーム技術である。EXAGEの基本アーキテ

クチャは、多数のコンピュータを用いた超並列分散処理の仕組みを特徴とする。事実上無制限の台数を並べるこ

とが可能なそのアーキテクチャは、アプリケーション基盤として、大規模で拡張性の高いミドルウェア層を実現す

る。また、ハードウェア障害への耐性が高いこと、運用の大部分を自動化し、運用管理コストを大きく抑制できる

ことなども特徴とする。

　EXAGE はスケールアウト型のプラットフォームとして多数の機能を有する。機能面では、大容量、高性能なスト

レージ （EXAGE / Storage）や、NoSQL（Not Only SQL）型のデータベース （EXAGE / KVS）などの基本機能、

運用管理機能であるロギングシステム（EXAGE / Logger）、アプリケーション開発のためのフレームワーク 

（EXAGE / SDK）をはじめ、今後、開発を予定しているクラウド型のアプリケーション基盤として必要な多数の機

能について紹介する。
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　市場ではクラウドコンピューティングという言葉が浸透して

久しい。クラウドコンピューティングは、事業者が準備したコン

ピュータリソースをネットワーク経由で、使いたいときに、使い

たいだけ使う、というビジネスモデルとともに、急激に市場に

広まった。近年では、ホームページ作成、ASPサービスの立ち

上げ、さらには、企業システムの構築にいたるまで「クラウド」

と銘打ったサービスが使われるケースが多くなっている。

　クラウドコンピューティングがもたらした最大のブレークス

ルーは「規模」の実現である。米国の巨大なクラウドサービス

事業者らは、５０万スクェアフィート（東京ドーム1つ分）もの大

規模なデータセンターに単一のサービスのための環境を構築

することで、ユーザあたりの単価を極限まで下げることに成功

した。その結果、ビジネス的な視点からは、規模の経済による

圧倒的なコスト削減によって「クラウドサービスは安い」と言

われるようになった。

　その一方で、クラウドコンピューティングは、技術的な視点

からも「規模」に関わる極めて大きなブレークスルーをもたら

した。上記のサービスを提供するためには、数万台～数十万台

にも及ぶコンピュータ群を準備し、全体としてひとつのサービ

ス環境として機能させる必要がある。同領域では、膨大な数の

コンピュータを統合し、ひとつの巨大なサービス基盤として機

能させるための「クラウドプラットフォーム」技術が登場した。

　クラウドプラットフォームとしてもっとも先進的と言われる

ものはGoogleのサービス環境である。Googleは３００万台と

も５００万台とも言われるコンピュータを世界中に保有し、要素

技術としてのGFS [１]やBigTable [２], MapReduce [３]など

によって、全体でひとつのデータ空間、処理空間、及びサービ

ス空間として機能させている。また、Google App Engineに

よって、これらの巨大な空間上でアプリケーションを開発、起

動をするための環境も提供している。

　Microsoftは自社のクラウドサービスWindows Azureを実

現するために、独自のクラウドプラットフォーム技術を開発し

た。Windows Azure では５０万台のコンピュータを1クラスタ

としてAzureサービスを提供すると言われている。ここでは
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1.  はじめに

　以下では、EXAGEの基本アーキテクチャとして、その全体

像、及びすでにリリース済み、もしくは近日中にリリース予定の

機能について述べる。なお、本章で述べるアーキテクチャは本

誌第11号の「リアルクラウドソリューション」[５]で述べたプ

ラットフォームのコンセプトに基づいて研究開発を進めている

ものである。

2.1　EXAGEの全体像
　EXAGEはスケーラブル、かつ規模の制約を受けない、信頼

性の高いアプリケーション基盤を提供するためのクラウドプ

ラットフォーム技術として位置づけられる。すなわち、EXAGE

は、データの保存・処理はもちろんのこと、アプリケーション開

発に必要になる開発環境や多数のライブラリ群、あるいはアプ

リケーション部品、そして運用管理系の機能などを備えたアプ

リケーション基盤を構築するための技術であると言える。

　図１にEXAGEの基本アーキテクチャを示す。EXAGEは、数

万～数十万台にも及ぶコンピュータ群とその間を結ぶネット

ワーク上で動作する。すなわち、EXAGEは膨大な数のコン

ピュータを統合し、全体でひとつの基盤として動作させるため

のネットワーク型のミドルウェアである。

2.  EXAGEの基本アーキテクチャ

blobと呼ばれるデータブロックの単位でのストレージの仕組

み、並列分散処理を行うための仕組み、あるいはSQLを分散

して実行するための仕組みなどを提供している。

　他にも、Amazonは自社のEC２やS３などのIaaSを提供す

るためのクラウドプラットフォームの仕組みを自社開発し、

Salesforce.comはSaaSの基盤となる仕組みとして独自の

force.comサービスを立ち上げるなど、クラウドサービスを提

供する各社は、自社技術としてクラウドプラットフォーム技術

を開発している。

　こうした時代背景に追従して、いくつかのオープンソースソ

フトウェア(OSS)も登場している。HadoopはGoogleのGFS

やBigTable、MapReduceと同等の機能の実現を目指してい

る。OpenStackはAmazonのEC２、S３相当の機能を実現す

る基盤技術である。Cassandra, CouchBase, MongoDBな

どはクラウド型のデータベース[４]として、従来のSQLに代わ

る、NoSQLと呼ばれる技術に分類される。一方で、これらの

OSSはクラウドプラットフォームとして必要になる要素技術の

一部を実装したにすぎず、クラウドサービスを実現するための

本来の全体アーキテクチャを描くものはOSSの世界では事実

上存在しない。

　EXAGE (http://www.intec.co.jp/service/exage/index.html) 

はサービス事業者がクラウド型のアプリケーション基盤を提

供するために必要となる機能群を備えたクラウドプラット

フォームとして位置づけられる。特に、インテック先端技術研

究所では、日本発、フルスクラッチ（ゼロから）の開発によっ

て、他のプラットフォーム技術にはない、使いやすい、アプリ

　EXAGEは多数の機能群から構成される。もっとも基本的な

機能として位置づけられるのは、数万～数十万台のコンピュー

タ上で単一のデータ空間を実現するための「ストレージ（２．２

EXAGE/Storageを参照）」、及び、大規模なコンピュータ群

を用いた超並列分散処理空間としての「データベース（２．３

EXAGE/KVSを参照）」の二つである。すなわち、EXAGEで

はストレージとデータベースのふたつの主要な機能によって、

膨大な数のコンピュータ上で、データの保存・処理を行うため

の「空間」を実現している。

　前述の通り、EXAGEはアプリケーション基盤として、様々な

アプリケーションを開発するための機能群を提供する。アプリ

ケーションフレームワークは、開発者がデータの場所やデータ

の取得、処理のための特別な仕組みを意識せずに簡単に開発

ができるための仕組み（２．５EXAGE/SDKを参照）を提供す

る（現在、アプリケーションフレームワークはJavaのみを対象

としている）。また、ユーザ情報としてのアカウント管理、認

証、課金の仕組み、アプリケーション間でのメッセージングの

仕組み、スケジューラなどの基本機能なども有する。

　さらに、EXAGE上にはアプリケーションガジェット（道具）と

して、部品も多数揃えていくことを想定している。例えば、メール

やチャット、メモ帳、ドキュメント管理、ワークフロー、あるい

は各種の経理処理などが含まれる。

　また、EXAGEはプラットフォームの運用管理に必要な機能を

有する。ロギング（２．４EXAGE/Loggerを参照）やレポートの

EXAGEはランダムアクセスに強いため、データ編集や仮想

OSのイメージの一次ストレージとして使うことも可能である。

このことは、特に、クラウドサービスとしてIaaSなどを提供す

る場合に圧倒的な強みになる。

　また、EXAGE/StorageはNFSやCIFS、iSCSIなどの

標準的かつ一般的に使われているストレージのインターフェー

スでのアクセスを可能にすることで、EXAGE/Storage単体と

してのソフトウェア提供を可能にした。

2.3　EXAGE / KVS
　EXAGE/KVS (NoSQL Database)は膨大な数のコンピュー

タ上でキーとバリューの対 (Key Value pairs)を扱う仕組みとし

て設計・実装されている。EXAGE/KVSのアーキテクチャは

キーバリューストア (Key-Value Store)を基本とし、並列分散処

理を行うための独自の拡張を行っている。キーバリューストア

は、従来のSQLに代わる技術として注目を集めているNoSQL

のひとつで、スケールアウト型のデータ空間を実現する。

EXAGE/KVSは同技術を応用し、スケールアウト型のデータ空

間の実現に加え、様々なデータ処理をスケールアウト型の仕組

みを用いた超並列分散で実行できるようにしている。

　EXAGE/KVSは、KeyとValueの対を保存、取得するため

2.4　EXAGE / Logger
　EXAGE/Loggerは、もともとクラウド型のアプリケーション

基盤の運用管理の仕組みのひとつとして、ログの収集、検索に

特化した機能として位置づけられる。一般に、プラットフォーム

上で提供される、アプリケーション基盤の運用管理機能は、次

の３つに分類される。

（１）Fulfillment ‒ 構築、設計、設定など

（２）Assurance ‒ 監視、障害通知など

（３）Report / Billing ‒ ログ、レポート、課金など

EXAGE / Logger は、ロギングの仕組みとして、上記の (３) 

の機能の一部をなす。

　クラウドプラットフォームでの運用管理機能は、一般のシス

テムにおける運用管理機能と大きく異なり、膨大な設定情報、

膨大な通知、膨大なログを定常的に扱えることが必要とされ

る。そのため、運用管理機能も超並列分散処理の仕組みを応用

した、スケールアウト型の仕組みで実現することが必要である。

　図４にEXAGE/Loggerのアーキテクチャを示す。図に示す

通り、EXAGE/Loggerは、前述のEXAGE/Storage（バック

エンドのログの保存場所）や、インデックス処理のための

EXAGE/KVSなどの技術を応用している。結果的に、ログの

取得、インデックス処理、保存にいたるまで、すべての処理を並

列分散で同時実行できるため、大量のログを、２４時間３６５日、

定常的に処理、保存し続けることが可能である。

のインターフェースを有した基本的なKVSとして、単体のソフト

ウェア提供も行う予定である。KVSとしてのEXAGE/KVSは

Javaで標準的なMapインターフェースを用いてKeyとValueの

対を扱うことができるため、Javaでの開発に極めて親和性が

高いことを特徴とする。

4.  おわりに
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ケーション開発環境を実現することを目指している。

　本稿では、EXAGEの全体アーキテクチャ及び技術的な特徴

について述べる。

図1  EXAGEの基本アーキテクチャ

仕組み、あるいは監視・障害通知などがこれに含まれる。

　なお、図中、二重線で強調されているブロックは、すでにリ

リース済み、または、近日中にリリース予定のものを示してい

る。今後、さらに多数の機能群の追加開発を予定しており、基

本アーキテクチャに示される全体像の完成を目指す。

2.2　EXAGE /Storage
　EXAGE/StorageはEXAGEの基本アーキテクチャの中

で、巨大な、単一のデータ空間を実現する技術である。数万～

数十万台のコンピュータから構成されるアプリケーション基盤

では、それらのコンピュータからでも同じデータにアクセスで

きることが必要である。そのため、クラウドプラットフォーム

は、仮想的なデータ空間を実現し、実際の保存場所に関わら

ず、同じネーミングルール（名前空間）ですべてのデータに等し

くアクセスするための仕組みを提供する必要がある。EXAGE

では、これをEXAGE/Storageとして実現している。

　アーキテクチャ上、EXAGE/Storageはスケールアウト型の

事実上無制限に容量を拡大できる大規模ストレージとして位

置づけられる。内部的には、論理的なファイル構造を有してお

り、巨大なファイル（最大４EB）を扱うことも可能である。

　EXAGE/Storageは、ランダムアクセスに強いことも特徴

である。他のクラウド型のストレージ技術ではシーケンシャル

アクセス（順次書き込み）しかできないものが多く、データの

バックアップやアーカイブ目的で利用されることが多い。一方で、

図２   EXAGE / Storageの仕組み 図４　EXAGE / Logger

2.5　EXAGE / SDK ‒ アプリケーションフレームワーク
　先端技術研究所では東京大学と共同で、クラウドプラット

フォーム上での開発を圧倒的に容易にするためのアプリケー

ションフレームワークの研究を行っている。現時点で、アプリ

ケーションフレームワークはJava(J2SE,J2EE)に特化してお

り、Javaでの開発であれば、極めて簡単にクラウド上のアプリ

ケーションが開発できる。EXAGE/SDKはアプリケーション

フレームワークの一部として、アプリケーション開発で利用す

るライブラリ群をSDK (Software Development Kit)として

まとめたものである。

　クラウド型のアプリケーションプラットフォームにおけるアプリ

ケーション開発では、クラウド上の様々なデータを扱うことが必

要になる。例えば、利用者に関連する情報、メッセージ、課金情

報、画像や映像、その他、あらゆるものがクラウド上にデータと保

存されている。アプリケーションフレームワークは、これらのデー

タへのアクセス、及びこれらのデータの処理を容易にする。以下

に、本アプリケーションフレームワークの特徴について述べる。

（１）クラウド上でデータの場所や通信も意識せずにオブジェクト

　　にアクセスできる

（２）クラウド上のコンピュータリソースを使って、データ処理が

　　できる

（３）プログラムは、ほとんどローカルオブジェクトを扱う場合と

　　 同じ

　特に、（１）の特徴は、クラウド上のオブジェクトを扱う際に

HTTPやRESTも意識する必要がないことを意味している。こ

のことは、従来の３層モデル（データベース、サーブレット、クラ

イアント）の開発が不要であることを意味する。同アプリケー

ションフレームワーク上での開発者は、あたかもローカルオブ

ジェクトを扱うかのように開発するだけで、いとも簡単にクラウ

ド上のオブジェクトを操作することができるようになる。

図５　アプリケーションフレームワーク

　一般にクラウドプラットフォームを活用したアプリケーション

開発は、新しい知識やノウハウを必要とし、難易度が高いと言

われている。本アプリケーションフレームワークは、開発を圧

倒的に簡単にし、クラウド型のアプリケーション基盤上でのア

プリケーション開発を促進するための起爆剤になることを目指

している。

3.  EXAGEの技術的な特徴
　前章で述べた通り、EXAGEは数万～数十万台ものコン

ピュータを統合し、ひとつのアプリケーション基盤を構築する

技術として位置づけられる。その、もっとも核となる技術は、膨

大な数のコンピュータ上での超並列分散処理であり、前述の通

り、EXAGEには、すでに、いくつもの超並列分散処理の仕組

みが実装されている。

　ソフトウェアとして実現される超並列分散処理の仕組みは、

上位アプリケーションに対して様々なメリットをもたらす。以

下では、EXAGEをクラウドプラットフォームとして採用するア

プリケーション基盤の技術的な特徴について述べる。

3.1  スケールアウト
　冒頭で述べた通り、クラウドプラットフォームの最大の目標

は規模の実現である。スケールアウト、すなわち、必要に応じ

てコンピュータ（ハードウェアリソース）を追加することで、全

体としてのシステムを止めることなく、規模や性能を事実上無

限に増やせることは、クラウド型の最大の特徴である。

　なお、スケールアウトの実現手段は個々の技術によって異な

る。EXAGEでは、スケールアウトを実現するのはEXAGE/ 

StorageおよびEXAGE/KVSのふたつの主要な技術であ

る。EXAGE/Storageはスケールアウト型のデータ空間、

EXAGE/KVSはスケールアウト型の処理空間、をそれぞれ実

現するための仕組みを実装している。

3.2　信頼性
　クラウドプラットフォーム技術はソフトウェアとして実現され

る。ハードウェア層は、膨大な数のコンピュータやネットワーク

機器から構成されるため、その一部が壊れる、障害が発生す

る、などの異常事態は容易に想像されることから、ソフトウェア

層で障害回避、冗長性の確保などの手段をとる必要がある。

EXAGEでも、ハードウェアは壊れる可能性がある、という前

提で、データを物理的に異なるコンピュータ上に保存する、障

害時に自動的にバックアップからデータを復活させる、などの

仕組みを実装している。

3.3  運用性
　クラウドプラットフォームでは、数万台～数十万台の膨大な

コンピュータが接続される。必然的に、運用・管理コストの削

減は強く求められるところである。EXAGEは、コンピュータが

システムに接続されたときに、自動的にそれを認識し、動的に

追加処理を行うといったプラグアンドプレイの仕組みや、ハー

ドウェア障害などでコンピュータに異常を検出した場合には、

自動的に該当機器をシステムから切り離し、正常系の処理を継

続するなどの仕組みが実装されており、運用・管理の手間を最

低限に抑えるようになっている。

　本稿では、EXAGEの基本アーキテクチャ、及びその技術的

な特徴について述べた。EXAGEはクラウド型のアプリケー

ションを実現するための多数の機能群を備えたクラウドプラット

フォームとして位置づけられ、その上で容易にアプリケーション

を開発する仕組みを提供する。

　現時点では、ストレージ（EXAGE/Storage）はリリース済

みであり、さらに、近日中に、データベース（EXAGE/KVS）、

ロギングシステム（EXAGE/Logger）もリリース予定である。

　その他、各種の機能群については随時報告を行っていく。
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  クラウドプラットフォームEXAGEの
基本アーキテクチャと技術的特徴

 中川 郁夫

個別論文

概要
　EXAGEはインテックが開発を進める日本発のクラウドプラットフォーム技術である。EXAGEの基本アーキテ

クチャは、多数のコンピュータを用いた超並列分散処理の仕組みを特徴とする。事実上無制限の台数を並べるこ

とが可能なそのアーキテクチャは、アプリケーション基盤として、大規模で拡張性の高いミドルウェア層を実現す

る。また、ハードウェア障害への耐性が高いこと、運用の大部分を自動化し、運用管理コストを大きく抑制できる

ことなども特徴とする。

　EXAGE はスケールアウト型のプラットフォームとして多数の機能を有する。機能面では、大容量、高性能なスト

レージ （EXAGE / Storage）や、NoSQL（Not Only SQL）型のデータベース （EXAGE / KVS）などの基本機能、

運用管理機能であるロギングシステム（EXAGE / Logger）、アプリケーション開発のためのフレームワーク 

（EXAGE / SDK）をはじめ、今後、開発を予定しているクラウド型のアプリケーション基盤として必要な多数の機

能について紹介する。
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　市場ではクラウドコンピューティングという言葉が浸透して

久しい。クラウドコンピューティングは、事業者が準備したコン

ピュータリソースをネットワーク経由で、使いたいときに、使い

たいだけ使う、というビジネスモデルとともに、急激に市場に

広まった。近年では、ホームページ作成、ASPサービスの立ち

上げ、さらには、企業システムの構築にいたるまで「クラウド」

と銘打ったサービスが使われるケースが多くなっている。

　クラウドコンピューティングがもたらした最大のブレークス

ルーは「規模」の実現である。米国の巨大なクラウドサービス

事業者らは、５０万スクェアフィート（東京ドーム1つ分）もの大

規模なデータセンターに単一のサービスのための環境を構築

することで、ユーザあたりの単価を極限まで下げることに成功

した。その結果、ビジネス的な視点からは、規模の経済による

圧倒的なコスト削減によって「クラウドサービスは安い」と言

われるようになった。

　その一方で、クラウドコンピューティングは、技術的な視点

からも「規模」に関わる極めて大きなブレークスルーをもたら

した。上記のサービスを提供するためには、数万台～数十万台

にも及ぶコンピュータ群を準備し、全体としてひとつのサービ

ス環境として機能させる必要がある。同領域では、膨大な数の

コンピュータを統合し、ひとつの巨大なサービス基盤として機

能させるための「クラウドプラットフォーム」技術が登場した。

　クラウドプラットフォームとしてもっとも先進的と言われる

ものはGoogleのサービス環境である。Googleは３００万台と

も５００万台とも言われるコンピュータを世界中に保有し、要素

技術としてのGFS [１]やBigTable [２], MapReduce [３]など

によって、全体でひとつのデータ空間、処理空間、及びサービ

ス空間として機能させている。また、Google App Engineに

よって、これらの巨大な空間上でアプリケーションを開発、起

動をするための環境も提供している。

　Microsoftは自社のクラウドサービスWindows Azureを実

現するために、独自のクラウドプラットフォーム技術を開発し

た。Windows Azure では５０万台のコンピュータを1クラスタ

としてAzureサービスを提供すると言われている。ここでは
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1.  はじめに

　以下では、EXAGEの基本アーキテクチャとして、その全体

像、及びすでにリリース済み、もしくは近日中にリリース予定の

機能について述べる。なお、本章で述べるアーキテクチャは本

誌第11号の「リアルクラウドソリューション」[５]で述べたプ

ラットフォームのコンセプトに基づいて研究開発を進めている

ものである。

2.1　EXAGEの全体像
　EXAGEはスケーラブル、かつ規模の制約を受けない、信頼

性の高いアプリケーション基盤を提供するためのクラウドプ

ラットフォーム技術として位置づけられる。すなわち、EXAGE

は、データの保存・処理はもちろんのこと、アプリケーション開

発に必要になる開発環境や多数のライブラリ群、あるいはアプ

リケーション部品、そして運用管理系の機能などを備えたアプ

リケーション基盤を構築するための技術であると言える。

　図１にEXAGEの基本アーキテクチャを示す。EXAGEは、数

万～数十万台にも及ぶコンピュータ群とその間を結ぶネット

ワーク上で動作する。すなわち、EXAGEは膨大な数のコン

ピュータを統合し、全体でひとつの基盤として動作させるため

のネットワーク型のミドルウェアである。

2.  EXAGEの基本アーキテクチャ

blobと呼ばれるデータブロックの単位でのストレージの仕組

み、並列分散処理を行うための仕組み、あるいはSQLを分散

して実行するための仕組みなどを提供している。

　他にも、Amazonは自社のEC２やS３などのIaaSを提供す

るためのクラウドプラットフォームの仕組みを自社開発し、

Salesforce.comはSaaSの基盤となる仕組みとして独自の

force.comサービスを立ち上げるなど、クラウドサービスを提

供する各社は、自社技術としてクラウドプラットフォーム技術

を開発している。

　こうした時代背景に追従して、いくつかのオープンソースソ

フトウェア(OSS)も登場している。HadoopはGoogleのGFS

やBigTable、MapReduceと同等の機能の実現を目指してい

る。OpenStackはAmazonのEC２、S３相当の機能を実現す

る基盤技術である。Cassandra, CouchBase, MongoDBな

どはクラウド型のデータベース[４]として、従来のSQLに代わ

る、NoSQLと呼ばれる技術に分類される。一方で、これらの

OSSはクラウドプラットフォームとして必要になる要素技術の

一部を実装したにすぎず、クラウドサービスを実現するための

本来の全体アーキテクチャを描くものはOSSの世界では事実

上存在しない。

　EXAGE (http://www.intec.co.jp/service/exage/index.html) 

はサービス事業者がクラウド型のアプリケーション基盤を提

供するために必要となる機能群を備えたクラウドプラット

フォームとして位置づけられる。特に、インテック先端技術研

究所では、日本発、フルスクラッチ（ゼロから）の開発によっ

て、他のプラットフォーム技術にはない、使いやすい、アプリ

　EXAGEは多数の機能群から構成される。もっとも基本的な

機能として位置づけられるのは、数万～数十万台のコンピュー

タ上で単一のデータ空間を実現するための「ストレージ（２．２

EXAGE/Storageを参照）」、及び、大規模なコンピュータ群

を用いた超並列分散処理空間としての「データベース（２．３

EXAGE/KVSを参照）」の二つである。すなわち、EXAGEで

はストレージとデータベースのふたつの主要な機能によって、

膨大な数のコンピュータ上で、データの保存・処理を行うため

の「空間」を実現している。

　前述の通り、EXAGEはアプリケーション基盤として、様々な

アプリケーションを開発するための機能群を提供する。アプリ

ケーションフレームワークは、開発者がデータの場所やデータ

の取得、処理のための特別な仕組みを意識せずに簡単に開発

ができるための仕組み（２．５EXAGE/SDKを参照）を提供す

る（現在、アプリケーションフレームワークはJavaのみを対象

としている）。また、ユーザ情報としてのアカウント管理、認

証、課金の仕組み、アプリケーション間でのメッセージングの

仕組み、スケジューラなどの基本機能なども有する。

　さらに、EXAGE上にはアプリケーションガジェット（道具）と

して、部品も多数揃えていくことを想定している。例えば、メール

やチャット、メモ帳、ドキュメント管理、ワークフロー、あるい

は各種の経理処理などが含まれる。

　また、EXAGEはプラットフォームの運用管理に必要な機能を

有する。ロギング（２．４EXAGE/Loggerを参照）やレポートの

EXAGEはランダムアクセスに強いため、データ編集や仮想

OSのイメージの一次ストレージとして使うことも可能である。

このことは、特に、クラウドサービスとしてIaaSなどを提供す

る場合に圧倒的な強みになる。

　また、EXAGE/StorageはNFSやCIFS、iSCSIなどの

標準的かつ一般的に使われているストレージのインターフェー

スでのアクセスを可能にすることで、EXAGE/Storage単体と

してのソフトウェア提供を可能にした。

2.3　EXAGE / KVS
　EXAGE/KVS (NoSQL Database)は膨大な数のコンピュー

タ上でキーとバリューの対 (Key Value pairs)を扱う仕組みとし

て設計・実装されている。EXAGE/KVSのアーキテクチャは

キーバリューストア (Key-Value Store)を基本とし、並列分散処

理を行うための独自の拡張を行っている。キーバリューストア

は、従来のSQLに代わる技術として注目を集めているNoSQL

のひとつで、スケールアウト型のデータ空間を実現する。

EXAGE/KVSは同技術を応用し、スケールアウト型のデータ空

間の実現に加え、様々なデータ処理をスケールアウト型の仕組

みを用いた超並列分散で実行できるようにしている。

　EXAGE/KVSは、KeyとValueの対を保存、取得するため

2.4　EXAGE / Logger
　EXAGE/Loggerは、もともとクラウド型のアプリケーション

基盤の運用管理の仕組みのひとつとして、ログの収集、検索に

特化した機能として位置づけられる。一般に、プラットフォーム

上で提供される、アプリケーション基盤の運用管理機能は、次

の３つに分類される。

（１）Fulfillment ‒ 構築、設計、設定など

（２）Assurance ‒ 監視、障害通知など

（３）Report / Billing ‒ ログ、レポート、課金など

EXAGE / Logger は、ロギングの仕組みとして、上記の (３) 

の機能の一部をなす。

　クラウドプラットフォームでの運用管理機能は、一般のシス

テムにおける運用管理機能と大きく異なり、膨大な設定情報、

膨大な通知、膨大なログを定常的に扱えることが必要とされ

る。そのため、運用管理機能も超並列分散処理の仕組みを応用

した、スケールアウト型の仕組みで実現することが必要である。

　図４にEXAGE/Loggerのアーキテクチャを示す。図に示す

通り、EXAGE/Loggerは、前述のEXAGE/Storage（バック

エンドのログの保存場所）や、インデックス処理のための

EXAGE/KVSなどの技術を応用している。結果的に、ログの

取得、インデックス処理、保存にいたるまで、すべての処理を並

列分散で同時実行できるため、大量のログを、２４時間３６５日、

定常的に処理、保存し続けることが可能である。

のインターフェースを有した基本的なKVSとして、単体のソフト

ウェア提供も行う予定である。KVSとしてのEXAGE/KVSは

Javaで標準的なMapインターフェースを用いてKeyとValueの

対を扱うことができるため、Javaでの開発に極めて親和性が

高いことを特徴とする。

4.  おわりに
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ケーション開発環境を実現することを目指している。

　本稿では、EXAGEの全体アーキテクチャ及び技術的な特徴

について述べる。

図1  EXAGEの基本アーキテクチャ

仕組み、あるいは監視・障害通知などがこれに含まれる。

　なお、図中、二重線で強調されているブロックは、すでにリ

リース済み、または、近日中にリリース予定のものを示してい

る。今後、さらに多数の機能群の追加開発を予定しており、基

本アーキテクチャに示される全体像の完成を目指す。

2.2　EXAGE /Storage
　EXAGE/StorageはEXAGEの基本アーキテクチャの中

で、巨大な、単一のデータ空間を実現する技術である。数万～

数十万台のコンピュータから構成されるアプリケーション基盤

では、それらのコンピュータからでも同じデータにアクセスで

きることが必要である。そのため、クラウドプラットフォーム

は、仮想的なデータ空間を実現し、実際の保存場所に関わら

ず、同じネーミングルール（名前空間）ですべてのデータに等し

くアクセスするための仕組みを提供する必要がある。EXAGE

では、これをEXAGE/Storageとして実現している。

　アーキテクチャ上、EXAGE/Storageはスケールアウト型の

事実上無制限に容量を拡大できる大規模ストレージとして位

置づけられる。内部的には、論理的なファイル構造を有してお

り、巨大なファイル（最大４EB）を扱うことも可能である。

　EXAGE/Storageは、ランダムアクセスに強いことも特徴

である。他のクラウド型のストレージ技術ではシーケンシャル

アクセス（順次書き込み）しかできないものが多く、データの

バックアップやアーカイブ目的で利用されることが多い。一方で、

図２   EXAGE / Storageの仕組み 図４　EXAGE / Logger

2.5　EXAGE / SDK ‒ アプリケーションフレームワーク
　先端技術研究所では東京大学と共同で、クラウドプラット

フォーム上での開発を圧倒的に容易にするためのアプリケー

ションフレームワークの研究を行っている。現時点で、アプリ

ケーションフレームワークはJava(J2SE,J2EE)に特化してお

り、Javaでの開発であれば、極めて簡単にクラウド上のアプリ

ケーションが開発できる。EXAGE/SDKはアプリケーション

フレームワークの一部として、アプリケーション開発で利用す

るライブラリ群をSDK (Software Development Kit)として

まとめたものである。

　クラウド型のアプリケーションプラットフォームにおけるアプリ

ケーション開発では、クラウド上の様々なデータを扱うことが必

要になる。例えば、利用者に関連する情報、メッセージ、課金情

報、画像や映像、その他、あらゆるものがクラウド上にデータと保

存されている。アプリケーションフレームワークは、これらのデー

タへのアクセス、及びこれらのデータの処理を容易にする。以下

に、本アプリケーションフレームワークの特徴について述べる。

（１）クラウド上でデータの場所や通信も意識せずにオブジェクト

　　にアクセスできる

（２）クラウド上のコンピュータリソースを使って、データ処理が

　　できる

（３）プログラムは、ほとんどローカルオブジェクトを扱う場合と

　　 同じ

　特に、（１）の特徴は、クラウド上のオブジェクトを扱う際に

HTTPやRESTも意識する必要がないことを意味している。こ

のことは、従来の３層モデル（データベース、サーブレット、クラ

イアント）の開発が不要であることを意味する。同アプリケー

ションフレームワーク上での開発者は、あたかもローカルオブ

ジェクトを扱うかのように開発するだけで、いとも簡単にクラウ

ド上のオブジェクトを操作することができるようになる。

図５　アプリケーションフレームワーク

　一般にクラウドプラットフォームを活用したアプリケーション

開発は、新しい知識やノウハウを必要とし、難易度が高いと言

われている。本アプリケーションフレームワークは、開発を圧

倒的に簡単にし、クラウド型のアプリケーション基盤上でのア

プリケーション開発を促進するための起爆剤になることを目指

している。

3.  EXAGEの技術的な特徴
　前章で述べた通り、EXAGEは数万～数十万台ものコン

ピュータを統合し、ひとつのアプリケーション基盤を構築する

技術として位置づけられる。その、もっとも核となる技術は、膨

大な数のコンピュータ上での超並列分散処理であり、前述の通

り、EXAGEには、すでに、いくつもの超並列分散処理の仕組

みが実装されている。

　ソフトウェアとして実現される超並列分散処理の仕組みは、

上位アプリケーションに対して様々なメリットをもたらす。以

下では、EXAGEをクラウドプラットフォームとして採用するア

プリケーション基盤の技術的な特徴について述べる。

3.1  スケールアウト
　冒頭で述べた通り、クラウドプラットフォームの最大の目標

は規模の実現である。スケールアウト、すなわち、必要に応じ

てコンピュータ（ハードウェアリソース）を追加することで、全

体としてのシステムを止めることなく、規模や性能を事実上無

限に増やせることは、クラウド型の最大の特徴である。

　なお、スケールアウトの実現手段は個々の技術によって異な

る。EXAGEでは、スケールアウトを実現するのはEXAGE/ 

StorageおよびEXAGE/KVSのふたつの主要な技術であ

る。EXAGE/Storageはスケールアウト型のデータ空間、

EXAGE/KVSはスケールアウト型の処理空間、をそれぞれ実

現するための仕組みを実装している。

3.2　信頼性
　クラウドプラットフォーム技術はソフトウェアとして実現され

る。ハードウェア層は、膨大な数のコンピュータやネットワーク

機器から構成されるため、その一部が壊れる、障害が発生す

る、などの異常事態は容易に想像されることから、ソフトウェア

層で障害回避、冗長性の確保などの手段をとる必要がある。

EXAGEでも、ハードウェアは壊れる可能性がある、という前

提で、データを物理的に異なるコンピュータ上に保存する、障

害時に自動的にバックアップからデータを復活させる、などの

仕組みを実装している。

3.3  運用性
　クラウドプラットフォームでは、数万台～数十万台の膨大な

コンピュータが接続される。必然的に、運用・管理コストの削

減は強く求められるところである。EXAGEは、コンピュータが

システムに接続されたときに、自動的にそれを認識し、動的に

追加処理を行うといったプラグアンドプレイの仕組みや、ハー

ドウェア障害などでコンピュータに異常を検出した場合には、

自動的に該当機器をシステムから切り離し、正常系の処理を継

続するなどの仕組みが実装されており、運用・管理の手間を最

低限に抑えるようになっている。

　本稿では、EXAGEの基本アーキテクチャ、及びその技術的

な特徴について述べた。EXAGEはクラウド型のアプリケー

ションを実現するための多数の機能群を備えたクラウドプラット

フォームとして位置づけられ、その上で容易にアプリケーション

を開発する仕組みを提供する。

　現時点では、ストレージ（EXAGE/Storage）はリリース済

みであり、さらに、近日中に、データベース（EXAGE/KVS）、

ロギングシステム（EXAGE/Logger）もリリース予定である。

　その他、各種の機能群については随時報告を行っていく。
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  クラウドプラットフォームEXAGEの
基本アーキテクチャと技術的特徴

 中川 郁夫

個別論文

概要
　EXAGEはインテックが開発を進める日本発のクラウドプラットフォーム技術である。EXAGEの基本アーキテ

クチャは、多数のコンピュータを用いた超並列分散処理の仕組みを特徴とする。事実上無制限の台数を並べるこ

とが可能なそのアーキテクチャは、アプリケーション基盤として、大規模で拡張性の高いミドルウェア層を実現す

る。また、ハードウェア障害への耐性が高いこと、運用の大部分を自動化し、運用管理コストを大きく抑制できる

ことなども特徴とする。

　EXAGE はスケールアウト型のプラットフォームとして多数の機能を有する。機能面では、大容量、高性能なスト

レージ （EXAGE / Storage）や、NoSQL（Not Only SQL）型のデータベース （EXAGE / KVS）などの基本機能、

運用管理機能であるロギングシステム（EXAGE / Logger）、アプリケーション開発のためのフレームワーク 

（EXAGE / SDK）をはじめ、今後、開発を予定しているクラウド型のアプリケーション基盤として必要な多数の機

能について紹介する。
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　市場ではクラウドコンピューティングという言葉が浸透して

久しい。クラウドコンピューティングは、事業者が準備したコン

ピュータリソースをネットワーク経由で、使いたいときに、使い

たいだけ使う、というビジネスモデルとともに、急激に市場に

広まった。近年では、ホームページ作成、ASPサービスの立ち

上げ、さらには、企業システムの構築にいたるまで「クラウド」

と銘打ったサービスが使われるケースが多くなっている。

　クラウドコンピューティングがもたらした最大のブレークス

ルーは「規模」の実現である。米国の巨大なクラウドサービス

事業者らは、５０万スクェアフィート（東京ドーム1つ分）もの大

規模なデータセンターに単一のサービスのための環境を構築

することで、ユーザあたりの単価を極限まで下げることに成功

した。その結果、ビジネス的な視点からは、規模の経済による

圧倒的なコスト削減によって「クラウドサービスは安い」と言

われるようになった。

　その一方で、クラウドコンピューティングは、技術的な視点

からも「規模」に関わる極めて大きなブレークスルーをもたら

した。上記のサービスを提供するためには、数万台～数十万台

にも及ぶコンピュータ群を準備し、全体としてひとつのサービ

ス環境として機能させる必要がある。同領域では、膨大な数の

コンピュータを統合し、ひとつの巨大なサービス基盤として機

能させるための「クラウドプラットフォーム」技術が登場した。

　クラウドプラットフォームとしてもっとも先進的と言われる

ものはGoogleのサービス環境である。Googleは３００万台と

も５００万台とも言われるコンピュータを世界中に保有し、要素

技術としてのGFS [１]やBigTable [２], MapReduce [３]など

によって、全体でひとつのデータ空間、処理空間、及びサービ

ス空間として機能させている。また、Google App Engineに

よって、これらの巨大な空間上でアプリケーションを開発、起

動をするための環境も提供している。

　Microsoftは自社のクラウドサービスWindows Azureを実

現するために、独自のクラウドプラットフォーム技術を開発し

た。Windows Azure では５０万台のコンピュータを1クラスタ

としてAzureサービスを提供すると言われている。ここでは
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1.  はじめに

　以下では、EXAGEの基本アーキテクチャとして、その全体

像、及びすでにリリース済み、もしくは近日中にリリース予定の

機能について述べる。なお、本章で述べるアーキテクチャは本

誌第11号の「リアルクラウドソリューション」[５]で述べたプ

ラットフォームのコンセプトに基づいて研究開発を進めている

ものである。

2.1　EXAGEの全体像
　EXAGEはスケーラブル、かつ規模の制約を受けない、信頼

性の高いアプリケーション基盤を提供するためのクラウドプ

ラットフォーム技術として位置づけられる。すなわち、EXAGE

は、データの保存・処理はもちろんのこと、アプリケーション開

発に必要になる開発環境や多数のライブラリ群、あるいはアプ

リケーション部品、そして運用管理系の機能などを備えたアプ

リケーション基盤を構築するための技術であると言える。

　図１にEXAGEの基本アーキテクチャを示す。EXAGEは、数

万～数十万台にも及ぶコンピュータ群とその間を結ぶネット

ワーク上で動作する。すなわち、EXAGEは膨大な数のコン

ピュータを統合し、全体でひとつの基盤として動作させるため

のネットワーク型のミドルウェアである。

2.  EXAGEの基本アーキテクチャ

blobと呼ばれるデータブロックの単位でのストレージの仕組

み、並列分散処理を行うための仕組み、あるいはSQLを分散

して実行するための仕組みなどを提供している。

　他にも、Amazonは自社のEC２やS３などのIaaSを提供す

るためのクラウドプラットフォームの仕組みを自社開発し、

Salesforce.comはSaaSの基盤となる仕組みとして独自の

force.comサービスを立ち上げるなど、クラウドサービスを提

供する各社は、自社技術としてクラウドプラットフォーム技術

を開発している。

　こうした時代背景に追従して、いくつかのオープンソースソ

フトウェア(OSS)も登場している。HadoopはGoogleのGFS

やBigTable、MapReduceと同等の機能の実現を目指してい

る。OpenStackはAmazonのEC２、S３相当の機能を実現す

る基盤技術である。Cassandra, CouchBase, MongoDBな

どはクラウド型のデータベース[４]として、従来のSQLに代わ

る、NoSQLと呼ばれる技術に分類される。一方で、これらの

OSSはクラウドプラットフォームとして必要になる要素技術の

一部を実装したにすぎず、クラウドサービスを実現するための

本来の全体アーキテクチャを描くものはOSSの世界では事実

上存在しない。

　EXAGE (http://www.intec.co.jp/service/exage/index.html) 

はサービス事業者がクラウド型のアプリケーション基盤を提

供するために必要となる機能群を備えたクラウドプラット

フォームとして位置づけられる。特に、インテック先端技術研

究所では、日本発、フルスクラッチ（ゼロから）の開発によっ

て、他のプラットフォーム技術にはない、使いやすい、アプリ

　EXAGEは多数の機能群から構成される。もっとも基本的な

機能として位置づけられるのは、数万～数十万台のコンピュー

タ上で単一のデータ空間を実現するための「ストレージ（２．２

EXAGE/Storageを参照）」、及び、大規模なコンピュータ群

を用いた超並列分散処理空間としての「データベース（２．３

EXAGE/KVSを参照）」の二つである。すなわち、EXAGEで

はストレージとデータベースのふたつの主要な機能によって、

膨大な数のコンピュータ上で、データの保存・処理を行うため

の「空間」を実現している。

　前述の通り、EXAGEはアプリケーション基盤として、様々な

アプリケーションを開発するための機能群を提供する。アプリ

ケーションフレームワークは、開発者がデータの場所やデータ

の取得、処理のための特別な仕組みを意識せずに簡単に開発

ができるための仕組み（２．５EXAGE/SDKを参照）を提供す

る（現在、アプリケーションフレームワークはJavaのみを対象

としている）。また、ユーザ情報としてのアカウント管理、認

証、課金の仕組み、アプリケーション間でのメッセージングの

仕組み、スケジューラなどの基本機能なども有する。

　さらに、EXAGE上にはアプリケーションガジェット（道具）と

して、部品も多数揃えていくことを想定している。例えば、メール

やチャット、メモ帳、ドキュメント管理、ワークフロー、あるい

は各種の経理処理などが含まれる。

　また、EXAGEはプラットフォームの運用管理に必要な機能を

有する。ロギング（２．４EXAGE/Loggerを参照）やレポートの

EXAGEはランダムアクセスに強いため、データ編集や仮想

OSのイメージの一次ストレージとして使うことも可能である。

このことは、特に、クラウドサービスとしてIaaSなどを提供す

る場合に圧倒的な強みになる。

　また、EXAGE/StorageはNFSやCIFS、iSCSIなどの

標準的かつ一般的に使われているストレージのインターフェー

スでのアクセスを可能にすることで、EXAGE/Storage単体と

してのソフトウェア提供を可能にした。

2.3　EXAGE / KVS
　EXAGE/KVS (NoSQL Database)は膨大な数のコンピュー

タ上でキーとバリューの対 (Key Value pairs)を扱う仕組みとし

て設計・実装されている。EXAGE/KVSのアーキテクチャは

キーバリューストア (Key-Value Store)を基本とし、並列分散処

理を行うための独自の拡張を行っている。キーバリューストア

は、従来のSQLに代わる技術として注目を集めているNoSQL

のひとつで、スケールアウト型のデータ空間を実現する。

EXAGE/KVSは同技術を応用し、スケールアウト型のデータ空

間の実現に加え、様々なデータ処理をスケールアウト型の仕組

みを用いた超並列分散で実行できるようにしている。

　EXAGE/KVSは、KeyとValueの対を保存、取得するため

2.4　EXAGE / Logger
　EXAGE/Loggerは、もともとクラウド型のアプリケーション

基盤の運用管理の仕組みのひとつとして、ログの収集、検索に

特化した機能として位置づけられる。一般に、プラットフォーム

上で提供される、アプリケーション基盤の運用管理機能は、次

の３つに分類される。

（１）Fulfillment ‒ 構築、設計、設定など

（２）Assurance ‒ 監視、障害通知など

（３）Report / Billing ‒ ログ、レポート、課金など

EXAGE / Logger は、ロギングの仕組みとして、上記の (３) 

の機能の一部をなす。

　クラウドプラットフォームでの運用管理機能は、一般のシス

テムにおける運用管理機能と大きく異なり、膨大な設定情報、

膨大な通知、膨大なログを定常的に扱えることが必要とされ

る。そのため、運用管理機能も超並列分散処理の仕組みを応用

した、スケールアウト型の仕組みで実現することが必要である。

　図４にEXAGE/Loggerのアーキテクチャを示す。図に示す

通り、EXAGE/Loggerは、前述のEXAGE/Storage（バック

エンドのログの保存場所）や、インデックス処理のための

EXAGE/KVSなどの技術を応用している。結果的に、ログの

取得、インデックス処理、保存にいたるまで、すべての処理を並

列分散で同時実行できるため、大量のログを、２４時間３６５日、

定常的に処理、保存し続けることが可能である。

のインターフェースを有した基本的なKVSとして、単体のソフト

ウェア提供も行う予定である。KVSとしてのEXAGE/KVSは

Javaで標準的なMapインターフェースを用いてKeyとValueの

対を扱うことができるため、Javaでの開発に極めて親和性が

高いことを特徴とする。

4.  おわりに
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ケーション開発環境を実現することを目指している。

　本稿では、EXAGEの全体アーキテクチャ及び技術的な特徴

について述べる。

図1  EXAGEの基本アーキテクチャ

仕組み、あるいは監視・障害通知などがこれに含まれる。

　なお、図中、二重線で強調されているブロックは、すでにリ

リース済み、または、近日中にリリース予定のものを示してい

る。今後、さらに多数の機能群の追加開発を予定しており、基

本アーキテクチャに示される全体像の完成を目指す。

2.2　EXAGE /Storage
　EXAGE/StorageはEXAGEの基本アーキテクチャの中

で、巨大な、単一のデータ空間を実現する技術である。数万～

数十万台のコンピュータから構成されるアプリケーション基盤

では、それらのコンピュータからでも同じデータにアクセスで

きることが必要である。そのため、クラウドプラットフォーム

は、仮想的なデータ空間を実現し、実際の保存場所に関わら

ず、同じネーミングルール（名前空間）ですべてのデータに等し

くアクセスするための仕組みを提供する必要がある。EXAGE

では、これをEXAGE/Storageとして実現している。

　アーキテクチャ上、EXAGE/Storageはスケールアウト型の

事実上無制限に容量を拡大できる大規模ストレージとして位

置づけられる。内部的には、論理的なファイル構造を有してお

り、巨大なファイル（最大４EB）を扱うことも可能である。

　EXAGE/Storageは、ランダムアクセスに強いことも特徴

である。他のクラウド型のストレージ技術ではシーケンシャル

アクセス（順次書き込み）しかできないものが多く、データの

バックアップやアーカイブ目的で利用されることが多い。一方で、

図２   EXAGE / Storageの仕組み 図４　EXAGE / Logger

2.5　EXAGE / SDK ‒ アプリケーションフレームワーク
　先端技術研究所では東京大学と共同で、クラウドプラット

フォーム上での開発を圧倒的に容易にするためのアプリケー

ションフレームワークの研究を行っている。現時点で、アプリ

ケーションフレームワークはJava(J2SE,J2EE)に特化してお

り、Javaでの開発であれば、極めて簡単にクラウド上のアプリ

ケーションが開発できる。EXAGE/SDKはアプリケーション

フレームワークの一部として、アプリケーション開発で利用す

るライブラリ群をSDK (Software Development Kit)として

まとめたものである。

　クラウド型のアプリケーションプラットフォームにおけるアプリ

ケーション開発では、クラウド上の様々なデータを扱うことが必

要になる。例えば、利用者に関連する情報、メッセージ、課金情

報、画像や映像、その他、あらゆるものがクラウド上にデータと保

存されている。アプリケーションフレームワークは、これらのデー

タへのアクセス、及びこれらのデータの処理を容易にする。以下

に、本アプリケーションフレームワークの特徴について述べる。

（１）クラウド上でデータの場所や通信も意識せずにオブジェクト

　　にアクセスできる

（２）クラウド上のコンピュータリソースを使って、データ処理が

　　できる

（３）プログラムは、ほとんどローカルオブジェクトを扱う場合と

　　 同じ

　特に、（１）の特徴は、クラウド上のオブジェクトを扱う際に

HTTPやRESTも意識する必要がないことを意味している。こ

のことは、従来の３層モデル（データベース、サーブレット、クラ

イアント）の開発が不要であることを意味する。同アプリケー

ションフレームワーク上での開発者は、あたかもローカルオブ

ジェクトを扱うかのように開発するだけで、いとも簡単にクラウ

ド上のオブジェクトを操作することができるようになる。

図５　アプリケーションフレームワーク

　一般にクラウドプラットフォームを活用したアプリケーション

開発は、新しい知識やノウハウを必要とし、難易度が高いと言

われている。本アプリケーションフレームワークは、開発を圧

倒的に簡単にし、クラウド型のアプリケーション基盤上でのア

プリケーション開発を促進するための起爆剤になることを目指

している。

3.  EXAGEの技術的な特徴
　前章で述べた通り、EXAGEは数万～数十万台ものコン

ピュータを統合し、ひとつのアプリケーション基盤を構築する

技術として位置づけられる。その、もっとも核となる技術は、膨

大な数のコンピュータ上での超並列分散処理であり、前述の通

り、EXAGEには、すでに、いくつもの超並列分散処理の仕組

みが実装されている。

　ソフトウェアとして実現される超並列分散処理の仕組みは、

上位アプリケーションに対して様々なメリットをもたらす。以

下では、EXAGEをクラウドプラットフォームとして採用するア

プリケーション基盤の技術的な特徴について述べる。

3.1  スケールアウト
　冒頭で述べた通り、クラウドプラットフォームの最大の目標

は規模の実現である。スケールアウト、すなわち、必要に応じ

てコンピュータ（ハードウェアリソース）を追加することで、全

体としてのシステムを止めることなく、規模や性能を事実上無

限に増やせることは、クラウド型の最大の特徴である。

　なお、スケールアウトの実現手段は個々の技術によって異な

る。EXAGEでは、スケールアウトを実現するのはEXAGE/ 

StorageおよびEXAGE/KVSのふたつの主要な技術であ

る。EXAGE/Storageはスケールアウト型のデータ空間、

EXAGE/KVSはスケールアウト型の処理空間、をそれぞれ実

現するための仕組みを実装している。

3.2　信頼性
　クラウドプラットフォーム技術はソフトウェアとして実現され

る。ハードウェア層は、膨大な数のコンピュータやネットワーク

機器から構成されるため、その一部が壊れる、障害が発生す

る、などの異常事態は容易に想像されることから、ソフトウェア

層で障害回避、冗長性の確保などの手段をとる必要がある。

EXAGEでも、ハードウェアは壊れる可能性がある、という前

提で、データを物理的に異なるコンピュータ上に保存する、障

害時に自動的にバックアップからデータを復活させる、などの

仕組みを実装している。

3.3  運用性
　クラウドプラットフォームでは、数万台～数十万台の膨大な

コンピュータが接続される。必然的に、運用・管理コストの削

減は強く求められるところである。EXAGEは、コンピュータが

システムに接続されたときに、自動的にそれを認識し、動的に

追加処理を行うといったプラグアンドプレイの仕組みや、ハー

ドウェア障害などでコンピュータに異常を検出した場合には、

自動的に該当機器をシステムから切り離し、正常系の処理を継

続するなどの仕組みが実装されており、運用・管理の手間を最

低限に抑えるようになっている。

　本稿では、EXAGEの基本アーキテクチャ、及びその技術的

な特徴について述べた。EXAGEはクラウド型のアプリケー

ションを実現するための多数の機能群を備えたクラウドプラット

フォームとして位置づけられ、その上で容易にアプリケーション

を開発する仕組みを提供する。

　現時点では、ストレージ（EXAGE/Storage）はリリース済

みであり、さらに、近日中に、データベース（EXAGE/KVS）、

ロギングシステム（EXAGE/Logger）もリリース予定である。

　その他、各種の機能群については随時報告を行っていく。
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