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Dripcast - IoT時代のサーバーレス
Javaプログラミングフレームワーク

中川　郁夫

概要
　本稿ではIoT (Internet of Things) 時代のアプリケーション開発に適したJavaプログラミングフレームワーク
Dripcastを提案する。Dripcastは「透過的クラウド」のコンセプトのもとで東京大学の江崎教授らと共同で
研究・開発を進めているオープンソースのIoTアプリケーションフレームワークである。
　Dripcastは主として次の二つの技術から構成される。

（1）クラウド上の処理を、デバイスから透過的に呼び出す仕組み
（2） スケールアウト型の拡張性を持つ、クラウド上でのデータ処理の仕組み
　DripcastはIoTアプリケーション開発を直感的かつシンプルにする。Dripcastでは、アプリケーションから、
クラウド上で保存・処理されるオブジェクトを透過的に利用することが可能であり、サーバープログラムやデータ
ベースに関わる開発は不要である。また、スケールアウト型の仕組みは事実上制限のない拡張性を提供する。
IoTの世界では、数百億にも及ぶ数のデバイスがクラウドに接続されるとされる。IoTアプリケーションのフレーム
ワークにとって拡張性は特に重要な意味を持つ。
　本稿では、Dripcastのコンセプトと基本アーキテクチャについて提案する。また、プロトタイプ実装を用いて、
クラウド上の計算機資源に関するスケーラビリティとフレームワークによる符号化オーバーヘッドについて評価を
行った結果について報告する。

  1.  はじめに
　近年、IoT ( Internet of Things) のコンセプトのもと、セン

サーやデバイスがクラウドと連携するアプリケーションが多数生

まれている。予測ではネットに接続されるデバイスの数は２０２０年

までに数百億にも及ぶ（１）。例えば、スマートフォンはもちろん、家

庭で利用される電化製品や健康器具、オフィス内の機器やデバ

イスなども、GPS受信機や加速度計、温度計などの多数のセン

サーを内蔵しており、IoTの多様な利用シーンが考えられる。

　IoTは、デバイスとクラウドが連携することを前提とする。ク

ラウドは、インターネット上で提供されるサービスである。その

仕組みは拡張性や機動性に優れ、膨大な数のデバイスが接続さ

れるIoTアプリケーションの基盤に適している。IoTアプリケー

ションは、デバイス側でセンサーの値の取得や制御、あるいはユー

ザインターフェースを提供しつつ、そのデータの保存や処理、解析

をクラウド上で行うcloud-fulなアプリケーションモデルに従う。

　一方で、既存の開発モデルはcloud-fulなアプリケーション開

発に適しているとは言いがたい。従来の開発モデルはクライアン

ト/サーバーモデルに従うことが多い。同モデルは、データベー

ス、サーバーアプリケーション、及びクライアントを主要な構成

要素とする、３層モデルに従う。また、各構成要素間を接続する

ためのデータベースプロトコル (SQLなど) や通信プロトコル 

(REST/HTTPなど) に従った通信制御の仕組みも実装する必

要がある。

（1） http://www.cisco.com
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　本稿では、新しいJavaプログラミングフレームワークDripcast

を提案する。Dripcastは次の二つの主要な技術を特徴とする。

(1)透過的なリモート処理呼び出し

　 (transparent Java remote procedure call)

(２)クラウド上でのスケールアウト型のデータ処理機構

　 (scale-out processing on cloud)

Dripcastでは、アプリケーションが動作する端末上で、透過的 

(transparent) に、あたかも手元にデータがあるかのようにク

ラウド上でデータの保存や処理を行うことが可能である。このこ

とは、多くの IoTデバイス上のアプリケーションおいて、クラウド

上でのデータベース開発やサーバープログラムを不要にし、IoT

アプリケーション開発を直感的で簡単にする。

　また、Dripcastは、クラウド上のスケールアウト型の処理モデル

を実装する。IoTアプリケーションは、クラウド上で提供される大規

模データ処理プラットフォームと接続され、クラウドの特徴である

拡張性や機動性のメリットを最大限に享受することが可能である。

　本稿では、透過的クラウドJava開発フレームワークである 

Dripcast のコンセプト及びアーキテクチャについて述べる。ま

た、プロトタイプ実装を用いて次のふたつの視点からDripcast 

の評価を行った結果について述べる。

(1)クラウド上の計算機資源に関するスケーラビリティ

(２)フレームワークによる符号化オーバーヘッド

　本稿では、第２章で既存研究について触れる。第３章で本稿の

目的と前提条件について整理し、第４章でDripcastの仕組みに

ついて、第５章でプロトタイプ実装を用いた評価結果について述

べる。最後に、第７章で本稿の内容についてまとめる。

  2.  先行研究
　Dripcastに関連して、透過的遠隔処理呼び出し、および、ス

ケールアウト型の分散処理の仕組みに関する先行研究について

簡単にまとめる。

2.1  透過的遠隔処理呼び出し 〜 RPC & ORB
　これまで遠隔処理呼び出しの仕組みとしてRPC (remote 

procedure call ) やORB (object request broker) などが

提案、議論されてきた。Java RMI (Java Remote Method 

Invocation)（２）はJava SDK で定義されるAPIである。JRMP 

(Java Remote Method Protocol) は、ある JavaVM から他

の JavaVMに対して遠隔処理呼び出しを行うためのORBであ

る。他の開発言語とも共存が可能なCORBA (Common Object 

Request Broker Architecture)[1]も提案されてきた。RMI-

I IOP (RMI over IIOP) は Java言語からCORBAを用いるため

のAPI である。

　RMIやORBでは、OOM (Object Oriented Modeling) に従っ

た処理呼び出しのインターフェース定義やメソッド呼び出しの方

法を定義するが、サーバー側の開発を不要にするものではない。

RMIやORBは、３層モデルにおいて、クライアントからの遠隔処

理呼び出しを簡易にすることはできるが、依然、データベースとア

プリケーションサービスの開発は必要である。

　Dripcastは、RMIやORBと似た仕組みによってクラウド上の

Javaオブジェクトにアクセスすることを可能にする。さらに、

Dripcastのもう一つの特徴は、サーバーレス(server-less)の開

発モデルを実現することであり、クラウド上で動作するデータベー

スやアプリケーションサービスについては特段の開発の必要がな

いことである。

2.2  スケールアウト型の分散処理の仕組み
　　   〜 サービスとソフトウェア
　スケールアウト技術を用いたサービスでは、GAE (Google 

App Engine)（３）やAzure (Microsoft Azure)（４）などが著名で

ある。GAEはGoogleクラウドプラットフォームを活用するため

のプログラム環境であり、GFS (Google File System)[２] や

BigTable[３]、MapReduce[４]などのGoogle社独自のスケー

ルアウトデータ処理技術を利用することができる。Azureは

Microsoft社が提供するサービスである。同サービスではAzure 

StorageやAzure SQLなどのスケールアウト型のストレージや

データベースやHDinsightと呼ばれるデータ解析の仕組みも提

供されている。

　ソフトウェアとしてのスケールアウト分散処理技術も多数存

在する。Hadoop は Google 社の技術に類似した仕組みを

HDFS, hbase, MapReduce などの OSSとして提供している。

分散 KVS (Key Value Store)（５）もスケールアウト分散処理技

術に分類される。近年では Cassandra（６）や CouchBase（７）、

Basho（８）など、多数のオープンソース KVS が存在する。

　これらのスケールアウト分散処理を可能にするサービスやソフ

トウェアは、既存のストレージ、データベース、あるいはデータ処

理の仕組みを置き換えることを主としており、プログラムインター

フェースやライブラリは提供されているものの、開発フレーム

ワークは提供されていない。Google社やMicrosoft社などの

（2） http://docs.oracle.com/javase/tutorial/rmi/index.html
（3） https://developers.google.com/appengine/
（4） http://www.windowsazure.com/
（5） http://hadoop.apache.org/

（6） http://cassandra.apache.org/
（7） http://www.couthbase.com/
（8） http://www.basho.com/
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一部のサービスでは統合開発環境を提供する例もあるが、その

開発モデルは従来型の３層モデルに従ったものであり、アプリ

ケーション開発者は、クラウド上のデータベースやアプリケーション

サービスを定義、開発する必要がある。

　本稿で提案するDripcastはサーバーレス(server-less)のJava

開発フレームワークを提供することを目指している。Dripcast

は、クラウド上の技術としてスケールアウト型の分散処理機構を

前提とし、さらに、透過的なオブジェクト操作の仕組みを応用し、

IoTアプリケーションで、サーバー側のデータベースやアプリケー

ションサービスを意識する必要がないことが特徴である。

　本節では、Dripcastフレームワークの研究において想定する

環境とゴールについて述べる。

3.1  想定する環境
　本研究では、センサーやデバイスなどの端末とクラウドが連

携するIoTアプリケーションの開発モデルに着目する。特に、こ

こでは以下のようなケースを想定している。

(1) IoTアプリケーションはスマートフォン、タブレット、カーナビ、

　 ホームゲートウェイ、あるいは専用のIoTデバイスなど、小さ 

　 な端末で動作する。

(２) IoTアプリケーションはクラウド上でデータを保存・処理す

　 る。端末はセンサーの値の取得やユーザインターフェースの

　  機能を有する。

(３) IoTアプリケーションは多数の端末で動作する。端末数は

　  数億台に及ぶ可能性がある。

なお、DripcastはIoT向けのJava開発フレームワークであり、

本稿では特にAndroidやOSGiに代表される、Java端末上で動

作するIoTアプリケーションを対象とする。

3.2  ゴール
　本稿では以下の３点をゴールとする。

(1) サーバーレスプログラミングの仕組みの提案

　  クラウド上へのJavaオブジェクトの保存、あるいはクラウド

　  上のJavaオブジェクトの操作（メソッド呼び出し）を行うた

　  めの「透過的」で極めてシンプルで簡単な方法を提供する。

(２) スケールアウト型のコンピューティングモデルの実現

　  数百万〜数億台の端末でIoTアプリケーションが動作する

  3.  本研究が想定する環境とゴール

　 場合を想定し、クラウド上で、事実上無制限の拡張性を持つ、

　 スケールアウト型の分散処理基盤を有する。

(３)実際的に許容可能なオーバーヘッド

　 Dripcastフレームワークはクラウド上のJavaオブジェクト

　  に対する透過的なアクセスを行うため、IoT端末からのアク

　  セスに際して暗黙のうちに符号化（シリアライズ）を行う。

　  符号化はIoTアプリケーションの実際的な利用シーンにお

　  いて許容可能なものである。

  4.  アーキテクチャ
　本節では、Dripcastフレームワークのアーキテクチャについて

述べる。Dripcastは主として次の４つの構成要素からなる (図1)。

(1) クライアント (Client)

(２) リレー (Relay)

(３) エンジン (Engine)

(４) ストア (Store)

以下では、これらの４つの構成要素について順に述べる。

図１  Dripcast アーキテクチャの概要

4.1  クライアント (Client)
　クライアントはスマートフォン、タブレット、ホームゲートウェ

イなど、IoT端末上で動作するIoTアプリケーションである。

Dripcastは、クライアントで利用される小さなJavaライブラリ

を提供する。同Javaライブラリは主として次のふたつの機能を

提供する。

(1)クライアント内の透過的Javaオブジェクトの生成と管理

(２)透過的Javaオブジェクトのメソッド呼び出しによる暗黙的

　  な遠隔処理呼び出しの実行

透過的Javaオブジェクトは、抽象化されたJavaオブジェクトで

ある。透過的Javaオブジェクトは、クラウド上のオブジェクトを

特定する世界で一意の識別子であるIDと、アクセス手段を定義

Client
(Library)

Relay Engine Store

on Cloud EnvironmentDevices
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するJavaインターフェース(interface class)を指定して生成

する。

　Dripcastは、標準的なJava SDKが提供するProxyの仕組

みを用いて透過的Javaオブジェクトを生成、管理する。透過的

Javaオブジェクトのメソッド呼び出しはフレームワークによっ

て解釈され、暗黙のうちに、後述のリレー(Relay)に対して、ク

ラウド上のJavaオブジェクトのメソッド呼び出し要求を送信す

る。メソッド呼び出し要求には、メソッド名、引数のクラス、引数

のオブジェクトを保存した独自のJobインスタンスを用いる。

Jobインスタンスはシリアライズしてリレー(Relay)に送信され

る。リレーからの応答には、クラウド上でのメソッド呼び出しの

結果が含まれており、透過的なメソッド呼び出しの返り値として

呼び出し元に渡される。

　上記の一連の処理はすべて暗黙的に行われる。IoTアプリ

ケーションは透過的なJavaオブジェクトのメソッド呼び出しを

行うだけで、あとはフレームワークが暗黙的にクラウド上の

メソッド呼び出しを制御し、クラウド上での遠隔処理の結果を

メソッド呼び出しの返り値として得ることができる。

　なお、クライアントでは、メソッド呼び出しに加えて、CREATE 

(オブジェクトの生成) やDELETE (オブジェクトの削除) など、

クラウド上でのオブジェクト操作に関する仕組みももつ。

4.2  リレー (Relay)
　リレーはクライアントからの要求を受け取り、後述のエンジ

ンサーバーに要求を振り分けるための、分散型のゲートウェイ

サービスを提供する。各要求にはオブジェクトのIDが含まれ

る。リレーサーバーは、IDをもとに適切なエンジンサーバーを

選び、エンジンサーバーに対して要求を転送する。エンジンサー

バーの選択アルゴリズムは後述エンジンの仕組みで記述する。

　リレーサーバーはステートレス（状態を持たない）であり、複

数のリレーサーバーを並列に運用することが可能である。

4.3  エンジン (Engine)
　エンジンはJavaVMを持ち、オブジェクトに定義されるメソッ

ドの実行を担当する。エンジンは分散ハッシュテーブル(DHT, 

Distributed Hash Table)[５][６]に基づいてスケールアウト

型の分散処理環境を構築する。すなわち、エンジンを構成する

個々のエンジンサーバーには担当するIDの範囲が割り当てら

れ、範囲内のオブジェクトに関する読み書きとメソッドの実行

の責任を持つ。あるIDに対しては、ある時点で、担当となるエン

ジンサーバーは1台のみ存在する。障害時のフェールオーバーや

サーバーの増設などの処理はDHTの仕組みにしたがう。エンジ

ンの仕組みは、エンジンサーバーの台数Nに対してO( log(N))

での拡張性を持つ。

　メソッドの実行はエンジンサーバーの重要な役割の一つであ

る。ここでは、IDから特定されるオブジェクトを後述のストアか

ら読み込み、さらに、要求に含まれるJob内で定義されるメソッ

ド名、引数クラス、引数オブジェクトの情報を用いてメソッドを

実行する。メソッド実行の結果、オブジェクトに更新があった場

合には、更新されたオブジェクトをストアに再度書き込む。最終

的に、メソッドの実行結果はリレーサーバー経由でクライアント

に送信される。

4.4  ストア (Store)
　Dripcastは、オブジェクトを永続化するためのバックエンド

ストレージとしてストア (Store) を持つ。ストアは分散KVS

や分散NoSQLなどのスケールアウト型のデータストアが利用

できる。Dripcastは、これらデータストアによってレプリケー

ション、フェールオーバーなどの信頼性が提供されることを想

定している。

　なお、ストアは、バイトアレイ（バイト列）を操作するための、

PUT, GET, REMOVEなどの、極めてシンプルなインターフェー

スのみを利用する。

  5.  プロタイプ実装と評価
　本研究では、Dripcastフレームワークのプロトタイプ実装を行

い、以下の二つの視点で評価を行った。本節ではこれらの結果に

ついて報告する。

(1) クラウド上の計算機資源に関するスケーラビリティ

(２) フレームワークによる符号化オーバーヘッド

5.1  クラウド上の計算環境のスケーラビリティ
　前述の通り、Dripcastフレームワークはクライアント (Client)、

リレー (Relay)、エンジン (Engine) 及びストア (Store) から構

成される。これらは完全分散型のアーキテクチャに従い、SPoF 

(Single Point of Failure) やボトルネックのない、スケールアウト

システムを実現する。本研究ではDripcastのスケーラビリティに

関する検証を行った。
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図２  処理性能に関するスケーラビリティ

　図２において、Y軸は性能を示す。本検証では、６０秒間に多数

のIoTクライアントからの同時要求を受け付け、１秒間にクラウド

上で処理できたクライアント要求の平均の数を計算した。X軸

は、クラウド上でのサーバーの台数(リレー、及びエンジンの両

方の台数)を示している。X軸で４と示された点は、クラウド上に

リレーサーバーが４台、エンジンサーバーが４台で処理系を構成

していることを意味する。なお、本検証においては、パブリック

クラウドサービス上で処理系を構築し、各サーバーは２コア、２GB

メモリ相当のsmallインスタンスを利用した。

　図では、二つのグラフを示している。JOB[RO] および 

JOB[RW] は、ぞれそれ「読み込みのみ (Read only) を行う処

理」および「更新を伴う (Read write) 処理」を意味する。読み

込みのみの処理では、クライアントからの要求に際して、ストア

からデータを読み込み、メソッドを実行して返り値を返す。更新

を伴う処理では、メソッドを実行したのち、更新されたオブジェ

クトをストアに書き込む処理が発生する。

　図より、Job[RO]およびJob[RW]いずれも、台数に比例して

処理性能が向上していることが確認できる。本検証より、クラウ

ド上に構築されたDricpastフレームワークの処理能力は線形

の拡張性を持つスケールアウトモデルに従うことを示した。

5.2  フレームワークによる符号化オーバーヘッド
　本研究では、Dripcastフレームワークを利用するためのオー

バーヘッドについても検証・評価を行った。IoTデバイス上での

メソッド呼び出し時には、メソッドに必要な情報をクラウド上

に送信するため、暗黙のうちにオブジェクトのシリアライズ・デ

シリアライズを行っている。図３は、通常の分散KVSに対する

GET、PUTなどの要求を実行する場合と、Dripcastにおいて、

Jobとして要求を処理する場合とを比較している。ここでは、

前述同様「読み込みのみの処理 (RO)」及び「更新を伴う処理 

(RW)」をそれぞれ計測した。

　本検証結果から、Dripcastフレームワークを利用した場合の

応答時間は８００-８１０マイクロ秒（０.８〜０.８１ミリ秒）であり、通常

のKVSに対する処理２７０-３３０マイクロ秒（０.２７〜０.３３ミリ秒）

に比較して、５００マイクロ秒（０.５ミリ秒）程度のオーバーヘッド

があることが確認できる。

　なお、本計測結果は、Dripcastフレームワークのクライアン

トとクラウド環境が同一DC (データセンター) にある場合につ

いて調べたものである。

図３  フレームワークによるオーバーヘッド

　一方、実際的な IoTアプリケーションにおいては、IoTデバ

イスの通信条件は多岐にわたる。特に通信遅延や通信帯域な

どはIoTデバイスが置かれた環境や周辺の通信環境に大きく

依存する。例えば、単一の街の中であれば1〜２ミリ秒程度の

RTT(Round Trip Time)で通信ができるが、大陸間や海を越え

る通信ではRTTは１００〜２００ミリ秒にも及ぶ。

　本研究では、より実際的な環境でのDripcastフレームワーク

のオーバーヘッドを把握するために、さまざまな通信環境での

性能検証を行った。

図４  通信遅延とオーバーヘッド
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　図４において、Y軸は、上記検証と同様、KVSにおけるGET、

PUT及びDripcastにおけるJOB[RO]、 JOB[RW]の応答時

間を示す。また、X軸はIoTデバイスとDripcastのクラウド環境

との通信にかかるRTT (Round Trip Time)を示す。本検証では、

同一の街の中（RTT=1ms）、広域通信（札幌—東京間、RTT=

２０ms）、モバイル端末での通信（LTEを利用、RTT=７０ms）、及び

太平洋横断の通信（RTT=１３５ms）のそれぞれの環境において

検証を行った。

　図から明らかなように、IoT アプリケーションにおける

Dripcast要求の応答時間は、通信遅延（RTT）が支配的要因で

ある。Dripcastによるシリアライズ・デシリアライズのオーバー

ヘッドは高々０.５ミリ秒程度であり、実際的な IoTアプリケー

ションにおける通信遅延と比較して、その影響は十分小さく、許

容可能な範囲であることが確認できた。

  6.  Dripcast がもたらす変革
　Dripcastフレームワークは I oT時代のアプリケーション

開発モデルにおいていくつかの変革をもたらす。本稿では、

Dripcastがもたらす変革について、次の２つの視点で述べる。

(1) クラウド時代のオブジェクト指向モデリング

(２) サーバーレスプログラミングによる開発モデルの変革と開発

　　コストの圧縮

6.1  クラウド時代のオブジェクト指向モデリング
　Dripcastフレームワークのコンセプトはオブジェクト指向モ

デリングに基づく。Dripcastにおけるメソッド呼び出しは、Java

のインターフェース呼び出しに従い、オブジェクトの所在に関わら

ず、暗黙のうちにクラウド上のオブジェクトに対するメソッド呼び

出しを実行する。

　Dripcastの最大の特徴は、クラウド上のオブジェクトに対し

て、あたかもローカル（IoTデバイス上）にあるオブジェクトを操

作する場合と、まったく同じ方法でメソッド呼び出しを実行できる

点にある。Dripcastは、クラウド時代のオブジェクト指向モデリ

ングを実装し、すべてのクラウド上のすべてのオブジェクトに対し

て、オブジェクトの識別とメソッドの呼び出しを実現する透過的

なインターフェースを提供する。

　クラウド型のオブジェクト指向モデリングは様々なメリットを

もたらす。例えば、オブジェクト指向で開発された既存資産は容

易にクラウド上に移行できる。オブジェクト指向モデリングに従っ

て開発された既存のクラスやライブラリも、ほぼ、手を入れること

なくDripcastフレームワークを用いてクラウド上で実行すること

ができる。

6.2  サーバーレスプログラミングによる
　　 開発モデルの変革と開発コストの圧縮
　DripcastフレームワークはIoTアプリケーション向けに単純な

プログラミングインターフェースを提供する。Dripcastは、デー

タの永続化や処理機能の冗長化、フェールオーバー、リカバリ機

能などは、フレームワークに内包し、クラウド上の機能として提供

される。また、IoTアプリケーションでは、クライアント側でJava

クラスを開発すれば、透過的にクラウド上でのオブジェクトの保

存やメソッド呼び出しが可能になる。開発者は、通信（REST/

HTTP）や、サーバープログラム、あるいはデータベースなどを意

識する必要はない。

　従来の開発モデルは３層モデルと呼ばれ、アプリケーション開

発ではデータベース、サーバープログラム、及びクライアントプロ

グラムの開発が必要だった（図５）。必然的に、その間の通信を行

う為の、SQLやREST/HTTPなども意識する必要があった。

図５  従来型の 3 層モデルによる開発

　Dripcastフレームワークでは、IoTアプリケーションで用いる

Javaのクラスがクラウド上で利用できる。IoTアプリケーション

の開発に際して、データベースもサーバープログラムも、あるいは

SQLやREST/HTTPでさえ意識する必要はない。Dripcastは

サーバーレスプログラミングと呼ばれる新たな開発モデルを可能

にし、圧倒的な開発コストの削減を可能にする（図６）。

図６  Dripcast によるサーバーレスの開発
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  7.  おわりに
　本稿では、サーバーレスプログラミングフレームワークである

Dripcastを提案した。Dripcastは、IoTアプリケーションの開発

に際して、クラウド上でオブジェクトを保存し、処理を行うための

直感的で簡単な方法を提供する。Dripcastは透過的なクラウド

上のメソッド呼び出しを行うための仕組みと、クラウド上でのス

ケールアウト型の分散処理モデルを特徴とする。

　本研究では、Dripcastのプロトタイプ実装を行い、以下の二つ

の視点からその評価を行った。

(1)クラウド上の計算機資源に関するスケーラビリティ

(２)フレームワークによる符号化オーバーヘッド

本項では、これらの評価を通して、Dripcastフレームワークが

スケールアウトモデルに基づいて、クラウド上での分散処理環境

のスケーラビリティに優れていること、及び実際的なIoTアプリ

ケーションにおいて、Dripcastのオーバーヘッドが十分に実用的

であることを示した。

　Dripcastフレームワークはクラウド上のオブジェクト指向モ

デリングを実現するアーキテクチャを有する。クラウド上のオブ

ジェクト指向モデリングは、クラウドそのものを単一の巨大な 

JavaVMとして扱うCloud JavaVMの実現に向けた第一歩であ

る。今後は、オブジェクトの参照モデルの実現、スレッドの概念の

拡張など、Cloud JavaVM実現に向けたさらなる研究を続ける。
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