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概要
　クラウドコンピューティングサービス（以下、クラウド）におけるベンダーロックイン、すなわち、クラウドロックイ
ンは、ユーザーの自由なクラウド選択の妨げとなっている。ロックインとなった場合、現在のクラウドに価格や品
質の不都合が生じたとしても、他のクラウドを簡単には選択できなくなる。
　そこで、我々は、クラウドロックインを解消するソリューションである「インタークラウドデータ基盤」を提案す
る。インタークラウドデータ基盤は、異なるクラウド事業者が提供する複数のクラウドを利用して構築した、透過
的な分散ファイルシステムである。複数のクライアント間でファイルを共有するための置き場所をネットワーク上
に提供する。クライアントはいずれのクラウドからも共通のインターフェースを通してインタークラウドデータ基盤
にアクセスできるので、異なるクラウドやリージョン（1）の間でファイルを共有することが可能になる。
　本稿では、クラウドロックインの問題を整理し、インタークラウドデータ基盤がどのようにその問題を解決する
かについて述べる。また、実際のパブリッククラウド環境を利用して行ったコンセプト実証についても報告する。
コンセプト実証では、データの整合性、性能に問題がないことを確認した。

  1.  はじめに
　近年、企業におけるクラウドの利用が進んでいる。総務省が

毎年公表している情報通信白書によると、クラウドを利用して

いると回答した企業の割合は、2013年末には33.1%だったが、

2014年末に38.7%、2015年末には44.6%と年々増加傾向にある

[1]。企業による利用実績が増えてきたことで、漠然とした不安

感で導入を控えていた企業でも今後は導入が進むものと考え

られる。

　一方、クラウドを提供する事業者においては、仮想マシンやス

トレージを提供するIaaS（Infrastructure as a Service）サー

ビスのコモディティ化が進んだために、差別化が難しくなってい

る。そのため、各事業者は、アプリケーションやデータ分析など

の実行基盤を提供するPaaS（Platform as a Service）サービ

スや、独自のサーバーを構築することなくイベントドリブンなシ
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ステムを実現できるサーバーレスアーキテクチャーなど、上位レ

イヤーのサービスにシフトを始めている。これらは、運用負荷の

軽減や可用性向上など様々な付加価値をユーザーに提供する。

　その反面、PaaSサービスやサーバーレスアーキテクチャー

は、ベンダーロックインの問題を抱えている。ベンダーロックイン

とは、特定ベンダーの製品やシステムを採用した場合、構築する

システムがそのベンダーの独自仕様に依存してしまうことによ

り、他ベンダーの製品やシステムへの移行が困難になることを言

う。これは、ユーザーのアプリケーションが特定のクラウドでしか

動かないことを意味する。類似のサービスを提供する他のクラ

ウドに移行しようにも、アプリケーションの大幅な改修やデータ

の移行計画が必要となり、簡単には乗り換えることができない。

ユーザーは、現在のクラウドの価格や品質に不満を持ったとして

も、妥協せざるを得ない。ユーザーにとって大きな損失になる。

本稿では、こうしたクラウドにおけるベンダーロックインの問

（1）  主要なクラウドは、国や地域ごとに独立したシステム・インフラでサービスを提供しており、それぞれを「リージョン」と呼ぶ。
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題を解決する手法として、「インタークラウドデータ基盤」によ

るソリューションを提案する。第2章では、クラウドにおけるベ

ンダーロックインのリスクを整理し、問題を提起する。第3章で

は、インタークラウドデータ基盤の概要、及び、インタークラウ

ドデータ基盤がどのようなアプローチによってこの問題の解決

を図っているかについて述べる。第4章では、インタークラウド

データ基盤を実現する技術の詳細について説明する。そして、

第5章では、インタークラウドデータ基盤のコンセプト実証に関

する試験の結果についてまとめる。

  2.  クラウドロックインの問題
2.1  クラウドにおけるベンダーロックイン
　ベンダーロックインの問題が、今クラウドの利用においても起

こっている。特にクラウドの場合は、独自仕様による制限のみな

らず、大量データによるロックインという新たな問題も浮上して

いる。以下、それぞれの問題点を説明する。

＜APIによるロックイン＞

　アプリケーションの実行環境を提供するPaaSサービスや

サーバーレスアーキテクチャーは、非常に強いロックインにな

る。IaaSサービスを利用して開発したシステムの場合、仮想マ

シン上のサーバーはユーザー自身が構築するため、他のクラウ

ドでもまったく同じ環境を再現することは比較的容易である。

それに対して、PaaSサービスやサーバーレスアーキテクチャー

のアプリケーションは、クラウドが提供するAPI（Application 

Programming Interface）やコンポーネントを利用することで

初めて動作する環境依存型であるため、他のクラウドでは動か

ない。オープンソースソフトウェアをベースとしたサービスであ

れば、他クラウドのIaaSサービス上に実行環境を構築して移行

することも不可能ではないが、独自仕様によるプロプライエタ

リー（独占的）なソフトウェアによって実現されるサービスの場

合は、アプリケーションの大幅な改修が必要になる。

＜データによるロックイン＞

　クラウドは、大量のデータ蓄積を可能にする。近年、映像

などのデジタルコンテンツの肥大化、ソーシャルメディアやIoT

（Internet of Things）の流行によるデータ増加などにより、

全世界のデータ量が加速度的に増加し続けている。2020年に

は、約44ゼタバイト（2）まで拡大すると予測されている[1]。そう

した中、「低価格」「容量無制限」を特徴とするクラウドのデー

タストアサービスは、激増するデータを支える受け皿となってい

る。容量無制限のクラウドでは、上限を気にすることなく、こう

したデータを簡単に長期間保存することができる。

　特定クラウドのデータストアサービスに大量のデータを蓄積

した場合、それを他のクラウドに移すのは容易ではない。大容量

になればなるほど、データ転送に多くの時間と通信帯域が必要

になる。データ移行も含め、ユーザーのシステムを無停止で切り

替えるためには、綿密な計画と準備が必要であり、多くの時間

と多大な労力を要する。現状では、異なるクラウド間でデータ

を共有する仕組みが提供されていないばかりか、同一のクラウ

ド事業者のデータストアサービスであっても、リージョン間では

データが共有されていない。

　データのロックインは、IaaS、PaaSのどちらでも起こり得る

ことから、より多くのユーザーに影響がある。

2.2  ロックインによるリスク
　それでは、ロックインはユーザーにどのような不利益をもたら

すのか？ロックインは、ユーザーが満足してサービスを利用して

いる間は何の問題もない。ユーザーが何らかの不満を感じ、移

行したいと思ったときに初めて顕在化する。以下に、ロックイン

のリスクを整理する。

　一般にロックインによる不利益として指摘されているのは、

価格に関する不満である。ロックインになった場合、ベンダーが

価格体系を変更したとしても、ユーザーにはどうにもできず、泣

き寝入りせざるを得ない。最初は特別価格で多くのユーザーを

獲得し、一定のユーザー数を確保した後に価格を変更すること

は、囲い込み戦略でよく見られる手法である。

　品質も重要なポイントになる。サービスを利用する前に評価

利用することによってある程度はサービスレベルを把握できる

かもしれない。しかし、ユーザーのサービスが拡大するにつれ、

必ずしも想定通りにスケールするとは限らない。思わぬボトル

ネックが発生し、ユーザーサービスの品質を大きく低下させる可

能性もある。サービスの性能や可用性のサービスレベルが低け

れば、当然、ユーザーはそれが改善されることを望むが、移行で

きない状況では強い交渉力を発揮できない。

　新興勢力の出現も影響が大きい。新陳代謝の激しいクラウド

の世界では、より魅力的な機能を持つサービスやコストメリット

が大きいサービスが次々に登場する可能性が高い。その場合、

これまでは満足だった既存サービスの価値が相対的に低下し、

不満に感じるようになりかねない。

　そして、最も懸念されるのがサービスの終了である。クラウド

（2）  1ゼタバイトは、1021 バイト
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の場合は、突如サービスが終了してしまう危険性がある。特に

海外の事業者は、収益性をシビアに判断する傾向にあり、終了

の判断も迅速に下す。前記のような新興勢力の登場や他社によ

る買収によって、サービス継続が困難な状況を招くかもしれな

い。実際、モバイルアプリケーション向けのバックエンドサービ

スを提供していたParse社は、Facebook社に買収された影響

でサービスを終了し、多くのユーザーが移行を余儀なくされた。

オンプレミスの場合は、事業者の保守がなくなってもシステム

が直ちに止まることはない。しかし、クラウドの場合はサービス

が終了してしまえば、システムを動かすことは不可能になる。

  3.  データ基盤による解決
3.1  クラウドのあるべき姿
　我々のねらいは、ユーザーが自由にクラウドを変更できる相

互運用性を確立することである。これまでに述べたように、ロッ

クインには様々なリスクがあり、ユーザーに不利益をもたらす可

能性がある。ユーザーの利便性を最重要に考えた場合、インター

フェースに縛られることなく、価格や機能の優劣、付加価値など

本質的な部分でユーザーがサービスを自由に選択できるべきであ

る。データの共有とインターフェースの共通化が実現すれば、ユー

ザーは、ファイルの移行やソフトウェアの改修を行うことなく、望

ましいクラウド上でアプリケーションを稼働できるようになる。

　相互運用性を実現するひとつの形が、インタークラウドデー

タ基盤を用いて複数のクラウド間でファイルを共有し、その上に

オープンソースソフトウェアをベースとしたサービスを提供する

という方式である。この方式では、クラウド事業者ではない中立

のサードパーティーがサービス化することができる。サードパー

ティーの場合は、複数のクラウドを使うこと自体を差別化の要因

とできるので、クラウド事業者間で標準化を図るよりも現実的な

解となり得る。

3.2  インタークラウドデータ基盤とは
　インタークラウドデータ基盤は、異なるクラウド事業者が提供

する複数のクラウドを利用して構築した透過的な分散ファイルシ

ステムである。インタークラウドデータ基盤は、NAS（Network 

Attached Storage）のように、複数のクライアント間でファイル

を共有するための置き場所をネットワーク上に提供する。クライ

アントは、いずれのクラウドからもインタークラウドデータ基盤に

アクセスできるので、異なるクラウドやリージョンの間でシームレ

スにファイルを共有することが可能になる。ユーザーは、サーバー

やデータがどのクラウドに配置されているかを意識することな

く、単一のNASにアクセスするかのように利用できる。インター

クラウドデータ基盤は、一般的なファイルシステムと同様、ディレ

クトリー（フォルダー）による階層構造を持ち、階層内の任意のパ

スにファイルを作成してデータを書き込んだり、読み出したりす

ることが可能である。

3.3  ロックインの解消
　インタークラウドデータ基盤は、ユーザーをデータのロックイン

から解放し、アプリケーションにポータビリティーをもたらす。以下

に示す3つの特徴が、ロックインから自由になるための鍵となる。

＜マルチアクティブ＞

　インタークラウドデータ基盤は、すべてのクラウドをアクティブ

に利用するマルチアクティブシステムである。そのため、いずれの

クラウドからもファイルの読み書きを行うことができる。そして、

それは全クラウド共通の標準的なインターフェースを通して実現

される。これにより、ユーザーはデータの移行やデータアクセス

の実装を気にすることなく、アプリケーションの実行環境を他の

クラウドに移行できる。

　ユーザーのアプリケーションをマルチアクティブシステムとし

て複数のクラウドで並列稼働させることも可能である。マルチア

クティブシステムには、すべてのリソースを無駄なく利用できるメ

リットがある。一方、従来型のデュプレックスシステム（アクティブ

スタンバイ）の場合、アクティブサイトと同じだけのリソースをス

タンバイサイトに用意した上、通常は遊ばせておくことになり、リ

ソースの使用効率が低い。

＜グローバルな拡張性＞

　インタークラウドデータ基盤は、複数クラウドを接続するため

に必須なグローバルな拡張性を持つ。一般的な分散ファイルシス

テムは、LAN（Local Area Network）環境での使用を前提にし

ており、WAN（Wide Area Network）環境での使用は想定して

いない。一方、インタークラウドデータ基盤は、WANを越えて相

互接続することを考慮したアーキテクチャーとなっている。その

ため、世界各国の様々なリージョンにサーバーを配置した広域分

散構成を組むことができる。

　インタークラウドデータ基盤は、いずれのクラウドから利用し

ても、同程度の性能が出るよう設計されている。グローバルな拡

張性とは、単に動作するという意味だけでなく、通信遅延が大き

いサイト間を結ぶ場合でも性能を犠牲にしないという意味も含
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図 1  システム構成

む。クラウド間でデータを共有するだけなら、特定のクラウドが

提供するデータストアサービスを利用しても実現できる。しかし、

そのような使い方では、遠隔のサイトからデータストアにアクセス

した場合に遅延の影響による性能低下が避けられない。それに対

して、インタークラウドデータ基盤は、遅延の影響を最小化する

仕組みを実装しているため、ユーザーは応答待ちのストレスを感

じることなく利用することができる。

　また、インタークラウドデータ基盤は任意のクラウドをオンラ

インでシステムに組み込む機能を持っている。そのため、後から

クラウドを追加してシステムを段階的にスケールアウトすること

が可能である。新しいクラウドやリージョンが登場してもすぐに対

応できる。

＜優れた耐障害性＞

　インタークラウドデータ基盤は、それを構成する一部の

サイト（3）全体が停止しても、他サイトだけでシステムを維持でき

る。よって、大規模な障害が発生した場合やクラウドが終了した

場合でも、全体のサービスを継続可能である。3サイト以上のシス

テム分散が可能であるため、災害のリスクを分散し、高い可用性

が得られる。サイト間は疎に結合していることから、サイトごとの

メンテナンスも容易である。

　耐障害性は、データレプリケーションの仕組みによって実現さ

れる。インタークラウドデータ基盤上に作成したファイルは、固定

長のブロックデータに分割され、複数のクラウドに複製して保存

される。これにより、システムの一部に障害が発生した場合であっ

ても、残った複製データを利用してファイルを復元できる。データ

の複製や障害時のリカバリーは、バックエンドにおいて透過的に

行われるので、ユーザーは、データが複製されていることや障害

が起きたことを意識しなくて良い。

  4.  データ基盤の詳細
　インタークラウドデータ基盤は、以下の3つの主要なコンポー

ネントから構成される。

　● インターフェースサーバー

　● エンジンサーバー

　● リレーサーバー

　インターフェースサーバーは、クライアントにサービスイン

ターフェースを提供するサーバーである。クライアントは、イン

ターフェースサーバーに対して、ファイルの作成や読み出しな

どのファイル操作に関するリクエストを行う。現時点では、

NFS（Network File System）とHTTP（Hypertext 

Transfer Protocol）による独自のREST（Representational 

State Transfer）インターフェースの2つを提供しているが、将

来的に任意のプロトコルを追加できるよう、モジュラー型のアー

キテクチャーとなっている。

　エンジンサーバーは、インタークラウドデータ基盤の中核とな

るサーバーで、データのサイト間レプリケーションや永続化処理

を行う。エンジンサーバーは、インターフェースサーバーからデー

タを受信し、そのデータを複製する。複製したデータは、ローカ

ルサイトとリモートサイトに分散して保存する。データの永続化

には、各クラウドが提供するデータストアサービスを利用する。

これは、クラウドのデータストアサービスが持つスケーラビリ

ティーや可用性のメリットを享受するためである。先に述べたよ

うに、データストアのインターフェースはクラウドごとに異なって

いるので、クラウドごとに異なるコネクター（接続用ドライバー）

を切り替えて使えるようになっている。また、オープンソースの

分散キーバリューストアである「Apache Cassandra」[2]に

データを保存するためのコネクターも実装しているので、IaaS

サービスでCassandraクラスターを自前で構築すれば、データ

ストアサービスを提供していないクラウドでもインタークラウド

データ基盤に組み込むことが可能である。

　リレーサーバーは、サイトの窓口となるサーバーで、他サイト

のサーバーからのリクエストを代理受信して、サイト内のエンジ

ンサーバーに中継する役割を担う。リレーサーバーを設置する

ことで、他サイト（インターネット）に公開するサーバーを最小限

に抑えることができる。

　図1にシステム構成を示す。

（3）クラウドの各リージョン上に構築したインタークラウドデータ基盤のサブクラスターを「サイト」と呼ぶ。
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   5.  実証試験
5.1  試験概要
　インタークラウドデータ基盤の実現可能性を検証するため、パ

ブリッククラウドを利用して、アプリケーション試験を実施した。

アプリケーション試験では、我々がクラウドのあるべき姿とする

「インタークラウドデータ基盤＋オープンシステム」の実現可能

性について評価する。今回は、オープンソースの分散SQLクエリ

エンジンである「Apache Drill」[3]を用いたデータ分析基盤を各

サイトに構築し、インタークラウドデータ基盤上に保存したデー

タファイルをSQLで分析するというユースケースを検証する。Drill

を採用したのは、サイズが大きいファイルの処理が得意というイ

ンタークラウドデータ基盤の特性にマッチしたアプリケーション

であることが理由である。

5.2  試験環境
図2にアプリケーション試験のシステム構成を示す。

る。1台は、リレーサーバーも兼ねる。

　さらに、各サーバーマシンにDrillを追加で導入し、インターク

ラウドデータ基盤のコンポーネント群と共存させる。Drillのクラ

スターは、サイトごとに独立した構成とする。各マシンでローカ

ルのインターフェースサーバーをNFSマウントする。これにより、

すべてのDrillサーバーがインタークラウドデータ基盤上のファイ

ルにアクセスすることができる。

　アマゾンウェブサービス（AWS：Amazon Web Services）

のIaaSサービスである「Amazon EC2（Amazon Elastic 

Compute Cloud）」[4]を利用して試験環境を構築する。日本

（東京）、米国（北カリフォルニア）の2サイトに、それぞれ同一ス

ペックのサーバーマシン4台とクライアントマシン1台を配置し、

インターネット経由で相互接続する。表1に各マシンのスペック

を示す。

　各マシンのローカルストレージには、AWSのブロックスト

レージサービスである「EBS（Elastic Block Store）」の

Generic Purpose SSD（gp2）デバイスを使用する。ファイル

システムはXFSとする。

　全サーバーマシンにエンジンサーバーとインターフェースサー

バー、及び、データストアとして利用するCassandraを導入す

5.3  試験方法
　日本サイトからインタークラウドデータ基盤に分析用のテ

ストデータを格納したファイルを保存する。このデータを対象

に、日本、米国のそれぞれからローカルのDrillに対してSQLク

エリーを発行し、クエリー結果の整合性確認と応答時間の記

録を行う。データサイズによる傾向を確認するため、複数サイズ

（5GiB（4）、10GiB、20GiB、50GiB）のテストデータに対してクエ

リーを行う。

　テストデータは、AWSが提供している任意サイズのPSV

（Pipe Separated Value）形式データを生成するツール

「dbgen」を利用して作成する。このツールは、2つのディメン

ションテーブル（書籍テーブル、顧客テーブル）と1つのファク

トテーブル（取引テーブル）を生成する。今回の試験では、書

籍テーブルをインタークラウドデータ基盤に配置する。その

際、PSV形式のデータを列指向のデータフォーマットである

Parquet形式[5]に変換する。

　発行するクエリーは以下とする。書籍をカテゴリーで分類して

カテゴリーごとの件数をカウントするクエリーで、全レコードを

読み出す必要がある処理となっている。

図 2　アプリケーション試験構成

表 1　マシンスペック

（4）1GiB( ギビバイト ) は、230 バイト

マシン種別 インスタンスタイプ ディスク

クライアント
t2.medium
 -vCPU:2
 - メモリー：4GiB

50GiB(gp2)

サーバー
m4.2xlarge
 -vCPU:8
 - メモリー：32GiB

100GiB(gp2)

クライアント

SQL

日本サイト
（東京）

米国サイト
（北カリフォルニア）

サーバーD

C

I
E

R D

C
E

D

C
E

D

C
E

D CDrill Cassandra

I
I

I

SELECT category, COUNT(*) AS cnt
FROM dfs.`/mnt/books-1GB_parquet`
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  6.  おわりに
　本稿では、インタークラウドデータ基盤によるクラウドロック

インの解消について提案した。クラウドにおけるロックインの問

題を提起し、それがインタークラウドデータ基盤によって解消可

能であることを示した。また、インタークラウドデータ基盤の実

現性を実際のパブリッククラウドを利用して検証し、有効に機能

することを確認した。

　現在は、次のステップとして、複数事業者によってインターク

ラウドデータ基盤を相互運用するモデルの実証実験に取り組ん

でいる。これは、特定のサードパーティーによる集中管理ではな

く、各クラウド事業者が運用するインタークラウドデータ基盤

を相互接続する自律分散型システムの実現を目指すものであ

る。各サイトを異なる事業者が運用する場合、各事業者による

ポリシーコントロールや相互接続に関するセキュリティなど新た

な課題がある。これらの課題を明確にするため、複数の事業者

と共同で検証環境を構築し、検証を開始している。

　また、今回はファイルシステムによるデータ共有をテーマとし

たが、今後はデータベースによるデータ共有の研究も検討して
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いきたい。データベースをクラウド間で共有することで、より多

くのアプリケーションをインタークラウドデータ基盤上で稼働

できると考えている。

　本稿での実証試験の結果によって、我々が目標とするクラウドの

相互運用性の実現に一歩近づくことができた。今後も、相互運用

性の確立を目指し、ユーザーの利便性向上に寄与していきたい。

5.4  試験結果
　クエリーの応答は、どちらのサイトも不整合なく同じ結果と

なった。

　図3に性能に関する結果を示す。データサイズに応じて応答時

間が線形に増加する傾向となった。また、日米ともにほぼ同じ応

答時間となった。十分に実用性のある応答速度が得られた。

図 3　応答時間
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GROUP BY category
ORDER BY cnt DESC LIMIT 10;




