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Rubyによる分散ストレージシステムの実装 
Distributed Storage System Written in Ruby 

寺下 敏之* 
Toshiyuki TERASHITA 

要  旨 

RICOHが提供しているクラウドストレージサービスであるクオンプにおいて，従来利用してい

たエンタープライズストレージの問題（IO性能/スケーラビリティ/コスト）を解決する必要が

あった．このために，スケーラブルな分散ストレージシステムCastoroをスクリプト言語Rubyで

設計開発した． 

サービス特性やサービスで扱うファイルオブジェクトの特性，ファイルオブジェクトに対する

アクセス特性を考慮して設計することが重要であった．全体を統括するコンポーネントを設けず，

IPマルチキャストを利用してスケールアウト可能なアーキテクチャを採用した． 

結果として利用していたエンタープライズストレージに比べて，4倍のIO性能を持つストレー

ジシステムを単位容量あたり1/10のコストで実現することができた．また，ストレージノードの

障害復旧や追加交換も，システム停止無しに実施可能となった． 

ABSTRACT 

''quanp'', the cloud storage service provided by RICOH, had troubles of the enterprise storage 

products such as I/O performance, scalability or costs problems. We designed and developed 

''Castoro'', the scalable distributed storage system, in scripting language Ruby to solve such problems. 

It proved to be important to design taking account of the features of the service, stored file objects 

and user access to the file objects. And we designed the system architecture that the components 

communicate each other by IP multicast to enable to scale out, instead of the orchestrating 

components which manage whole system. 

The new storage system results in exceeding the previous enterprise storage product by four 

times in I/O performance, for one tenth of the cost of it per unit of storage. And it is capable of 

recovering from fault, replacing and adding of storage nodes without suspending the system. 

                                                           
* リコーITソリューションズ株式会社 

RICOH IT SOLUTIONS Co.,Ltd. 
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 1. 背景と目的 

クオンプは以下の特徴を持つ，リコーが開発及び運

用しているオンラインストレージサービス1)である． 

(1) ユーザーがアップロードできるファイルサイズ

に上限が無い． 

(2) 多くのドキュメント系のファイルに対して全文

検索が可能である． 

(3) 専用アプリケーション無しで閲覧できるよう

に，多くのファイル種類に対して画像処理を

している． 

(4) ファイルの一覧をサムネイル画像で表示してい

る． 

※2011年7月現在のサービス仕様 

このクオンプにおいて，従来利用していたエンター

プライズストレージにIO性能の劣化やスケーラビリ

ティの不足，容量あたりのコストが高いといった問題

が発生した． 

これらの問題を解決するために，スケーラブルで安

価な分散ストレージシステムとしてCastoroを設計開発

した． 

CastoroはGNU Lesser General Public License version 

3のオープンソースとして開発し，ソースコード及びド

キュメントを公開している2)． 

1-1 本文中の用語について 

本文において用いる用語の定義を以下に示す． 

(1) オブジェクト 

OSのファイルシステムにおける実ファイルや，Key-

ValueストアにおけるValueのこと．ストレージシステ

ムにおける管理単位によって実体は異なる． 

(2) キー 

オブジェクトを特定するもの．OSのファイルシステ

ムにおけるファイルパスや，Key-ValueストアではKey

のこと． 

(3) ノード 

オブジェクトを保存するハードディスクを持つデバ

イスやサーバーのこと． 

(4) ストレージヘッド 

ストレージシステム全体を統括管理し，ストレージ

を実際に利用するサーバーとの物理的なインタフェー

スとなる機器のこと． 

1-2 クオンプにおけるオブジェクト特性 

クオンプでは幾つかの無視できないオブジェクト特

性がある．これについて以下に述べる． 

1-2-1 オブジェクトサイズ 

クオンプで扱うオブジェクトには，大きく分けて

ユーザーがアップロードしたファイルとそれを画像処

理した画像のファイル群の2種類がある． 

ユーザーがアップロードできるファイルサイズに上

限は無いため，実稼働時においても数10KBから数GB

まで多種多様である． 

画像処理で生成したファイル群は，対象となるアッ

プロードファイルに対して数個から1000個程度とファ

イル数に幅がある．これらのファイル群はクオンプで

はページめくり等のセットで扱うことが多いため，こ

れらを1つのオブジェクトとして扱えると別途ファイル

群を管理しなくて良くなり都合が良い． 

1-2-2 アクセス特性 

前述のとおり，クオンプにおけるオブジェクトは

ユーザーがアップロードしたファイル及びそれを画像

処理したファイル群である．古いオブジェクトであっ

てもユーザーがアクセスしたタイミングでウェブアプ

リケーションがアクセスし，特に画像処理したファイ

ル群に対するアクセスが頻繁に発生する．これにより

以下の特性を持つ． 

(1) アクセスはすべてのオブジェクトに対してほぼ

均等に発生する 

(2) 古いオブジェクトに対してもアクセスが多い 

(3) オブジェクトの一部分を更新することは無い 
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1-2-3 アクセス手段 

クオンプでは特に画像処理を行うとき，ウェブアプ

リケーションからオブジェクトに対してNFS又はそれ

に類するアクセス手段が必要である． 

これは利用している画像処理ソフトウエアがHTTP

など他のプロトコルをファイルに対するアクセス手段

として利用できないためである． 

1-3 エンタープライズストレージの問題 

クオンプで利用していたエンタープライズストレー

ジには，以下のような問題があった． 

1-3-1 IO性能の問題 

利用していたエンタープライズストレージの構成や

動作からは以下の仮説を読み取ることができる． 

(1) オブジェクトに対するアクセスは不均一である 

(2) 古いオブジェクトほどアクセスが少ない 

この仮説に基づき階層型ストレージを設計構築し，

古いオブジェクトは低速で安価なノードへ配置し，新

しいオブジェクトは高速で高価なノードへ配置する．

こうして高価なノードを少なくすることによりコスト

と性能のバランスを維持している． 

しかしクオンプではこの仮説が成立しない． 

このアクセス特性の相違により，結果として低速な

ノードへアクセスするケースが多発してサービス性能

を維持できなくなった． 

具体的には，ストレージヘッドと低速なノードとの

インタフェース部分がボトルネックとなった．スト

レージシステムが内包するストレージエリアネット

ワークをファイバーチャネルにするといった対策は

行ったものの，将来的に必要となる帯域を確保できる

レベルでは無かった． 

後述するスケーラビリティの問題も，IO性能にあら

われる．単一のストレージヘッドを経由するため，ス

トレージヘッドのIO性能を超えるアクセスを処理でき

なくなるのである． 

1-3-2 スケーラビリティの不足 

サービス当初に利用していたエンタープライズスト

レージは，それ単一で大容量のオブジェクト群を保持

する設計であった．実際にオブジェクトを保持する

ノードへはストレージヘッドを経由してアクセスする

ため，ストレージヘッドに接続できるノード数が全体

の最大容量を決定する． 

これは，スケールアップによる容量増加は可能であ

るが，スケールアウトによる容量増加は不可能である

と言い換えることができる．そしてストレージヘッド

の設計及び実装以上にはスケールアップができない．

また，システムに複数台のエンタープライズストレー

ジを導入するという方法は，後述するコスト面から実

質不可能である． 

クラウドサービスにおいて，必要なストレージ容量

はサービスを継続する限り増え続けるものであり，事

実上上限は存在しない．したがって，上限が決まって

いてスケールアウトできないエンタープライズスト

レージはクラウドサービスには適合せず，クラウド

サービスには持続的にスケールアウト可能なアーキテ

クチャを持つストレージが必要になる． 

1-3-3 コストの問題 

エンタープライズストレージは高信頼性と多目的性

を両立するシステムとなっており，便利ではあるが高

価でもある． 

クラウドサービスを提供するために必要なストレー

ジの要件は，そのクラウドサービスの特性に強く依存

する．このため多くの機能を利用しないままとなり，

費用対効果が悪い．アクセス特性が想定外である場合

はIO性能が低下するに留まらずネットワークプロトコ

ルのタイムアウトによりオブジェクトへアクセス不能

になる場合もあった．つまり高信頼という優位性すら

失うこととなる． 

ハードディスクの容量単価は年々低下するが，エン

タープライズストレージを購入運用した場合，これに

追随することも困難である． 
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1-4 その他の分散ストレージシステム 

Castoroを開発するに際して導入検討及び参考にした

オープンソースの分散ストレージシステムを以下に紹

介する． 

1-4-1 MogileFS 

Perl + MySQLで実装したオープンソースの分散スト

レージシステムである3)． 

Trackerと呼ぶ管理サーバーですべてのオブジェクト

と保存先のノード，メタデータを管理している． 

オブジェクトを保存するとき複数のノードへ複製し，

それが完了した時点で保存完了とすることで，ノード

単体にはRAIDが不要となるアーキテクチャになってい

る．数10～数100KB程度のオブジェクトに対してはこ

のアーキテクチャは効果的であるが，クオンプでは数

GBのオブジェクトを扱う．Castoroは複製を遅延させ

ることでこの問題点を克服しつつ，オブジェクトを複

数のノードへ保存することでノード障害に対する耐障

害性を担保するアーキテクチャであるといえる． 

1-4-2 kumofs 

TokyoCabinet4)を利用したオープンソースの分散

Key-Valueストアである5)． 

各クライアントサーバーにkumo-gatewayと呼ぶ中継

サービスを配置し，ウェブアプリケーションはkumo-

gatewayを介してオブジェクトへアクセスする．オブ

ジェクトの保持特性はTokyoCabinetと同じてあり，巨

大なオブジェクトは対象としていない． 

kumo-gatewayによりノードの検索を行っているが，

各クライアントサーバーに配置しているためにキャッ

シュを共有できない．Castoroでは中継サービスとなる

Castoro-Gatewayを個別のサーバーに配置することで

キャッシュを共有し，また実データの送受信は中継

サービスを経由しないアーキテクチャとした． 

 

 2. Castoroのアーキテクチャ 

2-1 アーキテクチャの方針 

Castoroはウェブアプリケーション，特にクオンプで

利用することを前提として機能を限定した．このため，

通常のファイルシステムが持つ機能を削除し，他のコ

ンポーネントの責務としたものがある． 

NFSDやHTTPDといったOSが持つ既存の機能を積極

的に利用し，これによりCastoroの性能や信頼性を向上

させている． 

実行速度が特に問題となる部分を切り分けることで，

開発言語としてスクリプト言語であるRubyを利用する

ことが可能となり，C/C++言語に比べて格段の開発効

率とOS間移植性を得た．Castoroのコンポーネントの

中でもキャッシュ制御はC++言語で記述することでメ

モリ利用効率と実行速度を稼いでいる． 

2-1-1 サポートしない項目 

(1) キーのユニーク性の保証 

Castoroはキーの重複をチェックしない． 

ウェブアプリケーションは，利用するアプリケー

ションフレームワークにより，ほとんどの場合オブ

ジェクトに対してユニークな整数のIDを付与する．

Castoroではこの IDを流用することを前提とし，

CastoroとしてはIDのユニーク性をチェックしないこと

とする． 

(2) 任意文字列のキー 

キーとして任意の文字列を禁止し，整数のみをキー

として扱うこととする． 

これにより，後述するGatewayの持つキャッシュの

メモリ効率が向上し，ノードの探索の高速化が可能と

なる．同時にノード内のオブジェクトの探索も簡略化

している． 

(3) ディレクトリ構造 

Castoroは一般的なファイルシステムが持つディレク

トリ構造をサポートしない． 
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これはオブジェクト間のグラフ構造はウェブサービ

スに強く依存しており，ウェブアプリケーションが管

理するべきと判断したためである． 

(4) オブジェクトの上書き更新 

Castoroはオブジェクトの上書き更新をサポートしな

い． 

ウェブアプリケーションにおいて，ユーザーがアッ

プロードしたオブジェクトを部分的に更新するケース

はほとんど無い．上書き更新が必要な場合は，ウェブ

アプリケーションが異なるオブジェクトとして再登録

することとし，Castoroでの直接的なサポートはしない

こととする． 

(5) アクセスコントロール 

ウェブサービス特性に強く依存することからも，オ

ブジェクトへのアクセスコントロールはウェブアプリ

ケーションが実施するケースがほとんどである． 

このため，Castoroではアクセスコントロールは行わ

ない．アプリケーションのバグにより誤ってオブジェ

クトを破壊しないようにOSのファイルシステムへファ

イルのアクセス権限を設定するにとどめる． 

2-1-2 達成する項目 

(1) 安価なストレージシステム 

RAIDコントローラーや大容量のメモリを搭載してい

るようなハードウエアを用いず，一般的で安価なPC

サーバーを複数台稼働させて分散処理を行う． 

耐障害性はオブジェクトの複製により担保し，安価

なSATAハードディスクで十分となるようにする． 

(2) クオンプに最適なオブジェクト単位 

1つのキーに対して複数のファイルを保存可能とする． 

Castoroではキーに対応するオブジェクトをBasketと

呼び，Basketに複数のファイルを保存できる．実体は

キーから一意に決定するサブディレクトリである． 

(3) 巨大なオブジェクトサイズ 

後述するとおり実ファイルはOSのファイルシステム

に直接保存する．このためオブジェクトのサイズに対

する特性はOSのファイルシステムのみに依存する． 

また非同期にオブジェクトを複製することで，巨大

なオブジェクトでもウェブアプリケーションを待たせ

ずに複数のノードへ保存する． 

(4) ウェブアプリケーションからのアクセス 

オブジェクトはファイルシステムから直接アクセス

でき，ウェブアプリケーションはオブジェクトへ任意

の方法でアクセスできる． 

(5) スケールアウトによる容量増加 

ノードを追加するのみで全体の容量を増加させるこ

とを可能にする．既存のコンフィギュレーションを変

更したりシステムの一時停止をしたりすること無く

ノードを追加できる． 

(6) スケールアウトによるIO性能の向上 

ストレージシステム全体を統括するコンポーネント

を持たないため，ノードを追加してもシステムの速度

低下を招かない．アクセス先が分散するため，トータ

ルのIO性能は向上する． 

2-1-3 外部コンポーネントの責務 

(1) 実ファイルの保持 

Castoroはノードが利用しているOSのファイルシス

テムをそのまま利用し，それに依存しない．ノードに

利用するOSに適したファイルシステムを利用できる． 

こうしてファイルの保持という根幹となる処理をOS

に任せることで，Castoroの信頼性を向上させている． 

(2) アクセスの手段の提供と管理 

ファイルの保持はOSに任せているためオブジェクト

の実体はファイルシステムを通じてそのままアクセス

できる． 

これにより，ウェブアプリケーションが必要とする

アクセス手段は任意となり，ノードにHTTPDやNFSD

を用意することでHTTPやNFSでアクセス可能となる．

必要であれば更なる別の手段でアクセスすることも可

能である． 

(3) 非同期なオブジェクトの複製が完了するまでのオ

ブジェクトの保証 

Castoroは本質的には，オブジェクトに対する耐障害

性は複数のノードへオブジェクトを複製することで担

保する． 



Ricoh Technical Report No.37 16 DECEMBER, 2011 

しかし，MogileFSのように初回のオブジェクト保存

時に行おうとした場合，複数のノードへ複製が完了す

るまで処理が完了できない．これは数GBのオブジェク

トも扱うクオンプとしては許容できない．このため，

ノードにRAID5を利用することで複製が完了するまで

の期間の耐障害性を担保する． 

担保する必要が無いオブジェクトを保存するノード

であるならRAIDは不要であり，ストレージコストをさ

らに下げることが可能になる．クオンプでは一部の再

生成可能なオブジェクトについてはRAID構成を持たな

いノードを利用している． 

(4) 最終的又は永続的なオブジェクトの破棄 

Castoroは保存したオブジェクトの永続的な破棄を行

わず，論理削除したことを意味するディレクトリへ移

動するのみとする． 

これにより，ウェブプリケーションやCastoro自体の

バグによりオブジェクトが復旧不能にならないように

する．最終的なオブジェクトの破棄はシステムの運用

にゆだねる． 

2-2 全体構成 

Castoroは3つのコンポーネントで構成する．Fig.1で

コンポーネント一覧を示す． 

(1) Castoro-Client 

ウェブアプリケーションに組み込む，Castoroへアク

セスするためのライブラリ．Castoro-Gateway と

Castoro-Peerへのリクエストを隠ぺいしている． 

Castoro-Peerに保存しているファイルへのアクセス

機能は持たない． 

(2) Castoro-Gateway 

システム上に存在するノード，Castoro-Peerからの

IPマルチキャストを受信して生存しているノードの一

覧を保持し，キーとノードの関係をキャッシュする． 

Castoroにおいて特徴的な点は，ストレージヘッドを

持つストレージシステムとの違い，キーとオブジェク

トを保持するノードの関連をCastoro-Gatewayでは管理

していない点である．あくまで検索を高速化するため

のキャッシュとして動作するだけであり，キャッシュ

に無い場合はノードへ問い合わせる．後述するノード

グループについても関与しない． 

システムの冗長性と応答性能を確保するため，

Castoro-Gatewayも複数存在する． 

(3) Castoro-Peer 

最終的にオブジェクトを保持するノード．自己に保

Castoro-Gateway

ノードの状態通知
オブジェクトの状態通知
<<IPマルチキャスト>>

オブジェクト生成
オブジェクト削除

ウェブアプリケーション

Castoro-Client

ノードの選択
オブジェクトの検索

オブジェクトの検索
<<IPマルチキャスト>>

Castoro-Gateway

ノード

Castoro-Peer

ノード

Castoro-Peer

ノード

Castoro-Peer

ノード

Castoro-Peer

ノード

Castoro-Peer

オブジェクトアクセス
<<NFS, HTTP, etc>>

ウェブアプリケーション

Castoro-Client

ウェブアプリケーション

Castoro-Client

Fig.1 Components of Castoro. 
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存しているオブジェクトのキーとオブジェクトの情報

を保持する．定期的に活動状態をIPマルチキャストで

送信し，自分のノードが活動可能である旨をCastoro-

Gatewayに通知する． 

Castoro-Peerは3台程度でノードグループを構成する．

ノードグループ間及びノードグループに属する各ノー

ドに区別は無く，すべてのノードは最初のオブジェク

トの保存先になりえる．ノードグループの中で相互に

オブジェクトを複製し，複製が完了した状態では各

ノードは同一のデータを保持する．またノードグルー

プの健康状態を相互監視する． 

ノードグループ内に何らかの障害が発生した場合は

新しいオブジェクトの複製を保証できなくなることを

回避するために，障害が発生したノードはアクセス禁

止にしてそれ以外のノードは読み込み専用にする．障

害が発生したノードは物理的な交換を行った後にノー

ドグループ内の他のノードと同一の状態に再構築し，

ノードグループを書き込み可能にすることで復旧する． 

2-3 ノードの検出 

2-3-1 ノードの追加 

ノードをシステムへ追加するときは，ノードグルー

プ単位でシステムへ追加する．そしてCastoro-Peerは

その旨をIPマルチキャストする． 

Castoro-GatewayとCastoro-Clientはこれを受けて，

ノードへの書き込みを開始する． 

2-3-2 ノードの削除 

ノードをシステムから削除するときは，Castoro-

Peerによりその旨をIPマルチキャストする． 

Castoro-Gatewayはこれを受けて，Castoro-Clientが

該当するノードへアクセスしないように制御する． 

ノードになんらかの障害が発生した場合は，

Castoro-PeerによるIPマルチキャストが停止する．

Castoro-Gatewayはこれを受けて，ノードを削除した場

合と同様に制御する． 

2-4 オブジェクトの生成と検索 

2-4-1 オブジェクトの生成 

新規のオブジェクトの保存先は，Castoro-PeerのIP

マルチキャストを元にCastoro-Gatewayが選択して

Castoro-Clientへ返す．この時複数のノードを返すこと

でノードの障害に対してリトライ可能にする．保存先

を指定した後はCastoro-ClientとCastoro-Peerの間で直

接通信する． 

ノードへの保存が完了すると，後述する非同期なオ

ブジェクトの複製を開始する． 

2-4-2 オブジェクトの検索 

キーに対応するオブジェクトがどのノードに存在す

るかの検索は，ノードへIPマルチキャストして保持し

ているノードが応答することで行う． 

この検索のキャッシュとIPマルチキャストのネット

ワークセグメントをアプリケーションサーバーから分

離するために，検索処理はCastoro-Gatewayが行う．オ

ブジェクトのノードの関係はキャッシュしているが，

キャッシュにヒットした場合はCastoro-Gatewayが

Castoro-Clientへ応答し，キャッシュしているすべての

候補を返す．この様子をFig.2に示す． 

キャッシュ成功時

キャッシュ失敗時

Castoro-Gateway Castoro-PeerCastoro-Client

オブジェクトの検索

オブジェクトの検索
<<IPマルチキャスト>>

検索結果

キャッシュの検索

検索結果

オブジェクトの状態通知
<<IPマルチキャスト>>

 

Fig.2 Search objects. 
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Castoroにおいて特徴的な点は，Castoro-Gatewayの

キャッシュに見つからなかったとき，Castoro-Clientへ

応答するコンポーネントがCastoro-Gatewayでは無く

Castoro-Peerである点である．これにより通信量を削

減し高速化を図っている． 

最終的に見つかったノードへのアクセスはNFSや

HTTPといった任意の方法で行う．オブジェクトは複

数のノードへ複製して保存しているため，ウェブアプ

リケーションからアクセス可能なノードも複数存在す

る．ここからランダムにノードを選択することでリー

ドアクセス先を分散し，システム全体のIO性能を向上

している． 

2-5 非同期なオブジェクトの複製 

新規に作成したオブジェクトは，最初は1つのノード

にのみ存在する．複製完了前にオブジェクト作成を完

了したとみなすことで，オブジェクト生成のパフォー

マンスを向上させる． 

Castoro-Peerはそのオブジェクトを，自分が属する

ノードグループ内で複製を行い，最終的にはノードグ

ループを構成するノード数だけの複製がシステム上に

存在することとなる． 

2-6 キーとノードのキャッシュ 

ノードにオブジェクトを新規に生成したとき，非同

期な複製によりオブジェクトが増えたとき，キャッ

シュに見つからずノードに対してIPマルチキャストに

よる問い合わせがあったときなどに，Castoro-Peerは

Castoro-Gatewayに対してその旨をIPマルチキャストで

通知する．こうして積極的にCastoro-Gatewayのキャッ

シュを育てることで，可能な限りアクティブなオブ

ジェクトに対する検索がCastoro-Gatewayで完了するよ

うにしている． 

実験時はオブジェクト検索時にキャッシュがヒット

した場合とヒットしなかった場合で約12倍の検索速度

差が生じたが，実運用上はほぼ100%のヒット率となっ

ている． 

 

 3. 成果 

3-1 IO性能の向上 

クオンプで利用していたエンタープライズストレー

ジと比較して，転送速度で約3.3倍，処理効率で約4.7倍

のIO性能となった． 

これはウェブアプリケーションがノードと直接通信

することで，アクセス先が集中しないためである． 

3-2 スケーラビリティの確保 

IPマルチキャストの活用によりノードを追加するの

みでトータル容量は増加する．同時にノードの台数が

増えるほど処理効率も向上する． 

3-3 ストレージコストの削減 

クオンプで利用していたエンタープライズストレー

ジと比較して，単位容量あたりのコストが約1/10と

なった． 

例えば4台ハードディスクのRAID5で3台のノードへ

オブジェクトの複製を行った場合，ハードディスクの

実効容量は1/4になるが，ノードを安価に構築できるた

めトータルとしては安価となる． 

3-4 高可用性の確保 

Castoroはそのアーキテクチャ上，一般的に単一障害

点となりやすい全体を統括するコンポーネントが存在

しない．同機能である複数のCastoro-Gatewayと各々が

独立して動作するCastoro-Peerという構成であるため，

ストレージシステム全体として停止すること無く障害

復旧やノードの追加，交換が可能である． 

3-5 低い開発コストと高信頼性の両立 

前述のとおり，オブジェクトの保存やウェブアプリ

ケーションからのアクセスにはOSが持つ機能をそのま

ま利用し，機能を本質的に必要なもののみに絞り込む

ことでコンポーネントを小型化した． 

これと，文字列操作やネットワークプログラミング

を得意とするプログラミング言語Rubyで実装すること
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により，短期間かつ少人数による集中的な開発と高い

信頼性を両立することができた． 

 

 4. 今後の展開 

4-1 サブネットマスク24ビットのセグメントを超

えるスケールアウト 

現在稼働中のインフラストラクチャにおいて，おお

よそ200台までのノードは1つの物理的なオブジェクト

の複製及びIPマルチキャスト用のネットワークに配置

しても問題が無いことが判明している．しかし例えば

400台を超える台数になるとIPマルチキャストが安定し

ない可能性がある． 

このため，複数のネットワークにCastoroを配置しつ

つ全体を1つのストレージシステムとして扱えるように

することを検討している． 

4-2 データセンター間での共有及びディザスタリ

カバリー 

複数のデータセンター間でオブジェクトを共有する

ことを検討している．データセンターを超えたオブ

ジェクトの検索とオブジェクト単位でのキャッシュが

必要となる． 

また，オブジェクトの複製をデータセンターの外に

配置することで，他のコンポーネントに頼ること無く

Castoroでディザスタリカバリーに対応できると考えて

いる． 

4-3 容量単価の更なる削減 

現在利用しているサーバーよりも性能の低いサー

バーを利用する場合，ディスクIOの負荷によりノード

の生存監視や非同期なオブジェクトの複製のジョブ管

理に不都合が生じることがわかっている．特にオブ

ジェクトの複製の管理責務をGatewayに任せることに

よりノードの責務を縮小することで，ノードに利用で

きるサーバーを低価格にできる可能性がある． 

またオブジェクトの複製を非同期に実行しているた

め，複製が完了するまでの期間の耐障害性を担保する

ために最初にオブジェクトを受け取るノードはRAIDが

必要になっている．ノードグループの階層化などによ

りRAIDを不要にすることで容量単価を下げることを検

討している． 

 

 5. おわりに 

サービス開始当初からのエンターブライスストレー

ジのコストの問題に始まり運用中にIO性能の問題が顕

在化することで開発をスタートした分散ストレージシ

ステムであるが，結果としてクラウドサービスを構築

するために必要な考え方を知り得ることができた． 

単一コンポーネントで動作する処理ブロックは単一

障害点になり，スケールアップしかできない場合は継

続運用したとき将来的にボトルネックとなる． 

スケールアウト可能なコンポーネントは設計も運用

も複雑になるため，これらを十分に考慮した上でサー

ビスの特性に合わせて仕様を検討しなければならない．

場合によってはウェブアプリケーションにとって便利

な機能を捨てる必要もある． 

例えばCastoroの場合，オブジェクトに対する部分更

新をサポートしていない．部分更新可能なように利用

することは可能であるが性能的に許容できない可能性

が高い．これは構築するクラウドサービスによっては

許容できない仕様になりえるが，その場合はオブジェ

クトの部分更新に特化したストレージシステムを別途

用意すべきである． 
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