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ROMAの概要と
その利用事例について
西澤無我，鳥居順次，滝澤 順◉楽天
（株）

増え続けるデータを格納するためのデータベースと
して，近年 NoSQL（Not only SQL）データベースが

増加するデータの格納の困難さ

爆発的に増え続けるデータを保持し続けることは

．既存の RDB（リレーショナル

容易ではない．このようなデータを格納するための

データベース）は多くのビジネスニーズの適切な選

データベースは，必要に応じてデータの容量やスル

択肢ではあるが，爆発的に増え続けるデータを格納

ープットを効率良く拡張でき，高い障害耐性を備え

するのには不満が残る．楽天（株）では，NoSQL デ

たものが望ましい．これらの要求を RDB で実現す

ータベースの一種であるキーバリュー型のデータ

るには，しばしばテーブルの水平分割や垂直分割が

ベース ROMA を研究開発しており，増え続ける大

行われる．しかしこの方法では，データ容量の拡張

量のデータへのアクセスに利用している．本稿では

に関するコードをアプリケーションのロジックと分

ROMA の概要と仕組み，さらに社内での ROMA の

離して記述しづらい．拡張のたびにアプリケーショ

利用事例について詳述する．

ンを修正・変更する必要があり手間がかかる．また

注目されている

☆1

増え続けるデータへのアクセスは，単純なデータへ

大量データの格納

の参照・更新であることも多い．その単純な参照・
更新に SQL
（構造化問合せ言語）
を用いる必要がない．

より良いサービスを提供するため，ISP（インタ

このようなデータの格納先として，NoSQL デー

ーネットサービスプロバイダ）は利用者のデータを

タベースが注目を浴びている．NoSQL データベー

大量に保持する傾向がある．ISP は保持した大量の

スはスループット性能を重視したデータベースであ

データを加工し，それを利用者に提供する．これに

る．多くの NoSQL データベースがデータ容量やス

より，利用者はより満足度の高いユーザエクスペリ

ループットの拡張性，障害耐性を意識して設計・実

エンスを得ることができる．

装されている．現在 NoSQL データベースには，ド

通信販売ショッピングサイトである楽天市場を提

キュメント指向データベース，グラフデータベース

供している楽天
（株）
（以下表記は楽天）
でも利用者の

などの分類がされつつある．その中でも，キーバリ

データを大量に保持している．たとえば楽天では利

ュー型のデータベースは，キーとそれに関連する

用者の商品購入データを蓄積している．過去に購入

バリューのペアを参照・更新することに特化した

した商品を思い出すための履歴データとして，この

NoSQL データベースである．RDB よりもデータ

データは利用者に提供される．また利用者へのお勧

モデルが単純であり，その分スループットは高い．

め商品の計算にも利用される．大量の購入データを

キーバリュー型のデータベースはさまざまなアプ

用いることで，より精度の高い計算結果が得られる．
☆1

NoSQL の詳細については，本特集の「データクラウド研究の潮流と
最新動向
（宮崎 純，鬼塚 真）」を参考にしていただきたい．
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リケーションで利用される．たとえば，楽天の利用
者のセッション情報は高い頻度で参照・更新される
ため，スループット性能の高いデータベースが必要

3.ROMA の概要とその利用事例について
である．利用者が増加すれば，データ容量やスルー

の表示は，アプリケーション利用者の利便性を高める．

プットの拡張も必要である．さらにその問合せも単

利用者が閲覧した施設ページ情報のリストの蓄積

純なものでよい．このような場合，キーバリュー型

には，データ容量やスループットを容易に拡張でき

のデータベースが選択される．

るデータベースが望ましい．現在，楽天のサービス

現在，キーバリュー型データベースには多数の製

を利用する会員数は約 7 千万人を超え，毎月約 20

品がある．マシン 1 台で動作する memcached，複

万人ずつ増えている．会員数が増え，楽天トラベル

数台のマシンにデータを分散させて動作する GREE

の施設ページを閲覧する利用者が増えるのに伴い，

の Flare，平林幹雄氏の Kyoto Tycoon，さらにスケ

データベースに格納されるデータ総数（キー総数）が

ーラビリティをより考慮した古橋貞之氏の kumofs，

増加する．また楽天トラベルのサイト全体のページ

Amazon の Dynamo，楽天の ROMA などがある．

ビュー数に相当するリストの更新処理が行われる．

アプリケーションによってデータベースへのニーズ

利用者がページを閲覧するごとに，閲覧施設リスト

はさまざまであり，その規模や利用用途に応じて，

の要素数は増えていく．既存の RDB ではこのよう

どの製品を利用するかをアプリケーション開発者が

なデータの格納には対応しづらい．

選択するのが望ましい．後述するが，ROMA はプ

キーバリュー型データベースにこのようなデータ

ラグイン機構を持ち，他の製品よりも利用者の細や

を格納する場合，利用者情報とそれに関連する閲

かなニーズに柔軟に対応することができる．

覧履歴リストのペアを格納する．利用者情報がキー
であり，利用者が閲覧した施設情報のリストがバリ

楽天トラベルの閲覧履歴

ューである．利用者が新しい施設ページを閲覧する

ここでは宿泊予約サイトである楽天トラベルの「最

と，Web サーバはキーバリュー型データベースか

近見た宿泊施設一覧」アプリケーションについて紹介

ら利用者情報に関連する閲覧施設情報のリストを参

する．
「最近見た宿泊施設一覧」は，楽天トラベルの

照する．そしてそのリストの先頭の要素として今回

利用者が過去に閲覧した施設ページ情報をリストと

閲覧した施設情報を追加する．もしくは利用者の要

して格納しておくアプリケーションである（図 -1）
．利

求に従いリストを変更する．変更されたリストでキ

用者が「最近見た宿泊施設一覧」の Web ページにアク

ーバリュー型データベースの元データを上書きする

セスすると，これは過去に閲覧した施設ページを最近
閲覧したものから順に表示する．このような閲覧履歴

（図 -2）
．
複数の Web サーバ上で同一の利用者のリストを
変更し，キーバリュー型データベースを更新すると
きには，リストの競合状態を防ぐために開発者は楽
観的ロックを利用する．多くのキーバリュー型デー
タベースは，バリューの CAS（コンペアアンドス

「最近見た宿泊施設一覧」

①利用者のリストを取得

施設ページを
閲覧

③リストを更新

ユーザ 施設閲覧リスト

②リスト操作

利用者

図-1

楽天トラベル「最近見た宿泊施設一覧」

Webサーバ

データストア

図 - 2 「最近見た宿泊施設一覧」の概要
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ワップ）更新を提供している．バリューを参照して

を変更することができる．フックポイントを使って

からそのバリューを更新する間に，ほかからそのバ

プラグインを記述する．

リューが更新された場合，バリューの CAS 更新は
失敗する．改めて，データの参照からやり直せる．

アーキテクチャ
高いスケーラビリティ・可用性・障害耐性を実現す

ROMA
ROMA は楽天で開発されている Ruby で実装さ
れたキーバリュー型データベースである．プログラ
ミング言語 Ruby の開発者であるまつもとゆきひろ

るため，ROMA は P2P（ピアツーピア）の要素技術
を組み合わせた設計・実装を行っている．ここではこ
れらの特徴を満足するための設計について詳述する．
【データの配置】
デ ー タ を 各 ノ ー ド に 分 散 配 置 さ せ る た め に，

氏との共同研究として，2007 年より開発が開始さ

ROMA ではコンシステントハッシュ法を用いている．

れた．2009 年にはソースコードの公開に至っている．

これは環状の 1 次元のハッシュ空間を，その空間

現在，ROMA は楽天のさまざまなサービスで利用

に配置されるノードで分割するアルゴリズムである．

されている．

キーのハッシュ値を計算し，その値がどのノード間
に位置するかで，キーに関連付けられるバリューを

主要な特徴
ROMA は複数のマシン上のノード（プロセス）か
ら構成されるデータベースである．ROMA の主要
な特徴は以下である．

格納する担当ノードを知ることができる．ROMA で
は，キーの SHA-1 ダイジェストの 2 の 32 乗を法と
する商を，キーのハッシュ値として利用している．
ハッシュ空間に仮想ノードを配置することで，ノ

• 高いスケーラビリティ

ードごとの担当データの量をほぼ均等にできる．1 つ

• 高い可用性や障害耐性

のノードは複数個の仮想ノードを持つ．ノードをハ

• プラグイン機構による高い拡張性

ッシュ空間に配置する場合，ノードの参加・離脱に

ROMA はスケールアウトする．ROMA に参加す

より担当データの量に大きな偏りが生じる．アクセ

るノードの数を増やせば，それら新規ノードが持つ

ス負荷のバランスも取れなくなる．ハッシュ空間に

データ容量分だけ ROMA 全体のデータ容量が拡張

配置する仮想ノード数を多くし，それらを全ノード

される．また ROMA にアクセスできるスループッ

で等分して持つことにより，ノード間のデータの偏

トもノードを増やすことでリニアに向上する．

りを少なくできる．

ROMA は ハ ー ド ウ ェ ア 障 害 で ノ ー ド が ダ ウ

【ノード間のメンバシップ】

ン し て も 動 作 し 続 け る． ノ ー ド が ダ ウ ン す る

各 ROMA ノードは ROMA に参加している全ノ

と，ROMA は自動的にその障害ノードを ROMA

ードのアドレス情報と ROMA のハッシュ空間上で

から切り離すこと（フェイルオーバー）ができる．

のノードの位置をメモリに保持する．この位置情報

ROMA に格納されるデータは複数のノードに複製

をルーティングテーブルと呼ぶ．ノードの新規追加

される．障害ノードに格納されていたデータへアク

や障害による離脱があった際には，ルーティングテ

セスできなくとも，自動的にその複製を持つノード

ーブルは更新される．

へアクセスできる．データの複製数は ROMA ノー

ROMA ノードは自身のルーティングテーブルを

ドの起動時に設定できる．また単一障害点がない．

定期的にほかのノードと共有する．これは，ほかと

アプリケーションごとの要求に応えるために，

ルーティングテーブルの整合がとれているかを確認

ROMA はプラグイン機構を持つ．プラグインを利

するためである．不整合を防ぐために，ルーティン

用して，起動時に，ROMA の利用者はその振舞い

グテーブルはバージョン番号を持つ．最新のバージ
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ョンのルーティングテーブルがほかのノードから到
着すると，自身の情報をその情報に更新する．

【障害検知】
ROMA に参加するノードが離脱した際には，他

このルーティングテーブルは，高々数百台規模ま

のノードはその離脱を検知できなければならない．

でのスケールを想定した設計である．数百ノードであ

ROMA はハートビートを用いた障害検知を行う．

れば，それぞれのノードが互いにコネクションを張っ

各ノードは定期的にほかのすべてのノードに対して，

たフルメッシュ型で十分動作する．また，ノードが保

ハートビートを送る．ほかのノードのハートビート

持するルーティングテーブルのサイズもメモリを逼迫

を受け付けたノードはすぐにレスポンスを返す．

させることはない．それ以上のノード数で情報共有を
行うにはゴシッププロトコルを利用するのが望ましい．
【データの複製】

現在 ROMA では，ノードへのハートビートの受
け渡しを連続して失敗した場合に，そのノードを障
害ノードとして検知する．ネットワークの瞬断はし

ROMA はデータの複製を自動的に行う．データ

ばしば発生する．また，ノードの負荷が瞬間的に

更新のクエリを受けると，担当ノードは自身に格納

上昇し，ノード間の受け渡しに失敗することもあ

されるデータを更新する．さらに複製先のノードに

る．これらの場合に，ノードの障害誤検知を防ぐ必

クエリを送る．複製先からその結果が戻ったときに，

要がある．受け渡しに何回失敗した場合，そのノー

担当ノードはクエリ元に対しレスポンスを返す．そ

ドを障害ノードと検知するかは，アプリケーショ

れまでクエリ元を待たせる．

ンやネットワーク環境により異なる．この閾値は，

ROMA ではキーに関連付けられるデータにメタ

ROMA の動作中に変更できる．

データとしてバージョン番号を付加させて複製を行
う．同一データに対する更新クエリの頻度が高い場

プラグイン機構

合，担当ノードが更新を受け付ける順番と複製先

ROMA の振舞いを利用用途に応じて変更するた

ノードが受け付ける順番とがしばしば異なる．バー

めに，ROMA ではプラグイン機構を提供する．プ

ジョン番号を確認し，古いデータが複製先のノー

ラグイン機構とはソフトウェアの振舞いを拡張する

ドに到着しても，新しいデータを上書きしないよう

方法の 1 つであり，多くのソフトウェアで提供さ

にする．

れている．ROMA のプラグイン機構は，各 ROMA

担当ノードがデータの更新に成功すれば，複製先

ノードの振舞いを変更できる．

へのデータ更新に失敗しても，クエリ元には更新成

ROMA の利用者は ROMA ノードの振舞いの変

功のレスポンスを返す．このとき，担当ノードは失

更をプラグインとして記述する．ROMA には振舞

敗した複製先へのクエリをキューに追加する．一定

いを変更可能なフックポイントが用意されている．

期間後，担当ノードはキューに登録されていたクエ

そのフックポイントで行わせたい処理を，利用者は

リを再送する．

記述する．プラグインは ROMA のソースコードと

この複製の仕組みは，ROMA がデータの強い一

は分離して宣言される．

貫性を保証しないことを意味する．強い一貫性の保

各 ROMA ノードの起動時に，ROMA の利用者

証には，可用性もしくはスケーラビリティの少なく

は ROMA ノードにプラグインを適用できる．利用

ともどちらかが犠牲となる．データの一貫性は重

者はプラグインを指定されたディレクトリに配置し，

要であるが，可用性とスケーラビリティの高いデ

ノードの設定ファイルにプラグインの名前を宣言す

ータベースを必要とするアプリケーションも多い．

る．起動時に ROMA ノードは設定ファイルを読み

ROMA は一貫性の保証を緩くし，システムの可用

込み，宣言された名前のプラグインをロードする．

性とスケーラビリティを高く保つ．これは結果整合

元のフックポイントをプラグインで変更されたフッ

性
（eventual consistency）
と呼ばれている．

クポイントに上書きする．
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【コマンドプラグイン】
コ マ ン ド プ ラ グ イ ン を 記 述 す る こ と に よ り，
ROMA の利用者は各ノードに新規クエリ（コマン
ド）への処理を宣言できる．ROMA はキーに関連
付けられるバリューを更新・参照する SET，GET
クエリを受け付け，データベースにアクセスする

module EchoCommand
include ::Roma::CommandPlugin
def ev_echo(cmds)
send_data("#{cmds[1..(cmds.length - 1)]
.join(' ')}¥r¥n")
end
end

SET，GET コマンドなどを提供する．コマンドプ

図-3

ラグインにより，利用者が宣言したクエリを処理す

Echo コマンドプラグインのプログラム

るプログラムを ROMA ノード上で実行できる．
たとえば，利用者が ROMA にクエリとして送っ

一覧」に ROMA は利用されている．ここでは，リ

た文字列を，そのまま返す ECHO コマンド処理を

ストデータをどのように ROMA 上で取り扱ってい

簡単に記述できる（図 -3）
．Telnet で ROMA ノー

るかについて説明する．

ドに接続し，“echo hello” と送信すると，ROMA
から “hello” と返信される．

リストコマンドプラグイン

コマンドプラグインは Ruby のモジュールとし

リスト操作用のクエリを受け付けるコマンド処理

て宣言される．Ruby モジュールをプラグインで

を，ROMA のコマンドプラグインで記述すること

あると識別させるために Roma::CommandPlugin

ができる．通常のキーバリュー型データベースでは

を include する．上記の EchoCommand プラグイ

バリューの競合状態を防ぐために，格納されたリ

ンには ev_echo メソッドが定義される．利用者が

ストデータの更新に CAS を使う必要があると先述

ECHO クエリを送信したとき，ROMA ノード側で

した．ROMA のリストコマンドプラグインにより，

実行される処理が ev_echo メソッドである．メソ

リストデータの更新を ROMA ノード上のコマンド

ッドの引数である cmds には，クエリの文字列が配

処理として実装できる．開発者はリスト操作用のク

列として渡される．メソッド内では，ROMA 組み

エリを ROMA へ送信するだけで，閲覧リストへの

込みの send_data メソッドを呼び出し，受信した文

操作（要素の追加や削除）をアトミックに行うことが

字列を受信元へ送り返す．

できる（図 -4）．

【プラグイン用の DSL】
ROMA はプラグインを宣言するための DSL
（ドメイン特化言語）
を提供する．ROMA の利用

①利用者のリストを取得

施設ページを
閲覧

者はより少ない行数でプラグインを記述できる．
ROMA の 利 用 者 は 分 散 環 境 を 意 識 せ ず に
DSL でプラグインを記述できる．特にコマン
ド処理をプラグインで記述する場合，ほかのノ

③リストを更新

ユーザ 施設閲覧リスト

②リスト操作

Webサーバ

利用者

データストア

ードへのクエリの転送やデータ複製を利用者が
考慮しなければならない．DSL はこれらの処
理を隠蔽する．

ROMA の利用事例
先述した楽天トラベルの「最近見た宿泊施設
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施設ページを
閲覧

①リストを更新

ユーザ 施設閲覧リスト
②リスト操作

利用者

Webサーバ

図-4

ROMA
リストコマンドプラグインの概要

3.ROMA の概要とその利用事例について
リストコマンドプラグインには，リストに新しい

利用者が施設情報を削除したという行為も，その利

要素を先頭へ追加するごとにリストの後方の要素を

用者の趣味・嗜好の傾向を計算する上で重要である．

削除するコマンド処理が実装されている．
「最近見
た宿泊施設一覧」では，そのリストデータの長さに
注意しなければならない．
「最近見た宿泊施設一覧」
の利用者が施設ページを閲覧するたびに，その利用

より高い拡張性を求めて
楽天トラベルの「最近見た宿泊施設一覧」を例にし，

者のリストデータのサイズは大きくなる．長くなれ

ROMA はアプリケーションに特化した細かいニー

ばデータの参照・更新に遅延が生じる可能性がある．

ズにプラグインで対応できることを説明した．今後

「最近見た宿泊施設一覧」
ではリストを不必要に伸

もプラグイン機構を充実させていく予定である．た

ばさず，長さを一定に保ち，応答遅延を低く抑える．

とえば，可用性・保守性を向上させるために，プラ

実際に 1 年前や 2 年前の履歴情報を参照する利用

グインを動的に適用できる仕組みを ROMA へ組み

者は少なく，これによる利便性の低下の心配はない．

込みたい．これには，データベースとしての性能を
落とさず安全に各ノードへ同時に適用できる必要が

クエリの非同期書出し機能
「最近見た宿泊施設一覧」
では，リストコマンドプ
ラグインとそのクエリの非同期書出し機能を併用す

あり，技術的な課題も多い．より柔軟で拡張性の高
いデータベースを実現するために，ROMA の研究
開発を進めていきたい．

る．これは受け付けたクエリを非同期にファイルへ

（2011 年 3 月 18 日受付）

書き出す機能である．書き出す先はデフォルトで手
元のファイルであるが，遠隔のデータベースに書き
出すこともできる．利用者が施設ページを閲覧した
タイミングで，リスト操作用のクエリが ROMA に
到着する．ROMA 内でその利用者の閲覧リストが
更新される．同時に，そのクエリ情報が ROMA マ
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シンの手元のファイルに書き出される．手元のファ
イルには，利用者が閲覧した施設に対するクエリが
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