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あ ら ま し

ビッグデータ解析は，大量のデータ処理を行うために大容量のストレージが必要とな

る。従来型のストレージでは容量・コストともに対応が難しくなってきておりビッグデー

タの最終アーカイブ先としてコールドストレージという低コスト大容量ストレージが注

目されつつある。これにより，今までは廃棄せざるを得なかった大量の過去データを長

期保管することが可能となり，過去データも含めた再解析や解析ルールの再定義が可能

になる。富士通では，ビッグデータ解析基盤にコールドストレージを組み込む過去デー

タ検索エンジンの開発に取り組んでいる。

本稿では，コールドストレージの例として業務用光ディスクライブラリを紹介すると

ともに，それをビッグデータ解析基盤に活用した例について述べる。

Abstract

Big data analysis involves the processing of a vast amount of data, and requires data 
storage with a gigantic capacity.  Conventional means of data storage are becoming 
infeasible in terms of both data capacity and cost.  As an alternative, “cold storage” 
is receiving increased attention.  This is a large-capacity, low-cost storage which may 
serve as a final big data archive.  Cold storage can facilitate long-term storage of large 
volumes of historical data, which would previously have been discarded, and it in turn 
enables reanalysis or redefinition of analytical rules, taking such data into account.  
Fujitsu is pursuing the development of a historical data search engine based on a big 
data analysis platform with cold storage incorporated.  In this paper, we introduce 
commercial optical disks as an example of cold storage, and describe a case of their 
application in a platform to analyze big data.
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ス頻度）が要求される。この用途では，容量単価
は高いが必要な性能を得るためにフラッシュスト
レージ利用が当たり前のようになっている。
最初の記事に対するコメント投稿が一段落する
と，アクセス頻度は急激に下がっていく。最後の
コメント投稿から半日から長い場合で数週間程度
でこの低アクセス状態となる。アクセス頻度が少
なくなるため，応答速度もそれほど厳しい要求に
はならない。ただ数週間から数か月分のデータを
保持するためにストレージ観点から見た場合は容
量単価を低く抑えることと，数か月分のデータを
蓄える大容量が要求される。読み出し，書込みと
もにある程度の性能が要求されるのも一つの特徴
である。この領域のストレージとしては通常のハー
ドディスクが利用されることが多い。
更に時間が経過し，半年～数年後になると，

SNSのデータとしては過去のデータとなり，アク
セスはほとんどゼロとなる。しかし，過去に遡っ
てSNS投稿を参照する場合もあり，完全にゼロに
なることはない。
最近のSNSでは，写真データや動画データを投
稿することも当たり前のようになり，カメラの画
素数も急激に増加し精細化しているため，写真や
動画のデータ量が劇的に増加している。SNSのプ
ロバイダーにとっては，これら大容量データを従
来のハードディスクに保管する方法を継続するこ
とがコストの観点から見て困難になってきている。
そこで，新たなストレージとしてコールドストレー

ま　え　が　き

ビッグデータ解析では大量のデータ処理を行う
ため，データを格納する大容量ストレージが必要と
なる。容量的にはPB（ペタバイト：約100万GB）
級のサイズのものが多く，しかも長期保存を必要
としているため，従来型のストレージでは容量も
コストも対応しきれない場合が多い。このため，
新たな種類のストレージとして，コールドストレー
ジと呼ばれるアーカイブ専用ストレージが登場し
つつある。保管時に電力を消費しないコールドス
トレージもあり，このようなストレージは，初期
費用だけでなく運用費用（電気代）の大幅な削減
も可能である。このような新しいタイプのコール
ドストレージをビッグデータ解析基盤に取り込む
ことにより，新たな使い方や用途が生まれてくる。

コールドストレージ

最初にコールドストレージが大規模に利用され
た例として，SNS（Social Networking Service）
を挙げる。図-1はSNSにおけるデータアクセス頻
度，保管コストと経過時間およびデータ格納場所
の推移を示したイメージグラフである。
最初にSNSに投稿した記事に対して非常に短時
間の間に多くのアクセスが集中する。この期間は
数分から数時間であるが，読出しだけでなくコメ
ント追加などの書込みも発生し，ストレージの観
点から見ると非常に高い性能（応答速度，アクセ

ま　え　が　き

コールドストレージ

図-1　SNSにおけるデータアクセス頻度，保管コストの時間に伴う変化
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ジが登場した。コールドストレージは一言で言え
ば「レイテンシ（応答速度）を犠牲にすることに
より，データ保管コストを大きく削減したストレー
ジ」である。SNSにおける過去データなどはアク
セスがほとんどないため，レイテンシを犠牲にし
ても低コストでデータ保管できるストレージが活
用できる。コールドストレージの現時点でのデバ
イス候補としては，低速大容量ハードディスク（例：
SMRヘッドHDDなど），光ディスク（例：ブルー
レイディスク），テープなどがある。
上記のSNSのデータもビッグデータの一つであ
るが，SNSデータも含めビッグデータ解析のデー
タサイズは急速に増大しつつあり，PBのオーダー
に到達しつつある。これらの膨大な過去データを
低コストで保存し再解析することによって新たな
データの利用価値が生まれることがある。今まで
保存コストが高く廃棄されていたデータを低コス
トで保存可能になると，それが価値あるデータに
生まれ変わる。

図-2は，コールドストレージを含む現状のス
トレージサービスの価格対性能を表したグラフで
ある。レイテンシとクラウドストレージサービス
価格の関係は，両対数グラフ上で一つの直線上に
マッピングされることが分かる。更に，ストレー
ジサービス価格を時間軸で見ると，ムーアの法則
（18か月ごとに容量当たりのコストが半分となる）
に従って推移していることも分かる。コールドス

トレージと呼ばれるものは，グラフ右側で丸四角
で囲んだ領域と言われている。この領域のストレー
ジを利用することにより，従来型ストレージでは
高コストであるため，保存できなかった巨大なデー
タを，レイテンシを犠牲にすることによって非常
に低コストで格納することができる。つまり，ハー
ドディスクのミリ秒オーダーの応答速度を，例え
ば数分オーダーまで待てるのであれば，コールド
ストレージを採用するメリットが生まれる。
ビッグデータ解析に使用されるデータは，頻繁
に使い応答速度も要求される「ホットデータ」，多
少は遅くても構わないが，ある程度の容量がほし
い「ウォームデータ」，普段は使わないが長期保
存しておき再解析時にホットデータに戻せば良い
「コールドデータ」に分類することができる。その
ため，ホット・ウォーム・コールドのデータ階層
を制御するストレージティアリングの技術が重要
となるが，この技術を前提にすることにより，コー
ルドデータを長期アーカイブするニーズが生まれ
てくる。
コールドストレージの例として，ここではパナ
ソニック社と共同で富士通のビッグデータ解析基
盤組込みを開発中の，ブルーレイディスクによる
大容量・低コストデータアーカイバを紹介する。
図-3は，ブルーレイディスク・データアーカイバ
である。ラック搭載型で最小構成の91 TB容量のス
トレージから，1ラック（46 U）で638 TB容量の
大容量構成までが構築可能である。既に発表済の
次世代の300 GBアーカイバルディスクを使用した
場合，同じ大きさのストレージで容量が最小構成
で273 TB，最大構成では1.9 PBに到達する（Raw 
Dataでの容量）。なお，今後は，500 GB，1 TBのディ
スクを市場投入予定である。
また，ブルーレイディスク・データアーカイバ
の特長として，データマイグレーションが不要で
あることが挙げられる。光ディスクは単焦点型の
構造を基本としているため，非常に長期にわたっ
てバックワードコンパチビリティ（後方互換）が
確保される。例えば，35年前に登場したCDを現在
のブルーレイレコーダが読出し可能であるのは一
つの例である。
更に，消費電力が格段に少ないことも特長の一
つである。ブルーレイディスク自体は電力を消費

図-2　ストレージレイテンシとクラウドサービス価格
（GB単価/月）の関係
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しないため，ハードディスク型ストレージと比較
して，電力を80％低減することができる。これは，
データセンターにコールドストレージを設置する
ことを考えると，ストレージだけでなく，発熱量
減少に伴う空調機の消費電力も削減可能となるた
め，全体として大きなメリットとなる。

ビッグデータ解析基盤とコールドストレージ

コールドストレージとビッグデータ解析の利用
形態として注目されているものに，インフラの老
朽化モニタリングソリューションがある。橋

きょうりょう

梁な
どの構造物に多数のセンサー（歪みセンサー，振
動センサー，温度センサー，湿度センサーなど）
を設置し，状態をモニタリング，および解析する
ことにより，劣化や故障，不具合の予知を可能に
している。これにより，適切な補修を適切な時期
に施すことが可能となり，事故の防止だけでなく，
全体のメンテナンスコストの削減に大きく寄与す
ることができる。また，コールドストレージに過
去データを長期アーカイブ（インフラ構造物寿命

ビッグデータ解析基盤とコールドストレージ

まで：30～ 50年以上）することにより，経年劣化
の把握や想定外の不具合に対する新たな予兆モデ
ル構築にも利用可能である。
更に，ソフトウェア構造の観点から詳細を図-4
に示す。富士通ミッションクリティカルシステム
ズが提供するビッグデータ活用システムソリュー
ションEBDA（System solution for Enterprise Big 
Data Analysis）では，従来は，FUJITSU Storage 
ETERNUSと接続した高速蓄積基盤を提供してき
た。しかし，データ量あたりのコストが高く，保
持し切れない情報は，廃棄またはバックアップし
なければならなかった。そのため，再帰的な分析や，
新たな手法で分析する場合，長期間の過去データ
がないことがボトルネックとなっていた。アクセ
ス頻度が低いが再分析時にすぐ使いたい場合，バッ
チ処理で時間がかかっても再度検索したい場合な
どに有効な手段としてデータアーカイバとの連携
を開発中である。基本的にハードウェア・ミドル
ウェア構成は大きく3階層となり，上からDATA層，
制御層，蓄積層で構成される。

図-3　業務用光ディスクライブラリ製品（資料提供：パナソニック株式会社）



FUJITSU. 66, 4 （07, 2015） 53

コールドストレージを適用したビッグデータ解析基盤

（1）DATA層
最新データやアクセス頻度の高いデータと，デー
タアーカイバに退避したインデックス情報を持つ
利用制御エンジンにより，定期的に高速アクセス
領域に格納したデータを分析し，利用頻度の低い
データを低速アクセス領域に移動することで空き
容量の最適化を行う。
（2）制御層
高速アクセス領域，低速アクセス領域の蓄積層
のデータ管理とメディア管理を行う。利用者ごと
の領域管理，ストレージ容量不足時のメディア割
り当て，バックアップや廃棄など，蓄積層をコン
トロールする。
図-4には，高速アクセスの利用可能な例とし
て，富士通における代表的な製品（Interstage Big 
Data Parallel Processing Server）を記述している
が，高速アクセスを実現する製品であれば特に制
限はない。
（3）蓄積層
メディア制御とデータ蓄積を行う。データ量に

ついては，増強が可能であり，単純にデータ量の
増強の場合には多段構成に変更し，アクセス速度
の増強の場合には並列増強となる。増強するには
物理的な接続を伴うため運用停止となる。初期構
築時に増強を配慮し，余裕をもった構成が肝要で
ある。

む　　す　　び

ビッグデータ解析基盤は，ミドルウェアを中心
とした製品として位置づけられているが，それを
支えるハードウェア技術も重要である。特に，ビッ
グデータのアーカイブ先としてのコールドスト
レージなど，最新機能，および十分な容量を持っ
たハードウェアの選択も重要となる。
これら最新デバイスは，日々変化・発展しており，
ビッグデータ解析基盤への応用方法も次々に新し
い手法が開発されている。ミドルウェアの開発の
みならず，それを支えるハードウェアも新デバイ
スの利活用も重要であり，富士通は今後もこうし
た技術開発を続けていく。

む　　す　　び

図-4　EBDAにデータアーカイバを組み込んだシステム構成（概念図）
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