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あらまし 車や人などの実世界の監視対象からその状態の変化をイベントデータとして受け取り、リアルタイムに並
列分散処理してサービスを提供する IoTシステムにおいては、イベントデータに対する処理内容を変更する際に、シ
ステム全体の処理を一時的に停止する必要がある。これは、システムを構成する分散ノード間で処理の一貫性を保つ
ために同期処理が必要となるからである。数千から数百万の監視対象が数秒間隔で状態の変化を通知するような高ス
ループットな IoTイベント処理基盤においては、このような処理の一時停止は処理のリアルタイム性を損なうため、
許容されない。この問題を解決するために我々は、ストリームデータ処理エンジンである Apache Flinkを用いて、イ
ベント処理を継続しながらイベントデータに対する処理内容を変更できる IoTイベント処理基盤を開発した。この
IoTイベント処理基盤では、イベントデータに対する処理内容を取り替え可能なプラグインとして設定し、そのプラ
グインの変更指示をイベントデータと同じストリーム上でメッセージとして送付することにより、処理を一時停止す
ることなくイベントデータに対する処理内容と処理フローの変更を実現する。本稿ではその設計、実装、性能評価に
ついて述べる。
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1. は じ め に

自動車やスマートフォンなど実世界の多数のデバイスから高
頻度で送られてくるイベントデータをリアルタイムに処理して
サービスを提供する IoTシステムにおいては、イベントデータ
を処理するプログラムを動的に変更する必要に迫られることが
ある。これは、車の流れや群衆の挙動などの実世界で発生する
イベントデータの内容が、システムを設計する段階においては
明らかでなく、サンプル調査の結果や仮説に基づいて設計せざ
るを得ないからである。このようにして設計された IoTシステ
ムでは、システムを実際に動かし始めた後に、収集されたデー
タを観察した結果として、処理内容の一部を変更する必要が生
じたり、新しいサービスのアイデアを発見して処理内容を追加
することが行われる。
このような高スループットなイベントデータをリアルタイム

に処理する基盤としては、Storm [1]や Flink [2]などの分散ス
トリーム処理エンジンが処理性能の面で適している。その中で
も Flinkは任意のステートを分散ノードで保持できるので、過
去のイベント履歴や、その結果としての現在の状態値に応じ
たサービスを提供する用途に特に適している。しかしながら、
Flink を始めとした既存の分散ストリーム処理エンジンでは、
処理内容の一貫性を保ちながら処理内容の変更を行おうとする
と、処理のリアルタイム性を保てないという問題がある。この
問題は、分散ノード間において、処理プログラムの変更の一貫
性を取るためにタイミング同期処理が必要となる為に発生す
る。ここでいう処理内容の一貫性とは、あるノードである時点
でイベントデータに対する処理内容が変更された場合には、他

の全てのノードでも全く同一の時点で同様に処理内容が変更さ
れることを意味し、これはビジネス向けの IoTシステムではし
ばしば必要となる要件である。
この問題を解決するために我々は、高頻度で流入する大量の

イベントデータの処理を停止させることなく、その処理内容を
動的に変更することを可能とする IoT 向けイベント処理基盤を
開発した。開発した IoT 向けイベント処理基盤は、イベント
データに対する処理内容をプラグインとして別途記述し、それ
をリストの中に登録する構造を採用している。このプラグイン
をイベントデータの持つ時刻情報を利用して分散ノード間で一
貫性を保って有効化・無効化することで、イベントデータを処
理しながらの無停止での処理内容の変更を実現している。我々
はこの IoT 向けイベント処理基盤を Flink を利用して実装し
た。この実装を用いて、基礎的な処理性能を測るために評価を
行い、100万台の自動車が 1秒間隔で送ってくる GPS座標等
のイベントデータ（100万イベント毎秒）をサーバ 4台で遅延
なく処理できることを示した。
本稿の構成は以下の通りである。2.では、本稿で議論する、

IoTイベント処理基盤に関する技術的課題について述べる。3.

では、我々が開発した IoTイベント処理基盤について述べる。
4.では、開発した IoTイベント処理基盤の評価実験について述
べる。5.では、本稿をまとめる。

2. 技術的課題

既存の分散ストリーム処理エンジンにおいて、処理内容の一
貫性を保ちながら処理プログラムを動的に変更するには、デー
タ処理の一時的な停止が伴い、イベントデータ処理のリアル
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図 1 想定するストリームデータ処理システム
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図 2 新旧処理プログラムが混在する状況

タイム性が損なわれる。ここでの処理内容の一貫性とは、ある
ノードである時点でイベントデータに対する処理内容が変更さ
れた場合には、他の全てのノードでも全く同一の時点で同様に
処理内容が変更されることである。1.で述べたように、本稿が
議論の対象とする IoTシステムでは、高頻度で到着するイベン
トデータを処理しながら、処理内容を変更することが求められ
るため、これは大きな問題となる。
分散ノード間で処理内容の一貫性を保って処理プログラムを

変更するためには、イベントメッセージの処理を一時的に停止
して、変更するタイミングの同期を取る必要がある。ここでは
例として、図 1に示すような、N個の分散ノードで構成される
ストリーム処理システムを考える。このシステムを構成する、
それぞれの分散ノードにはプログラム Aが配備されており、入
力されるデータを処理し、何らかの出力を得るものとする。こ
の状況で、プログラム Aをプログラム Bに変更することを考
える。もし、タイミングを同期せずに、分散ノードで動作する
プログラムを変更すると、図 2に示すように、変更前の処理プ
ログラムと変更後のプログラムが分散ノードの間で混在する状
況が発生する。このような混在した状況でデータを処理すると、
処理の一貫性が保てなくなり、想定しない動作をする。これを
防ぐためには、メッセージ処理を一時的に停止して、分散ノー
ド間で処理プログラムを変更するタイミングを同期する必要が
ある。
処理プログラムを変更する方法としては、変更後のプログラ

ム（処理プログラム B）が動作するストリーム処理システムを、
変更前のプログラム（処理プログラム A）が動作するストリー
ム処理に対して並列に起動し、あるタイミングからイベント
データの処理を切り替える方法も考えられる。この方法では、
分散ノード間での変更タイミングの同期は不要になる。しかし
ながら分散ノードにおける処理が、その内部的に持つ状態に依
存する場合は（ステートフル処理）、そのステートを新しい環
境に複製する必要がある。ステート複製の一貫性を取るために
は、ステートの変更を抑制した状況で複製処理を行う必要があ

るため、メッセージ処理を一時的に停止する必要がある。我々
が想定するイベント処理は、ステートフル処理を前提としてい
るため、この方法でも処理の一時停止を排することはできない。

3. 動的変更可能な IoTイベントデータ処理基盤

本節では 2.で述べた問題を解決するために開発した、IoTイ
ベントデータ処理基盤について述べる [3]。このイベント処理
基盤では、処理プログラムを分散ノードで複数保持可能にし、
イベントデータの持つタイムスタンプに同期した切り替えを行
う。これにより、変更する処理プログラムを順次配信した後に、
イベントデータ処理を一時的に停止することなく、処理の一貫
性を保って処理プログラムの変更を行うことができる。
図 3に開発したシステムの構成図を示す。システムに入力さ

れたイベントデータはまずメッセージキューに格納される。こ
のメッセージキューに格納されたイベントデータを、ストリー
ムデータ処理エンジンを用いて処理する。
3. 1 デバイスから届くイベントメッセージの処理
この IoTイベントデータ処理基盤は、IoTデバイスから生成

された JSON形式 [4]のイベントメッセージを受け取る。それ
ぞれのイベントメッセージには、IoTデバイスを区別する識別
子、イベントメッセージが生成された時刻、IoTデバイスの状
態を表現する任意の数のイベントデータから構成される。ここ
では例として、図 4のような、自動車が生成するイベントメッ
セージを考える。このイベントメッセージには、自動車の識別
子（id）、メッセージが生成されたタイムスタンプ（time）、自
動車の速度（speed）、自動車位置の緯度と経度（lat、lon）が
含まれる。
イベントデータは、それに含まれる識別子をキーとして、分

散ノードに配信され、その内容に基づき、識別子ごとに区別さ
れる内部状態（ステート）を変更する。また変更したステート
に、後述するプラグインが設定されている場合は、そのプラグ
インを実行する。識別子ごとに区別されるステートは、オブ
ジェクトテーブルで管理される。またステートは、それぞれ独



図 3 我々が開発した IoT イベントデータ処理基盤

図 4 イベントメッセージの例

立したプラグイン管理テーブルへの参照を持つ。
3. 2 プラグインの追加・変更による処理フローの動的変更
プラグインは任意のステートの変更に対応づけられて呼び出

されるプログラムである。本システムでは、このプラグインを
ステートに対して設定することで、イベントデータを利用した
任意の処理を実行する。プラグイン管理テーブルは、プラグイ
ンが適用開始される時刻（開始時刻）、適用終了される時刻（終
了時刻）、プラグインの処理内容を規定するプログラムを保持
している。この開始時刻と終了時刻の組み合わせを有効期間と
呼ぶ。イベントメッセージを処理する際に、ステートを変更す
ると同時に、到着したイベントメッセージが持っている時刻情
報、プラグイン管理テーブルに含まれる対象ステートと有効期
間を照合し、そのイベントメッセージに対して有効であるプラ
グインを探索する。このとき、有効であるプラグインが登録さ
れていれば、メッセージをパラメータとして、そのプラグイン
を実行する。
プラグイン管理テーブルの内容の変更は、特別なイベント

メッセージ（プラグイン操作メッセージ）を分散ノードに送信
することで行う。例えばプラグインの追加を行う場合は、プラ
グインを設定する IoTデバイスの識別子、設定するステートの
名前、追加するプラグインのプログラム、その適用開始時刻、

適用終了時刻を含んだイベントメッセージを送信する。プラグ
インの有効期限を変更する場合は、変更を適用する IoTデバイ
スの識別子、対象となるプラグインを特定するための情報（プ
ラグインのプログラムのハッシュ値や一意の IDなど）、その適
用開始時刻、適用終了時刻を含んだプラグイン操作メッセージ
を送信する。これらのプラグイン操作メッセージの内容に基づ
いて、プラグイン管理テーブルの内容を変更する。
3. 2. 1 プラグインの配信
プラグインは、そのプログラムをテキスト符号化したデータ

を直接送信することで分散ノードに配信する。プラグインを配
信する手段としては、処理系からアクセス可能なサーバにプラ
グインの実行形式ファイルを設置し、プラグイン操作メッセー
ジにそのアクセスパスを含め、分散ノードからダウンロードす
る方法が考えられる。この方法では、複数の分散ノードからリ
ポジトリにアクセスが集中し、プラグイン配信の遅延が大きく
なる可能性がある。それを防ぐために、この IoTイベント処理
基盤では、プラグインのプログラムを通常のメッセージと同じ
経路で送信する。
3. 2節で述べたように、ステートに対するプラグインの設定

は、プラグイン操作メッセージをイベント処理基盤に送信する
ことで指示する。このプラグイン操作メッセージに含まれるテ
キスト符号化されたプラグインは、プラグイン追加処理時に復
号され、実行可能な形式でメモリ上に読み込む。プラグイン管
理テーブルへは、その実行可能なプログラムへのメモリ参照を
登録する。
3. 2. 2 メッセージ時刻に同期したプラグインの切り替え
ステートに関連付けられたプラグインのうち、どのプラグイ

ンを実行するかは、それぞれのプラグインに設定された有効期
間を用いて判断される。つまりこの特徴を用いると、ある特定
の時刻より後に生成されたイベントメッセージの処理に関して、
全ての分散ノードで同期して新しい処理プラグインを適用する
ことが可能になる。
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図 5 有効期間に基づいた処理内容の変更

ここでは例として、分散ノードで処理を担当するプラグイン
を時刻 15:00から変更することを考える。図 5は、IoTイベン
ト処理基盤を構成する分散ノードのうち、任意の 1ノードでの
プラグインの変更フローについて着目したものである。なお、
この例示においては、メッセージが持つタイムスタンプの最小
単位は 1秒であるとする。
現在、時刻は 14:50 であり、program 1 がステート s1 の変

更に対応づけられているとする（図中番号 1）。ここで、プラ
グイン管理テーブルを変更して、時刻 15:00 より有効になる
program 2をプラグイン管理テーブルに登録する。このとき、
program 1 の適用終了時刻を、program 2 が有効になる 1 秒
前である、14:59:59 に書き換える（図中番号 2）。この状況で
は、14:59:59 の時刻情報を持つイベントデータの処理までは
program 1が実行される（図中番号 3）。15:00以降の時刻情報
を持つイベントデータが到着すると、program 2が実行される
（図中番号 4）。この例で示したように、分散ノードで複数のプ
ラグインを保持し、イベントデータが持つ時刻情報を利用した
同期を行うことで、イベントデータの処理を一時的に停止する
ことなく、一貫性を保った処理プログラムの変更が可能になる。
3. 3 ストリームエンジン Flinkを用いた実装
我々は Apache Kafka [5] と Apache Flink [2] を用いて IoT

イベント処理基盤を実装した。このシステムでは、IoTデバイ
スから送信されたイベントデータを Kafkaで受信し、Flinkを

用いてその処理を行う。
3. 3. 1 オブジェクトの実装
我々が実装する IoT イベント処理基盤では、オブジェクト

テーブルと、プラグイン管理テーブルの組み合わせを管理し、
それに基づいて IoTデバイスから送信されるイベントメッセー
ジを処理する。ここでは、IoTデバイスの識別子ごとに区別さ
れるオブジェクトテーブルとプラグイン管理テーブルの組み合
わせをオブジェクトと呼称する。
本実装では、Flink が備える KeyedStream [6] と、Process

Fuction [7]を用いてこれを実現した。Flinkでは KeydStream

を用いることで、入力するメッセージに含まれる特定のデー
タをキーとして、そのキーごとに異なるコンテキストを保持
してメッセージ処理を行うことができる。ProcessFunctionは
KeyedStream に対する処理を定義するための機構である。本
実装では、メッセージに含まれる IoTデバイスの識別子をキー
として KeyedStreamを構成し、それに対する処理として Pro-

cessFunctionを用いた処理を実装した。この定義した処理は、
3. 1、3. 2 節で述べた、イベントデータ処理、プラグインの実
行、プラグインの操作である。
このシステムでは、IoTデバイスの識別子ごとに独立したオ

ブジェクトテーブルとプラグイン管理テーブルを管理する必要
がある。本実装では、Process Functionで利用できる ValueS-

tate [6] を利用して実装した。ValueState を利用することで、
IoTデバイスの識別子ごとに独立した任意のデータ構造をメモ
リ上に保持することができる。
3. 3. 2 分散チェックポイントによるステートの不揮発化
3. 3. 1節で述べたように、本実装では IoTデバイスのステー

トをメモリ上に保持する。そのため、Flinkプログラムを実行
しているプロセスが異常停止したり、分散ノードがシステム障
害を起こすと、ステートを失う可能性がある。
このステート消失を防ぐために、本実装では Flinkが備える

チェックポイント機構を利用する。この機構は、Flinkのメモリ
上に保持されたコンテキストを定期的に外部システムに不揮発
化し、システム異常時には、その不揮発化したコンテキストか
らシステム状態を復元し、処理を継続する。復元時には、シス
テムの状態が過去に戻るため、そこから現在に至るまでのメッ
セージを再送する必要がある。これは Flinkと Kafkaの連携機
能によって実現される。
Flink が備えるチェックポイント機構では、その処理を分散

ノード間で非同期に行うために、分散チェックポイント方式が
採用されている。この方式では、イベントメッセージの合間に、
特別なメッセージ（バリアメッセージ）が挿入され、それを受
け取った分散ノードは、それぞれが持つコンテキストと、バリ
アメッセージの識別子を指定された外部ストレージへ保存す
る。ある識別子を持つバリアメッセージに対して、すべての分
散ノードがコンテキストの保存を完了すると、そのバリアメッ
セージが挿入された時点でのシステム内部状態の不揮発化が完
了する。
本実装ではオブジェクトテーブルとプラグイン管理テーブル

を Flinkのコンテキストとして保持する。そのため、このチェッ



クポイント機構によりシステム異常時にも内部状態を復旧する
ことができる。チェックポイントを保存する外部ストレージと
しては、分散ファイルシステムである HDFS [8] を利用する。
HDFSを構成する計算機は、Flinkが動作する計算機と独立し
ている。
3. 3. 3 分散チェックポイント処理と連動したプラグインの

削除
3. 2節で述べたように、我々が開発した IoTイベント処理基

盤では、プラグイン機構により、イベント処理のふるまいを動
的に変更することができる。プラグインはそれぞれ有効期間を
持っており、時間の経過に伴い、実行されることがないプラグ
インも出てくるため、これを削除する必要がある。
有効期限を超過したプラグインの削除は 3. 3. 2 節で述べた

チェックポイント処理と同期して行う。本実装では Flink の
チェックポイント機構を利用したステートの不揮発化が行われ、
システム異常時にはシステムの内部状態が過去の状態に復元さ
れる。そのため、プラグインの削除を任意のタイミングで行う
と、内部状態の復元時に存在すべきプラグインのプログラムが
メモリ上に存在しない可能性がある。これを防ぐため、本実装
ではチェックポイント処理が完了したときに、有効期限を超過
したプラグインの探索と削除を行う。

4. 評 価

開発した IoTイベント処理基盤の性能評価のために、IoTデ
バイスからのイベントメッセージの入力をシミュレーションし、
そのイベントメッセージを処理する実験を実施した。本実験で
は IoT デバイスとして、自動車に搭載され、その自動車の座
標、速度などを取得し、ネットワーク経由でイベント処理基盤
に送信する自動車 IoTデバイスを想定する。データ送信の間隔
は、1秒とする。
実験環境を図 6に示す。図中の Slave 1、Slave 2、Slave 3、

Slave 4はイベントデータを処理する分散ノードである。Master

は Slave 1、Slave 2、Slave 3、Slave 4を管理するためのノード
である。Masterはイベントデータの処理を担当しない。Slave

1、2、3、4とMasterは 1Gbpsの最大帯域を持つネットワーク
を経由して通信を行う。Sim 1、Sim 2では、自動車 IoTデバ
イスからのイベントデータ送信を模倣するシミュレータが動作
する。イベントシミュレータは任意の数の自動車 IoTデバイス
の動作を並行シミュレーションし、イベント処理基盤に送信す
る。本実験では、それぞれの自動車 IoTデバイスが 1秒ごとに
イベントデータを送信する状況を想定する。Sim 1は Slave 1、
Slave 2に Sim 2は Slave 3、Slave 4へイベントデータを送信
する。イベントシミュレータが動作する計算機とイベント処理
基盤は、Infiniband（FDR）で接続されており、高スループッ
トなイベントデータを遅延なく送信することができる。なお本
実験では、Infinibandを用いて TCP/IP通信を行う TCP/IP

over InfiniBandを用いて通信を行った。
評価にはFlinkに実装されている遅延追跡機構を利用した [9]。

この機構は、定期的にイベントデータの流れの中に遅延計測の
ための特別なデータを挿入する（遅延計測マーカー）。この遅延

計測マーカーには、それぞれフローに挿入されたタイムスタン
プが含まれる。挿入された遅延計測マーカーは、イベントメッ
セージと同じフローを通過する。遅延計測マーカーが最後段で
の処理に到着すると、その到着時刻とマーカーに含まれる挿入
時刻の差分を記録する。遅延計測マーカーは、前後のイベント
メッセージとの位置関係が変化しないように工夫されて実装さ
れている。そのため、イベントメッセージの処理が滞れば、遅
延計測マーカーの通過時間も長くなる。本実験では、遅延計測
マーカーの通過時間をイベントデータの処理フローを通過する
ために必要な時間とみなす。遅延計測マーカーの挿入間隔は 1

秒とした。
以上の環境において、自動車 IoTデバイスの数を 100、1000、

1万、10万、100万として 60秒間のイベント処理を行う実験
を実施した。図 7に実験結果を示す。このグラフは、それぞれ
の実験条件（シミュレーションする自動車の台数）ごとに、遅
延計測マーカーの平均通過時間を示したものである。分析の結
果、遅延計測マーカーの平均通過時間は最小で 201.5 ミリ秒、
最大で 218.0ミリ秒であった。この結果より、我々の開発した
IoTイベント処理基盤は、100万規模の対象から 1秒ごとに送
信されるイベントデータを処理するのに十分な性能をもってい
ることがわかった。

5. ま と め

ストリーミング処理エンジンを用いて IoTイベントデータを
処理するシステムにおいては、処理プログラムの変更に処理の
一時停止が伴うため、頻繁な処理プログラムの変更を行うと、
イベントデータ処理のリアルタイム性が損なわれる課題がある。
その課題を解決するために、我々はイベントデータ処理の一

時停止を伴わずに、処理内容と処理フローを変更可能な IoTイ
ベントデータ処理基盤を開発した。この処理基盤では、分散
ノードで複数の処理プログラムをプラグインとして保持するこ
と、イベントメッセージの持つタイムスタンプを利用したタイ
ミング同期を取ることで、データ処理の一貫性を保ちながら、
処理プログラムの変更を実現する。開発したイベントデータ処
理基盤を用いて、基礎的な処理性能を測るための評価を行い、
100万台の自動車が 1秒間隔で送ってくる位置座等のイベント
データ（100万イベント毎秒）をサーバ 4台で遅延なく処理で
きることがわかった。
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