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近年、組織が処理するデータの量は天文学的に増加しています。
場合によっては、1日あたりのデータ処理量が数百テラバイト、合

計では数十から数百ペタバイトにまで及ぶ場合すらあります。このような
「ビッグ・データ」は、1台のコンピュータで保存または処理可能な量の
限界をはるかに超えています。最新のアプリケーションでは、大量で多
様なデータを高速に処理することが求められるため、多くの組織は分散
システムへの移行を検討しています。分散システムでは、数十台から数
百台のコンピュータで構成されるクラスタが連携して動作し、データの
取り込み、処理、分析といったニーズに対応しています。
しかし、分散プログラミングは難易度が高いものです。限られた帯域
幅や個々のシステムの障害といった現実の状況に対応しつつ、データ
と処理を同期させるのは複雑な課題です。そのため、プログラマーは当
初、実際にデータの処理や分析を行うよりも、分散システムの配管と言
える部分に多くの時間を費やす必要がありました。
こういった問題をもっともうまく解決するアプローチの1つ
が、Apache Hadoopと、その主要コア・コンポーネントを構成する
Hadoop MapReduceデータ処理エンジン、Hadoop分散ファイル・シス
テム（HDFS）データ・ストレージ・プラットフォームです。現在、Hadoop
は広く普及しており、さまざまな組織によって利用されています。しか
し、Hadoop MapReduceには、プログラムで扱いにくいという制約があ
ります。完全にサポートされている言語はJavaのみで、他の言語では限
定的にしかサポートされていません。また、タスクごとにデータをディス
クから読み込み、ディスクに書き込まなければならないという要件がボ
トルネックになっています。
そのHadoopを次の段階へと引き上げる次世代の分散コンピューティ

ング・フレームワークとして設計されているのが、Apache Sparkです。

Sparkとは
Sparkは高速でスケーラブルな汎用分散処理エンジンです。インメ
モリ処理用の高レベルで洗練されたAPIが提供されており、Hadoop 
MapReduceと比較して大幅なパフォーマンス向上が実現しています。
Sparkに含まれているのは、コアAPIだけではありません。構造化デー

タや表形式のデータを扱うSpark SQL、ほぼリアルタイムでストリーム・
データを処理するSpark Streaming、機械学習を行うMLlib、グラフ処理
を行うGraphXといった豊富なライブラリ群も含まれています。
Sparkは、Javaの影響を受けた構文を持つ、スケーラブルなJVM
言語であるScalaで書かれています。Spark APIは、Scalaだけでな
く、Java、Python、Rもサポートしているため、サード・パーティ製のライ
ブラリを組み込みやすく、さまざまなバックグラウンドを持つ開発者が
容易にアクセスできるようになっています。
もともと、Sparkはカリフォルニア大学バークレー校のAMPLabで
考案、開発されたものです。現在はApacheのプロジェクトとなって
おり、Apacheから直接入手できるほか、Clouderaをはじめとする
ベンダーのApache Hadoopディストリビューションに組み込まれたもの
を入手することもできます。

Sparkアーキテクチャの概要
Sparkはテスト用や学習用に1台のコンピュータ上でローカルに実行す
ることもできますが、多くの場合は、以下で構成される分散コンピューテ
ィング・クラスタにデプロイされます。

 ■ 分散データ・ストレージ・プラットフォーム：ほとんどの場
合はHDFSが使われますが、Amazon Simple Storage Service（S3
）など、HDFS以外の分散ファイル・ストレージ・システムにデプロイ
されるケースも増えています。SparkがHadoopエコシステムの新
たなデフォルト実行エンジンとして頭角を現すにつれて、Apache 
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Kudu（Apacheインキュベータ・プロジェクト）などの新しいプロジェク
トでSparkがサポートされることが多くなっています。 

 ■ クラスタ・リソース管理プラットフォーム：企業向け本番
システム用プラットフォームとしてもっとも有名なのは、Hadoop 
YARN（Hadoopコアの一部）です。また、SparkにはSpark Standalone
と呼ばれる小規模のビルトイン・クラスタ・システムも含まれていま
す。このプラットフォームは主に小規模クラスタ、テスト、概念実証とい
った用途でのデプロイに適しています。SparkはApache Mesosもサ
ポートしていますが、YARNがもっとも一般的であるため、本記事の例
ではYARNを使用します。ただし、概念は、サポートされている3つの
クラスタ・プラットフォームすべてで共通しています。
Sparkは、Sparkシェル（ScalaまたはPythonで利用可能）からインタラク
ティブに呼び出すか、またはアプリケーションを送信してクラスタ上で
実行することができます。図1には、この両方のオプションの例を示して
います。いずれの場合でも、開始されたアプリケーションはYARNリソー
ス・マネージャに接続されます。リソース・マネージャは、Sparkアプリケ
ーションの実行に必要な、クラスタ内のワーカー・ノード上のCPUリソー
スやメモリ・リソースを提供するものです。Sparkアプリケーションは、1
つのドライバと複数のエグゼキュータで構成されます。 
ドライバはメイン・プログラムであり、エグゼキュータ上で実行される
タスクの配布や管理を行います。ドライバと各エグゼキュータはそれぞ
れ独自のJVMで実行されます。これらのJVMは、クラスタ・ワーカー・ノー
ド上で実行されます（ドライバをクラスタ上でなく、ローカルで実行する
ようにアプリケーションを設定することもできます。ただし、この設定は
本番環境ではあまり一般的ではありません）。

コード例
Spark APIの動作の仕組みを説明するために、2つのコード例（後述）を
見ていきます。SparkではJavaがサポートされていますが、大半のケース
ではScalaが使用されています。そのため、例はScalaで記述し、インタラ
クティブなSparkシェルを使って実行します。Scalaを知らなくても心配す
ることはありません。構文はJavaと類似しており、コードの機能もわかり
やすく説明しています。
実際に例を動かしてみたい場合は、最初にSparkをダウンロードし

て実行する必要があります。一番簡単な方法は、Sparkの最新リリース
の「Pre-built for Hadoop 2.6 and later」パッケージをダウンロードし、

ホーム・ディレクトリに解凍することです。続いて、パッケージのbinディ
レクトリでspark-shellスクリプトを実行します。説明を簡略化するた
め、この手順ではHadoopクラスタ上ではなく、ローカルでシェルを起
動しています。Sparkをダウンロードして起動する詳しい手順について
は、SparkのWebサイトを参照してください。
次に、Java Magazineダウンロード・サイトからサンプル・データをダ

ウンロードして解凍します。コード例は、ホーム・ディレクトリにデータ・
ディレクトリ（weblogs）を解凍することを前提としています。

例1：重複を排除した訪問者数のカウント
この例で使うデータ・セットは、Loudacreという架空のモバイル・プロバ
イダの顧客サポート・サイトWebサーバーで生成されたログ・ファイル
のコレクションです。サンプル・データに含まれる典型的な行を次に示し
ます（行は折り返されています）。

3.94.78.5 - 69827 [15/Sep/2013:23:58:36 +0100] 
  "GET /KBDOC-00033.html HTTP/1.0" 200 14417 

図1：SparkとYARNの連携
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  "http://www.loudacre.com"  
  "Loudacre Mobile Browser iFruit 1"

この最初の例で行うタスクは、重複を排除したサイト訪問者数、つま
りデータ・セットに含まれるユーザーIDの数をカウントすることです。
ユーザーIDはデータ・ファイルの3番目のフィールドです。上記の例で
は、69827です。
Sparkコンテキスト：すべてのSparkプログラムには、1つの
Sparkコンテキスト・オブジェクトがあります。このオブジェクトは
SparkContextクラスのインスタンスです。インタラクティブなSparkシ
ェルを使用する場合、このオブジェクトは自動的に作成され、scという名
前が与えられます。アプリケーションを記述する際には、自分でSparkコ
ンテキスト・オブジェクトを作成する必要があります。 
Sparkコンテキストからは、データ・セットの定義や読込み、アプリケー

ションの設定などのSpark機能にアクセスできます。つまり、Sparkコンテ
キストはすべてのSpark機能のエントリ・ポイントとなります。

scala> val weblogs = 
|       sc.textFile("weblogs/*")

（各行のはじめに、Sparkシェルのプロンプトscala>が表示されてい
ることに注意してください。パイプ文字「|」は前の行の続きを示してい
ます。プロンプトやパイプ文字は、シェルに入力しないでください。ま
た、Microsoft Windowsユーザーは、C:\Users\diana\weblogs\*のよう
に、サンプル・データ・ディレクトリへの完全なWindowsパス名を使用す
る必要があるかもしれません）
今回のコード例では、インタラクティブなSparkシェルを使用している
ため、すでに準備されているSparkコンテキストscを使用できます。この
1行のコードによって、指定したファイル・セットのデータ用のリジリエン
ト分散データセット（RDD）オブジェクトが新しく作成され、weblogsと
いう新しい不変変数に割り当てられます。ファイルは、デフォルト・ファイ
ル・システムのホーム・ディレクトリにあります（先ほどの説明に従って
Sparkをダウンロードした場合、デフォルト・ファイル・システムはお使い
のコンピュータのハード・ドライブです。ClouderaなどのHadoopディス
トリビューションの一部としてSparkをインストールした場合、デフォル
ト・ファイル・システムはHDFSになります）。

リジリエント分散データ・セット：RDDはSparkプログラミングで鍵
となるコンセプトであり、Sparkコンピューティングにおける基本ユニッ
トです。RDDは、この例のweblogsのようなデータ・セットを表していま
す。
RDDが分散と呼ばれるのは、RDDのデータがクラスタ内の複数のエ

グゼキュータ上に分散していることがあるためです。このデータを処理
するタスクは、データが存在するエグゼキュータのJVM上でローカルに
実行されます。
RDDがリジリエント（柔軟）であるのは、データのリネージが保存され

ており、いつでも新しいノード上でデータを再作成できるためです。リネ
ージとは、基のデータ・セットに適用されて現在の状況を生成する要因
となった一連の操作のことです。分散コンピューティングの難題の1つは
ノード障害の可能性に対処することであるため、リネージはとても重要
です。この難題に対するSparkの回答がRDDのリネージです。
RDDには、オブジェクトをはじめとして、配列や集合といったネストさ
れたデータなど、どのようなタイプのデータでも含めることができます。
この例では、weblogs RDDに含まれるのは文字列です。その各要素
は、読み込まれたデータ・ファイルの1行に対応する文字列です。 
RDDには、内包するデータの変換や操作を行う多くのメソッドがあり

ます。次に示すのは、簡単な2つの例です。count()はデータ・セット内の
項目数を返し、take(n)はデータ・セット内の最初のn個の項目の配列を
返します。 

scala> weblogs.count()
Long = 574023

scala> weblogs.take(2)
» Array[String] = [3.94.78.5 - 69827 
    [15/Sep/2013:23:58:36 +0100] 
    "GET /KBDOC-00033.html HTTP/1.0" 
    200 14417 "http://www.loudacre.com"  
    "Loudacre Mobile Browser iFruit 1",

    19.38.140.62 - 21475 
    [15/Sep/2013:23:58:34 +0100] 
    "GET /KBDOC-00277.html HTTP/1.0" 
    200 15517 "http://www.loudacre.com"
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    "Loudacre Mobile Browser Ronin S1"]

文字»はSparkシェルで実行されたコマンドの結果を示します。[編集注：
出力中の空行は、配列の2つの要素を強調するために追加したもので
す]
変換とアクション：この例で示したものの他にも、SparkはRDDに対し
てさまざまな操作を行うことができます。RDDの操作は、アクションまた
は変換のいずれかに分類されます。
アクションは、エグゼキュータ（データが処理される場所）からドライバ

（Sparkシェル、メイン・プログラムなど）にデータを返します。たとえば、
先ほどのcount()アクションは、RDDのデータ・セット内にあるデータ項
目の数を返します。これを行うために、ドライバは各エグゼキュータ上
でそれぞれのデータを数えるタスクを開始し、その値を足し合わせて最
終的な合計を生成します。その他のアクションには、min()、max()、デ
ータ・セットの最初の項目を返すfirst()、先ほど使用したtake()、データ・
セットからランダムなサンプル項目を返すtakeSample()などがありま
す。
変換とは、ベースとなるRDD、すなわち親RDD内のデータを変換して
新しいRDDを作成する操作です。これが重要なのは、RDDが不変である
ためです。RDDに関連付けられている
データは、一度読み込まれると変化し
ません。その代わりに、1回または複数
回の変換を実行して、必要なデータが
必要な形式で含まれる新しいRDDを
作成します。 
それでは、先ほどの例の続きと

して、もっとも一般的な変換の1つ
であるmap()について見てみま
す。map()は、RDDの各項目に渡され
て新しい項目を生成する関数を適用し
ます。

scala> val userids = weblogs.
|        map (item => item.split(" ")(2))

mapメソッドを呼び出す際の二重アロー演算子（=>）はあまりおなじ
みではないかもしれません。これは、Scalaのラムダ関数を表していま
す。同じくラムダ関数に対応しているJava 8では、同様の構文で通常のア
ロー演算子（->）を使用します。
この例のmap()メソッドは、渡された関数をRDDの各項目に対して1
回ずつ呼び出します。すると、weblogエントリ（String）が空白文字で分
割され、生成された配列の3番目の文字列が返されます。つまり、デー
タ・セット内の各項目のユーザーIDが返されます。
変換の結果は新しいRDDとして返され、変数useridsに割り当てられ

ます。新しいRDDの結果は、先ほど説明したアクション・メソッドである
count()やtake()を使って確認できます。

scala> userids.count() 
» Long = 574023

新しいRDDの合計数は親（ベース）RDDの数と同じであることに注
意してください。map変換を使う場合、常にこのことが当てはまりま
す。mapは1対1の関数であるため、既存のRDDの各項目について新し
い項目が1つずつ返されます。
take(2)を実行すると、最初の2項目の配列が返されます。ここでは、デ
ータ・セット内にある最初の2行のデータに含まれるユーザーIDが返さ
れています。

scala> userids.take(2)
» Array[String] = [69827,21475]

ここまでくれば、もう少しで完成です。あとは、重複のないサイト訪問者
の数を求めればよいだけです。これには、重複を省くという別のステッ
プが必要です。そのために、元のデータ・セットの重複を排除した新しい
RDDを返す、distinct()という別の変換を使用します。その後、count()ア
クションを使うだけで、この例のタスクは完成です。

scala> userids.distinct().count()
» Long = 12582

単一項目の操作は
強力ですが、データ
処理や分析では、複
数の項目のデータ
を集計することが求
められる場合も多
くあります。その要
求に対応するため
に、Spark APIではさ
まざまな集計関数が
提供されています。
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これが最終的な結果になります。データ・セットには、重複のない訪問者
が12,582人含まれています。
このコード・スニペットでは、チェーンを使用していることに注意して
ください。一連の操作をチェーンでつないで連鎖させることは、Sparkで
とてもよく使われる手法です。変換はRDDに対するメソッドで別のRDD
を返すものであるため、チェーンによって連鎖させることができます。し
かし、アクションはRDDを返さないため、この例のような、アクションで終
わるチェーンに対してさらに変換を追加することはできません。

例2：重複を排除した訪問者の分析
それでは、ペアRDDを使用した、Sparkの別の機能を紹介する2つ目のタ
スクの例に移ります。このタスクでは、各サイト訪問者（それぞれ一意の
ユーザーID）が使ったすべてのIPアドレスを取得します。
ペアRDD：先ほどの例（重複のないユーザーID数のカウント）では、2
つの変換mapとdistinctを使いました。これらの変換は両方とも、デー
タ・セットの個々の項目に対して実行され、ある項目を別の項目に変換
（map）するか、項目を保持または除外（distinct）するかのいずれか
を行うものでした。このような単一項目の操作は強力ですが、データ処
理や分析では、複数の項目のデータを集計することが求められる場合も
多くあります。その要求に対応するために、Spark APIではさまざまな集
計関数が提供されています。このような集計関数にアクセスする際にま
ず必要となるステップは、データを表すRDDをペアRDDに変換すること
です。
ペアRDDとは、キーと値のペアからなるRDDです。ペアRDD内の各要
素は、2つの項目からなるタプルです（Scalaのタプルはコレクションであ
り、項目数が固定された、Javaのリストと同じようなものだと考えるとよ
いでしょう。この場合は、2つの項目からなるコレクションです）。ペアの
最初の要素はキーで、2番目の要素は値です。この2つ目の例では、キー
がユーザーIDで値がデータの各項目のIPアドレスであるRDDを作成す
る必要があります。 

scala> val userIPpairs = weblogs.
|        map(item => item.split(" ")).
|        map(strings => (strings(2), strings(0)))

このコード・スニペットでは、いくつか
のことが行われています。まず、1行の
中で2回mapが呼び出されているこ
とに注目してください。これもチェーン
の例ですが、今回は複数の変換をチェ
ーンで連鎖させています。この手法は
Sparkでとてもよく使われます。これに
よってコードの実行方法が変わること
はなく、構文的に便利というだけです。
最初のmap呼出しは、1つ目の例と
同じように各weblog行を空白で分割
します。ただし、分割結果の配列から1
つの要素だけを選択するのではなく、
現在のデータ項目内のフィールドす
べてを含む配列全体を返しています。
そのため、最初のmap呼出しの結果
は、基となるRDDの各項目でできた配
列（weblog行）で構成される文字列配
列からなるRDDとなります。 
2つ目のmap呼出しの入力は最初
のmap呼出しの結果、すなわち文字列
配列のRDDです。2つ目のmap呼出しでは、各配列からペア（タプル）が
生成されます。生成されるのは、ユーザーID（3番目の要素）がキー、IPア
ドレス（最初の要素）が値であるキーと値のペアです。
first()を使ってuserIPpairs RDD内の最初の項目を見てみます。

scala> userIPpairs.first()
» (String, String) = (69827,3.94.78.5)

最初の項目は、実際にユーザーIDとIPアドレスのペアとなってい
ます。userIPpairs RDDには、基となるRDDと同じ数の項目が含ま
れており、それぞれのペアの片方は1つのIPアドレスです。各ペア
は、weblogファイルの1つの行に対応しています。

Sparkは強力で
高レベルなAPI
であり、分散クラ
スタ上での複雑
なビッグ・デー
タの処理や分析
のタスクを実現
できます。分散
処理を難しくし
ている「配管」の
部分を意識する
必要はありませ
ん。



ORACLE.COM/JAVAMAGAZINE  /////////////////////////////////  MAY/JUNE 2016

10

//big data / 

データ集計：ここまでで、RDDがキーと値の形式になりました。これに
よって、各キーに対応する値の数をカウントするcountByKey、あるキ
ーに対応するすべての値を合計または集計する関数を渡してその関数
を適用するreduceByKey、2つの異なるRDDのキーに関連付けられて
いる値をまとめるjoin、各キーに対応する値を変換する関数を適用する
mapValuesなどの集計変換を使えるようになります。2つ目の例のタス
クを完了するためには、RDD内の各キーに対応するすべての値を1つの
コレクションにまとめるgroupByKey変換を使用します。

scala> val userIPs=userIPpairs.groupByKey()
scala> userIPs.first()
» (String, Iterable[String]) = 
  (52427,CompactBuffer(241.216.103.191, 
   241.216.103.191, 70.50.111.153, 
   70.50.111.153, 174.222.251.149, 
   174.222.251.149, 20.23.59.237, 
   20.23.59.237, 190.196.39.14, 
   190.196.39.14, 67.250.113.209, 
   67.250.113.209, ...))

このスニペットでは、groupByKey変換によって新しいペアRDDが生成
されます。このペアのキーは以前のキーと同じユーザーIDですが、ペア
の値はデータ・セット内にあるそのキーに対応するすべての値（IPアドレ
ス）のコレクションになります。

まとめ
おわかりのように、Sparkは強力で高レベルなAPIであり、分散クラスタ
上での複雑なビッグ・データの処理や分析のタスクを実現できます。分
散処理を難しくしている「配管」の部分を意識する必要はありません。本
記事では、Sparkやアドオン・ライブラリであるSpark Streaming、Spark 
SQLの機能のほんの一部分のみを紹介いたしました。さらに詳しい情
報は、Apache SparkのWebサイトを参照してください。SparkやHadoop
スタックについて学習したい場合は、Cloudera QuickStart Virtual 
MachineまたはDockerイメージをダウンロードしてください。</article>

Diana Carroll：Clouderaの上級カリキュラム開発者。2013年
後半、バージョン0.9の時期よりSpark関連の作業や教育に携わ
る。1997年に初のJava商用コースの1つを作成および教育した後、E
コマースからビジネス・プロセス管理に至るまで、ソフトウェア開発
者、システム管理者、データ・アナリスト、ビジネス・ユーザーを対象
とした、20を超えるさまざまなコースを作成している。

Apache SparkのWikipediaエントリ
別のSpark紹介記事

learn more


