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経験豊富なJava開発者なら
誰でも言うように、分散シス

テムの構築は困難を極めます。障
害に適切に対応し、スケーラビリ
ティが高く、すべての同時実行性
の問題に上手く対処し、しかもリ
モートからでも状況を把握しやす
い分散システムを構築することは、
「不可能」という言葉の具現例と
言っても過言ではありません。
Sunは、耐障害性、スケーラビ

リティ、同時実行性を兼ね備えた
分散システムを構築しやすくする
ためのモデルの開発に取り組み、
それをEnterprise JavaBeans
（EJB）と名付けました。しかし、
大方の見方としては、
EJBは成功したとは
言えませんでした。
EJBをよりシンプルに
した手法を生み出そう
と、Springやその他の
「マイクロコンテナ」
も登場しました。こうし
た取り組みに多くの労
力が費やされたにも
かかわらず、前述の条
件をすべて満たす分

散システムを構築するためには、
プラットフォームや言語、スレッド・
モデルに関する深い知識を必要と
する状況に変わりはありません。
一方で、Java以外の世界で

は興味深い進展がありました。
（Javaユーザーにとっては）「新
しい」言語およびプラットフォーム
であるErlangが、通信業界で分散
システムの構築に成功し、注目を
集めるようになったのです。「ファ
イブ・ナイン」（99.999%）の可用
性を目指す通信業界では、そのよ
うな成功を収めることのできる言
語やプラットフォームは検討に値
します。

この特殊なケース
で復活を遂げたもの
の1つが、従来とは異
なる分散システム構
築のアプローチであ
るアクター・モデルで
す。分散システムに対
するJavaを使用した
アプローチの多くは、
スレッドでオブジェク
トを操作する従来の
モデルを基礎として

いますが、アクター・モデルはこれ
とはまったく別の新しい抽象概念
です。従来のアプローチでは、開
発者は、データの取得や修正を行
うために複数のリモート・システム
に点在する他のオブジェクトのメ
ソッドを呼び出すオブジェクトにつ
いて検討する必要がありました。
アクターを使用した場合、こうした
検討は不要になります。開発者が
行うことは、共有される情報がな
く不変の状態にある環境内でそ
れぞれ個別に動作するアクターに
対してメッセージを送信すること
だけです。
今述べた文の意味がよくわから

ないかもしれませんが、それでか
まいません。この文は、システムの
構築に関する今までとは異なる考
え方を表しているからです。詳細
については本記事で説明してい
きます。本記事では特に、Akkaフ
レームワークを使用したアクター
ベースのシステムの構築方法につ
いて詳しく見ていきます。Akkaフ
レームワークは、Scala、Akka、
Playフレームワークで構成される
Typesafe Stackに含まれてい

ます。Scalaに詳しくない場合は、
Scala言語の概要を簡潔にまと
めているJava Magazineのこち
らの記事を確認してください。ま
た、Scalaについて過去の情報も
含めて詳しく調べたい場合は、筆
者の「Busy Java Developer’s 
Guide to Scala」シリーズを参照
してください。

AkkaとScalaのインストール
Akkaはオープンソースのアク
ター・モデル実装です。そのため、
Akkaを利用するための最初のス
テップは、Akkaのライブラリをダ
ウンロードし、お使いのマシンに
インストールすることです。本記
事のようにScalaを利用する場合
は、Scalaの各種ファイルもインス
トールする必要があります。
本記事のサンプルでは、Akka 
2.0.3とScala 2.9.2を利用し
ます。現在この両方ともお使い
のマシンにインストールされて
いない場合は、それらをまとめた
Typesafe Stackをダウンロード
できます。Typesafe Stackでは
ファイル間の依存関係の一部が
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管理されるほか、Akkaだけの場合と比
較してさまざまな追加機能も提供され
ます。
Scalaをコマンド・プロンプトで使用

できるように設定し、CLASSPATH
にAkkaライブラリのパスを追加して
ください。sbt（Scala Build Tool）や
Mavenを使用した場合はコンパイルや
実行の詳細を開発者が考慮する必要は
なくなりますが、本記事では理解を促す
ために、コンパイルや実行の対象となる
ライブラリを明示的に指定します。

Akka（とScala）の初歩
まず、Scalaがインストールされている
ことを確認するために、コマンドラインで
scala ‒versionを実行し、バージョンが
2.9以降であることを確認します。次に、
Akkaで実現されるスタイルと考え方に
従ったもっともシンプルなプログラムと
思われる「Hello Akka」について見てい
きます（リスト1参照）。
ひとまず、コードの処理内容について
は置いておき、ビルドと実行が可能であ
ることを確認します。このコードをビルド
するためには、Akkaディストリビューショ
ンに含まれる2つのライブラリ（akka-
actor-2.0.3.jarとこのJARファイルが
依存する唯一のファイルであるconfig-
0.3.1.jar）が必要になります。簡単に
使用できるように、これら2つのライブ
ラリをリスト1（Main.scala）と同じディ
レクトリにコピーしてからビルドします
（Scalaの初心者向けの説明ですが、コ
マンドライン・コンパイラであるscalac
の多くのフラグはjavacと同じです。そ
のため、JARファイルを渡す際は、javac
と同様、-classpathオプションを使用し

てください）。
ビルドが成功した場合は、ビルドさ
れたコードを実行します（この場合も、
Javaと同様にscala -classpath 
...Mainと入力してください）。すると、コ
ンソールにメッセージが表示されます。
しかし、その後このプログラムは終了
しません。これは想定内の動作であり、
後ほどすぐに修正します。しかし、その理
由を理解するためには、Akkaの背後に
ある考え方について少し深く掘り下げる
必要があります。

アクターの使用
従来のオブジェクトベースのリモート・シ
ステムでは、何らかのリモート・プロトコ
ルかAPI経由でメソッドを公開するオブ
ジェクトを作成します。しかし、この方法
では多数の厄介な問題に対する明確な
判断が必要となります。
たとえば、パラメータを値で渡すべき
か（つまり、パラメータ・オブジェクトのコ
ピーを渡すべきか、渡す場合は「深い」コ
ピーか「浅い」コピーか）、または参照で
渡すべきか（つまり、他の場所に存在する
リモート・オブジェクトへのプロキシを渡
すべきか）という問題があります。また、
最初のクライアントがこのオブジェクト
のメソッドを呼び出す間に、他のリモート・
クライアントが同じオブジェクトの同じメ
ソッドを呼び出すことができるか、などの
問題もあります。 
一方、アクターベース・システムでは外
部の世界にメソッドを公開することはあ
りません。代わりに、少し単純化して、ア
クターのクライアントはアクターに対し
てメッセージを送信します。送信される
メッセージは常に「値」のコピーであり、

完全に非同期的に処理されます。パラ
メータの参照渡しによる可変状態の共
有を防ぎ、オブジェクトの内部に直接ア
クセスできないようにすることで、2つの
クライアントが同じ変数に同時にアクセ
スする可能性もなくなります。その結果、
ロックについて考慮する必要がなくなる
のです。オブジェクトではなくメッセージ
をパラメータとして渡すようにすること
で、誤ってネットワーク全体に渡る巨大な
ドメイン・オブジェクトのグラフを処理す
るような事態を防ぎます。
本記事では、オブジェクトという用語

は、従来型の状態と振る舞いの結合体を
指すこととします。たとえば、EJBやサー
ブレットなどの他のシステムで使用され
てきたドメイン・オブジェクトやモデル・オ

ブジェクト、ビジネス・オブジェクトが当て
はまります。
一方、アクターとは、単純にメッセージ

に応答するエンティティのことです。ドメ
イン・オブジェクトや、ビジネス・ドメイン内
に存在する何らかのものを表すことはあ
りません。アクターは単純に受け取った
メッセージを処理します（アクターがドメ
イン・オブジェクトに指示することもあり
ますが、現時点ではこのことを考慮する
必要はありません）。
メッセージとは、本質的にはデータ転
送オブジェクトであり、Martin Fowler
氏の表現を借りればパラメータ・オブジェ
クトです。従来のオブジェクト指向の原
則とは異なり、メッセージでは状態はカ
プセル化されません。なぜなら、状態を

Download all listings in this issue as text

import akka.actor.{ ActorSystem, Actor, Props }

case object Start

object Main {
  def main(args: Array[String]): Unit = {
    val system = ActorSystem()
    system.actorOf(Props[HelloActor]) ! Start
  }
}

class HelloActor extends Actor {
  def receive = {
    case Start => System.out.println("Hello, Akka!")
  }
}

LISTING 1         
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カプセル化する必要がないからです。
メッセージの本質はデータを運ぶことに
あり、データの隠蔽や何らかの処理の実
行ではありません。
実装の観点からは、確かにこれら3
種類のエンティティ（オブジェクト、アク
ター、メッセージ）はすべて同じ要素（ク
ラス、フィールド、メソッド）で構成されま
すが、各要素の比率が大幅に異なりま
す。たとえば、アクターでフィールド内
のビジネス・データをトラッキングしてい
る場合、それはアクターと言うよりもオ
ブジェクトと言った方が適切です。また、
メッセージにpublicフィールド以外を定
義している場合（加えて、toString()な
ど、メッセージを診断しやすくするための
便利なメソッドをいくつか定義している
こともありますが）、それもメッセージと
言うよりはオブジェクトと言った方が適
切です。
そしてこのような特徴のすべてが、従来

のオブジェクト指向の考え方に真っ向から
挑戦しています。これは良いことです。
さて、サンプル・コードに戻ります。リス

ト1ではアクター（HelloActor）のイン
スタンスを作成し、そのインスタンスに
メッセージ（Start）を送信しています。こ
れがアクタースタイルのプログラミング
の核心となる部分です。つまり、メッセー
ジに応答するエンティティ（アクター）を
作成し、そのアクターではメッセージの
目的に応じて、値を付与して返答するか、
受け取ったメッセージを他のアクターに
渡します。
次の点に十分に注意してください。あ

るオブジェクトが別のオブジェクトのメ
ソッドを直接呼び出すことはなく、実行
されるのはメッセージの受け渡しです。

そして、メッセージ内部のあらゆるデー
タ（現時点のサンプルにはまだ存在しま
せん）は、参照で渡されるのではなく、コ
ピーされます。
main()では、まずActorSystemのイ

ンスタンスを取得してAkkaアクター・シ
ステムを初期化し、次にProps（現時点
ではアクターの辞書と考えてください）
を使用して、HelloActorアクターのイン
スタンスを取得しています。
このアクターがどこから取得されたか
は、開発者から隠蔽されていることに注
意してください。ローカルかもしれません
し、リモートかもしれませんが、そのこと
は重要ではありません（アクターがリモー
トに存在する場合には転送時間が明ら
かに長くなりますが、アクターの運ぶメッ
セージは非同期的に処理されるため、開
発者が考慮する必要はありません）。
次に、アクターの!メソッドを使用して

Startメッセージをそのアクターに送信し、
コンソールへの出力を指示しています。
Hel loActorはアクターの実装で
あり、その内容は非常に簡単です。
HelloActorは基底クラスActorを継承
しており、受け取るStartオブジェクトの
パターン・マッチングを行うreceiveメソッ
ドを定義しています。
AkkaではすべてのSerializable型

をメッセージ型として使用できますが、
Scalaでは型保証を徹底する傾向が
あるため、単純なクラス型（この場合は
ケース・クラスおよびケース・オブジェクト
が最適です）の利用が望まれます。デー
タ駆動の型では実行時に誤って解釈さ
れる可能性があります。たとえば、リスト
2のように、代わりに文字列（String）を
使用するようにコードを変更することも

可能です。
しかし、文字列の使用には危険が伴い
ます。リスト2のコードを見ればその危
険性がわかります。リスト2ではString
およびString内に格納されるデータを
使用してメッセージを送信しているため
に、タイプ・ミスや大文字/小文字の違い
が問題となるのです。確かに、「すべて
のメッセージを大文字で記述する」という
「企業標準」を策定することはできます。
しかし、コンパイラでチェックできないた
め、開発者側で覚えなければならない事
項が1つ増えてしまいます。 
元のコードに戻ると、「Strat」という

オブジェクトを送信しようとした場合は
コンパイル・エラーが発生します。一方、
「Strat」という文字列を送信しようとし
た場合はコンパイルは正常に終了しま
すが、何も起こりません（さらに悪いこと
に、HelloActorの単体テストを行った
としても、このエラーを検出することは

できません。エラーが含まれるのはアク
ターではなくクライアント側のコードで
あるからです）。

失敗を修正して再実行
現時点でサンプル・コードには2つの問
題があります。コードの実行が終了しな
いという点と、サンプルが非常に限定的
な内容であるという点です。「Hello」だ
けではなく他の内容も出力したい場合
や、メッセージを何度か繰り返したい場
合など、実現可能な機能強化を行うには
どうすればいいのでしょうか。
1つ目の問題の修正は簡単です。プロ

グラムを終了するためには、Akkaランタ
イムに停止の指示を出す必要がありま
す。HelloActorの作成時に、Akkaラン
タイムは内部的にスレッドのコレクション
を作成しています。次に、メッセージを受
け取ったときに、Akkaランタイムはプー
ルからスレッドを借りて、メッセージをパ

Download all listings in this issue as text

object Main {
  def main(args: Array[String]): Unit = {
    val system = ActorSystem()
    system.actorOf(Props[HelloActor]) ! "Start"
  }
}

class HelloActor extends Actor {
  def receive = {
    case "start" => System.out.println("Hello, Akka!")
  }
}

LISTING 2         
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ラメータとしてHelloActor receive()
メソッドを呼び出し、メソッドの終了時に
スレッドをプールに戻しています。これは
標準的な動作です。アクターが明示的に
独自のスレッドを保持することはありま
せん。
しかし、現時点ではランタイムに停止
を指示していないため、この問題を修正
しましょう。新しいメッセージ型のStop
を作成し、この中でアクターに終了のタ
イミングを指示します。そのために必要
なことは、新しいメッセージ型のStopを
定義し、アクターがそのメッセージを受
け取った際にAkkaランタイムをシャット
ダウンすることだけです（リスト3参照）。
これで、コードの実行時に、アクターが

コンソールへの出力を行った後に全体
が停止するようになりました。では、この
コードで使用されている「context」はど
こから来たのでしょうか。「context」は
Actorから継承しています。すべてのア
クターはAkkaランタイム・コンテキスト
の内部に存在し、そのコンテキストから
必要なさまざまなもの、たとえばAkka
システムへの参照を取得できます。この
Akkaシステムへの参照を利用してAkka
システムをシャットダウンできます。
さて、HelloActorをさらに少し強
化しましょう。メッセージを、「初期化」
シーケンス（Start）、「完了」シーケン
ス（Stop）、さらに追加のデータを運ぶ
「実行」シーケンス（Message）に分解
します（リスト4参照）。
リスト4では、ある重要な点を示
すために、Me s s a g eを継承した
RepeatMessageを作成しています。
この構造は一部のアクター・システムで
は一般的であり、初期のAkkaのサンプ

ル・コードではよく使用されていました。
しかし、このような継承関係は実際の処
理とは関係ないため、Scala 2.9ではこ
の構造について廃止予定の機能が使用
されていることを示す警告が出力され
ます。この警告が出力されないようにす
る場合は、「extends」句（と「override」
句）を削除します。コードの残りの部分は
これまでと同様に動作します。
ところで、Akkaのメッセージには、こ
のままでは気づかない可能性もある重
要な点が1つあります。それは、メッセー
ジを不変（immutable）にする必要があ
るということです。残念ながら、このこと
をコンパイル時に強制的に適用する手
段はありません。ただし、Scalaのケー
ス・クラスおよびケース・オブジェクトはデ
フォルトで不変であるため（明示的に指
定すれば可変にできますが、これは良い
案ではありません）、メッセージ型として
使用する場合にもっとも適しています。
次に、HelloActorがこれらのメッセー

ジに応答するように修正する必要があり
ます（リスト5参照）。
リスト5でも全体的にパターン・マッチ
ングを行っています。パターン・マッチン
グについて不明な点がある場合は、入
手可能なScalaの資料を確認してくだ
さい。コードの残りの部分、すなわちメッ
セージ型に対するマッチングを行った後
の処理は、簡単に理解できるでしょう。最
後ですが、変更後のHelloActorを使用
するためには、クライアント側にも修正
を行う必要があります（リスト6参照）。
ここでもやはり、Akkaの!メソッド

（「tell」スタイルのメッセージ送信とも
呼ばれます）を使用しています。!メソッ
ドでは応答が返されないため、メッセー

ジはファイア・アンド・フォーゲット方式で
配信されます。ファイア・アンド・フォー
ゲット方式はアクターベースのシステ
ムでは最善のアプローチです。応答が
ないということは、クライアント側でブ
ロックが発生しないことを意味するから
です。また、アクターで処理時間が少し
長くかかる場合、たとえば、HelloActor
にRepeatMessage(“Really long 
message here”, 100000)を送信す
る場合も、クライアント側でパフォーマン
ス上の負荷を感じることはありません。
Akkaランタイム内部のメールボックス
（MailBox）にメッセージが格納され、メ

ソッド自体はすぐに制御を返すからです。
上記を踏まえてサンプル・コードのビル

ドと実行を行い、輝かしい結果を楽しん
でください。

次の段階へ
しかし正直なところ、これらの結果を「輝
かしい」と呼ぶのはやや無理があります。
結局のところ、本記事のデモではコン
ソールへの出力しか行っておらず、実際
それほど興奮することではありません。
しかし、デモの背後にある概念は、アク
ターベースのプログラミングにおける基
本的な原則のいくつかを強調したもの
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import akka.actor.{ ActorSystem, Actor, Props }

case object Start
case object Stop

object Main {
  def main(args: Array[String]): Unit = {
    val system = ActorSystem()
    val helloActor = system.actorOf(Props[HelloActor])
    helloActor ! Start
    helloActor ! Stop
  }
}

class HelloActor extends Actor {
  def receive = {
    case Start => System.out.println("Hello, Akka!")
    case Stop => context.system.shutdown()
  }
}

LISTING 3      LISTING 4      LISTING 5      LISTING 6         
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//polyglot programmer / 
です。すなわち、アクターを作成するこ
と、メッセージを送信すること、可変状態
を避けること、共有オブジェクトやリモー
ト・オブジェクトを使用しないことです。
Akkaのアプローチは、Java EEを
扱ってきたプログラマーが精通してい
るプログラミング手法とは異なります。
何よりもまずAkkaを使用して成功を導
くためには、この新しいスタイルとアプ
ローチで考えるように頭の中を組み立て
直すことが必要です。アクターベース・モ
デルの仕組みの心髄を理解するために
知っておくべきことはこれだけです。
ここでAkkaディストリビューションに
含まれる、数学定数Piを計算するサンプ
ルを確認しましょう（リスト7a～7d参
照）。本記事では関係する数学的事項に
ついては解説せず、設計方法のみを取り
上げます。
Piを計算するためのアルゴリズムはと

もかく、ここでもやはり、作業が基本的に
Workerアクターのコレクションに分割
されています。また、それぞれのWorker
アクターにはMasterアクターによって
作業が割り当てられており、Masterアク
ターはそれぞれのWorkerアクターに作
業の一部を割り当てた後、すべての結果
を関係付けて、完全な解答を元のクライ
アントに返しています。
れは一般的な同時実行性の実現パ

ターンであり、マスター/スレーブ・パター
ンと呼ばれることもあります。マスター
/スレーブ・パターンは、当初のApache 
Webサーバーに取り入れられたパター
ンです。その仕組みは、マスターである
軽量のプロセスがポート80でHTTPリ
クエストを受信し、そのリクエストおよ
びすべての必要なコンテキストをスレー

ブ・プロセスに渡して処理させ、その後
ポート80で結果をクライアントに返す
というものでした。また、このパターン
は、SETI@Homeスクリーンセーバーに
も取り入れられています。このスクリー
ンセーバーでは、マスターが、SETI@
Homeにサインアップ済みのクライアン
ト・マシンに対してインターネット経由で
データ一式を渡します。各クライアント
は信号データを分析し、結果をマスター
に返して、さらに多くのデータを処理す
るかを伝達します。

最後に
Akkaランタイムには本記事で説明した
内容以外にも優れた点が多く存在します
が、本記事ではアクターベースのプログ
ラミングに関する基本的な原則について
説明しました。すなわち、アクターを作成
すること、メッセージを送信すること、可
変状態を避けること、共有オブジェクトや
リモート・オブジェクトを使用しないこと
です。 
次回は、本記事で紹介した基本的な

アクター・モデルの他にAkkaでサポー
トされている事項について説明します。
耐障害性を実現する仕組みに関する
Akkaのアクター・モデルである、監視機
能（Supervisor）を取り上げます。もち
ろん、楽しみながら学習するためにAkka
のコードについてもさらに詳しく説明し
ます。 </article>

/**
 * Copyright (C) 2009-2012 Typesafe Inc. <http://www.
typesafe.com>
 */
package akka.tutorial.first.scala

import akka.actor._
import akka.routing.RoundRobinRouter
import akka.util.Duration
import akka.util.duration._

object Pi extends App {

  calculate(nrOfWorkers=4, nrOfElements=10000,
                  nrOfMessages=10000)

  sealed trait PiMessage
  case object Calculate extends PiMessage
  case class Work(start: Int, nrOfElements: Int)
    extends PiMessage
  case class Result(value: Double) extends PiMessage
  case class PiApproximation(pi: Double, duration: Duration)
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