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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外部装置から受信した処理要求を、クラスタメンバを構成するサーバに振り分ける複数
のディスパッチャと、前記ディスパッチャから受信した前記処理要求に基づき、自身が保
存するデータについて処理を実行する複数の前記サーバと、前記サーバが実行した処理結
果を受信する前記外部装置と、を備える分散処理システムであって、
　前記ディスパッチャは、
　前記外部装置から受信した前記処理要求に、前記複数のサーバすべてに対する処理の要
求を示す全サーバ送信フラグが設定されているか否かを判定する第１の構文解析部と、
　前記第１の構文解析部が前記処理要求に前記全サーバ送信フラグが設定されていると判
定した場合に、前記複数のサーバすべてに当該処理要求を配信する要求配信部と、を備え
、
　前記複数のサーバそれぞれは、
　前記サーバそれぞれに割り当てられるデータの担当分と、前記サーバそれぞれの当該担
当分の総和とを示す管理情報を記憶する記憶部と、
　前記ディスパッチャから受信した処理要求に、前記全サーバ送信フラグが設定されてい
るか否かを判定する第２の構文解析部と、
　前記処理要求に示される処理を実行し処理結果を生成する要求処理部と、
　前記第２の構文解析部が前記処理要求に前記全サーバ送信フラグが設定されていると判
定した場合に、前記管理情報を参照し、前記サーバ自身に割り当てられた前記担当分と、
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前記担当分の総和とを示す処理担当情報を生成する処理担当情報生成部と、
　前記処理結果および前記処理担当情報を含む応答メッセージを生成し、前記外部装置に
送信する応答メッセージ生成部と、を備え、
　前記外部装置は、
　前記複数のサーバすべてに対し処理を要求する場合に、前記全サーバ送信フラグを設定
した前記処理要求を前記複数のディスパッチャのいずれかに送信する処理要求送信部と、
　前記複数のサーバそれぞれから受信した前記応答メッセージから前記処理担当情報を抽
出し、前記抽出した処理担当情報に含まれる前記担当分を、受信した各応答メッセージの
すべてについて集計し、当該集計結果が、前記抽出した処理担当情報に含まれる前記担当
分の総和と一致するか否かを判定し、所定の時間内に前記担当分の総和と一致した場合は
前記複数のサーバすべてに対する処理が成功したと判定し、一致しない場合は失敗したと
判定する応答メッセージ集計部と、を備えること
　を特徴とする分散処理システム。
【請求項２】
　前記複数のサーバそれぞれの前記応答メッセージ生成部は、
　前記生成した応答メッセージを、前記外部装置に替えて、前記処理要求を配信したディ
スパッチャに送信し、
　前記ディスパッチャは、
　前記複数のサーバそれぞれから受信した応答メッセージを集約することなく、前記外部
装置に転送すること
　を特徴とする請求項１に記載の分散処理システム。
【請求項３】
　外部装置から受信した処理要求を、クラスタメンバを構成するサーバに振り分ける複数
のディスパッチャと、前記ディスパッチャから受信した前記処理要求に基づき、自身が保
存するデータについて処理を実行する複数の前記サーバと、前記サーバが実行した処理結
果を受信する前記外部装置と、を備える分散処理システムの分散処理方法であって、
　前記外部装置は、
　前記複数のサーバすべてに対し処理を要求する場合に、前記複数のサーバすべてに対す
る処理の要求を示す全サーバ送信フラグを設定した前記処理要求を前記複数のディスパッ
チャのいずれかに送信するステップを実行し、
　前記ディスパッチャは、
　前記外部装置から受信した前記処理要求に、前記全サーバ送信フラグが設定されている
か否かを判定するステップと、
　前記処理要求に前記全サーバ送信フラグが設定されていると判定された場合に、前記複
数のサーバすべてに当該処理要求を配信するステップと、を実行し、
　前記複数のサーバそれぞれは、
　前記サーバそれぞれに割り当てられるデータの担当分と、前記サーバそれぞれの当該担
当分の総和とを示す管理情報を記憶する記憶部を備えており、
　前記ディスパッチャから受信した処理要求に、前記全サーバ送信フラグが設定されてい
るか否かを判定するステップと、
　前記処理要求に示される処理を実行して処理結果を生成するステップと、
　前記処理要求に前記全サーバ送信フラグが設定されていると判定された場合に、前記管
理情報を参照し、前記サーバ自身に割り当てられた前記担当分と、前記担当分の総和とを
示す処理担当情報を生成するステップと、
　前記処理結果および前記処理担当情報を含む応答メッセージを生成し、前記外部装置に
送信するステップと、を実行し、
　前記外部装置は、
　前記複数のサーバそれぞれから受信した前記応答メッセージから前記処理担当情報を抽
出し、前記抽出した処理担当情報に含まれる前記担当分を、受信した各応答メッセージの
すべてについて集計し、当該集計結果が、前記抽出した処理担当情報に含まれる前記担当
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分の総和と一致するか否かを判定し、所定の時間内に前記担当分の総和と一致した場合は
前記複数のサーバすべてに対する処理が成功したと判定し、一致しない場合は失敗したと
判定するステップを実行すること
　を特徴とする分散処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ネットワーク上に分散配置されるサーバをクラスタ化してデータを格納する
分散データベースの技術分野、および、大規模なデータ集合から、所定の条件で所望のデ
ータを取得する検索技術の分野に属する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、クラウドコンピューティングの隆盛に伴い、多量のデータの処理や保持を効率的
に行うことが求められている。そこで、複数のサーバを協調動作させることにより効率的
な処理を実現する分散処理技術が発展している。
【０００３】
　分散処理を行う際には、処理対象（管理対象）のデータを、クラスタを構成する各サー
バ（以下、「クラスタメンバ」または「メンバ」とも称する）に振り分けておく必要があ
る。このとき、クラスタ全体での処理能力を高めるためには、各クラスタメンバが担当す
るデータ数（データ量）は平均化されていることが望ましい。
【０００４】
　代表的なデータの振り分け手法として、各データのｋｅｙをハッシュ関数にかけた値（
以下、「ｈａｓｈ（ｋｅｙ）」と称する）をクラスタメンバ数Ｎで割った余り、すなわち
「ｈａｓｈ（ｋｅｙ） ｍｏｄ Ｎ」を番号として持つクラスタメンバにデータを振り分け
る方法がある。この場合、各クラスタメンバに事前に「０」から「Ｎ－１」までの番号を
割り当てていることが前提となる。このような振り分け方法を用いた場合、クラスタメン
バを追加すると、Ｎの値が変化して、多くのデータについて、担当するクラスタメンバが
変更になるため、担当するデータの再配置が必要になる。
【０００５】
　そこで、クラスタメンバの追加に伴い担当するクラスタメンバが変更になるデータ数を
約１／Ｎに抑える方法として、コンシステントハッシュ（Consistent Hashing）法（非特
許文献１参照）を用いた振り分け手法がある。このコンシステントハッシュ法は、Amazon
 Dynamo（非特許文献２参照）等で用いられる。
【０００６】
　このコンシステントハッシュ法を用いたデータ振り分け手法では、クラスタメンバとデ
ータの双方にＩＤ（IDentifier）を割り当てる（具体的には、ハッシュ関数を用いてハッ
シュ値を計算する）。そして、データのＩＤ（ハッシュ値）から閉じたＩＤ空間（ハッシ
ュ空間：コンシステントハッシュ環）を時計回りに辿った場合に最初に出合ったクラスタ
メンバをそのデータの担当とする。
【０００７】
　図８に示すように、コンシステントハッシュ法では、クラスタメンバ（メンバ「１」～
「４」）とデータ（データ「Ａ」～「Ｄ」。黒丸（●）で表示）の双方にＩＤを割り当て
、データのＩＤからＩＤ空間を時計回りに辿り最初に出合ったクラスタメンバをそのデー
タの担当として決定する。例えば、図８においては、データ「Ａ」は、ＩＤ空間上を時計
回りに辿り最初に出合ったメンバ「１」が担当となる。
【０００８】
　このコンシステントハッシュ法等を用いた従来の分散処理システム１ａは、図９に示す
ように、ロードバランサＢ（Balancer：各図において「Ｂ」と表記）と、複数のディスパ
ッチャＤ（Dispatcher：各図において「Ｄ」と表記）と、複数のプロセッサＰ（Processo
r：各図において「Ｐ」と表記）と、複数のストレージＳ(Storage：各図において「Ｓ」
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と表記）とを含んで構成される。なお、後記するように、プロセッサＰとストレージＳと
で１つのサーバ３（クラスタメンバ）を構成する。
【０００９】
　そして、ロードバランサＢが、外部装置５から入力データを取得し、ラウンドロビン等
により、入力データを複数のディスパッチャＤ（Ｄ１，Ｄ２，Ｄ３）のいずれかに振り分
ける。ここで、図９においては、ロードバランサＢがディスパッチャＤ１に振り分けてい
る。このディスパッチャＤ（Ｄ１，Ｄ２，Ｄ３）は、複数のプロセッサＰ（Ｐ１，Ｐ２，
Ｐ３）に接続されており、ロードバランサＢから取得した入力データにコンシステントハ
ッシュ法を適用して、その入力データの担当となるサーバ３（プロセッサＰとストレージ
Ｓの組）のうちの１つを決定し、その入力データを送信する。続いて、その入力データを
処理したサーバ３から、処理結果としての出力データを、入力データを送信したディスパ
ッチャＤ（Ｄ１）が受信し、そのディスパッチャＤ（Ｄ１）が、ロードバランサＢを経由
して外部装置５に出力データを送信する。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００１０】
【非特許文献１】David karger et al.,“Consistent Hashing and Random Trees:Distri
buted Caching Protocols for Relieving Hot Spots on the World Wide Web”，［onlin
e］，1997，ACM，［平成24年7月17日検索］，インターネット<ＵＲＬ:http://www.akamai
.com/dl/technical_publications/ConsistenHashingandRandomTreesDistributedCachingp
rotocolsforrelievingHotSpotsontheworldwideweb.pdf>
【非特許文献２】Giuseppe DeCandia，et al.，“Dynamo: Amazon’s Highly Available 
Key-value Store,” SOSP’07, October 14-17, 2007, Stevenson, Washington, USA，［
online］、［平成24年7月17日検索］、インターネット<ＵＲＬ:http://www.allthingsdis
tributed.com/files/amazon-dynamo-sosp2007.pdf>
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　ここで、図９に示すような分散処理システム１ａにおいて、複数のサーバ３すべてに対
し一斉に処理を実行させたい場合を考える。この複数のサーバ３すべてに対し一斉に処理
を実行させたい場合とは、例えば、各サーバ３内のデータに関する統計や管理情報を取得
する際に行うデータクラスタへの全件検索、各サーバ３が正常に動作しているかを確認す
るためのサーバ正常性確認コマンド、各サーバ３に処理条件等の情報を登録するための登
録系保守コマンド、処理中の緊急呼の呼数を確認するための緊急呼呼数確認コマンド等を
実行させたい場合である。なお、この複数のサーバ３（クラスタメンバ）すべてに対して
一斉に実行させたい処理を、以下「全サーバ処理」と称する。
【００１２】
　このような全サーバ処理に対し、従来技術では、外部装置５から処理要求をあるディス
パッチャＤが受信すると、そのディスパッチャＤがクラスタを構成するすべてのサーバ３
に対し、その処理要求をする。そして、その処理要求を送信したディスパッチャＤが、各
サーバ３からの処理結果を受信して集約し、すべてのサーバ３からの受信を確認した上で
、外部装置５に対し集約した処理結果を送信する。
【００１３】
　しかしながら、このような従来の処理では、処理要求を各サーバ３に配信するディスパ
ッチャＤが、すべてのサーバ３からの処理結果の受信の有無等の状態を保持したり、処理
結果が受信できなかったサーバ３がある場合のエラー時処理を行ったりする必要がある。
よって、全サーバ処理を実行する際に、ディスパッチャＤの処理負荷が増大する問題があ
る。
【００１４】
　このような背景に鑑みて本発明がなされたのであり、本発明は、分散処理システムを構
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成する複数のサーバすべてに対し一斉に処理を実行させたい場合において、ディスパッチ
ャの処理負荷の増大を抑えることができる、分散処理システムおよび分散処理方法を提供
することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　前記した課題を解決するため、請求項１に記載の発明は、外部装置から受信した処理要
求を、クラスタメンバを構成するサーバに振り分ける複数のディスパッチャと、前記ディ
スパッチャから受信した前記処理要求に基づき、自身が保存するデータについて処理を実
行する複数の前記サーバと、前記サーバが実行した処理結果を受信する前記外部装置と、
を備える分散処理システムであって、前記ディスパッチャが、前記外部装置から受信した
前記処理要求に、前記複数のサーバすべてに対する処理の要求を示す全サーバ送信フラグ
が設定されているか否かを判定する第１の構文解析部と、前記第１の構文解析部が前記処
理要求に前記全サーバ送信フラグが設定されていると判定した場合に、前記複数のサーバ
すべてに当該処理要求を配信する要求配信部と、を備え、前記複数のサーバそれぞれが、
前記サーバそれぞれに割り当てられるデータの担当分と、前記サーバそれぞれの当該担当
分の総和とを示す管理情報を記憶する記憶部と、前記ディスパッチャから受信した処理要
求に、前記全サーバ送信フラグが設定されているか否かを判定する第２の構文解析部と、
前記処理要求に示される処理を実行し処理結果を生成する要求処理部と、前記第２の構文
解析部が前記処理要求に前記全サーバ送信フラグが設定されていると判定した場合に、前
記管理情報を参照し、前記サーバ自身に割り当てられた前記担当分と、前記担当分の総和
とを示す処理担当情報を生成する処理担当情報生成部と、前記処理結果および前記処理担
当情報を含む応答メッセージを生成し、前記外部装置に送信する応答メッセージ生成部と
、を備え、前記外部装置が、前記複数のサーバすべてに対し処理を要求する場合に、前記
全サーバ送信フラグを設定した前記処理要求を前記複数のディスパッチャのいずれかに送
信する処理要求送信部と、前記複数のサーバそれぞれから受信した前記応答メッセージか
ら前記処理担当情報を抽出し、前記抽出した処理担当情報に含まれる前記担当分を、受信
した各応答メッセージのすべてについて集計し、当該集計結果が、前記抽出した処理担当
情報に含まれる前記担当分の総和と一致するか否かを判定し、所定の時間内に前記担当分
の総和と一致した場合は前記複数のサーバすべてに対する処理が成功したと判定し、一致
しない場合は失敗したと判定する応答メッセージ集計部と、を備えることを特徴とする分
散処理システムとした。
【００１６】
　また、請求項３に記載の発明は、外部装置から受信した処理要求を、クラスタメンバを
構成するサーバに振り分ける複数のディスパッチャと、前記ディスパッチャから受信した
前記処理要求に基づき、自身が保存するデータについて処理を実行する複数の前記サーバ
と、前記サーバが実行した処理結果を受信する前記外部装置と、を備える分散処理システ
ムの分散処理方法であって、前記外部装置が、前記複数のサーバすべてに対し処理を要求
する場合に、前記複数のサーバすべてに対する処理の要求を示す全サーバ送信フラグを設
定した前記処理要求を前記複数のディスパッチャのいずれかに送信するステップを実行し
、前記ディスパッチャが、前記外部装置から受信した前記処理要求に、前記全サーバ送信
フラグが設定されているか否かを判定するステップと、前記処理要求に前記全サーバ送信
フラグが設定されていると判定された場合に、前記複数のサーバすべてに当該処理要求を
配信するステップと、を実行し、前記複数のサーバそれぞれが、前記サーバそれぞれに割
り当てられるデータの担当分と、前記サーバそれぞれの当該担当分の総和とを示す管理情
報を記憶する記憶部を備えており、前記ディスパッチャから受信した処理要求に、前記全
サーバ送信フラグが設定されているか否かを判定するステップと、前記処理要求に示され
る処理を実行して処理結果を生成するステップと、前記処理要求に前記全サーバ送信フラ
グが設定されていると判定された場合に、前記管理情報を参照し、前記サーバ自身に割り
当てられた前記担当分と、前記担当分の総和とを示す処理担当情報を生成するステップと
、前記処理結果および前記処理担当情報を含む応答メッセージを生成し、前記外部装置に
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送信するステップと、を実行し、前記外部装置が、前記複数のサーバそれぞれから受信し
た前記応答メッセージから前記処理担当情報を抽出し、前記抽出した処理担当情報に含ま
れる前記担当分を、受信した各応答メッセージのすべてについて集計し、当該集計結果が
、前記抽出した処理担当情報に含まれる前記担当分の総和と一致するか否かを判定し、所
定の時間内に前記担当分の総和と一致した場合は前記複数のサーバすべてに対する処理が
成功したと判定し、一致しない場合は失敗したと判定するステップを実行することを特徴
とする分散処理方法とした。
【００１７】
　このようにすることで、処理要求を送信した外部装置が、各サーバそれぞれから応答メ
ッセージを受信し、その応答メッセージから処理担当情報を抽出して集計することにより
、全サーバ処理が成功した否かを判定することができる。よって、各サーバに処理要求を
配信したディスパッチャが、各サーバの処理状態等を保持する必要がないため、ディスパ
ッチャの処理負荷の増大を抑えることができる。
【００１８】
　請求項２に記載の発明は、前記複数のサーバそれぞれの前記応答メッセージ生成部が、
前記生成した応答メッセージを、前記外部装置に替えて、前記処理要求を配信したディス
パッチャに送信し、前記ディスパッチャが、前記複数のサーバそれぞれから受信した応答
メッセージを集約することなく、前記外部装置に転送することを特徴とする請求項１に記
載の分散処理システムとした。
【００１９】
　このようにすることによっても、各サーバに処理要求を配信したディスパッチャが、各
サーバの処理状態等を保持する必要がないため、ディスパッチャの処理負荷の増大を抑え
ることができる。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、分散処理システムを構成する複数のサーバすべてに対し一斉に処理を
実行させたい場合において、ディスパッチャの処理負荷の増大を抑える、分散処理システ
ムおよび分散処理方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本実施形態に係る分散処理システムの全体構成を示す図である。
【図２】本実施形態に係る分散処理システムの内部構成と処理概要を説明するための図で
ある。
【図３】本実施形態に係るディスパッチャの構成例を示す機能ブロック図である。
【図４】本実施形態に係るＩＤ空間管理情報のデータ構成の一例を示す図である。
【図５】本実施形態に係るサーバの構成例を示す機能ブロック図である。
【図６】本実施形態に係る外部装置の構成例を示す機能ブロック図である。
【図７】本実施形態に係る分散処理システムにおいて、全サーバ処理を実行する場合の処
理の流れを示すシーケンス図である。
【図８】コンシステントハッシュ法のデータ振り分け手法を説明するための図である。
【図９】従来の分散処理システムの構成と処理の流れを説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　次に、本発明を実施するための形態（以下、「本実施形態」という）における分散処理
システム１等について説明する。
【００２３】
＜システム構成＞
　図１は、本実施形態に係る分散処理システム１の全体構成を示す図である。
　図１に示すように、分散処理システム１は、クラスタシステム２が、ネットワークを介
して、外部装置５に接続されて構成される。そして、クラスタシステム２は、外部装置５
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からの処理要求データを受け取り、クラスタシステム２内でデータの全件検索や、クラス
タシステム２を構成するサーバ３（後記する図２参照）の正常性確認等の全サーバ処理を
実行し、その処理結果を含む応答データを、外部装置５に送信する。
【００２４】
　図２は、本実施形態に係る分散処理システム１の内部構成と処理概要を説明するための
図である。
　図２に示すように、本分散処理システム１は、外部装置５とクラスタシステム２とを備
える。そして、クラスタシステム２は、ロードバランサＢと、複数のディスパッチャＤ（
Ｄ１，Ｄ２，Ｄ３）と、複数のプロセッサＰ（Ｐ１，Ｐ２，Ｐ３）と、複数のストレージ
Ｓ（Ｓ１，Ｓ２，Ｓ３）とを含んで構成される。なお、本実施形態においては、このプロ
セッサＰとストレージＳとの組で、１つのサーバ３を構成するものとして説明する。
【００２５】
　外部装置５は、各サーバ３（クラスタメンバ）に対する、データ検索や登録、変更のた
めの入力データを、クラスタシステム２のロードバランサＢに送信する処理を行うととも
に、前記したような全サーバ処理の要求を送信する際には、その処理要求に「全サーバ送
信フラグ」を設定してクラスタシステム２のロードバランサＢに送信する。
【００２６】
　ロードバランサＢは、外部装置５から処理要求を取得し、ラウンドロビン等により、取
得した処理要求を複数のディスパッチャＤ（Ｄ１，Ｄ２，Ｄ３）のいずれかに振り分ける
。
【００２７】
　各ディスパッチャＤ（Ｄ１，Ｄ２，Ｄ３）は、複数のプロセッサＰ（Ｐ１，Ｐ２，Ｐ３

）と接続されており、ロードバランサＢから取得した処理要求を、プロセッサＰ（Ｐ１，
Ｐ２，Ｐ３）のいずれかに振り分ける。このディスパッチャＤは、処理要求を解析し、「
全サーバ送信フラグ」が設定されていなければ、コンシステントハッシュを適用してハッ
シュ関数により、データの格納先であるサーバ３（プロセッサＰとストレージＳとの組）
の１つを決定し、その処理要求を送信する。また、処理要求を送信したサーバ３から処理
結果を受信した場合には、そのディスパッチャＤは、ロードバランサＢを介して外部装置
５にその処理結果を送信する。
　なお、本実施形態においては、ＩＤ空間（コンシステントハッシュ環）におけるサーバ
およびデータのＩＤ（ハッシュ値）の配置の偏りを解消するため、１つのクラスタメンバ
から複数のＩＤ（ハッシュ値）を算出し、ＩＤ空間（コンシステントハッシュ環）上に仮
想サーバを配置するものとする。これにより、各サーバ３（クラスタメンバ）の担当する
データ数を均等化し、各サーバ３の負荷を均等にすることができる。
【００２８】
　また、ディスパッチャＤは、処理要求を解析し、「全サーバ送信フラグ」が設定されて
いる場合には、全サーバ処理を実行するため、クラスタシステム２内のすべてのサーバ３
に受信した処理要求を配信する。
　なお、ディスパッチャＤの詳細な構成と処理については、後記する。
【００２９】
　プロセッサＰは、複数のディスパッチャＤ（Ｄ１，Ｄ２，Ｄ３）と自身が制御するスト
レージＳとに接続されており、いずれかのディスパッチャＤから処理要求を受信し、その
処理要求を解析し、ストレージＳに新規データを保存したり、既存データを更新したり、
データの検索処理をしたり、サーバ正常性確認コマンドや保守コマンド、緊急呼呼数確認
コマンド等を実行する。
　また、プロセッサＰは、受信した処理要求に「全サーバ送信フラグ」が設定されている
場合には、処理結果を、処理要求を送信してきたディスパッチャＤではなく、外部装置５
に直接送信する。このときプロセッサＰは、そのサーバ３自身に割り当てられたデータの
担当分として、ＩＤ空間上で担当する領域を示す情報（後記する「処理担当情報」）を付
した処理結果を、応答メッセージとして外部装置５に送信する。
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【００３０】
　ストレージＳは、データを保存する記憶手段であり、プロセッサＰにより、ストレージ
Ｓに保存されるデータの登録、更新、検索等が制御される。
【００３１】
　なお、ディスパッチャＤ（Ｄ１，Ｄ２，Ｄ３）、プロセッサＰ（Ｐ１，Ｐ２，Ｐ３）、
ストレージＳ（Ｓ１，Ｓ２，Ｓ３）それぞれは、図２に図示した３つの装置に限定されず
、複数の装置であればよい。
【００３２】
＜概要＞
　次に、図２を参照して、本実施形態に係る分散処理システム１が行う処理の概要につい
て説明する。
　まず、外部装置５は、「全サーバ送信フラグ」を設定した処理要求をロードバランサＢ
に送信する（ステップＳ１）。
【００３３】
　ロードバランサＢは、外部装置５から処理要求を取得すると、ラウンドロビン等により
その処理要求を複数のディスパッチャＤ（Ｄ１，Ｄ２，Ｄ３）のいずれかに振り分ける（
ステップＳ２）。ここでは、ロードバランサＢにより、ディスパッチャＤ１が振り分け先
として決定され、ディスパッチャＤ１に処理要求が送信されたものとする。
【００３４】
　次に、ディスパッチャＤ（Ｄ１）は、処理要求を解析し、「全サーバ送信フラグ」が設
定されていることから、クラスタシステム２内のすべてのサーバ３、具体的には、プロセ
ッサＰ（Ｐ１，Ｐ２，Ｐ３）に対し、その処理要求を送信する（ステップＳ３）。
【００３５】
　各プロセッサＰ（Ｐ１，Ｐ２，Ｐ３）は、処理要求を受信すると、その処理要求に示さ
れる処理を実行し処理結果を取得する。また、各プロセッサＰ（Ｐ１，Ｐ２，Ｐ３）は、
その処理要求を受信した際に、「全サーバ送信フラグ」が設定されているか否かを判定す
る。そして、各プロセッサＰ（Ｐ１，Ｐ２，Ｐ３）は、「全サーバ送信フラグ」が設定さ
れている場合には、処理結果にサーバ３自身がＩＤ空間上で担当する領域を示す情報（「
処理担当情報」）を付して、応答メッセージを生成する（ステップＳ４）。例えば、各プ
ロセッサＰ（Ｐ１，Ｐ２，Ｐ３）は、全ＩＤ空間分をｂｉｔ列として設定し、そのｂｉｔ
列の中で、自身の仮想サーバが担当するＩＤ空間（コンシステントハッシュ環）の領域に
「１」を設定した処理担当情報を処理結果に付した応答メッセージを生成する。
【００３６】
　次に、各プロセッサＰ（Ｐ１，Ｐ２，Ｐ３）は、生成した応答メッセージを、ネットワ
ークを介して直接外部装置５に送信する（ステップＳ５）。
【００３７】
　外部装置５は、各プロセッサＰ（Ｐ１，Ｐ２，Ｐ３）それぞれから処理要求に対する応
答メッセージを受信する。そして、外部装置５は、受信した応答メッセージに付された処
理担当情報を集計し、全ＩＤ空間分のｂｉｔ列がすべて「１」となった場合に、全サーバ
処理が成功したと判定し、全ＩＤ空間分のｂｉｔ列のいずれかが「１」とならなかった場
合に、全サーバ処理が失敗したと判定する（ステップＳ６）。
【００３８】
　このようにすることで、本実施形態に係る分散処理システム１および分散処理方法によ
れば、外部装置５がクラスタシステム２内のサーバ３（クラスタメンバ）の構成を知らな
くても、分散処理システム１を構成する複数のサーバ３すべてに対し処理を実行させるこ
とができる。そして、外部装置５は、処理担当情報を集計することにより、全サーバ処理
が成功した否かを判定することができる。さらに、本分散処理システム１および分散処理
方法によれば、各サーバ３に処理要求を配信したディスパッチャＤが、全サーバ処理の状
態等を保持する必要がないため、ディスパッチャＤの処理負荷の増大を抑えることができ
る。
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【００３９】
＜各装置の構成＞
　以下、本実施形態に係る分散処理システム１を構成する各装置の構成例について、具体
的に説明する。
【００４０】
　≪ロードバランサＢ≫
　ロードバランサＢは、ネットワークを介して接続される外部装置５からの処理要求等を
受け付け、ラウンドロビン等により、その処理要求等を、クラスタシステム２内の複数の
ディスパッチャＤのいずれかに振り分ける装置である。そして、このロードバランサＢは
、制御部、入出力部、メモリ部および記憶部（いずれも不図示）を含んで構成される。
【００４１】
　≪ディスパッチャＤ≫
　次に、ディスパッチャＤの構成例について説明する。図３は、本実施形態に係るディス
パッチャＤの構成例を示す機能ブロック図である。
　ディスパッチャＤは、ロードバランサＢおよび複数のプロセッサＰ（Ｐ１，Ｐ２，Ｐ３

）と通信可能に接続され、ロードバランサＢから取得した処理要求を、プロセッサＰ（Ｐ

１，Ｐ２，Ｐ３）に振り分ける装置であり、図３に示すように、制御部１１０と、入出力
部１２０と、メモリ部１３０と、記憶部１４０とを含んで構成される。
【００４２】
　入出力部１２０は、ロードバランサＢや、各プロセッサＰ（Ｐ１，Ｐ２，Ｐ３）との間
の情報の入出力を行う。例えば、入出力部１２０は、ロードバランサＢが送信した処理要
求を受信し、各プロセッサＰに対し、その処理要求の送信を行う。また、入出力部１２０
は、ストレージＳに保存されるデータ等の検索結果や、ストレージＳへの登録、変更等の
処理結果を出力データとしてプロセッサＰから受信し、ロードバランサＢに対して送信す
る等の処理を行う。
　また、この入出力部１２０は、通信回線を介して情報の送受信を行う通信インタフェー
スと、不図示のキーボード等の入力手段やモニタ等の出力手段等との間で入出力を行う入
出力インタフェースとから構成される。
【００４３】
　制御部１１０は、ディスパッチャＤ全体の制御を司り、情報受信部１１１と、構文解析
部１１２（第１の構文解析部）と、振り分け処理部１１３と、要求配信部１１４と、情報
送信部１１５とを含んで構成される。なお、この制御部１１０は、例えば、記憶部１４０
に格納されたプログラムをＣＰＵ（Central Processing Unit）がメモリ部１３０である
ＲＡＭ（Random Access Memory）に展開し実行することで実現される。
【００４４】
　情報受信部１１１は、入出力部１２０を介して、ロードバランサＢからの処理要求や、
プロセッサＰからの出力データを取得する。
【００４５】
　構文解析部１１２（第１の構文解析部）は、情報受信部１１１から処理要求を受け取り
、その処理要求を解析し、「全サーバ送信フラグ」が設定されているか否かを判定する。
そして、構文解析部１１２は、「全サーバ送信フラグ」が設定されていないと判定した場
合には、その処理要求を振り分け処理部１１３に引き渡す。一方、構文解析部１１２は、
「全サーバ送信フラグ」が設定されていると判定した場合には、その処理要求を要求配信
部１１４に引き渡す。
【００４６】
　振り分け処理部１１３は、構文解析部１１２から、「全サーバ送信フラグ」が設定され
ていない処理要求を受け取る。振り分け処理部１１３は、予め設定されたハッシュ関数を
用いて、処理要求に示される入力データのハッシュ値を計算する。そして、振り分け処理
部１１３は、計算したハッシュ値に基づき、記憶部１４０に記憶されたＩＤ空間管理情報
１００（後記する図４）を参照し、振り分け先となるＩＤ空間（コンシステントハッシュ
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環）上の仮想ノードを決定する。続いて、振り分け処理部１１３は、決定した仮想ノード
の基となるサーバ３（プロセッサＰとストレージＳとの組）を、振り分け先のサーバ３と
して選択する。振り分け処理部１１３は、その選択したサーバ３に対して、処理要求を、
情報送信部１１５を介して送信する。
　また、振り分け処理部１１３は、各サーバ３から処理要求に対する処理結果である出力
データを受信すると、ロードバランサＢにその処理結果を送信する。
【００４７】
　図４は、本実施形態に係るＩＤ空間管理情報１００（管理情報）のデータ構成の一例を
示す図である。
　図４に示すように、ＩＤ空間管理情報１００は、仮想ノードＩＤ１０１、物理ノードＩ
Ｄ１０２、ハッシュ値１０３のデータ項目を含んで構成される。
【００４８】
　ここで、仮想ノードＩＤ１０１は、本分散処理システム１内において仮想ノードを特定
するための固有な番号である。例えば、図４に示す、仮想ノードＩＤ１０１の「２－７」
は、仮想ノードの基となる物理ノードのＩＤ（物理ノードＩＤ１０２）と、当該物理ノー
ドにおける仮想ノードの固有な番号のうちの１つ（ここでは、「７」番）との組により構
成される。
【００４９】
　物理ノードＩＤ１０２は、処理要求に示される入力データの振り分け先となるサーバ３
（プロセッサＰとストレージＳとの組）を、本分散処理システム１内において特定するた
めの固有な番号である。例えば、図４に示すように、物理ノードＩＤ１０２として「２」
が設定される。
　なお、この仮想ノードＩＤ１０１および物理ノードＩＤ１０２は、本分散処理システム
１内において、一意に特定されるＩＤであればよく、図４に示した表記方法に限定される
ものではない。
【００５０】
　ハッシュ値１０３は、ＩＤ空間（コンシステントハッシュ環）において、仮想ノードが
担当する領域を特定するためのものであり、例えば、「０」から順に「９９９９」までの
いずれかの値が格納される。
　例えば、図４に示す、第１行目のハッシュ値１０３が「５６」の場合は、仮想ノードＩ
Ｄ１０１が「２－７」の仮想ノードのＩＤ空間（コンシステントハッシュ環）における入
力データの担当領域が、「０」～「５６」であることを示す。また、第２行目のハッシュ
値１０３が「１７２」の場合は、仮想ノードＩＤ１０１が「５－９６」の仮想ノードのＩ
Ｄ空間（コンシステントハッシュ環）における入力データの担当領域が、１つ前の行のハ
ッシュ値１０３の値に「１」をプラスした「５７」～「１７２」であることを示す。
【００５１】
　各ディスパッチャＤ（Ｄ１，Ｄ２，Ｄ３）および各サーバ３（具体的には、ストレージ
Ｓ）は、このＩＤ空間管理情報１００の各データ項目である、仮想ノードＩＤ１０１、物
理ノードＩＤ１０２およびハッシュ値１０３について、すべて共通の値が格納されたＩＤ
空間管理情報１００を備えている。
【００５２】
　図３に戻り、要求配信部１１４は、構文解析部１１２から、「全サーバ送信フラグ」が
設定されている処理要求を受け取ると、その処理要求をクラスタシステム２内のすべての
プロセッサＰ（Ｐ１，Ｐ２，Ｐ３）それぞれに配信する。
【００５３】
　情報送信部１１５は、振り分け処理部１１３が決定した振り分け先となるプロセッサＰ
に対して処理要求を送信したり、要求配信部１１４の制御によりすべてのプロセッサＰに
対して処理要求を送信したりする。また、情報送信部１１５は、プロセッサＰから受信し
た処理結果等の出力データを、ロードバランサＢに送信する等の制御を行う。
【００５４】
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　メモリ部１３０は、ＲＡＭ等の一次記憶装置からなり、制御部１１０によるデータ処理
に必要な情報を一時的に記憶している。
【００５５】
　記憶部１４０は、ハードディスクやフラッシュメモリ等の記憶装置からなり、前記した
ＩＤ空間管理情報１００（図４参照：管理情報）を記憶する。また、記憶部１４０は、ロ
ードバランサＢや、自身以外の各ディスパッチャＤ、各プロセッサＰのアドレス（ＩＰア
ドレス）等を記憶する。
【００５６】
　≪サーバ≫
　次に、サーバ３の構成例について説明する。図５は、本実施形態に係るサーバ３の構成
例を示す機能ブロック図である。
　サーバ３は、複数のディスパッチャＤ（Ｄ１，Ｄ２，Ｄ３）および外部装置５と通信可
能に接続され、制御部３１０と、入出力部３２０と、メモリ部３３０と、記憶部３４０と
を含んで構成される。なお、このサーバ３の構成のうち、制御部３１０、入出力部３２０
およびメモリ部３３０がプロセッサＰ（図２参照）に相当し、記憶部３４０がストレージ
Ｓ（図２参照）に相当する。
【００５７】
　入出力部３２０は、各ディスパッチャＤ（Ｄ１，Ｄ２，Ｄ３）や外部装置５との間の情
報の入出力を行う。例えば、入出力部３２０は、ディスパッチャＤが送信した処理要求を
受信し、その処理要求に基づく処理をした結果（処理結果）を出力データとして、そのデ
ィスパッチャＤに送信する。また、入出力部３２０は、その処理要求に、「全サーバ送信
フラグ」が付されている場合には、後記する応答メッセージ生成部３１５が生成した応答
メッセージを外部装置５に送信する。
　また、この入出力部３２０は、通信回線を介して情報の送受信を行う通信インタフェー
スと、不図示のキーボード等の入力手段やモニタ等の出力手段等との間で入出力を行う入
出力インタフェースとから構成される。
【００５８】
　制御部３１０は、サーバ３全体の制御を司り、情報受信部３１１と、構文解析部３１２
（第２の構文解析部）と、要求処理部３１３と、処理担当情報生成部３１４と、応答メッ
セージ生成部３１５と、情報送信部３１６とを含んで構成される。なお、この制御部３１
０は、例えば、記憶部３４０に格納されたプログラムをＣＰＵがメモリ部３３０であるＲ
ＡＭに展開し実行することで実現される。
【００５９】
　情報受信部３１１は、入出力部３２０を介して、各ディスパッチャＤ（Ｄ１，Ｄ２，Ｄ

３）からの処理要求等を取得する。
【００６０】
　構文解析部３１２（第２の構文解析部）は、情報受信部３１１から処理要求を受け取り
、その処理要求を解析し、「全サーバ送信フラグ」が設定されているか否かを判定する。
そして、構文解析部３１２は、「全サーバ送信フラグ」が設定されていないと判定した場
合には、その処理要求を要求処理部３１３に引き渡す。一方、構文解析部３１２は、「全
サーバ送信フラグ」が設定されていると判定した場合には、その処理要求を要求処理部３
１３に引き渡すと共に、処理担当情報生成部３１４を起動させる。
【００６１】
　要求処理部３１３は、「全サーバ送信フラグ」が設定されていない処理要求を受け取る
と、その処理要求に従い、記憶部３４０（ストレージＳ）に対し、新規データを保存、既
存データを更新、データの検索等の処理を実行する。そして、要求処理部３１３は、その
処理結果を、情報送信部３１６を介して、処理要求を送信してきたディスパッチャＤに送
信する。
【００６２】
　また、要求処理部３１３は、「全サーバ送信フラグ」が設定されている処理要求を受け
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取ると、その処理要求に従い、サーバ３自身の記憶部３４０（ストレージＳ）に記憶した
データへの全件検索、サーバ正常性確認コマンド、処理条件等の情報を登録するための登
録系保守コマンド、緊急呼呼数確認コマンド等の処理（全サーバ処理のうちの当該サーバ
３の処理）を実行する。そして、要求処理部３１３は、その処理結果を、応答メッセージ
生成部３１５に引き渡す。
【００６３】
　処理担当情報生成部３１４は、構文解析部３１２が受信した処理要求に「全サーバ送信
フラグ」が設定されていると判定したことを契機に起動されると、記憶部３４０（ストレ
ージＳ）に記憶されたＩＤ空間管理情報１００（管理情報）を参照し、そのサーバ３自身
に割り当てられたデータの担当分として、ＩＤ空間（コンシステントハッシュ環）におい
て担当する領域を示す処理担当情報を生成する。
　この処理担当情報は、例えば、サーバそれぞれの担当分の総和である全ＩＤ空間をｂｉ
ｔ列として設定し、そのｂｉｔ列の中で、そのサーバ３自身が担当するＩＤ（ハッシュ値
）に対応するｂｉｔの位置に「１」が設定される。具体的には、ＩＤ空間（コンシステン
トハッシュ環）において、ハッシュ値が「０」～「９９９９」まで設定されている場合に
、当該処理担当情報生成部３１４は、「０」～「９９９９」のハッシュ値に１対１で対応
するｂｉｔ列を生成し、ＩＤ空間管理情報１００を参照して、サーバ３自身の仮想ノード
が担当するＩＤ空間（コンシステントハッシュ環）の領域（すなわち、サーバ３自身の仮
想ノードの行の１つ前の行のハッシュ値１０３の値に「１」をプラスした値から、サーバ
３自身の仮想ノードのハッシュ値１０３の値までの領域）に対応するｂｉｔ列の位置に「
１」を設定して、処理担当情報を生成する。そして、処理担当情報生成部３１４は、生成
した処理担当情報を、応答メッセージ生成部３１５に引き渡す。
【００６４】
　応答メッセージ生成部３１５は、要求処理部３１３から処理結果を受け取り、処理担当
情報生成部３１４から処理担当情報を受け取る。応答メッセージ生成部３１５は、受け取
った処理結果と処理担当情報とを含む応答メッセージを生成する。そして、応答メッセー
ジ生成部３１５は、受信した処理要求に示される外部装置５のアドレス情報（ＩＰアドレ
ス等）に基づき、その外部装置５に対し応答メッセージを送信する。
【００６５】
　情報送信部３１６は、処理要求を送信してきたディスパッチャＤ（Ｄ１，Ｄ２，Ｄ３）
に対し要求処理部３１３が処理した処理結果を送信したり、応答メッセージ生成部３１５
が生成した応答メッセージを外部装置５に送信したりする。
【００６６】
　メモリ部３３０は、ＲＡＭ等の一次記憶装置からなり、制御部３１０によるデータ処理
に必要な情報を一時的に記憶している。
【００６７】
　記憶部３４０（ストレージＳ）は、ハードディスクやフラッシュメモリ等の記憶装置か
らなり、前記したＩＤ空間管理情報１００（図４参照：管理情報）等を記憶する。
【００６８】
　≪外部装置≫
　次に、外部装置５の構成例について説明する。図６は、本実施形態に係る外部装置５の
構成例を示す機能ブロック図である。なお、図６においては、制御部、入出力部、メモリ
部および記憶部の図示を省略し、外部装置５の特徴となる機能を示す制御部内の処理要求
送信部５１１と応答メッセージ集計部５１２とを記載している。
【００６９】
　処理要求送信部５１１は、クラスタシステム２（ロードバランサＢ）に処理要求を送信
する。そして、この処理要求送信部５１１は、その処理要求が、クラスタシステム２内の
すべてのサーバ３（クラスタメンバ）に対する、全件検索、サーバ正常性確認コマンド、
登録系保守コマンド、緊急呼呼数確認コマンド等の処理（全サーバ処理）である場合に、
「全サーバ送信フラグ」を設定した処理要求をクラスタシステム２内のロードバランサＢ
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に送信する。
【００７０】
　応答メッセージ集計部５１２は、クラスタシステム２内の各サーバ３（プロセッサＰ（
Ｐ１，Ｐ２，Ｐ３））それぞれから応答メッセージを受信する。そして、応答メッセージ
集計部５１２は、その応答メッセージに含まれる処理担当情報を抽出し、各サーバ３から
の処理担当情報（当該サーバの担当分）を集計して、その集計結果が、すべてのサーバ３
の担当分の総和と一致するか否かで、すべてのサーバ３から応答メッセージを受信したか
否かを判定する。
　応答メッセージ集計部５１２によるこの判定は、例えば、処理担当情報としてそのサー
バ３の担当分が示されたｂｉｔ列を、各サーバ３から受信した応答メッセージのすべてに
ついてｏｒ演算し、ＩＤ空間（コンシステントハッシュ環）の領域（担当分の総和）に対
応するｂｉｔ列がすべて「１」であるときに、すべてのサーバ３からの応答メッセージを
受信した、つまり、全サーバ処理が成功したと判定する。一方、応答メッセージ集計部５
１２は、所定の時間内に、ｂｉｔ列がすべて「１」とならなかった場合に、全サーバ処理
が失敗したと判定する。
　なお、この所定の時間内とは、例えば、外部装置５の処理要求送信部５１１が、全サー
バ処理の処理要求を送信してから所定の時間内であってもよいし、全サーバ処理の処理要
求を送信後、最初または直前の応答メッセージを受信してから所定の時間内であってもよ
い。
【００７１】
＜分散処理システムの処理の流れ＞
　次に、本実施形態に係る分散処理システム１において、全サーバ処理を実行する場合の
処理の流れについて説明する。
【００７２】
　図７は、本実施形態に係る分散処理システム１において、全サーバ処理を実行する場合
の処理の流れを示すシーケンス図である。
【００７３】
　まず、外部装置５の処理要求送信部５１１は、全サーバ処理の実行を要求する処理要求
に「全サーバ送信フラグ」を設定し、その処理要求をクラスタシステム２のロードバラン
サＢに送信する（ステップＳ１０）。
【００７４】
　ロードバランサＢは、外部装置５から処理要求を取得すると、ラウンドロビン等により
その処理要求を複数のディスパッチャＤ（Ｄ１，Ｄ２，Ｄ３）のいずれかに振り分ける（
ステップＳ１１）。ここでは、ロードバランサＢにより、ディスパッチャＤ１が振り分け
先として決定され、ディスパッチャＤ１に処理要求が送信されたものとする。
【００７５】
　処理要求を受信するとディスパッチャＤ（Ｄ１）の構文解析部１１２は、その処理要求
を解析し、「全サーバ送信フラグ」が設定されているか否かを判定する。ここで、ディス
パッチャＤ（Ｄ１）の構文解析部１１２は、受信した処理要求に「全サーバ送信フラグ」
が設定されていると判定する（ステップＳ１２）。
【００７６】
　次に、ディスパッチャＤ（Ｄ１）の要求配信部１１４は、その処理要求を、クラスタシ
ステム２内のすべてのサーバ３（＃１，＃２，＃３）、具体的には、すべてのプロセッサ
Ｐ（Ｐ１，Ｐ２，Ｐ３）に送信する（ステップＳ１３）。
【００７７】
　処理要求を受信すると各サーバ３（＃１，＃２，＃３）の構文解析部３１２は、その処
理要求を解析し、「全サーバ送信フラグ」が設定されているか否かを判定する。ここで、
各サーバ３（＃１，＃２，＃３）の構文解析部３１２は、受信した処理要求に「全サーバ
送信フラグ」が設定されていると判定する（ステップＳ１４）。また、構文解析部３１２
は、処理担当情報生成部３１４を起動させる。
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【００７８】
　続いて、各サーバ３（＃１，＃２，＃３）の要求処理部３１３が、その処理要求に示さ
れる処理を実行し処理結果を取得する（ステップＳ１５）。
【００７９】
　そして、各サーバ３（＃１，＃２，＃３）の処理担当情報生成部３１４が、記憶部３４
０（ストレージＳ）に記憶されたＩＤ空間管理情報１００（図４）を参照し、そのサーバ
３自身がＩＤ空間（コンシステントハッシュ環）において担当する領域を示す担当処理情
報を生成する（ステップＳ１６）。ここで、処理担当情報生成部３１４は、例えば、全Ｉ
Ｄ空間をｂｉｔ列として設定し、そのｂｉｔ列の中で、そのサーバ３自身が担当するＩＤ
（ハッシュ値）に対応するｂｉｔの位置に「１」を設定した処理担当情報を生成する。
【００８０】
　次に、各サーバ３（＃１，＃２，＃３）の応答メッセージ生成部３１５は、要求処理部
３１３から処理結果を受け取り、処理担当情報生成部３１４から処理担当情報を受け取っ
て、その処理結果と処理担当情報とを含む応答メッセージを生成する。そして、応答メッ
セージ生成部３１５は、生成した応答メッセージを、ネットワークを介して外部装置５に
送信する（ステップＳ１７）。
【００８１】
　外部装置５は、各サーバ３（＃１，＃２，＃３）から応答メッセージを受信する。そし
て、外部装置５の応答メッセージ集計部５１２は、受信した応答メッセージから処理担当
情報を抽出し、各サーバ３からの処理担当情報を集計して（ステップＳ１８）、クラスタ
システム２内の全てのサーバから応答メッセージを受信したか否かを判定する。
　具体的には、応答メッセージ集計部５１２は、受信した応答メッセージに処理担当情報
として付されたｂｉｔ列をｏｒ演算し、ＩＤ空間（コンシステントハッシュ環）の領域に
対応するｂｉｔ列がすべて「１」であるときに、すべてのサーバ３からの応答メッセージ
を受信した、つまり、全サーバ処理が成功したと判定する。一方、応答メッセージ集計部
５１２は、所定の時間内に、ｂｉｔ列がすべて「１」とならなかった場合に、全サーバ処
理に失敗したと判定する。
【００８２】
　このようにすることで、本実施形態に係る分散処理システム１および分散処理方法によ
れば、外部装置５がクラスタシステム２内のサーバ３（クラスタメンバ）の構成を知らな
くても、処理要求を送信した外部装置５が、各サーバ３それぞれから処理担当情報を取得
し集計することにより、全サーバ処理が成功した否かを判定することができる。そして、
本分散処理システム１および分散処理方法によれば、各サーバ３に処理要求を配信したデ
ィスパッチャＤが、全サーバ処理の状態等を保持する必要がないため、ディスパッチャＤ
の処理負荷の増大を抑えることができる。
【００８３】
＜変形例１＞
　本実施形態に係る分散処理システム１および分散処理方法においては、ディスパッチャ
Ｄから「全サーバ送信フラグ」が設定された処理要求を受信した各プロセッサＰ（Ｐ１，
Ｐ２，Ｐ３）が、処理結果と処理担当情報とを含む応答メッセージを直接外部装置５に送
信するものとして説明した。
　これに対し、各プロセッサＰ（Ｐ１，Ｐ２，Ｐ３）は、処理結果と処理担当情報とを含
む応答メッセージを、処理要求を送信してきたディスパッチャＤに返信し、そのディスパ
ッチャＤがロードバランサＢを介して外部装置５に送信するようにしてもよい。
【００８４】
　この場合において、ディスパッチャＤは、各プロセッサＰ（Ｐ１，Ｐ２，Ｐ３）からの
応答メッセージを集約することなく、受信した応答メッセージをそのままロードバランサ
Ｂに転送する。また、ロードバランサＢもディスパッチャＤから応答メッセージを受信す
ると、集約することなく外部装置５に転送する。
【００８５】
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　このようにすることで、本実施形態に係る変形例１においても、本実施形態と同様に、
ディスパッチャＤが全サーバ処理の状態等を保持する必要がないため、ディスパッチャＤ
の処理負荷の増大を抑えることができる。
【００８６】
＜変形例２＞
　本実施形態に係る分散処理システム１および分散処理方法においては、コンシステント
ハッシュ法に基づくクラスタシステム２を前提に説明を行った。しかしながら、本発明は
、これに限定されず、保存したいデータ（値：value）に対し一意の標識（key）を設定し
て保存するＫＶＳ（Key Value Store）を採用するクラスタシステムであればよい。
【００８７】
　その場合、総数Ｎ個（担当分の総和）のサーバ（プロセッサＰ）に対し、「０」～「Ｎ
－１」の番号を付し、各サーバは、処理結果に、そのサーバ自身に付された番号（「０」
～「Ｎ－１」うちの１つであり、当該サーバの担当分を示す）とサーバ総数Ｎとを付して
応答メッセージを生成し、外部装置５に送信すればよい。
【００８８】
　外部装置５は、各サーバそれぞれから応答メッセージを受け取り、「０」～「Ｎ－１」
の番号のすべてがそろったか否かで、クラスタシステム内の全てのサーバから応答メッセ
ージを受信したか否か、つまり、全サーバ処理が成功したか否かを判定する。
【００８９】
　このようにすることで、分散処理システムを構成する複数のサーバすべてに対し一斉に
処理を実行させたい場合において、従来、各サーバに処理要求を配信するディスパッチャ
Ｄでなければ、全サーバ処理が成功したか否かを判定できなかったものを、ディスパッチ
ャＤによらず、処理要求を送信した外部装置５において判定できる。よって、ディスパッ
チャＤが全サーバ処理の状態等を保持する必要がなく、ディスパッチャＤの処理負荷の増
大を抑えることができる。
【符号の説明】
【００９０】
　１，１ａ　分散処理システム
　２　　　クラスタシステム
　３　　　サーバ
　５　　　外部装置
　１００　ＩＤ空間管理情報（管理情報）
　１１０，３１０　制御部
　１１１，３１１　情報受信部
　１１２，３１２　構文解析部
　１１３　振り分け処理部
　１１４　要求配信部
　１１５，３１６　情報送信部
　１２０，３２０　入出力部
　１３０，３３０　メモリ部
　１４０，３４０　記憶部
　３１３　要求処理部
　３１４　処理担当情報生成部
　３１５　応答メッセージ生成部
　５１１　処理要求送信部
　５１２　応答メッセージ集計部
　Ｂ　　　ロードバランサ
　Ｄ　　　ディスパッチャ
　Ｐ　　　プロセッサ
　Ｓ　　　ストレージ
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