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為アーキテクチヘ，このililjl1↓のために、このコードを冊<のに陥合のいい場所が他になく、緒MLとしてI(､Ｆ

に入れることになったものだ

スロットへの画像格納
前に、さまざまな機器タスク各々がｲﾘ川'１１能なメモリ獄は限られていると述べたしかしデスクトップ

1,()に5()()ＭＩＩあるいはＩＧＢ以上のメモリが喉るのが船山であることをどえれば、IMI限のきつさは時に人

を筋かす起助時に爵S1とlいC/0ＭタスクのためにII1Ii像データ係補jﾙ所として刑I)当てられあメモリは

10ＭＢから23()ＫＢを鑑しり|いた分(｣EWiiには1025万536()パイ1,）である。探究機の滞陸後にこれを増や

そうという縦譜もあった。これはメモリ替理の仕組みが采軟でなくてはならないことを意味し、股iil･の根

'神に関わるデフォルトの,肥憶領域割り､'1てで、少なくとも､1枚のSsl面像(それぞれのｍ」ごとに１枚

なので、２つのペア|I1Ii隙を,甑味すゐ）と、少なくとも‘1牧のＲＡ(!/()MIIlIi像を、すべてIlilじメモリ判''1で扱

える必要があるこの､|釧なサイズは、少なくとも超１１１１ﾉ時には‘1枚を超えるフル･'ルイズのsSllIIIi像を扱え

ないことを葱味する。

通常、組み込みシステムでは、動的なメモリ割り､[1ては実にまずい方法であると￥えられていあ。断片

化したメモリ、メモリリーク、ヌルポインタ、原|AIｲ《lﾘjのクラッシュ、そしてミッションが定金に続行不

能になる可能性を避けるため、動的なメモリ伽'i（(､のmalloclIM数とその｛''''111）は、フライトソフトウェ

フ・のコーディングルールで柳川を禁止されていたこれは災々 のイメージングソフI､ウェアが、荊り当て

られたメモリ17tの範囲内でI‘1分自身でlIIli像データを神''1しなければならないことを戯味する。そしてそれ

は、頑健で｛i噸できるものでなくてはならない。

解として、起動時にICSにあらかじめ1'ﾘﾘI)当てられるメモリを、メモリマネージャとして動作する一巡
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スロットへの画像格納’４１

デフォルト股定：

SSiサイズのスロット４つ（それぞれ２ＭＢ）
RAC/ＯＭサイズのスロット４つ（それぞれ0.25ＭＢ〕

’

図３－５画侭スロットのデフ』ルト割り当て

未割り当て
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４２１３章火星_卜での組み込み画像処理

の側欺を通じて刊用することにしたこのメモリマネージャはlIIIi像データ処皿で鋤となあコンポーオ､ン卜

でああ衝突を避けるため、ブロッキング川セマフ･'を用いて３つの凹像タスク各々による共有アクセス

を1iﾘ御した。実は､探査機のソフトウェフ'１ﾉ､Iのタスクすべてがこの典ｲjメモリを使うことができたのだが、

実際に使ったのはカメラだけであった

諦的に割り鞠てられたメモリは「スロソト」に細分化したスロットはフルサイズのSSI凹像１枚または

小さなRAC/()Ｍｌｌ１ｌｉ像複敗枚を保符でさあﾉくきさでああ”卿3-5に、ＩＣＳのlI1Ii倣保杵｣ﾙﾙi;のデフ淵ル1､イル

攻を水した

これは可能な|竹成のひとつにすぎない地球からアップリンクするコマンドによって、それぞれの砿別

のスロット数を動作'|'に変更できる。

それぞれの側像には対応する柵造休がが伍し、ヘッダデータを保持しているZこの間隙ヘッダには、

wIIi慨をﾉ|;成したカメラを炎すコード、露光時IⅢ、選択された両倣処理オプション、lilIi像の縦枇の大きさ、

使われた''｢能性のある光学･ソィルタ、（11;細した』ル介は）どのようにlIIIi側を｣I;締したかなどをi肥鮎する。

ヘッダの・部は仙i像を'1葛成したカメラタスクが記入し、残りは探従機のダウンリンクハンドラへ送るl1iIに

ICSが記入するヘッダデータそれ自体は両像データではないので、ダウンリンク操作が行われるまで別

のス１Jシ1,群に係杵する！それぞれのIIIIi微スロットとそれに対応するヘツダデータは、‐=緒に符〕''１，処理

しなければならない

メモリマネージ．Yは、雌水的に図3-6に,(すような一巡の柵進体配列を撒作する、llLなる関数の雌まI）

である。メモリスロットのﾉ【測献態はこのN,１列の''1に維持きれる。唯本的にはこれが、物J11メモリツ剛11と

その山祥の動的モデルをなす

画像データ

丁

１
１

ヘッダデータ

ヘッダデータ
スロットの配罰．

画倣データ
スロットの記夙

一

図３．６メモリスロソトマネージャの記列

配１１のうちﾊ･ﾉﾉ{よ、凹倣データの柵辿休をIlhi像スrIツト毎に排つ。この櫛逝休の(､の1yI)B(lefはjｿ､ドの

ヘッダスロット１，と

アドレス

〒丁
雲

画像スロットＩＤと

アド レス

一
一
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画像の受け渡し;3つのﾀｽｸ間でのやりとり’４３

通り。

typedeEs上zuct｛

ｕin上16-上ｓｌｏｔ－ｓｍｔｕｓ；

ｉｎＵ６－ｔslot-owner；

ｉｎｔ１６ｔｓｌｏﾋー size；

ｕｉｎﾋﾕ６－ｔ★slot-address；

）ics-iIng-sﾕotentry-上『

所有中または未所有

スロットが未所有の鳩合は-ユ

RAC/ＯＭまたはSSIのサイズ

スロットのデータスベースのアドレス

ヘッダ櫛造体が画像ＩＤを持つことに沸愈してもらいたい。スロットは任意の順榊で割り当てと削り当

て解除が行われ、きらに画像スロットエントリの雌び順とそれに対応するヘッダスロットの雌び順がIiilじ

保雌もないので、画像ＩＤは必縦である。配列の雌び順が常にIdij期していることを利川するのではなく、
両倣ＩＤを用いて而像データエントリとヘッダデータエントリを結びつけている。

両像スロットの削り当ては動的に変兜できるので、メモリ管理を狩定のミッション沿動に適合させるこ

とができる。ある日の火星（この火星における１日をソル[sol］と呼んでいる）での計両でSSIの撮影をす

ることになっている場合、RACﾉＭＥＣＡサイズ画像の荊当散が妓小となるようにスロットを投定できる。

これがデフォルトの股定である。一〃、もしＲＡＣや０ＭのliM像を掘る叶llhiならば、SSlIIki像をなしにし
て峨大で39の小サイズの画像を扱うことができる。

画像の受け渡し：３つのタスク間でのやりとり
いずれかのカメラから取側した両像データは、カメラタスクのうちのひとつによりスロットへ番き込ま

れる。必要なピクセル､｢正やサプフレーム操作をすべて笑施した後、カメラタスクはＩＣＳに対して新規の

画像が取得可能になったことを通知する。次にICSがコマンドで指示された圧縮（ロスありまたはロスレ

ス）をその阿倣のスロット内で実行し、小分けにしてダウンリンク用にデータを受け渡す。ダウンリンク

が完了した後にのみスロットは解放されて、新しい画像ⅢIに使えるようになる。SSIカメラの撮影から両
像受け渡しまでの流れを図3-7に示す。

IXl3-7にボした全体の流れは、両倣スロットの空き典合に左右きれる。スロットが窄いていない岨合は

ICSの圧縮とダウンリンクの充了まで、カメラタスクは股定された時iⅢ待つ｡この時Ｉ川内にICSがスロッ

トを解放しない場合、カメラタスクは地球にいるオペレータへ向けてエラーメッセージを発して面像を捨
てる（他に世いておく場所がない)．

もう片方の配列は、ヘッダデータエントリへのポインタを持つ構造体の配列だ。定雅は次の通り。

typedefstruct｛

uinﾋﾕ６－ｔｓｌｏﾋー status；／☆背く所有中または未所有

intl6-上ｓﾕoﾋー Owner；／倉金〈未所有の堀合は－１

intl6timg-id；／含☆〈対応する画像スロット番号

uintﾕ6-ｔhdr-data【工CS-HDR-SLOT-SZlF／☆☆〈ヘッダデータの為の配列

）ics-hdr-slot-entry-上；

★／

☆／

☆／

★／
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① 国劇Ｗ*印南傾色■口一

画像スロットの取縄

ＲＲ

／ 、

② ■ｌ｛■リロロＰぐ
画倣露光コマンド

画像の取得〈カメラからのダウンロード】

③ －１｜剛

↓

④ ＝国闘圃’

像の保管

●ー‐‐＝■ー＝一＝－＝＝一一一－ママーワF~ママ一ﾏーーーーーーーーーーーマワ一

隣

面倣の処理；

ピクセル訂正

サブフレームの抽出
デシメーション

【

同一メモリ内処理

⑤ﾘ溌畷潟I総了

図3.7画他の取得と受け渡しの手順

カメラタスクのうちひとつがスロットを獲得すると、ICSへ引き継がれるまでの間、カメラタスクがス

ロットをｒＩﾘ浦」してオーナーにな為。１１kがオーナーであるかの砿,必には、スロットの領域を雌初に砿悌

したときにスリットマネージャがWりり､'iてたスロット11）（数'i:）と、I1Ili像11)コード、カメラタスク11)を

ⅢいるICSにﾘIき継ぐとき、提,JﾐされたI由i像、コードと、そのIIlIi像スロットにすでに紀鮎されている

コードが合致することを砿腿する。

前に述べたようにICSは非同期に動作し、いずれのカメラタスクとも強く緋ぴついていない。これは
VxWo１，ksがそなえるメッ･ヒージキューシステムを利用することによって、そしてメモリスロットマネー

ジャのj姉|Ｍ１数をXiいゐことによってｌＩｌｒ能になった似13-8は、カメラからのデータ取得から蚊終的にダ

ウンリンクへ送るまでを、メッセージ・シーケンス・チャート（MSC)形式でﾉj〈したものであぁ

内部のメッセージキコ.一(S/ＣＦＳＷ処jﾘ1ラインーSpacecmftIli際htsoftwal･(Ｉの略)のおかげで、地球
からコマンドをアップリンクするのと''１じ仕祖みで、それぞれのカメラタスクがICSにコマンドを発行で

きる。Ｉ(､Sが現在爽行''１の処理を終えゐまで、コマンドはそのキューにとどまるlmi像を保がするスロッ

１，さえ窄いていれば、カメラは倣影を統けられゐ。Ｉ(､ＨはカメラがｲI'Jをしているのかを虻にす為ことなく、

キューが空になるまでデータを収得して処JIKする

図3-8には、幽像関係の処理で行われるエラーチエツクを含めていないことをお断りしておく全体で
は、エラーチェック専用のコードと異常系処理のコードの行数は、データの処理と操作のためのコードの



カメラタスク

スロット

マネージャ

カメラ取得コマンド

スロットの要求

スロットアドレスの取得

画像の取得

画像の処理

ICSへのメッセージ送信

画像の受け渡し：３つのタスク間でのやりとり１４５

Ｓ/ＣＦＳＷ

メッセージキュー

新規メッセージの

取得

スロットアドレスの

要求

スロットアドレスの

取得

画像の取柵

IＣＳ

画倣のダｳﾝﾘﾝｸ圏

スロットの解放

図3.8画像取紳、処理、ダウンリンク操作のＭＳＣによる要現

行数と同程度である｡投制･フェーズの初期で､ＦＭECA(FailureMode,EfYbcts,andCriticnlityAnalysis：
故障モードと影容および致命度解析）を取り入れた。これがソフトウェアとその異常系処理機能の実装に

おける指針となった。

ＩＣＳはデータストリームをシリアライズするが、両像スロットとメッセージキューを用いることで（比

鮫的）高速に複数の両像を連続取得できる。これはまた、両像取１１ﾄに時|1M的な余裕ができ、画像がダウン

リンクきれる間、処理が止まる確率が低くなることも怠味する。テストコマンドシーケンスにより、短い

動画のようなもの(SSIカメラの1つからl山i像をダウンロードするには約６秒かかるので、ようなもの、で

ある）や、ＲＡＣまたはＯＭを川いて腿なる雌点師離の多敬の（30両像以I:）データセットを'k成できるこ

とを、初期の頃に確幽した。



4 ６１ ３章 火屋 卜での組み込み画像処理

写真を取得する：画像のダウンロードと処理
lI1Ii微の館光から地終的なＫ１ｓへの受け渡しまでの間には多くのことが行われるシステム''１のそれぞ

れのカメラはコマンドを処Ｊ１ｌ１する閲有の畑｣諺･ﾙﾘ御機器を排ち、フライトソーフトウュ.アによって而倣スlマッ

トにダウンロードできるようになるまでの|Ⅲ、ＣＣＤのアナログ偲号を１２ビットのデジタル値に変換した

データをハードウェアバッファに格納する

これらすべては、耐放射線プログラマブル‘ケート・７.レイ・デバイスにjIIlめ込まれたロジックにより

Ihlj御する．11.カメラからIlIIi像を収i1札、l1IIi伽スロットに11i･き込み終われば、lIlli微スロットIﾉ､lでﾘﾐ行すゐ

さまざまなｲ1噸{の処理が'１.能になる。処jMや紺貼の保存のために別枠で(凹像と|側l聯サイズの)大きなバッ

ファを使うことはなく、ll1Il1j結果を保持するための小さなバッファをいくつか必喫とするだけであるこ

のイメージングソフトウェアは、格納したIlIIj像とI‘1じメモリの''1で処理することと、３つのタスクがシス

テム全休のＩ'1で少硫のメモリしか災しないということがウリである｜‘xl3-9では、棋数バッフフ･を川いろ

．F法と、１つのパンフ7．（つまi)スロッ1,）を川いてその'|'で処jIl1をするフェニックスのイメージング・フ

ライト・ソフトウェアの股糾‘を比核した。

牟両嬢データ

1”ﾒﾗ」
！

|…デー'１

カメラ

＊

処理済み画倣データ|"溺鍛型ifi二Ｊ
』

、

ﾄヨ

画偲処理柵能

図３９恨数データバソファとlli-データパッフフ'の比ｌｌﾘＩ

カメラ

画像データ

これは1町像処理の災件を満たすために、そしてカメラに割り､'iてられたメモリ}itの'11に収めるために初

期に決断した、もうひとつの股AI･トレードオフである。これでメモリの要件は満たしたものの、アンド,ン

撤作ができないという欠‘'Mも抱えた，１，Xl3-10に,Jﾐすように、IIIIi隙処理中にエラーが苑ﾉﾋした勘合、IIIIi像

全休が失われるか、部分的にj拠れたIIlIi像が退きれゐかのどちらかとなる。

この処Ｊ１|けルゴリズムは、lIIli像スロット''１のデータをﾉE代して、銃み出して処理し、データをiIドき炭す

ピクセル補正などのいくつかのアルゴリズムは画像サイズを変えずに、アップリンクされた既知の不良ピ

クセル（間間のピクセルよりも感度が低いピクセルや、感度が商すぎるピクセル）テーブルを用いて、単

に１点のピクセル化を変''１iする字1ii環境で'よ、さまざまな'i･:11i線がCCl)のピクセルを此いて破壊し、

欠陥ピクセルに礎えてしまうことがよくあ為ということをｉｉｉ雌にしていろ、・ﾘ･ブフレーミングなどの他の

操作では、応画像から献域を抜き出してス【.】ｙ１，へ許き展して、縦横のパラメタを適切に変災するデシ

メーションの場合は、４，９，１６ピクセルのグループを処理して結采ピクセルを１つ生成し、画隙サイズ

を小さくするという敦学的な平均を取る手法を用いている結果としてでき上がる1町像は、サイズがそれ



データ

処理

｡’ 画倣暁み出し ｌＬ
ド 画像

害き込み

生面徹データ

Ｍ３･1０バッファ内データ処JIl’

▼

処理済み
データ

瀦眉鰯

－，

画像圧縮’４７

－惨 一伊

〆"秘１ Zﾉ２３１ Z〃I〆烈'

一ｂ 一ｐ

ぞれl/２，１/３，１/4に減るこの方法では、２ピクセルごと、または３ピクセル、４ピクセルごとのピクセ

ルを取り出して残I)を拾てるサブサンプリング手法でよく見られる「階段効果」を最小に抑えられる。さ

らにこの操作では、愛虹データを両像スロットへ,$I:き戻して縦横サイズのパラメタを1Ｋしいものに変史す

る

イメージングタスクが術,ｋされた処JIl1を終えあと、（前に述べたように）ICSへメッセージを送って、

メッセージキューの中の汝のコマンドへと移る。IIlIi像スロットが畷いている場合、これはけ〈の両像の取得
を意味するｃ

塵1嫁圧縮

無人ミッションでﾉkみ'HされるデータがWflltであるのとlIIl械、そのデータを送りlIIける皿ｲ‘iの帯域も出

ilrだ！，サブフレームやデシメーション操作などで縮小した小さなサイズのl山i像の場合、１１：紬なしで単にダ

ウンリンクすることもできるフルサイズのSSI画像などの大きなIIhi像の場合、ダウンリンク帯域を多景

に消費するそのためこのような場合には、‘洲に順縮を検討する

ｌＣＳは、２祁惣の１１;糊〈comPression）と、ピクセルマッピングとスケーリングを川いた２｛liI剛のサイズ

IiIlI減(reduction)雌tを雌供する。あるllIli微に対してどの孤碩の11;締や削減を川いるかは、対象物に必要

とどえられる凹i像のl硫性レベルに大きく依作する、ある場合にはピクセルあたり８ピッ１，で充分であっ

たI)、別の場合にはJ1》ﾙ】Ｇ脈縮によって'1《碓惟が失われてもI杵容側)１１であったりする。lIIli微のJ1:確惟を

できる限り保持しなければならない場合には、ロスレス圧縮方式もｲﾘ川I'｢能だ

Ｉ(.sの.jPE()圧縮器は、雛数演帥:のみとスロットIﾉﾘ操作を川いたロスあり順縮を拠仙しているｊ寵縮処

理の結染として画倣データをいくらか捨てるので､Ｊ１,ＥＧはロスありｌｌ;縮に分碩されるこの圧縮器では、

コマンドによりさまざまな度合いで画像データを応縮できる．一応は98年の火足ミッションで打ち上げ

られたJPEG駈縮器にもとづいているものの、フェニックスＩＣＳの岐終的なコードにはﾉCコードのごく一

部しか残っていないノ心の.'''1§(}圧縮器は浮1mj小放煎演郷と、似敗のフルサイズのlIWi伽伽ﾘをバッファ

に仙っていたこれをどうやってフライトソフトウェアにできたのか、楓にはいまだにj'111Wできないのだ

が、とにかくそうなっていた圧縮コードの中でピクセル値の炎現に浮動小数値を用いると、尤の１６ビッ

ト雛数表現に比べて.雌のメモリを消費する

RiceロスレスあるいはⅡjLにRice圧縮と呼ばれる２つめの順縮方式は、ＪＰＬのRobe１．t,Riceが開発したア
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ルゴリズムを使っている。Riceアルゴリズムは、データの拙失なしにデータをおよそ半分に圧縮できる。

さらにRice圧縮は、画像スロット内のメモリのみを川いて両像を処理する。

２つの非圧縮削減方式では、１２ビットのピクセル仙を８ビットに変換する参照テーブルを使うか、ある

いはビクセルデータをｲiに４ビットシフトして、ピクセルあたり８ビットの画像を生成するビット削減方

式のいずれかを使う｡

データがどの細卿､砿である必嬰があるか、どの秘庇のjm佃帯域が利用､I能か、探侮機のメインコン

ピュータ中でどの細皿のダウンリンク川肥憶甑域が空いているか、圧縮の実行にどの程皮の時冊が利川

叩能か(RAD6000は雌商で20ＭHzなので、１メガピクセルの画像データ圧縮には１分以上の時間がかか

る)、などのさまざまな妥因をよく考えて、ロスありのJPEG圧縮を川いるかどうかを決定する。

ＪＰＥＧ脹縮をⅢいるjﾙ合、コマンドパラメータによって鍛終データの雌悪削減率を指定することで、辿

川するⅡ;締般が決まる。つまり「IYI質｣を術定するのではなく（通常はこの方法で、どの程血爪縮するのか

をJPEGI1i縮器に対して桁定する)、ｌＣＳは削減率を術定すると自分自身で必要な圧縮レベルを見いだす。

これは画像全体のエントロピーの簡易解析にもとづいて行う。画像のエントロピーとは、画像がどのくら

い｢込み入っている」かの見積もりであり、エントロピーの大きな画像(例えば、くっきりとした影を持つ

小禰がまき散らされた地表）は、餓終的なサイズ11柵を湖たすために商い圧縮率が必嬰となる。いくつか

の我が流れる火脳の空のようにエントロピーの小さい画像の場合は、ほとんど込み入っていないので少な

い旺締１１tでサイズⅡ標を満たすことができる。

ＪＰＥＧ圧縮の圧縮係数は元画像をセグメントに分けるためにも使う。これらのセグメントをひとつずつ

JPEG爪縮器に渡して､その出力を画像スロットに評き鵬す。ダウンリンク前の最終的な画像スロットは、

それ自身で完結した小さなJPEG凹倣の染合になっている。全体のサイズは、元画像にサイズ削減係数

を染じたものとIliIじか、より小きくなっている。

Rice圧紬器は内部にそれ自身のセグメンテーション機能を持ち、探査機のメインコンピュータのフラッ

シュメモリに適切に収まる大ききの小パケットの形で圧縮データを説み込むだけでダウンリンクできる。

ルックアップテーブルやビット削減手法による出力の糊合は、単にダウンリンク用にフラッシュメモリサ

イズのパケットとして鋭み出す噂

ダウンリンク、あとは地球へまつしぐら
処理の陵後の段階が、探査機のフライトソフトウェア内にあるダウンリンクマネージャへの受け渡しで

ある。科学機器の中にはデータをダウンリンクヘと渡すだけで完結するものもあるが、大通のデータとパ

ケット化を行うためにICSは多最のダウンリンク伽処理をする。

Ｊ１〕ＥＧデータのiﾙ合、これは圧縮セグメントの各々 を個別に扱うことを息味する。シーケンスの晒初と

雌後のセグメントには常に画像データの全ヘッダが入る｡その間のセグメントには､両倣ＩＤコードとシー

ケンス番号を持った小サイズ版のヘッダデータが入る。それぞれのセグメントを画像スロットから読みⅢ

すときにヘッダデータを適用する。フラッシュメモリサイズのパケットを作る際には、スライドウインド

ウ型の鋭み出しによ')、セグメントを隙Ⅲjなく順次納め込む。両倣１１'のエントロピーが小さい部分に対応

するセグメントでは、爪縮済みセグメントのサイズが他の部分よりも小さくなり11卜るため、この方式を川

いるとダウンリンクハンドラによる一時フラッシュメモリスペースの利用効率を鰻大化できる。実際、圧

諭済みセグメントのサイズは大きくぶれるのが普通なので、隙間なく順次詰め込むことによって探売機の

フラッシュメモリの無駄を省くことができる。



おわりに’４９

データが一意に将定1'r能なセグメン1,から成っているため、ダウンリンクパケットを失ってもlI1Ii像全休

が壊れることばない地球上ではJPLの再僻柴、圧縮解除ソフトウェアが欠落セグメントを既縦して、

欠落部分を単に熱のゼロ値ピクセルデータでjIl1める欠落部分があとから出てきたら（地球へたどり詩く

までの、尋常でなく大変な道のりをどえればあり得る)、それをl1IIi隙の中に配置して欠滞ピクセルを埋め

為。

データがダウンリンクハンドラに辿ればI(１sのｲI:'1『は終わり、｜I1Ii伽スロッ|､をi岬放する（'１>Ｕ巡庇と、

''1動露光や人|助探‘fl§（これ側体似雑な柵迦のため、ここでは縦論しない）なと'の予定されている他の凹像

処理に依存するが、間隙の露光からダウンリンクヘの受け渡しまでの処理全体には３～１０分を甥する

おわりに

探f縦のソフトウェフ'は11tに‘Ij:』‘〔を撮ってlllIi微データを処j1l1する以上のことを-j-為（Ｓ制におけ為３１'１

１１１庇の動き制伽や、Ｉ(Ａ(1の無点と机11j;変哩モーターをも櫛:FMす路)、ＲＡ(二､ではロボットアームのスコップ

の111のものを赤、I1f，紬のＬＥＤパネルで照らしてカラー凹隙を作ることもできるSSIもＲＡＣも特殊な

ヒーターや、ステッピングモーターを意蹴的にストールさ-せるという能動的な温度制御を取り入れてい

て、１t１分自身を温めることができる。これらすべての上に、エラーチェックや異常系復州コードがある
金休的に凡て、非柑に入り組んだソフトウ創るﾌ゙ である

もう一皮l‘１じことをするならば、おそらく一冊礎えたいところは、探盗機のＣＰＵを仙わずにカメラそ

れ''1身にＣＰＵを組み込むことだろう。これで特にとって物噸がlWll1になる。それはiiwtいておくとして、

瓢がいつも感じていたのは、それぞれの機器のタスクに詰め込み過ぎということだ‘，具体的には、温度制

御はカメラごとに独立したタスクにすべきだタスク間コミュニケーション全休の複雑さが』＃すものの、

これでそれぞれのタスクの似維さは大帆に「がる。とはいえﾊﾋ初は、これに対する脱似力のあるrl例を

作るための充分なill1拠がなく、対応しなくてはならないiM度に側する新規の要求が排もl:がったときに

は、股剖･はすでにl1Iilまっていた（変更が不Ｉｌｌｒ能だったわけではなく、’'１．に栄蚊性に特し<欠けるだけであ

る)。

そして競後に、「ハートビート」チェックの実施のために選ばれた手法は、実にやっかいだったこの

Ｅ唖宅宅宇汽缶一一一一一

図3-11ＳｏＩ１にSSlから得られた画像（画像提供：NASA/JPL、アリゾナ大学）
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ｕ的のためにコマンド・メッセージ・キューが使われようとしていたとは知らなかった。このせいで、定

期的にコマンド・メッセージ・キューの中の「pmg」メッセージを碓遡するために、機器タスクは拠行中

のあらゆる処理を止められるようにしなければならないという典件が生まれた。より優れた手法は、機器

が探森機のフライトソフトウェアにコールバック間数を登録して、非同期に更新され続けるカウンタ変数

をチェックすることだとｲﾊじている。ある期Ⅲlを経過してもその仙が変わらなければ、機器タスクはおそ

らくハングしている。この1'1:に関しては、本当にとても大きな鐙争になったが、納刷はいままで術にそう

してきたからという理由と、既存のテストシステムがそれをIiiI提に没叶されているからという理由とで、

pingメッセージが使われることになった。それまでのシステムが1分以上かかり得る匹大な画像データの

処理タスクを扱えるように没計されていないにもかかわらず、これは変わらなかった。

フェニックスのSSIとRAC/0Ｍのイメージングソフトウェアの投計、実装、テストには多大な乎川が

かかったが、眼終的にはミッションの初めから終わりまで、与えられたｲl:邪をこなした。図3-11はSoll、

つまI)探従機が火隈上で初めて九一、を過ごした11にSSIから柵られた殿初の両倣のひとつである。

フェニックスについてさらに知るには

フェニックスのミッションについてさらに知りたい方向けに、メインの入り口がいくつかあ

る。

･アリゾナ大学のフェニックスウェブサイト：hltp://phoenix・Ipl・arizonaedu

･ジェット推進研究所のフェニックスウェブサイト：hllp://www・jpI・msagov/news/phoenix

／mainphp

･ＮＡＳＡのフェニックスウェブサイト：http://www・nasa・goWmission-pages/phoenix/main／

index､hｍｌ

JPLでは、MIPLの人々 がさまざまなミッションのために多くの画像処理を行っている。彼ら

の仕叩についてはこちらで知ることができる。

･JPLのミッション画像処理研究室(MlPL)：http://www･mipljpI・nasagov／

RAD6000CPU，画倣処理、あるいは組み込みシステムについてもっと知りたいのであれば、

Wikipedia(http://www・wlkipediao『g)で鯛ぺてみよう。
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４章

ＰＮＵＴＳｈｅＩＩにおける

クラウドストレージの設計
Ｂ砲nECoOpeKRaghuRamak応hnan,UIkaﾉｓｈＳＪｆＩ/astfwa

Yahoo1は世界でも有数の著名なウェプサイトを運営しており、毎月５値人を超える人々がこれらのサ

イトを訪れる。YahoO1のサイトはユーザのプロフィール、写真、レストランのレビュー、ブログ投稿、

さらに他に類を見ない多靴多械のデータを保符したデータベース鵬醗の上に作られている。Ynhoo1では

サイトを支えるため、そして低迎延のデータアクセスを提供してページを淵早く表示するために、使い込

まれて安定したデータベース悲盤を開発、運川してきた。

残念なことに、これらのシステムにはいくつかの敢大な制約がある。まず､多くの場合、システムにディ

スク容fitを追加するのが難しい。数か月にわたるiii･画とデータ再柵成が必喫であることに加えて、移行

中はユーザに気づかれることもあるくらいにアプリケーションのサービス品貿に影癖を与える。たとえ充

分なハードウェアを追加しようとも、ある限界を超えて規模を拡大できないという制約を抱えるシステム

もある。次に、多くのシステムは大昔に設jil･されたため、単独のデータセンタしか考慮していない。その

後Yahoo1は世界的なブランドになり、世界中に広がる膨大な数のユーザを持つに至った。これらのユー

ザに快適に使ってもらうため、ユーザに近い所にデータを複製してページの碗み込みを連くしなければな

らない。このデータベースシステムにはグローバルレプリケーション機能がもともと組み込まれていない

のでアプリケーション側で作り込まねばならず、結果としてアプリケーションロジックは襖雑に、鵬盤は

もろくなっていた。世界中で大規模にレプリケーションするデータベースアーキテクチャを実現するのは

手Ⅲがかかるため、このアーキテクチャに依存する新しいアプリケーションや、既存アプリケーションの

新機能を素早くユーザに提供するのは難しい。

ＰNUTSは、これらのI1ill限に対処するために作られた、Yahoo1のウェプサイトとアプリケーションプ

ラットフォームを支えるためのシステムである（Cooper他、2008年)。ＰNUTSはストレージクラウドと

して働くように設計されており、ＰNUTSを利川するアプリケーションからの、読み書きが混在する負荷

を効率よく扱う｡さらにグローバルレプリケーション機能をはじめから附える。他の多くの分散システム

と同様に、ＰNUTSはデータをストレージサーバ群へ水､ドパーテイショニングすることにより、高いパ

フォーマンスとスケーラビリテイを速成している。棚雑な分析やデイシジ副ンサポートの負付については

対象にしていない。戎々のシステムは、当初から次の２つの要紫を曜皿腿機能としている。
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スケールァウト

データをサーバ群にパーテイション化し、新しいサーバを追加するだけで容賦を追加できる。システ

ムが負荷を新サーバにスムースに分配する。

広域レプリケーション

データを自動的にiIt界中にレプリケーションする。側発将が一・旦、どのcolO↑へデータをレプリケー

ションするかを桁定すれば、（サーバの、ネットワークの、あるいはcolo全体の）障害の具体的な対

処法を含めて、それをどう史行するのかという詳細はシステムが面倒を見る。

このシステムでは、きらに他のl｣標もいくつか設定している。特にアプリケーション開発将をデータ

ベース巡川のあれこれに航わせることなく、自分のアプリケーションのロジックに梨I|'できるようにした

かった。そこで典々はデータベースをホステイングして、多数のパラメータをチューニングすることなく

開発肴がデータを保存、取得するための簡潔でわかりやすいAPIを提供している。システムをホスティ

ングすることにしたので、できる限りＲ己管理できるようにしたかった。

我々にとってこれらすべてのｕ採が火事であったものの、蛾も期待され、そして会社にとってただちに

価依をもたらす部分はスケールアウトとデータのレプリケーションであった。システムの股叶を姑めたと

き、データベースシステムにおいて我々 が良く知っている腿年使われてきたｲl:組みを、これを実現するた

めに考え直す必要に迫られた(RamakrishnanとGehrke、2002年)。

スケールアウトと広域レプリケーションの双方を遠成するにあたって鍵となった考え方は、簡紫で軽い

操作のみを同期で処剛して、負荷をかける砿いものはすべて裏で非同期に火行するということであった。

例えばカリフォルニアにいるユーザが、ある写典にキーワードを追加してタグ付けしようとしているとき

に、シンガポールのデータベースレプリカにタグをコミットし終わるまで待つなどということは、ユーザ

としては当然ながらしたくはない。カリフォルニアとシンガポールの間のネットワーク遅延は１秒に述す

ることもある。しかし、シンガポールの友人にもそのタグを見てほしい。つまりシンガポールのレプリカ

は、裏で非111期に索ＩＩＬく（1秒以内に)確災に更新きれなければならない。

非同期を柵川する他の例として、多くの典なるサーバ上のデータを棚くる必腿のある典約と紬合を考

えてみる。スケールアウトするに従って、サーバのいくつかが迦かつたり停Iこしていたりする確串がI:が

るため、リクエストの遅延に悪影郷を!j,える。この問題に対処するため、あらかじめ定めた槻雑なクエリ

に１台へのアクセスで応えられるよう、元のデータを再櫛成したマテリアライズド・ビューを作成可能に

した。データベースレプリカと同柵に、各々 のピューをIil期更新すると耐えられないくらい許き込みが遅

くなる。そこで枇々 の手法では、ビューの史新も非|i１期にした。

この章では、生来の機能としてのスケールアウトと広域レプリケーションに新l'し、それがもたらすも

のについて述べる。例を挙げながら_ﾋな問題点を洗い出し、我々の選本的な手法を説明するとともに、い

くつかの問題と拡投を識誼する。その後PNUTSを他の手法と比較する。ここでの織鎗はシステムのアー

キテクチャの砕細や爽装よりも、識il･思想に砿点をおいている。手法全体としての決断に光を当てるため、

執縦時点での本箭運用バージョンには含まれていないいくつかの機能にも触れている。

十コロケーション没億、つまl)データセンタ、Yahoo1は世界中に咳がる政多くのデータセンタを連徹している言
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データの更新
ユーザがウェプサイトを使うとき、データベースは彼らの行助によって常に更新される。ここではまず、

それぞれの拠新に対して優れたパフォーマンスと鞍合性を保ったまま、どのようにしてこの大景に流れ込

む更新を扱うかについて検討しよう。

課題

ソーシャルネットワーキングサイトを枇築することを想像してみてほしい。税々のシステム中のそれぞ

れのユーザは、ユーザ名、趣味などが並ぶプロフィールレコードを持つだろう。「アリス」というユーザに

は世界中に友遠がいる。その友述がアリスのプロフィールを見たがっているのだが、この鋭み出しリクエ

ストの処珊には迩延が許されないものとする。このため、アリスのプロフィールレコード(そして他のユー

ザも何橡に）を11t界中にレプリケーションして、彼女の友述がプロフィールのローカルコピーに確実にア

クセスできるようにしなければならない。さてここで、災々のソーシャルネットワークの機能のひとつと

して、ユーザが自由記入のテキストを入力してＨ分の状態を史断できるようにしたい。例えばアリスが内

分の状態を「賦話中」に変えて、その後｢電話おわり。誰かチャットしない？」に変えたとする。アリスが

状態を変えたとき、彼女の友達から見えるようにするため、我々はそれを彼女のプロフィールレコードに

杏き込む。このプロフィールテーブルは炎4-1のようなものである。発展するウェブアプリケーションを

支えるため、柔軟なスキーマと疎なデータを併存しなくてはならない。疎なデータとは、すべてのレコー

ドのフィールドが値で埋まっておらず、新規フィールドの追加が低コストにできるものをいう。

表4.1ユーザ・プロフィール・テーブル

ユーザ名 フルネーム 堪所 状醗 メッセンジャ ブログIＤ 写真

アリス アリス・スミス
カリフォルニア州

サニーベール

電酷おわり。

帥かチャットしない？
345

ボブ ボブ・ジョーンズ シンガポール 夕食中 3４１１ rT嘘.jpg

チャールズ チャールズ・アダムス
ニューヨーク州

ニューヨーク
おやすみなさい ５５３９

彼女のプロフィールレコードはどのように史斬すべきだろうか。通常のデータベースでは、トランザク

ションを開始することでアトミックな更新をかけ、すべてのレプリカに許き込んでから全レプリカにコ

ミットメッセージを送ることにより、トランザクションを閉じる‘』標準的なＡＣＩＤ,モデルのデータベー

ストランザクションを用いるこの手法では、すべてのレプリカがIliし<斬しい状蝋にⅢ断されることを保

証する。GoogleのBigTahlc(Chfmg他、2006年）のように非ＡＣｌＤなデータベースにおいても、データ

の全コピーを同期更新するために似たような手法を使っている。幾念なことに、広域レプリケーションで

はこの手法は実にまずい働きをする。アリスが191分の状態を入力して「OK｣をクリックすると、はるか彼

方のデータセンタでのトランザクションのコミットを侍っため、次のページの表示まで長時間待たなくて

はならない可能牝がある。さらに、其のアトミック性を保柾するために、トランザクションの進行111,ア

リスの状態を排他ロックしなければならないかもしれない。これはつまり、他のユーザがアリスの状態を

十トランザクションにおける蜜更が原子的(Atomic)で、盤合性を持ち（C⑪､3皿どｍ)、他の並列トランザクションの影馨から独血
していて（I“１，t⑱d)、永続性を持つ（Durable)こと
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すぐには見られないことを意味する。

膜域分放したレプリカをアトミックなトランザクションで扱うのはコスト高なため、多くのウェプデー

タベースはベストエフオート方式を採っている。この方式では､更新をひとつのレプリカに瀞き込んだ後、

残りのレプリカに非何期に適用する。トランザクションをシミュレートするためのロック獲得やバリデー

ションの実行はしない。「ベストエフオート」の希IMIが示唆するように、この手法は困難に満ちている。た

とえすべてのレプリカに更新が適〃Iきれることを保祇できたとしても、データベースが｡『『性を保つこと

は保祉できない。次の状況を考えてみよう。アリスがまずI:１分の状蝋を「取り込み中」にすると、表4-2

に見るようにアメリカ四海岸のあるcoloにそれが書き込まれる。

表4.2更新がアメリカ西海岸のレプリカに適用される

西海岸 東海岸

ユーザ名 状販 ユーザ名 状醐

アリス 取り込み中 アリス

次にアリスが「樋脇おわり」に状憩を変える。ところがネットワークの途絶のため、表4一3のように彼

女の史折は東海 岸 の レ プ リ カ にIiﾘけられる。’

表4.3次の更新が東海岸のレプリカに適用される

西淘岸 東海岸

ユーザ名 状態 ユーザ名 状朗

アリス 取り込み中 アリス 電胎おわり

更新の伝搬は非同期なため､表4-4に見るように｢取り込み中｣の更新が東海岸に清く前に｢竃活おわり」

が東海岸に評き込まれるという事象発生順序もあり得る。このようにして、表4-4に見るように更新の伝

搬がお互いを上評きする。

褒４．４２つの更新が伝撒中に行き違いになる

西海岸

ユーザ名 状朗

アリス 取り込み中 「取り込み中」

〆一、

、_一
「電酷おわり』

東海岸

ユーザ名

アリス

状怨

電醗おわり

姫海岸では｢取り込み中｣状態が｢砿紬おわり」状態を上脊きする一方で、西海岸では｢fu砧おわ')」状態

が｢取り込み''１｣状恕を上醤きする（炎4-5)。
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喪4.5不整合なレプリカ

西海岸 東海岸

ユーザ名 状胆 ユーザ名 状態

アリス 電話おわり アリス 取り込み中

アリスの友遠がどのレプリカを見るかによって、彼女の状態は異なる。さらにこのＨ'1MFは、アリスがIり

ぴ状態を変史するまでそのまま続く．

この問題に対処するために結果整合性(eventualconsistency)を実装するウェプスケール・データスト

アもある。これは、先ほど述べたような異常が一時的に生じることがあっても、データベースが蹴終的に

は不鞍合を解消し、すべてのレプリカが同じ仙を持つことを保証するものだ。AmazonWebServicesの

S3などのシステムで、この手法は中心的な役割を果たしている。多くの場合、結果整合性はゴシップや

アンチエントロピーなどの技術で実現されている。データベースは雌終的に収束するものの、残念ながら

どの値に収束するかを予測するのが難しい。すべての更新をシリアライズするグローバルな時計は存在

しないため、アリスの般後の状態が｢取り込み１１０」なのか「稲譜おわり」なのかをＤＢが耐単に知る方法は

ない。従って「取り込み111」に収束する可能性もある。アリスが友述とチャットできるようになったその

とき、アリスは忙しいのだなと祥が考える。この災常は、次にアリスが状態を変更するまで続く。

我々の手法

我々はＡＣＩＤトランザクションのようなスケーラピリティに制約がある強い整合性と、ベストエフォー

トや結果砿合性のような兄常が発生する脳い砿合性の‘I'ⅢIをとった。枇々 の手法は時IⅢ袖一関性(time

lineconsistency)である。すべてのレプリカにIjilじ時１１１軸上の更新を適用し、データベースになされた通

りの順番で更新を適用する。この時間軸を図４－１に旅した。これにより、すべてのレプリカでデータベー

スは同じ値に収束する。そしてその値はアプリケーションによってなされた鹸後の更新航である。

状卿：なし 状胆：取り込み中 状憩：、賭おわり

レコードの時間給

図4-1アリスの状態の更新時間軸

時1111柚砿合性は、すべての史斬を適川するマスタコビーを持つことにより実装している。この亜新は後

ほど非何期に他のコピーに伝搬する。マスタコピーが更新をシリアライズして、すべての更新に確実に

シーケンス播号を振る。たとえ-.時的な障害が発生したり、更新の非111期伝搬の順序が兜なっていても、

シーケンス僻号の順番こそが全レプリカに対して史新を適用すべき順番である。多くのYahoo1アプリ

ケーションは、ｌユーザ１レコードのテーブルを利川していて、レコード毎にユーザの利川パターンが異

なるため､枇々はレコードごとにマスタコビーを持つことにした。レコードのパーティション(例えばキー

に基づくもの)ごとにマスタを持つといったような他の粒度も当然可能だ。

１テーブルの中でも、レコードごとに異なるサーバに配侭される典なるマスタコピーを持つ。先ほどの

例で言えば、西海岸に住むアリスのレコードは西海岸にマスタを持ち、シンガポールに住むボブのレコー
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ドはアジアのレプリカにマスタを持つ。レコードのマスタがどこであるかは、表4-6に見るようにレコー

ド自身のメタデータフィールドとして持たせている。

表4.6マスタシップとバージョンのメタデータを持たせたプロフィールテーブル

ユーザ名 _ＭＡＳＴＥＲ _VERSION フルネーム

アリス 西海岸 3２ アリス・スミス

ボブ アジア 1８ ボブ・ジョーンズ

チャールズ 東海岸 1５ チャールズ・アダムス

マスタコビーという方式が、低コストの操作のみ何期にすべきという災々の原則に反しているように見

えることは承知している。アリスがニューヨークに旅行してそこで状態を変えた場合、彼女のプロフィー

ルレコードのマスタは西海岸にあるため、更新操作が西海岸に転送されるのを待たなければならない。し

かしこのような高遅延の大陸枇断操作こそ、我々が股小化したいものだ。利川パターンの変化(アリスの

旅行など）により、この“lo枇断の識き込みはたびたび発生するが、まれである。我々はYahco1のデー

タベースに対する更新を分析して、全体の85％はマスタコピーの存在するcoloでレコードの更新が発生

することを発見した。もちろん、アリスがアメリカ東海岸やヨーロッパへ移動すれば、彼女の書き込みは

もはやローカルなものではない。彼女のレコードのマスタコピーはまだ西海岸にあるからだ。我々のシス

テムはレコードの更新がどこから発生したのかを記録し、書き込みの多くがローカルであり続けるように

するためにマスタシップを移動きせて、アクセスパターンの災期変化を反映きせる（マスタシップについ

ては次節で僻しく述べる)。

アプリケーションがレコードを統み込むとき、通常はローカルのレプリカを読み込む。そのレプリカが

マスタコピーでない限りは、占いものかもしれない。アプリケーションはレコードのインスタンスが時間

軸上で鞭合性のとれたバージョンであることを知っているが、それが最析バージョンであるかどうかをレ

コードそのものから知る方法はない。アプリケーションが確実に峨新バージョンを手に入れたい珊合に聞

えて、雌新脱み込み(up-to-dnter“d)リクエストを川怠している。レコードの蛾新コピーを手に入れる

ために、このリクエストはマスタに転送される。雌新娩み込みはコスト高だが、通常の（古い可能性があ

る）ローカルレプリカを読むという処理はコストが低い。ここでも我々の設計原理に従っているわけだ。

幸いにもウェプアプリケーションは多くの場合古いデータに耐性がある。アリスが自分の状態を礎更して

友述のボブがその新しい状態を見られなくても、それからちょっとして新しい状態が見えるのであれば困

らない。

アプリケーションが利用できるもう一秘類の鋭み出しは、ユーザから見てデータが時系列上で前にのみ

進むことを保紙するクリティカルリード(criti“lread)である。アリスがアバタ（ユーザを表す絵)を変

えるという操作について考えてみよう。ボブがアリスのプロフィールページを見る（データベースからの

統み出しが発生する）と、新しいアバタが我ホされる。ここでボブがページを押統み込みしたとき、ネッ

トワーク障祥のために、アリスのアバタの虹新をまだ受け取っていないレプリカに転送されるものとす

る。結果としてボブは、たった今見たバージョンよりも占いバージョンのデータを目にすることになる。

アプリケーションがこのような不合理を避けられるように、我々のデータベースはレコードの読み出し時
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にバージョン併号を一紺に返す。このバージョン瀞妙はボブのセッション状態の中やプラウザのクッキー

の中に保存可能だ。ボブがアリスのプロフィールページを再銃み込みするとき、リクエストの中に以前受

け取ったバージョン番号を含めることができる。するとデータベースは、そのバージョンよりも古いレ

コードを決して返ざないようにする。この時マスタコピーヘのリクエスト転送を要することもある。この

バージョン番号を桁定した晩み出し処理をクリティカルリードと呼ぶ。この手法はユーザがデータベース

のⅢ新後にそのデータを統み出す時に、特に役立つ。アリス自身のことを考えてみよう。彼女がアバタを

吏新した後に、古いアバタを表示するページがあったら閲悪するだろう。そこで、ユーザがデータベース

を更新するとき（アバタを変更するなど)には、アプリケーションはクリテイカルリードの仕組みを用い

てユーザに古いデータを見せることのないよう保証できる。

さらに我々は、以前見たバージョンと今回線み出したバージョンが同じであるかどうかによって条件付

きで許き込むテスト.アンド・セット（test-Hnd-“t)操作も川愈した‘〕以肋のバージョン冊号をテスト．

アンド・セットリクエストのパラメータとして渡す、伝統的なデータベースシステムの川州でいえば、楽

観的並列制御をⅢいた、レコードひとつに限定したＡＣＩＤトランザクションの特殊な場合を提供している

ことになる。

マスタシッブについて

税々は、たとえ負荷の礎化や隙沸が発生しても、擬み出しと晋き込み操作が低遅延で''1桁に進むこと

を確実にするため、さまざまな手法を取り入れている。

例えば、以前述べたように、このシステムはレコードレベルのマスタシップを実装している。現在のマ

スタとは異なるデータセンタからレコードへ多最の啓き込みをすると、そのレコードのマスタシップは即

服にそのデータセンタヘ稚犠して、以後の杏き込みをそのデータセンタでローカルに実行する。ざらに、

マスタシップの移拡は低コストな操作であり、自動的に発生するものなので、システムは負荷の変化に素

早く適合できる。

さらに我々は、たとえストレージ装憤の障客時でも止まることなく拙みlHしと書き込みが可能な仕組み

を実装した。ストレージ装佃に障害が起こると、そのストレージ裟侭に対して手動または日勤でオーバー

ライド(ovGrridc）を発行して、障秤の発生したストレージ装悩にマスタが存在するレコードについては、

そのストレージ渋、に代わって別のデータセンタが沸き込みを受け付け111能であることを知らせる。陳群

が発生したストレージ装偶へなされた更新に配噸して、正しく順序立ててオーバーライドするように手順

をふむ（詳細はここでは荊愛する)。これは、障押が発生したストレージ装置に代わり別のデータセンタ

が更新を受け付け始める時に、時間軸鞍合性の維排を保証するために行うo

PNUTSでは、すべての鋭み川しと沸き込みリクエストはルーティング卿を通ってそのレコードの適切

なコピー（マスタを含む）に届けられる。止まらないシステムを提供するための鍵は、このレベルでの1m

接化である。たとえストレージ装侭に障害が発生してデータが他のストレージ装侭で復旧されても、ある

いはレコードのマスタが利用パターンを反映して移動しても、アプリケーションにこれらの変化は見えな

い。アプリケーションがルータヘの接続を継続して止まらないシステムを享受する裏で、リクエストは

シームレスに適切なMIP所へ服り向けられている。

順序付きデータのサポート

我々はハシシュ・パーティション・データとレンジ・パーテイション・データの双方をサポートするよ
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うにシステムを設叶した。ハシシュ版のデータベースをYah“1分敗ハシシュテーブル（Distributed

Hnsh'1,nble)、略してＹDHTと呼んでいる。このシステムの多くの郁分では、データがどのように組成

きれているのか気にする必盤はない。しかし物理データの猫成に影秤を受ける重要な問題がひとつある。

ハツシユ編成データは、負荷をサーバにかなり均等に分散させる傾向がある。一方、順序付きデータの場

合、アクセス頻度がより高いキー空間がホットスポッI､となる。例えば状態の更新を時刻順に並べた時、

ユーザは峨近の更新に･僻間心があるのだから、般新の時刻に対応するデータパーテイションを持つサー

バに雌も負荷がかかる。システムのスケールアウト性を椴牲にすることなく、ホットスポットの閲定化を

防がなくてはならない。

茜理的に順序付けされたデータは、実際に物理的に連統なレコード群としてパーティションに格納され

ている。しかしパーティション群は順序にIMI係なく、複数の物理サーバにまたがって配賦されることもし

ばしばだ。同じサーバにホツトスポットがいくつか存在する場合、他の低負荷なサーバに分敗Ⅱ｢能にする

ため、パーティションを助的に分割できる１．ストレージ装例にまたがった、このパーティションの移動

と分割は、レコードのマスタコピーの場所を変える前述の仕組みとは別のものだｃマスタ変災の珊合、特

定のサーバから発行される更新の遅延に影智するが、あるパーティションに対する読み川しと杏き込みの

紫計負荷を全体的に下げるわけではない。パーティションの移肋と分割が必要な特別な珊合としては、

大脳レコードの吏析または仰人がある。この時注意を払わないと、少政の同じサーバに大脳のバッチ更

新を送り、サーバ負荷の不均衡をまねく。このため、キー空間の'11でⅢ新がどのように分倣されるのかを

いくぶんでも理解する必嬰がある。必要であればこれから発生する膨大な量の更新に聞えて、先にパー

ティションを分割して移動する(Silberstein他、2008年)。

税々は物理データ網成の緋細をアプリケーションから隔賎した。ｌｌｉ－レコードの読みⅢしと許き込みで

あれば、ルーティング制を用いることでバーテイシヨンの移動と分荊の影秤からアプリケーションを守る

ことができる。範囲折定スキャンの場合、批々はきらなる抽象化を必喫とする。例えば年齢が21歳から

30蝋までの全景録ユーザをスキャンしたいとする。このクエリに応えるには、１つめのサーバ上にある数

T･レコードを持つパーティションをスキャンして、次に別のサーバにある２つめのパーテイシヨンをス

キャンして、そして次へ、という処理が必要になるかもしれない。レコードはディスク上で順榊に並んで

いるため、数T･レコードを持つそれぞれのパーテイシヨンは高巡にスキャンできる。裏側でパーテイシヨ

ンの秘勤や分割をしているかもしれないというのは、アプリケーションには気にしてほしくない。イテ

レータの概念を拡扱すると、これをうまく実現できる。アプリケーションがスキャンを実行すると、デー

タベースがレコード群を返す。アプリケーションが次のレコード群を取得する準術ができると、またアク

セスする。このようにして、アプリケーションがひとつのバッチを完了させて次を要求するときに、次の

レコード群を持つパーテイションを保持するストレージサーバへ切り枠えることができる。

鶴合性と可用性のトレードオフ

時間軸整合性は、セマンティクスをきれいに保ったまま、よく使われる処理を効率的に扱うものの完全

ではない。場合によってはひとつのデータセンタ全体が落ちたり（例えば磁力供給の停止)、到達不能に

なったり（例えばネットワークケーブルの切断）して、そのデータセンタにマスタがある令レコードが神

き込み不能になることもある。このとき、帖合性、可川性、パーテイション耐性の３つのうち、同時に２

十すべての更新が最新の時則を含むパーテイションに対するものである喝合、パーティションの分削は'111題を解決しないことに気

づいただろうか例えばユーザと時期といった複合キーによるソートなどの別の暴湘が必妥になる傷
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っしか保証できないというトレードオフが甑椛化する。我々のデータベースは地球上に分散していてパー

ティションは避けられないが、機能停止させるわけにはいかないため、実際には整合性と可川性のいずれ

かしか選べない。データセンタがオフラインになるとき、おそらくは他のレプリカにまだ伝搬していない、

新しい更新がいくつか存在する。我々にはそのデータセンタが復旧するまで更新を禁止して慾合性を保

つか、時間軸整合性に反して非マスタレコードへの吏粉を許11『することにより可用性を保つかの、どちら

かの巡がある。

我々のシステムでは、アプリケーションがテーブル好にこれを選択できるようにした。アプリケーショ

ンがあるテーブルで砿合性ではなく可用性を選んでいるときにデータセンタがオフラインになると、シス

テムは一時的にこのテーブル中のすべての到述不能レコードのマスタシップを移動する。例4-2に例を挙

げた。オフラインになっていたcoloが復活すると、システムは自動的に虹新の衝突があるレコードを調停

し、アプリケーションにこれらの衝突を通知する。側停により、たとえ時iⅢ軸が保存されなくても、すべ

ての珊所で同じ値に砿実に収束させるｃその一方で、アプリケーションが'11用性よりも盤合性を遡ぷなら、

マスタシップを移動せずに時間軸を保存するものの、失敗する書き込みも出てくる。

状照：電鱈おわり

プリカ

東海岸のレプリカ

状皿＄おやすみ状憩：おはよう

図４．２西海岸のデータセンタがオフラインになったため、更新時間軸を分岐する。

この鞍合性と''Ｉ用性のトレードオフは、いくつかの操作ではiWjlItに管理できる。例えばアプリケーショ

ンに投票機能を持たせることを考えてみよう。ユーザは「あなたの好きな色は？」などのさまざまな質問

に投票し、投梨結果をカウンタとして狼々のデータベースに保存する。インクリメントなどのカウンタ操

作は紙み上げ式なので、時IⅢ軸整合性を壊すことなく、非マスタコピーにさえも適川できる。通常、我々

のレプリケーションのｲ|:細みでは、レプリカ川でレコードの新バージョンを転送するが、摘み上げ式操作

の場合、実は操作そのもの（インクリメントなど）を転送しなくてはならないのだろう。そうすれば、マ

スタがいつ操作を受け取っても（通常辿川時でもデータセンタ障轡の後でも)、順併が〃lれているかどう

かを気にすることなく操作を適川できる。この方式における制約のひとつは、積み上げ操作と非柵み上げ

操作を混征させることができないという点にある。インクリメントと他の上蒋きを正しく噸序づける方法

がわからないため、レコード挿入後はそのカウンタの値はいかなる場合にも再設定が許されない。

災々の手法におけるもうひとつの拡張として、複数レコードの更新を許した。ウェブの負荷の多くは、

一旗に１つのレコードを更新するものであるから、我々はレコードi１１位で時Ⅲ軸整合性をとることに注力

した。しかし概数レコードの更新が望ましいこともよくある。例えばソーシャル・ネットワーキング・ア

プリケーションにtrueﾉinlseという２仙の友述リンクを持たせることを碁える。アリスとボブが友達なら

ば、アリスはボブの友述リストに表示され、ボブはアリスの友達リストに表示される。従ってアリスとボ

ブが友遠になった時に、２つのレコードを史新する必要がある。我々はＡＣＩＤトランザクションを提供し
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ていないため、このⅢ新がアトミックであることを保紙できない。しかしバンドル許き込み(bundlcd

write)を提供することはできる。バンドル許き込みとは、アプリケーションからの一度のデータベース呼

び出しで両方を書き込めるようにして、最終的には尚方の沓き込みが発唯することをデータベースが保征

するものだ。これを実現するために、書き込み要求のログをとり、成功するまでシステムは再試行を続け

る。この手法はレコード征の時間軸整合性を維持する。さらに再試行は非同期なため、目標とするパ

フォーマンスをⅢなうこともない。

まとめると、時Ⅲ軸整合性はレコード史新における伝搬の考え方を棚潔にし、アプリケーションが鋭み

川し遮延と並列性をどのようにトレードオフするか迦択できる柔欲性を提供する。しかし一般的なＡＣＩＤ

トランザクション、狩に複数レコードの読み出しや譜き込みをするトランザクションはサポートしない。

複雑なクエリ
ウェブアプリケーションがより複雑に、而I2Iいものになるにつれ、いままでとは辿うやり方でデータ

ベースからデータを収御して組み合わせる必災が１１'てきた。次は、これらのクエリを大規模環境でサポー

トする方法を見てみよう。

課題

我々のシステムは、１つあるいは少数のレコードを扱うクエリに蛾適化している。符に、上キーを利用

したレコード参照ができる。アリスのユーザ端さえわかれば、彼女のレコードがどのパーティションにあ

るのかを特定して、ページの表示時にそのレコードを鋭み出すのは簡単だ。さらに我々のシステムでは、

データをハシシュ・パーティション・テーブルまたはレンジ．パーティション．テーブルとして保存でき

る。レンジ・パーティション・テーブルでは、叩冊にilfくられた主キーの範囲に対してレンジスキャンを

かけることができる。例えば、アリスの友達リストを、アリスと友人のユーザＩＤの組み合わせを主キー

として、友達関係毎に１つのレコードとして格納することを考える(表4-7)。

表4.7友逮テーブル

ユーザ１ ユーザ２

アリス ボブ

アリス チャールズ

アリス デイブ

レンジ・パーティション・テーブルでは、「アリス」で始まる全レコードがクラスタ化されるので、少賦

のレンジスキャンでそれらすべてを抽出できる．

きて、このソーシャル・ネットワーク・サイトに別の機能を追加することを想像してもらいたい。ユー

ザが写真を投稿して、おｉｆいの写真にコメントをつけられるという機能だ。アリスはボブの写真、チャー

ルズの写典、デイブの写典にコメントできる。ある写典を表示するとき、その写典につけられたコメント

をひとまとめにして見せたい。きらにアリスには、彼女が他の人の写真につけたコメントをまとめて兇せ

たぃ。コメントテーブルの主キーを(写真ID，コメントID)として、順序付きのYDOTテーブルとして格

納すると（表4-8)、あるが典への全コメントがクラスタ化されるので、レンジクエリで取得できるように


