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1　はじめに

 Web サービスを支えるバックエンドでは関係

データベース（RDB）が広く使われている．SQL

による柔軟な問い合わせとトランザクションによ

る並行性制御をサポートし，ノウハウも多く蓄積

されたRDBシステムは使い勝手の良いバックエン

ドである．しかし Web サービスがより多くの

ユーザーによりリッチなサービスを提供するため

にはそのRDBの性能がボトルネックになるという

問題が起こっていた．

　RDBで高い性能を得るための工夫は数多く行わ

れているが， RDBのみではなくキーバリュースト

ア（KVS）をストレージとして用いる事で補助的

に性能を高める工夫も行われている．KVSとは文

字列をkeyとして任意のバイト列をキーバリュー

ペアとして対応付けて保存するタイプのストレー

ジであり，その単純な機能のために高い性能とス

ケーラビリティを得る事が出来る．しかしKVSは

その単純さの為に同時に一つのキーバリューペア

（KVP）しか扱えないため，あらかじめ用途を限

定した上でしか適用できないという問題がある．

そのため現状では扱いやすいデータモデルをサ

ポートするRDBと，高速だが使いどころの難しい 

KVSを各自工夫して組み合わせて使う事が現在の 

Web サービスでは一般的となっている．しかしそ

のシステムではKVSへの負荷分散が追いつかず 

RDB の性能の限界に達した際にテーブルを設計し

直さなくてはならず移行に必要なコストは高い．

そこで本研究では分散KVSのスケールアウト性能

を損なう事なく複数のKVP及び計算機を跨いだ分

散トランザクションを実現する手法を提案する．

これは多くの分散KVSが備えている機能のみを用

いてトランザクションを行う手法である．

2　関連研究
　sinfonia[1]は分散データストア上でトランザ

クションを行うミドルウェアである．2PCを行い

耐障害性と一貫性を両立しているが，コーディ

ネーターの離脱に備えるために各参加者にコミッ

ト済みの情報を埋めこまなくてはならない．本手

法ではコミット済みの情報を一箇所に集約させる

ため，任意のKVPの情報を少ない無駄で一括して

更新できる．

　G-Store[2]は分散KVSの上で複数のキーにまた

がるアトミック操作を実現するミドルウェアであ

る．複数のキーバリューペアを動的にグルーピン

グして，その中でリーダーとなるキーを決め，そ

のキーへのアクセス権を持つクライアントが排他

的に読み書きを行えるという物である．G-Store 

では触れるキーバリューペアの数が多いトランザ

クションでスケーラビリティが低下する恐れがあ

るが本研究の手法ではトランザクション中での読

み出しにはロックを要求しないため，読み出しの

多いワークロードに於いて有利である．

3　提案

提案手法では分散KVSの機能のみを用いてトラン

ザクションを行う．よってKVS側に特定の機能を

追加で実装すること無く実現可能である． 1 台

のクライアントは同時に一つのKVPにしか不可分

にアクセスできないため，操作対象のKVPをトラ

ンザクショナルキーバリューペア（TKVP）という

形に拡張することで複数のKVPの一括更新を実現

した．状態の書き換えには不可分なRead-Modify-

Write操作である CASコマンドを用いて，どの状

態からでも進行が為されるように設計をした．図

1に示すように，初めにA,Bという通常の2つのKVP

を，図の2段目のように間接構造を持ったTKVPに

書き換える．TKVPの中ではトランザクションの進

行状況を表すKVPを間接参照しており，そのKVPの

値を参照することで競合する他のトランザクショ

ンがトランザクションの状態を認識できる．トラ

ンザクションはこの進行状況を表すKVPを不可分

操作であるCompare And Swapを用いて完了状態

（Committed）へ書き換える事によって完了する．

図 1:トランザクションの概観
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完了状態となったトランザクションは終了時に

CAS を用いてTKVPから通常のKVPへ書き換えられ，

他のKVPと同様に読み出される事が可能である．

KVPを操作中のトランザクションを行っていたク

ライアントが何らかの故障などにより途中で離脱

した際には，他のトランザクションがその KVP 

に触れる際に所有者であるトランザクションの操

作を待機（指数時間バックオフ）し，上限に達し

たところでトランザクションを中断させる．中断

させられたトランザクションが所有していたKVP

は他のトランザクションからもそのステータス情

報と共に適切に読み出されるため，一貫性を失っ

た状態がクライアントから観測されることは無い．

以下に記述できるトランザクションの実例を示す．

# KVS へ接続する

client = Client("127.0.0.1:11211")

# トランザクションを定義する

def move_money(setter, getter):

  # Taro -> Hanako で 1000 移動させる

  from = getter("Taro")

  to = getter("Hanako")

  setter(from_account, from - 1000)

  setter(to_account, to + 1000)

# 実行する

transaction(move_money);

4　評価

　この手法をPythonを用いて実装し，ライブラリ

として利用可能な形で実装した．これにより以下

に示す擬似コードのようにユーザはトランザク

ションを利用できる．なおこのコードは特定の 2 

つの口座の間で残高を移動させるというものであ

る．広く使われているKVSである memcached[3]を

ConsistentHashing[4]を用いて複数の計算機間で

負荷分散を行い分散KVSとしたシステムの上で評

価を行なった．ハードウェアはAmazon社が提供し

ている Elastic Computinc Cloud(EC2)上の仮想

計算機を50台用いた．

計算機 AmazonEC2 c1.xlarge 

 CPU 2.5ECU x 8core

Memory 7GB

Network GigabitEthernet

評価では50台の計算機を立ち上げ，そのうち1～

15台までmemcachedサーバとして台数を変動させ

た場合の負荷分散性能を測定した結果を図2に示

す．台数が増えるに応じて性能がおおよそ向上し

ている事が読み取れる．仮想化されているため物

理的な計算機の配置を指定することは出来ず，今

後の評価が必要である．

5　まとめ

　本研究では分散KVSをベースにした分散トラン

ザクションの実装を行なった．障害耐性とスケー

ラビリティの両立を狙ってSPoFとHotSpotの排除

が可能な設計とした．今後の課題としてはトラン

ザクションの書き込みをコミット時まで遅延する

ことでレイテンシとスループットのトレードオフ

を調整できるよう改良することや，一貫性の強さ

という利点を活かしてB木などの範囲検索可能な

構造をキーバリューストア上に実現するといった

トランザクションの活用法を考案するという発展

が考えられる．
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図 2:計測結果


