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討い一貫性管理方式を用いた複製データのアクセス効率化
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大規模な電子図書館システム、ビデオオンデマンド(VOD)システム、情報放送システムを構築する場
合、利用者からのアクセスを効率良く行わせるためには、データ複製を行うことが有効である。本稿や想
定する非常に大規模な分散データベース・システム(DBS)においては、複製も超多地点のデータベースサ
イトに作成される。しかし、データ複製を超多地点で行う場合、データの一貫性保持のためのコストが増
大するという閉居が起こる。 2相コミットプロトコルのような強い一斉性管理方式によりデータの一貫性
保持を行うと、通信量の増大により実用化は困難となってしまう。これを解決するためには、弱い一貫性
管理の適応が有効と考える。弱い一貫性管理方式にも各種の方式があるが、本稿では、対象となる応用分
野ごとに、どめような方式が活用できるか、を具体的に論じていく。
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of data. This paper presents some of the weak-consistency control methods used today

and proposes which of the methods is the most appropriate for each target application.

1.はじめに
大規模な分散型データハトースシステム(DBS)を
構築する場合、利用者からのアクセスを効率良く
行わせるためには、データ複製を行うことが有効
である。本稿で対象とするⅡBSはrマルチメデ

・読み出す情報は多少古くても問題無し
・読み出し頻度は大
・更新伝播は遅延しても問題無し
(3)利用者統計情報DB
・データサイズはシステム依存

ィア・コンテンツを提供し、その利用に対して課

・複製数は少なくてよい

金を行うシステムである」とする。例えば、電子

・読み出す情軌ま多少古くても間堰無し

図書館システム、ビデオオンデマンド(VOD)シス

・革み出し頻度は小

テム、カラオケシステム、情報放送システムなど

・更新伝播は遅延しても間頗無し。

である。情報放送システムとは、人工衛星デジタ

(4)課金情報DB

/増反送、地上デジタルテレビ放送、デジタルCAN

DBの属性は上記(3)の利用者統計情報I)Bと

などのデジタル放送配信インフラを利用して、情

同じ。異なる点は、課金情報が損失することは許

報パッケージと呼ばれるマルチメディア複合デー

されないのに対し、利用者統計情執ま例え損失し

タを各データベースサイトに配信するサービスで

ても問題が少ないことである。

ある【飯沢97】。・情報パッケージの内容としては、

また課金情報の操作の殆どに功日算と減算だけで

放送番組表四PG)、インデックス情報の他、選択

あり、つまり交換可能かつ結合法則が成り立つ操

性のある情報番組などがある。

作であるので、一更新途中の琴金情報が損失しない

本稿では非常に大規模な分散データベース・

限り、更新伝播は遅延したとしても、計算値は正

システムPI娼)上でデータ複製を行う際の、複製

しい値に収束する。よって電子図書館などコンテ

間の更新におけるデータ一斉性管理方式について

ンツ参照サ∵ビスを提供するシステムの多くは課
金情報の伝播が遅れても問題ないと言える。実際

論じる。

の散金システム構築において、更新伝播の最大予

2.対象となる分野の分析

柳寺閣内に行われる利用者の消費(コンテンツの

上記のようなマルチメディアデータを提供す

.参照なの額を見積もることにより、最悪の被害

る応用のためのDBSを構築する場合、その典型

執ま推定できるので、逆算により、必要となる更

的DBとしては、以下の4種類が考えられる。

新伝播速度を決めることができる。

(1)コンテンツDB
・データサイズは超大
. ・複製が多数必要
・読み出す情報は多少古くても間唐無し
‑ ・。読み出し頻度は大
・ ・更新伝播は遅延しても問題無し
(2)インデックス情報(2激情鞠DB
インデックス情報とは、通常の書誌デ十タなど
の他、コンテンツを格納するサイトIDのような、・

また想定するDBSでの典型的トランザクショ
ンとして以下がある。
・利用者によるコンテンツ検索(輝度:大)
・コンテンツ提供者によるコンテンツ及びイン
デックス情報の更新園庭:,Jう
・ L課金情報及び利用者情報の収集(頻度: i)
各利用者に対する収集頻度は小さいが利用者
数が膨大なので、全体としてのトランザクシ
ョン畢生頻度は大きくなる。

それを参考にしてコストの安いアクセス経路を選

以下では、上記のような性質をもつ応用に対して

択する場合などに使用できる情報を含払

超大規模分散DBSを構築する場合を想定し、そ

・データサイズは小〜中

こでのデータ複製閤更新処理の方式について論じ

・複製が多数必要

る∴

コルが簡単であること、

3.データ複製間の更新伝播方式の分類・

(2)集中管理方式は負荷集中という問題があるが.

データ複製方式轍アクセス可能性、及

更郡頻度は小さいと予想されるので問題無いこと

び性能の向上な押J点をもつが、反面一貫性保持
に要する手間が大きく通信コストが高いことが問

(3)弱い‑身性管理方式の象合、更新のための通
信コストが少なくてすむこと、

題となっている Grayらは、デッドロックの確

′ (4)軌、一貫性管理方式では一時的にデータの一

率及びそれに伴うトランザクションの失敗の確率

貫性が壊れるが、 OLTPと違い、読み出す情報

は、サイト数が10倍になると10㈱倍になると

は多少古くても間者なb㌔よって更新伝播が遅延

論じている[Gray96]。現状のデータ複製間での

しても、サイト内でローカルにデ」タ一期生が嘩

更新伝播方式は、大きく以下の2つの要素で分

たれている限り、閉経無Vヽ

類できーる。
(I)更新を行うことができるサイトはどこか

3.更新伝播制御方式のレベル付け

集中管理方式:オブジェグト毎に主複製サイ;トを

我々は、応用に応じたデ」タ複製q)更新操作に
対する3つの要求のレベル付けを行い、其々の

決め、そのサイトでのみ更新可能とし、他のサイ
トでの更新は許さない。

レベルに対する適切な一貫性管理制御方式を検討

分散管理方式:どのサイトでも更新が可青島 し

することにした。

かし更新を行おうとするサイトが全部の複製との

レベルA :すべてのトランザクションにおいて強

調整を行う必要がある。

い一貫性管理を必要とする。トランザクションは

物一時的なデータ矛盾を詠めるか否か
強い一貫性管理方式:データの矛盾を深めず一

直列化可能となる。

つのトランザクションの中ですべての複製間嘩

強い「貫性を必要とするが、 read‑onlyトラン

レベルB :更新処理を含むトランザク′ションでは

合性を保証する。例えば2相コミットプロトコ

ザクションでは多少古いデータでも問題ないので、

ルがある。

弱い一貫性管理でよい。 1コfcf‑直列化可能性

弱い一貫性管理方式:応用の内容に特化して考
えることにより、データの矛盾を二時的に認める

[Bern87]だけは保証してほLV十.
レJ<)レC :更新処理を含むト,7ンザクションにお

もの。一つのトランザクションの中でシステム全

いても、弱い一貫性管理を行いたレ㌔

体の‑野性が保証されるのではなくこ更新の伝播

上記のキうにトランザクションの性格でリベル
分けした場合、同一のデータに対して異なるレベ

は別のトランザクショシとして行われていくら
弱も、一期朝田蜘ま初め共有化メモリで発案
されたものであるが【Cher86],分散DBSのトラ

ルが設定されることのないように応用を設計する
.ことは、データの整創生を保つ上で必要となる。

ンザクション管理においても各種の研究が串され

㌣ヤレ.Cのトランザクキヨンで埠、更新伝播

ている。 ‑この方式は以下のように大男けるこ.tが

手鞠のトランザクショ.ンに分かれてサイト邸こ

できる【白HI 97a】,
(a)マルチバージョン方式・

伝播する。よって更新の錬合が検出されても既に
コミットされているので、通常の方式のアボート

O))差異限定管理方式

を行う ことはできないという問題が起こる。‑

(C)意味ベース

第2節で分析したような応掃シネテムにおい

我々が対象とする応用において臥更新伝播

てはレベルAのトランザクションは無い、と考

方式として、集中かつ弱い‑資性管理地雪適し

えてよいだろうA。圃Jl的には全トランザクション

刊、ると我々は考える。その由は以下ゐ通り:

はレV〜レBに属するが、一性能向上のためレベ/レ

(1)集中管理方式は分散管理方式に比べてプロト

Cが必要である場合が二部発生すると考えられる。

例えに群り用者やシステムが検索に用いるインデッ

っても処理が続けられるため方式としては以下の

クス情報や利用者統計情報の更新である。これら

2つが考えられる。

は一時的にデータ一貫性が崩れてもさほど間者は

(a)重み付き投票方訂[Giff79】

無V＼例えば、間違ったインデックス情報でアク

o)集中管理でグローバルタイムスタンプに基づ

セスパスを計算しても、アクセスしてみれば間違
いが判明するように、その処理結果が永続的に利
用されるものではないからである。

く楽観的方式
恥で集中管理方式を用いた理由は第3節で述
べたプロトコルの簡単であるという理由の他に、
集中管理によりダウンしているサイトを無視でき

4.実現アルゴリズム
本節ではレベルB及びCのトランザクション
処理の実現アルゴリズムについて述べる。

るようにするためである。集中方式では、一貫性
の確瓢は主複製サイトにだけ問い合わせるだけで
済むため、他の複製サイトにWl∝kをかけにい
く(a)に比較して効率がよい。よって超多地点の

4.1レベルBの更新処理
初めに、レベルBの更新処理ではどのような
方式が適しているか考察してみる。

サイトを含むことを考慮すると、 (a)よりも0))の
方式が通信コストの増加が少なく、想定する超大
規模分散DBSに適していると我々は考えている。

ら研究されており、データ複製における強い一貫

また0)では、複数種類のオブジェクトにアク
セスする必要があるトランザクションでは、初め

性管理の制御方式としても、 2相ロック‡、楽観

にローカルサイトにそれらの複製を作成してから

的2相ロック、グローバルタイムスタンプに基

実行を始めることとする。これにより他のサイト

強い一貫性管理の更新アルゴリズムは鍵采か

づく楽観的方式、ベーシックタイムスタンプオー

と交倍無しで処理を実行することが可能となるo

ダリング、など各種がある Careyらの評価で

o)の方式の詳細については【白田97b]の山彦方式

は「完全に複製されたシステムでは、楽観的2

のプロトコルを参照して頂きたいffo以後0)を

相ロックが最も適している」という結果が得られ

m伊血ary‑based umestamp Optimistic)方

ている【Care91】。我々が想定する応用で虹読み

式と略

出しに比較して更新の頻度が極瑞に′1、さく、トラ
ンザクション間の錬合は殆どないと仮定できるの
で楽観的制御方式が適切であると考える。
しかし楽観的2相ロック方式ではこノ確瓢相で

4.2レベルCでの更新処理
上記の

m方式は、 W血eが含まれるトラン

ザクションに対しては厳格つまり強い一貫性管理

全ての複製サイトにロックをかける必要がある§。

に基づく方式であった。レベルCでは更新トラ

実際の運用では、ダウンしているサイトの可能性

ンザクションも緩和して弱い‑即生管矧こするO

もあるため、楽観的2相ロック方式は、実現が
困難であると言える。ダウンしているサイトかあ

これにより全体の効率をさらに向上させることが

更新をかける。最新値を保有するサイトは(1)主

できる。

複製サイトと、 (2)最後の更新を行なったサイト

レベルCの更新処理でもレベルB同様、集中

(これを最終更新サイトと呼ぶ)、の2つがある。

管理方式にして、衝突の検出は主複製サイトで行

我々は、負荷を主複製サイトに集中させないため、

うこととする。衝突とは、例えば、サイトaと

最終更新サイトから最終バージョンのデータをコ

サイトbで同じデータオブジェクト0の複製を

ピーした方が効率が良いと考える。その利点は次

保持していて、両者のトランザクションで同じ時

の通り:マルチメディアデータはサイズが大き

刻に0を更新し、両方のトランザクションがコ

いので、複製を作ることはコストがかかり間唐で

ミットした後、その更新ログが主複製サイトに届

ある。提案の方式では、主複製上のトランザクシ

くような場合である。その際主複製サイトは先に

ョンは複製を作らなくても済むため、応答時間が

届いた更新ログを承瓢し、後から届いた方の更新
は却下することとする。

短縮される。
更新頻度の小さい応用では、 writeが衝突する

この場合、既にトランザクションはコミットに

可能性が少なV㌔そのような応用で、.通常のアボ

より完了してしまった後に衝突が検出されるので

ート用にデータの複製を作ることは効率的でない。

通常のアボートはできなV㌔そこで我々は、以下

よって応用がデータの強い一貫性を求めない場合

の解放方法を提案するo

には、上記レベルCの実現アルゴリズムが適し

主複製サイトにおける衝突検出及びコミットノ

ていると考える。

アボート処理のアルゴリズムは以下のようになる,
複製データはオブジェクト0に対してn個ある

4.3

レベルB及びCでの更新伝播遅延

と仮定し、それを01,…, Onと表し、その主複製

上述したレバンレB及びCの更新アルゴリズム

データを0.と表すこトランザクションTが保持

では、主複製サイトが更新を承醸した後、他の全

するオブジェクト0の、最終更新タイムスタン

サイトにその更新内容を伝播させる必要がある。

プをt(0, ℃と表わす。

その際、弱い一貫性管理の手法を用いて、複製間

★コミットを完了したトランザクションでは、コ

の差異をどこまで許すか、という許容範囲を条件

ミット完了後に主複製サイト宛てに以下の情報か

として与え、更新伝播回数を減らすこととする。

ら構成されるコミット情報を送信する。

このような差異限定管理方式は脚i, Kris91,

・サイトD及びトランザクションD
writeしたオブジェクト(これをOiとする)の

Pu91, Side96]などで各種の研究が行われている。
我々はそれらの制約条件を想定する応用に対して

情報

以下のように適応することを環案する。

(OK), tCCS,!),更新後の僧)

・柁adしたオブジェクト(これをOiとする)の

fm (OH), t(Oi,T))

(a)リフレッシュする周期を設定するO
主複製サイトはデ?タ更新情報をキューに入

*主複製サイトは、非主複製サイトからのコ亨ツ

れておき、一定周期ごとに更新情報をブロー

ト情報に対して承琵判定を行う。アクセスした全

ドキャストする。受け側のサイトはこの更新

てのオブジェクトに対してt(Oi,l) ≧ t(00)
が成立すれ声湘され、一つでも不成立であれば
却下される0 ‑
*主複製サイトは承認/却下メj/セージをトランザ
クションTに送信する。

情報が送られてくることにより、主複製サイ
トがダウンしていないことも知ることができ
る。
0)キューにたまっている更新情報の数が‑定数
を超えたら伝播する。

★却下されたトランザク・ションは、既に更新され

(C)更新トリガーとなるデー夕飯城を決めておく。

ていたオブジュクトに対して、自サイトにおいて

スキーマ中特に重要であり、すぐに更新を公

知したい賂合である。例えば、書誌情報のう

ある。つまり他のトランザクションと錬合する可

ち、タイトルと作者と2つの属性に修正が行

能性が無いので、確瓢を行わず、読み出し相が終

われた場合は∴即時に更新を伝播する。

わった後、直接書き出し相を実行することができ

(d)データ更新伝播の開催を設定するO
データの更新の度合いに対して開催を設定し

る。
既存のデータと独立なデータを新規登録する応

ておく。例えば、コンテンツの1/3以上が更

用は、独自のトランザクションレベル(例えば、

新あるいは追加されたら、更新伝播する、あ

新規登録処理フラグを設定する)を設けて、その

るいは利用者からの閲覧回数が1(泊を超えた

レベルであるトランザクションは一切錬合チェッ

ら伝播するなど、である。

クを行わないとすることにより効率化が図れる。

(e)バージョンの違いにより伝播する。
本の改定版などで、マイナーな誤字の直し程
度であれば、更新伝播を待つ。̀しかし、大き

5.まとめ
本稿では、電子図書館システムやVODシステ

な差異のある改訂版の出た場合は、即時更新

ム、情報放送システムのようなマルチメディア・

を伝静する、などの場合である。

コンテンツを提供し、その利用に対して課金を行

上記の差異限定/レールは組み合わせて設定するこ

うシステムを超大競慎分散DBSとして実現する

とができる。

場合の複製データの更新処理方式を検討した。応
用の特徴として、更新が少ない、データサイズが

4.4 read‑onlyトランザクション処理

大きいことから、並行処理制御方式としては集中

前述の弱い‑細生管理方式による更新伝播遅延

的かつ弱い一貫性管理方式が適していると考えたO

により、主複製サイト以外のサイトではデータの

また、主複製サイトで更新を承瓢した後、全複製

一貫性が崩れている可能性がある。しかし想定す

サイト‑その更新結果を伝播する際も、想定する

る応用では、読み出しに関しては最新のデ」タで

応用では伝播が遅延しても問題が熟、ので、複製

ある必要がないものが殆どである。よってU^‑Jレ

の差異の許容限界を指定する条件を与える差異限

B及びCのいずれの場合でもread‑onlyトラン

定管理が効率的であると考えた。今後は、トラン

ザクションは他サイトとの間で一貫性チェックを

ザクションのアクセス対象となるオブジ上クトの

行なうことなくローカルに処理を実行することに

集合が、各サイト上にローカルに存在するように

する。これにより性能の向上が図れる。また、こ

するため1各サイトのアクセスパターンからデー

うした一貫性管理の緩和を行なっても1買ピー

タ複製の最適配置を決定する方式を検討していき

直列化可能性は保証される。̀っまり、他での更新

たし㌔

が起こる前に読み出していた、と考えることで一
つの資源上での十連の処理として直列化できる。
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