
JP 6246358 B2 2017.12.13

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のデータ記録を備える特定のデータストリーム用に、ストリームのパーティション
分割方針を含む１つまたは複数の方針に基づいたストリーム管理動作を実行するため１つ
または複数の制御構成要素によって構成可能な、取得、記憶、及び検索用の一式のノード
を決定することと、
　１つまたは複数のプログラム記録検索インターフェースが、非順次アクセスパターンを
可能にする第１の検索インターフェース及び順次アクセスパターンを可能にする第２の検
索インターフェースを含み、第１の検索インターフェースの使用に関連する課金レートが
第２の検索インターフェースの使用と関連する課金レートと異なる、該１つまたは複数の
プログラム記録検索インターフェースを介して受信した記録検索要求に応答してデータ記
録を提供することと、
　前記第１と第２の検索インターフェースのそれぞれの呼び出し回数、前記第１と第２の
検索インターフェースの前記それぞれにより取得された記録または検索された記録の総数
、または前記第１と第２の検索インターフェースの前記それぞれにより取得されたデータ
または検索されたデータの総量に少なくとも部分的に基づいて前記特定のデータストリー
ムと関連するクライアントの課金額を生成することとを、１つまたは複数のコンピューテ
ィング装置が実行することを含む方法。
【請求項２】
　前記パーティション分割方針にしたがって、前記特定のデータストリームの特定のデー
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タ記録を前記特定のデータストリームの第１のパーティションに、該特定のデータ記録と
関連するキーの少なくとも一部分に基づいて割り当てることを前記１つまたは複数のコン
ピューティング装置が実行することをさらに含み、該キーが該特定のデータ記録に対応す
る書き込みリクエストによって表される、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　特定のデータ記録が割り当てられるパーティションの少なくとも一部分に基づいて、１
つまたは複数の（ａ）前記特定のデータ記録を受諾する役割を持つ記録取得サブシステム
の特定ノードと、（ｂ）前記特定のデータ記録の少なくとも１部の複写を保存する役割を
持つ記録記憶サブシステムの特定ノードと、（ｃ）読み出しリクエストに応答して該記録
記憶サブシステムから前記特定のデータ記録を入手する役割を持つ検索サブシステムの特
定のノードとを選択することを、前記１つまたは複数のコンピューティング装置が実行す
ることをさらに含む請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　１つまたは複数のプログラム記録提出インターフェースを介して提出されたデータ記録
を受信することを前記１つまたは複数のコンピューティング装置が実行することをさらに
含み、１つまたは複数のプログラム記録提出インターフェースが、データ記録のインライ
ン提出に対応する第１の提出インターフェース及び、（ａ）プロバイダ網で実装される記
憶サービスの対象アドレスと、（ｂ）ユニバーサル記録ロケータと、（ｃ）データベース
記録のうちの１つを参照してデータ記録提出を可能にする第２の提出インターフェースを
含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　（ａ）前記特定のデータストリームを構成するデータ重複排除ウィンドウ、（ｂ）前記
特定のデータストリームと関連するデータアーカイブ方針、（ｃ）クライアントが指示す
るデータ保持方針、（ｄ）前記特定のデータ記録削除のクライアントの要請、または（ｅ
）前記特定のデータ記録を１つまたは複数のデータコンシューマが処理したという表示の
うちの１つの少なくとも一部分に基づく特定のデータ記録を、データ記憶サブシステムの
特定のノードから、削除することを前記１つまたは複数のコンピューティング装置が実行
することをさらに含む請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記特定のデータストリーム用に構成される（ａ）記録取得サブシステム、（ｂ）記録
記憶サブシステム、または（ｃ）記録検索サブシステムのうちの少なくとも１つのサブシ
ステムが、冗長グループのメンバとして１つまたは複数の制御構成要素により構成される
複数のノードを備え、該冗長グループが、（ａ）１組の前記ストリームのデータ記録上で
作動するよう割り当てられている１つまたは複数の主ノード及び（ｂ）１つまたは複数の
トリガーイベントに応答して主要な役割を装うように構成される１つまたは複数の非主ノ
ードを備える請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記１つまたは複数の主ノードのうちの特定の主ノードのインスタンスを特定のデータ
センタで作成し、１つまたは複数の非主ノードのうち特定の非主ノードのインスタンスを
別のデータセンタで作成する請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　１つまたは複数のトリガーイベントのうち１つのトリガーイベントを検出することと、
　１つまたは複数の非主ノードのうち特定の非主ノードに主要な役割を装うよう通知する
ことを前記１つまたは複数のコンピューティング装置が実行することをさらに含む請求項
６に記載の方法。
【請求項９】
　１つまたは複数の制御構成要素が冗長グループとして構成される複数の制御ノードを備
え、前記特定のデータストリームを含む１つまたは複数のデータストリーム上の制御プレ
ーン動作の要求に応答して構成される主制御ノード、及び１つまたは複数のトリガーイベ
ントに応答して主要な役割を装うよう構成される少なくとも１つの非主制御ノードを備え
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る請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　プロバイダ網のネットワークアクセス可能データベースに、前記ストリームのパーティ
ション分割方針にしたがって発生したパーティションマップを含む前記特定のデータスト
リームのメタデータを記憶することと、
　記録検索サブシステムから、特定の記録検索要求に応答して前記メタデータにアクセス
すること
とを１つまたは複数のコンピューティング装置が実行することをさらに含む請求項１に記
載の方法。
【請求項１１】
　前記データストリームの特定のデータ記録に対応して、前記特定のデータ記録が属する
パーティションの他の特定のデータ記録に関連する記録取得サブシステムで前記特定のデ
ータ記録を受領する順番を示す特定のシーケンス番号を生成することと、
　記録記憶サブシステムによって、前記データ記録用に生成した各タイムスタンプ上の少
なくとも一部分に基づく順番で前記特定のデータ記録を含む複数のデータ記録を記憶する
ことと、
　パラメータとして前記特定のシーケンス番号を備える第１の検索インターフェースを呼
び出す読み出しリクエストの受信に応答して、前記記録記憶サブシステムから前記特定の
データ記録を検索することを１つまたは複数のコンピューティング装置が実行することを
さらに含む請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　１つまたは複数のプロセッサ及び１つまたは複数のメモリを含み、１つまたは複数のプ
ロセッサで実行された場合、該１つまたは複数のメモリが、マルチテナント型ストリーム
管理サービスの制御ノードを実装するプログラム命令を含むシステムであって、該制御ノ
ードが、
　１つまたは複数のデータプロデューサによって発生する複数のデータ記録からなる特定
のデータストリームを初期化する要求を受信するよう構成されて、
　前記特定のデータストリームと関連するパーティション分割方針の少なくとも一部分に
基づいて、記録検索サブシステムを含む前記特定のデータストリーム用の１つまたは複数
のサブシステムを構成するために使用される１つまたは複数のパラメータを決定するよう
構成されて、該１つまたは複数のパラメータが記録検索サブシステム内でインスタンス化
されたノードの初期値を含み、
　前記記録検索サブシステムの特定のノードに使用される１つまたは複数の資源を特定す
るよう構成されて、前記特定のノードが非順次アクセスパターンを可能にする第１の検索
インターフェース及び順次アクセスパターンが可能な第２の検索インターフェースを含み
、第１の検索インターフェースの使用に関連する課金レートが第２の検索インターフェー
スの使用と関連する課金レートと異なる、複数のプログラム記録検索インターフェースを
実装するよう構成されて、
　 前記第１と第２の検索インターフェースのそれぞれの呼び出し回数、前記第１と第２
の検索インターフェースの前記それぞれにより取得された記録または検索された記録の総
数、または前記第１と第２の検索インターフェースの前記それぞれにより取得されたデー
タまたは検索されたデータの総量に少なくとも部分的に基づいて前記特定のデータストリ
ームと関連するクライアントの課金額を生成するよう構成されて、
　前記１つまたは複数の資源を用いて前記記録検索サブシステムの前記特定のノードを構
成するシステム。
【請求項１３】
　前記１つまたは複数のサブシステムが前記特定のデータストリームのデータ記録を受信
するよう構成することが可能な１つまたは複数のノードを備える記録取得サブシステム及
び選択された１組の記憶場所で前記特定のデータストリームのデータ記録を記憶するよう
構成することが可能な記録記憶サブシステムを含む請求項１２に記載のシステム。
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【請求項１４】
　前記記録取得サブシステム、前記記録記憶サブシステム、及び前記記録検索サブシステ
ムのうち少なくとも１つのサブシステムが冗長グループのメンバとして構成される複数の
ノードを備え、（ａ）１組の前記特定のデータストリームのデータ記録上で作動するよう
割り当てられている１つまたは複数の主ノード及び（ｂ）１つまたは複数のトリガーイベ
ントに応答して主要な役割を装うよう構成される１つまたは複数の非主ノードを前記冗長
グループが備える請求項１３に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記記録取得サブシステム、前記記録記憶サブシステム、または前記記録検索サブシス
テムのうちの少なくとも１つのノードがプロバイダ網で実装される仮想化コンピューティ
ングサービスのコンピュートインスタンスの構成要素を含む請求項１３に記載のシステム
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　データストレージの費用は何年にもわたって下がってきて、種々のコンピューティング
インフラストラクチャの構成要素を相互に接続することができるようになったことにより
、幅広い種類のアプリケーションに関連するますます多くのデータを、収集し、かつ解析
することができるようになった。例えば、携帯電話は、その位置、または携帯電話ユーザ
で使用されているアプリケーションなどを示すデータを発信することができ、少なくとも
そのデータのうちのいくつかは、カスタマイズされたクーポン券、広告などをユーザに見
せるために収集され、解析されることがある。監視カメラで集められたデータの解析は、
犯罪防止及び／または犯罪解決に役立つことができ、飛行機のエンジン、自動車、または
複合機の中の様々な場所に埋め込まれたセンサが集めたデータは、予防保守など種々の目
的に使用することができ、効率を上げ費用を下げている。
【背景技術】
【０００２】
　ストリーミングデータの量の増加は、コモディティハードウェアの使用の増加を伴った
（場合によっては、それによって可能になった）。コモディティハードウェアのための仮
想化技術の到来により大規模コンピューティング資源を扱う利点を多くのタイプのアプリ
ケーションに与えることができ、種々のコンピューティング資源を多数の顧客が効率よく
安全に共有できるようになった。例えば、仮想化技術により、各ユーザに、単一の物理コ
ンピューティングマシンにホストされた１つまたは複数の仮想マシンを提供することで、
単一の物理コンピューティングマシンを複数のユーザ間で共有できるようになった。その
ような各仮想マシンは、別個の論理コンピューティングシステムとして働くソフトウェア
の擬態であり、種々の仮想マシン間でアプリケーションの分離及び安全を提供すると同時
に、ユーザに自身が所与のハードウェアコンピューティング資源の唯一の操作者でありか
つ管理者であるとの錯覚をもたらす。さらに、仮想化技術によっては、複数のまったく別
のコンピューティングシステムに及ぶ多数の仮想プロセッサを備える単一仮想マシンなど
の２つ以上の物理資源に及ぶ仮想資源を備えることができる。また、コンピューティング
プラットフォームに加え、大きな組織では、仮想化技術を使用するよう組み込まれた様々
なタイプの記憶サービスを提供している。そのような記憶サービスを使用することにより
、大容量のデータを所望の耐久性レベルで保存することができるようになる。
【０００３】
　様々なプロバイダから比較的安価な仮想化されたコンピューティング及び／または記憶
資源が利用できるようになってきたが、収集の管理と組織化、動的で激しく変動するデー
タの流れの記憶及び処理は、種々の理由で困難な課題のままである。大容量データストリ
ームを処理するため構成されたシステムにより多くの資源を加えたため、例えば、システ
ムの異なる部品間で負荷の不均衡が起きる恐れがある。未対策のまま放置されていた場合
、他の資源が未活用（ひいては消耗）であるのに加え、そのような不均衡により厳しい性
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能上の問題が一部の資源に生じる可能性がある。また、そのようなデータまたは結果をク
ライアントが制御できない設備に記憶する場合、クライアントは自分たちのストリーミン
グデータの安全性、またはストリーミングデータの解析結果に関して不安になるかもしれ
ない。分散型システムのサイズが大きくなると、接続不能及び／またはハードウェア障害
など、当然、頻度を増して起こりがちになる障害も、効果的に処理して、ストリームデー
タの収集、記憶、または解析の費用のかかる中断を予防しなければならない可能性がある
。
【図面の簡単な説明】
【０００４】
【図１】少なくともいくつかの実施形態によるデータストリームの概念の簡易概観である
。
【図２】少なくともいくつかの実施形態によるストリーム処理段階の収集を含むストリー
ム管理システム（ＳＭＳ）及びストリーム処理システム（ＳＰＳ）の種々のサブコンポー
ネントの中のデータの流れの概観である。
【図３】少なくともいくつかの実施形態によるＳＭＳ及びＳＰＳで実装され得る各組のプ
ログラムインターフェースの例示である。
【図４】少なくともいくつかの実施形態によるＳＰＳのクライアントがストリーム処理段
階のグラフを生成することができるよう実装され得るウェブベースのインターフェースの
例示である。
【図５】少なくともいくつかの実施形態によるＳＭＳで実装され得るプログラムの記録提
出インターフェース及び記録検索インターフェースの例示である。
【図６】少なくともいくつかの実施形態によるＳＭＳの取得サブシステムの要素の例示で
ある。
【図７】少なくともいくつかの実施形態によるＳＭＳの記憶サブシステムの要素の例示で
ある。
【図８】少なくともいくつかの実施形態によるＳＭＳの検索サブシステムの要素及びＳＰ
Ｓとの検索サブシステムの相互作用の例示である。
【図９】少なくともいくつかの実施形態によるＳＭＳまたはＳＰＳのノード用に用意され
得る冗長グループの例示である。
【図１０】少なくともいくつかの実施形態による所与の冗長グループのノードを複数のデ
ータセンタ間に行き渡らせ得るプロバイダ網環境を示す。
【図１１】少なくともいくつかの実施形態によるＳＭＳまたはＳＰＳのノード用に選択さ
れ得る複数の配置先を示す。
【図１２ａ】少なくともいくつかの実施形態によるＳＰＳクライアント及びＳＭＳクライ
アントそれぞれにより提出され得るセキュリティオプション要求の例示である。
【図１２ｂ】少なくともいくつかの実施形態によるＳＰＳクライアント及びＳＭＳクライ
アントそれぞれにより提出され得るセキュリティオプション要求の例示である。
【図１３ａ】少なくともいくつかの実施形態によるＳＭＳのストリームデータプロデュー
サと取得ノード間の相互作用の例示である。
【図１３ｂ】少なくともいくつかの実施形態によるＳＭＳで取得したデータ記録用に生成
され得るシーケンス番号の要素の例示である。
【図１４】少なくともいくつかの実施形態によるＳＭＳでのストリーミングデータ記録の
保存及び検索の順番の例示である。
【図１５】少なくともいくつかの実施形態によるＳＭＳ及びＳＰＳノード用になされ得る
ストリームパーティションマッピングならびに対応する構成決定の例示である。
【図１６】少なくともいくつかの実施形態による動的ストリーム再パーティション分割の
例示である。
【図１７】少なくともいくつかの実施形態によるストリーム記録取得及びストリーム記録
検索用プログラムインターフェースの各組に対応するよう実行され得る動作の態様を示す
流れ図である。
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【図１８ａ】少なくともいくつかの実施形態によるストリーム処理段階を構成するよう実
行され得る動作の態様を示す流れ図である。
【図１８ｂ】少なくともいくつかの実施形態によるストリーム処理ワーカーノードの構成
用クライアントライブラリの構成要素の呼び出しに応答して実行され得る動作の態様を示
す流れ図である。
【図１９】少なくともいくつかの実施形態によるストリーム処理用の１つまたは複数のリ
カバリ方針を実装するよう実行され得る動作の態様を示す流れ図である。
【図２０】少なくともいくつかの実施形態によるデータストリーム用の複数のセキュリテ
ィオプションを実装するよう実行され得る動作の態様を示す流れ図である。
【図２１】少なくともいくつかの実施形態によるデータストリーム用のパーティション分
割方針を実装するよう実行され得る動作の態様を示す流れ図である。
【図２２】少なくともいくつかの実施形態によるデータストリーム用の動的再パーティシ
ョン分割を実装するよう実行され得る動作の態様を示す流れ図である。
【図２３】少なくともいくつかの実施形態によるデータストリーム記録用の少なくとも１
度の記録取得方針を実装するよう実行され得る動作の態様を示す流れ図である。
【図２４】少なくともいくつかの実施形態によるデータストリーム用の複数の持続性方針
を実装するよう実行され得る動作の態様を示す流れ図である。
【図２５】少なくともいくつかの実施形態によるデータベーステーブルを用いて、処理段
階のワーカーノードが作業負荷を調整するストリーム処理システムの例示である。
【図２６】少なくともいくつかの実施形態による作業負荷の調整に使用するパーティショ
ン分割割り当てテーブルに保存され得る記載の例示である。
【図２７】少なくともいくつかの実施形態による処理動作を実行するパーティション選択
のためのストリーム処理段階のワーカーノードにより実行され得る動作の態様を示す図で
ある。
【図２８】少なくともいくつかの実施形態によるストリーム管理サービス制御サブシステ
ムから入手した情報に基づいてパーティション割り当てテーブルを更新するためのストリ
ーム処理段階のワーカーノードにより実行され得る動作の態様を示す図である。
【図２９】少なくともいくつかの実施形態によるストリーム処理段階のワーカーノードに
より実行され得る負荷のバランス動作の態様を示す図である。
【図３０】少なくともいくつかの実施形態に使用され得るコンピューティング装置を例示
するブロック図である。
【０００５】
　いくつかの実施形態及び説明図を例示して本明細書で説明したが、実施形態は説明した
当該実施形態または図面に限定されないことは当業者なら理解するであろう。該図面及び
詳細説明は開示の特定の形状に実施形態を限定するものではなく、添付の特許請求の範囲
により定義される精神と範囲内に含まれるあらゆる修正態様、等価物、変更態様を含有す
ることが意図される。本明細書で使用の見出し条項は構成目的のみであり明細書または特
許請求の範囲に限定して使用されるものではない。本出願を通して、「ｍａｙ」は、強制
の意（すなわち、しなければならないを意味する）ではなく、許可の意（すなわち、可能
の意味を有する）、で使われる。同様に、「ｉｎｃｌｕｄｅ」、「ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ」
及び「ｉｎｃｌｕｄｅｓ」は、「含む」を意味するが、これに限定するものではない。
【発明を実施するための形態】
【０００６】
　数百または数千もの同時に発生するデータのプロデューサならびにコンシューマを扱う
よう設計された大規模データストリームの生成、記憶、検索、と処理を管理する方法及び
装置の種々の実施形態について説明する。本明細書で使用される「データストリーム」と
いう言葉は、１つまたは複数のデータプロデューサによって生成されて、１つまたは複数
の消費者によってアクセスされるデータ記録の連続のことを言い、そこでは個々のデータ
記録を変更不可能なバイトの連続であると仮定する。ストリーム管理サービス（ＳＭＳ）
は、いくつかの実施形態では、プログラムインターフェース（例えば、アプリケーション
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プログラミングインターフェース（ＡＰＩ）、ウェブページまたはウェブサイト、グラフ
ィカルユーザインターフェース、あるいはコマンドラインツール）をストリームの作成、
構成、及び削除ならびにストリームデータ記録の提出、記憶、検索のために提供すること
ができる。ＳＭＳ制御構成要素を備える相互作用を含むストリーム動作のいくつかのタイ
プ（ストリーム作成または削除、あるいは以下に説明する動的再パーティション分割の動
作類）は、ここでは「制御プレーン」動作と呼ぶが、一方で、一般に（例えば正常動作状
況下で）制御構成要素を備える相互作用を必要としないデータ記録提出、記憶及び検索な
どの動作は、ここではデータプレーン動作と呼んでもよい。動的に提供される数組の計算
、記憶及びネットワーキング資源は、例えば、種々のパーティション分割方針に基づいて
、いくつかの実施形態でそのサービスを実装するために使用されてもよい。その結果、以
下にさらに詳細を説明するがストリーム管理の作業負荷を拡張性に優れた形式で多数のサ
ービス構成要素間に広めることができるようになる。ここで使用される頭文字ＳＭＳは、
ストリームマネジメントサービスのことを言い、またストリームマネジメントサービスを
実装するために使用される仮想資源及び／または物理的資源の収集を含むストリームマネ
ジメントシステムのことを言う。
【０００７】
　一部のＳＭＳの顧客は種々の実施形態で、ＳＭＳのプログラムインターフェースを直接
呼び出すアプリケーションを開発できる。しかし、少なくともいくつかの実施形態では、
ＳＭＳインターフェースに加えて、より高いレベルの抽出またはアプリケーションレベル
の加工フレームワークを顧客に提供することで、ＳＭＳが直接サポートする低いレベルの
ストリームマネジメント機能を使用してアプリケーションを開発したくないクライアント
用に加工する種々のストリームの態様を簡単にすることができる。そのようなフレームワ
ークは独自のプログラムインターフェース（例えば、ＳＭＳのインターフェースの上に作
られた）を提供するので、顧客が低いレベルのストリームマネジメント動作上より、スト
リーム記録を使用して実装されるもビジネスロジック上により集中できるようになる。一
部の実施形態では、より高いレベルのフレームワークを、独自の制御プレーン及びデータ
プレーン構成要素を備えるストリームプロセシングサービス（ＳＰＳ）として実装しても
よく、ＳＰＳは、ストリーム処理用の自動資源プロビジョニング、処理ノードの自動フェ
ールオーバー、任意のストリーム処理ワークフローグラフを構成する能力、一時的ストリ
ーム支援、作業負荷変更または他のトリガー条件に基づく動的再パーティション分割など
の進んだ機能を提供できる。少なくともいくつかの実施形態では、ストリーム管理サービ
ス、ストリーム処理サービスまたは両方のサービスのいずれかを、仮想化環境でマルチテ
ナント管理型ネットワークアクセス可能サービスとして実装してもよい。すなわち、種々
の物理資源（コンピュータサーバまたはコンピュータホスト、記憶デバイス、ネットワー
クデバイスなど）は、少なくとも一部のケースで、そのような実施形態では、どのように
資源が共有されているか正確に顧客に知らせる必要はなく、むしろ顧客に所与の資源が皆
に共有されているとまったく知らせず、異なる顧客のストリーム間で共有されてもよい。
管理されたマルチテナントストリーム管理の制御構成要素及び／または処理管理型サービ
スは、そのいくつかはクライアントが選択可能な、種々の適用可能なポリシーに基づき特
定のストリームに使用されるノードまたは資源を動的に追加、削除、または再構成しても
よい。さらに、制御構成要素はまた、様々なタイプのセキュリティプロトコル（例えば、
たとえ双方のクライアントが少なくともいくつかのハードウェアとソフトウェアを共有し
ていても、一方のクライアントのストリームアプリケーションは他方のクライアントのデ
ータに確実にアクセスできないようにすること）の実装、課金のための資源使用状態の監
視、監査またはデバッグ用に使用されるログ情報の発行、などを透明な形で行う役割を持
つことができる。管理型マルチテナントサービスのクライアントの観点から、サービスが
実装する制御／管理機能は大規模ストリーミングアプリケーションに対応することに伴う
多くの複雑さをなくす可能性がある。一部のシナリオでは、そのようなマルチテナントサ
ービスの顧客は、少なくともストリームに関する一部の動作の種類について資源の共有を
望まないと示すことができるかもしれない。その場合、物理資源の一部は少なくとも一時



(8) JP 6246358 B2 2017.12.13

10

20

30

40

50

的にそれらの種類の動作をシングルテナントと指定することができる（すなわち、１人の
顧客またはクライアントのために実行される動作に制限する）。
【０００８】
　種々の実施形態で、ＳＭＳ及び／またはＳＰＳの制御プレーンとデータプレーンの動作
の実施に対して複数の異なるアプローチを採ることができる。例えば、制御プレーン動作
に関して、いくつかの実施形態では制御サーバまたはノードの冗長グループを立ててもよ
い。冗長グループは複数の制御サーバを含み、あるサーバは種々のストリームに関する管
理要求に応答する役割の主サーバとして指定されるが、別のサーバは現行の主サーバでの
故障（または、接続問題）などトリガー条件のイベントの場合、主サーバとして引き継ぐ
よう指定されてもよい。他の実施形態では、ネットワークアクセス可能データベースサー
ビスで生成された１つまたは複数のテーブルが種々のストリームの制御プレーンメタデー
タ（パーティションマップなど）を保存するために使用されてもよい。種々の取得、記憶
または検索ノードは、データプレーン動作を要求するメタデータのいくつかのサブセット
を取得することが必要な時、テーブルにアクセスすることができてもよい。異なる実施形
態のＳＰＳとＳＭＳデータプレーンと制御プレーン機能の様々な態様に関する詳細は以下
で説明する。ストリーム管理サービスが実装されている実施形態のいくつかでは、高いレ
ベルのプリミティブを提供するストリーム処理サービスを実装する必要はないかもしれな
いことに留意されたい。他の実施形態では、ストリーム処理サービスの高いレベルのプロ
グラムインターフェースだけが顧客の目に触れ、顧客の使用する低いレベルのストリーム
管理インターフェースはクライアントに対して入手可能になされていない。
【０００９】
　いくつかの実施形態では、ストリーム管理システムは複数の独立して構成可能なサブシ
ステムを備え、主としてデータ記録を取得または収集する役割を持つ記録取得サブシステ
ム、主として適用可能な持続性または耐久性方針にしたがってデータ記録内容を保存する
役割を持つ記録記憶サブシステム、及び主として保存記録向けの読み出し要求に応答する
役割を持つ記録検索サブシステムを含む。また、制御サブシステムは、一部の実施形態で
実装されて、例えば、各取得、記憶、及び検索サブシステムの要求された数のノードを仮
想サーバまたは物理サーバなど選択資源で動的に決定及び／または初期化することにより
、残りのサブシステムを構成する役割を持つ１つまたは複数の管理構成要素または制御構
成要素を備える。各取得、記憶、検索及び制御サブシステムはそれぞれ複数のハードウェ
ア及び／またはソフトウェア構成要素を使用して実装され、それら構成要素は総称してサ
ブシステムの「ノード」またはサブシステムの「サーバ」と呼ばれる。したがってＳＭＳ
の種々の資源は論理上、取得、記憶、検索及び制御の４つのカテゴリの１つに属すると言
われる。いくつかの実施形態では、各セットの制御構成要素を他のサブシステムそれぞれ
に対して設定してもよく、例えば、独立の取得制御サブシステム、記憶制御サブシステム
及び／または検索制御サブシステムを実装してもよい。そのような各制御サブシステムは
対応するサブシステムの他のノードに使用される資源を特定する役割及び／またはクライ
アントまたは他のサブシステムからの管理クエリに応答する役割を持ってもよい。いくつ
かの実施形態では、種々のタイプのＳＭＳ及び／またはＳＰＳ機能を実行することができ
るノードのプールが事前に設置されて、このプールの選択されたメンバは必要に応じて新
しいストリームまたは新しい処理段階に割り当てられてもよい。
【００１０】
　ストリームのパーティション分割方針及び関連のマッピングは、例えば、異なる取得ノ
ード、記憶ノード、検索ノード及び／または制御ノードのセット間でデータ記録のサブセ
ットを配布するため、少なくとも一部の実施形態で実装されてもよい。例えば、特定のデ
ータストリーム用に選択されたパーティション分割方針ならびに記録取得レート及び／ま
たは検索レートの期待などの他の要素に基づいて、制御構成要素は、取得、記憶、及び検
索用にいくつのノード（例えば、プロセスまたはスレッド）を最初（すなわち、ストリー
ム生成時）に設定すべきかを決定し、これらのノードを仮想及び／または物理機械装置に
如何にマッピングさせるかを決めてもよい。時間とともに、所与のストリームに関する作
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業負荷は増加または減少してよいが、作業負荷の増減は（他のトリガー条件の中で）スト
リームの再パーティション分割につながる可能性がある。そのような再パーティション分
割は、記録のパーティション、使用されるパーティション分割キー、パーティションの総
数、取得ノードの数、記憶ノードの数、もしくは検索ノードの数、あるいは異なる物理ま
たは仮想資源上のノードの配置を決定するために使用される関数などの種々のパタメータ
の変更を含んでもよい。少なくともいくつかの実施形態では、以下に詳細を説明する手法
を用いて、再パーティション分割をデータ記録の流れを中断することなく動的に実装する
ことができる。異なるパーティション分割スキーム及び再パーティション分割トリガー基
準は、いくつかの実施形態では、例えば、クライアント提供のパラメータまたはＳＭＳ制
御ノードの発見的問題解決に基づいて、異なるデータストリームに使用されてもよい。い
くつかの実施形態では、例えば、クライアントの選好、ストリームの期待されるライフタ
イム、または他の要因に基づいて、再パーティション分割の数及び／または頻度を制限し
てもよい。
【００１１】
　複数の異なる記録取得方針とインターフェースが異なる実施形態で実装されてもよい。
例えば、いくつかの実施形態では、クライアント（例えば、ＳＭＳの顧客の代わりにＳＭ
Ｓのプログラムインターフェースを呼び出すように構成される実行可能な構成要素または
モジュール）は、インライン提出インターフェースまたは参照提出インターフェースを利
用してもよい。インライン提出にとって、データ記録のコンテンツまたは主要部はその実
施形態の提出要求の一部に含まれてもよい。一方で、参照提出要求ではアドレス（記憶装
置アドレス、データベース記録アドレスまたはＵＲＬ（Ｕｎｉｆｏｒｍ　ｒｅｃｏｒｄ　
Ｌｏｃａｔｏｒ））が提供されて、データ記録のコンテンツまたは主要部を取得できる。
いくつかの実施形態では、ハイブリッド提出インターフェースにもまた、あるいは代わり
に対応して、データ記録の最初のＮバイトまでをインラインに含み、残りのバイト（もし
あれば）は参照により提供される。そのような状況では、短い記録（主部がＮバイトより
短い）は提出要求により完全に特定されるが、長い記録の部分は対応するアドレスから取
得されなければならないことがある。
【００１２】
　取得の間、記録の内容を特定する異なる代替手段に加えて、いくつかの実施形態では、
様々な承認または重複排除に関連する取得方針も実装されてよい。例えば、一部のストリ
ームアプリケーションでは、クライアントは各データ及びすべてのデータを確実にＳＭＳ
に取得してほしいと望む場合がある。大規模分散型ストリーム管理環境では、経路の途中
、データプロデューサと取得ノード間で随時、パケットが紛失する、または種々の障害が
発生する可能性があり、結果、一部の提出データが紛失することがあり得る。したがって
、いくつかの実施形態では、肯定承認を取得サブシステムから受信するまで、記録サブミ
ッタが１度または複数回、同じ記録を提出するということにしたがって、ＳＭＳは、１度
は取得の方針を実装してもよい。通常の動作条件では、記録を一度提出すると、受信取得
ノードが取得して記録を保管した後、サブミッタは承認を受信することができる。承認が
紛失または遅延した場合、または記録提出要求自体が紛失した場合、最終的に承認を受信
するまで、サブミッタは同じデータ記録を１度または複数回再提出してもよい。取得ノー
ドは例えば、二重であるなしにかかわらず、サブミッタが承認を受信していれば記録は再
提出されないという予想に基づいて、各提出に対して承認を発生してもよい。しかし、取
得ノードは、少なくとも一部の実施形態では、同じデータ記録が複数回提出されたことを
認識し、不要な重複データの新しい部数の保存を避ける役割を持つことができる。一実施
形態では、１度は取得方針の少なくとも２つのバージョンに対応することができる。一方
は（「少なくとも１度取得、重複不許可」、と呼んでもよい）ＳＭＳがデータ記録の重複
排除の役割を持ち（すなわち１組の２回以上の提出の１つだけに応答してデータを確実に
ＳＭＳ記憶サブシステムに保存する）、他方は、ＳＭＳにより重複したデータ記録の保存
が許可される（「少なくとも１度、重複許可」、と呼んでもよい）。少なくとも１度、重
複許可のアプローチは、ストリームアプリケーションにとって有益であるかもしれず、デ
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ータ記録の重複、及び／または、それ自体が重複を消去するストリームアプリケーション
に対する否定的な帰結はほとんどない。ベストエフォート型取得方針など承認が提出され
たすべてのデータ記録に対して必要ではない他の取得方針もまた、支持されてよい。ベス
トエフォート型取得方針が少なくとも一部の実施形態で実施されている場合、少しのデー
タ記録紛失は受け入れられてもよい。クライアントは種々の実施形態の中で種々のストリ
ーム用にどの取得方針を使用したいかを選択してよい。
【００１３】
　ストリーム記録の記憶に関して、少なくともいくつかの実施形態では複数の代替方針に
も対応することができる。例えば、クライアントはＳＭＳが対応するいくつかの中から持
続性方針を選択することができてもよく、ＳＭＳはそのような記録の記憶の態様を、保存
すべき所与のデータ記録複写の数、複写に用いられるべき記憶技術のタイプ（例えば、揮
発性または不揮発性ＲＡＭ、回転ディスク型記憶、ソリッドステートデバイス（ＳＳＤ）
、ネットワーク接続記憶装置など）など、として管理する。例えば、クライアントがディ
スク型の記憶へのＮ個の複製の持続性方針を選択した場合、データ記録提出は、Ｎ部の記
録の複写がＮ個の各ディスクデバイスに無事に書き込まれた時点で、初めて完了すると考
えることができる。ディスク型の記憶装置が使用されている少なくともいくつかの実施形
態では、ＳＭＳ記憶サブシステムは所与のパーティションに入ってくるデータ記録を、例
えばディスクシークの性能への影響を避けるため、順次ディスクに書き込んでもよい。シ
ーケンス番号は、例えば、取得時間に基づいて順序付けされた記録の検索を可能にするタ
イムスタンプ型技術を含む、以下で説明する種々の技術を用いてデータ記録に生成する（
保存する）ことができる。所与のパーティションのデータ記録は、いくつかの実施形態で
は、例えば、ディスク上に近接して、他のパーティションのデータ記録と別にして、一緒
に保存されてもよい。一部の実施形態では、保持の方針（クライアントまたはＳＭＳが選
択する）、または重複排除時間ウィンドウの方針（いずれかの所定のデータ記録の提出後
、たとえ複製が提出されても、その所定のデータ記録の複製がＳＭＳの記憶サブシステム
に保存されないようＳＭＳに要求する期間を示す）の期間にしたがって、少なくとも一部
のデータ記録を異なるタイプの記憶サービスにアーカイブする、及び／または所与の時間
後ＳＭＳから削除することができる。そのような削除動作はここではストリーム「トリミ
ング」と呼ぶことができる。クライアントは、いくつかの実施形態では、ストリームトリ
ミング要求を提出してもよい。例えば、指定したデータ記録はもはや必要なく、そのため
クライアントの見通しから削除してもよいことをトリミングの要求を提出してＳＭＳに知
らせるか、または、はっきりと指定のデータ記録の削除を要求してよい。多数のクライア
ントが所与のストリームのデータ記録を消費するというシナリオでは、すべての興味を持
つコンシューマがアクセスする前に、ＳＭＳは所与のデータが削除されていない、または
早まってトリムされることがないことを確実にする役割を持つことができる。いくつかの
実施形態では、もし所与のストリームのＮデータコンシューマがいる場合、ストリームの
所与の記録Ｒを削除する前に、ＳＭＳはすべてのＮデータコンシューマがＲを読んだ、ま
たはＲを処理したと決定するまで、待つことができる。ＳＭＳは、Ｒは消費者からの各ト
リミング要求に基づいて、例えば、ストリーム内でどれだけ遠くまでデータコンシューマ
が進んだかという各表示に基づいて、すべての消費者がＲを読んだと決定してもよい。一
部の実施形態では、データコンシューマの一部のタイプ（テストに関連するアプリケーシ
ョンなど）は、少なくとも小さな１つのサブセットのデータ記録の削除を、それらにアク
セスしていなくても承諾することがある。したがって、少なくとも一部の実施形態では、
アプリケーションはデータ削除の受諾に関して検索より前にＳＭＳに通知することができ
、ＳＭＳはその通知にしたがい、削除の予定を立ててもよい。いくつかの実施形態では、
例えば、データ保持方針の一部として、例えば、ストリームデータ記録が複写されるべき
記憶装置のタイプ、またはそのような複写に使用される日程計画方針を示して、アーカイ
ブ方針を実装してもよい。
【００１４】
　少なくともいくつかの実施形態では、複数のプログラムインターフェースも記録検索の
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ために対応されてもよい。一実施形態では、反復子型アプローチが用いられて、あるプロ
グラムインターフェース（例、ｇｅｔＩｔｅｒａｔｏｒ）をインスタンス化のために使用
し、反復子またはカーソルを、ストリームのパーティション内の指定した論理オフセット
に配置してもよい（例えば、シーケンス番号またはタイムスタンプに基づき）。異なるプ
ログラムインターフェース（ｇｅｔＮｅｘｔＲｅｃｏｒｄｓなど）は、現在の反復子の位
置から初めて順次、指定された番号のデータ記録を読み込むために使用されてもよい。反
復子のインスタンス化は、事実上、ストリームのパーティション内の記録検索のため、ク
ライアントが任意のまたはランダムな開始位置を指定することができてもよい。クライア
ントが、そのような実施形態でランダムなアクセスパターンでデータ記録を読み出したい
場合、そのクライアントは繰り返し新しい反復子を作成しなくてはならない。回転ディス
ク型記憶システムでは、頻繁にランダムアクセスを要求するディスクシークのためにＩ／
Ｏ応答時間に与える影響が大きくなる恐れがある。したがって、ランダムより順次ストリ
ームデータ記録を読み込むクライアントの奨励のため、少なくともいくつかの実施形態で
、順次読み出しアクセスよりランダム読み出しアクセスに、異なる（例えば、高い）課金
レートが課せられることがある。このように、例えば、クライアントはｇｅｔＩｔｅｒａ
ｔｏｒの呼び出し毎にＸ通貨単位、ｇｅｔＮｅｘｔＲｅｃｏｒｄｓを介して検索した記録
毎にＹ通貨単位課金されてもよく、いくつかの実施形態では、ＸがＹより多い場合がある
。代替のクライアントのインターフェースが他の動作のカテゴリ（取得など）に対応する
場合、少なくともいくつかの実施形態では、代替の課金レートまたは金額は異なる可能性
がある。例えば、順次読み出しよりランダム読み出しに多く課金されたように、あるクラ
イアントは参照提出要求の方がオンライン提出要求より多く課金される可能性がある。デ
ータ記録のサイズ、書き込み対読み出しの配分、選択の持続性方針などの他の要因もまた
種々の実施形態において課金に影響を与える可能性がある。
【００１５】
　いくつかの実施形態によれば、ストリーム処理サービス（ＳＰＳ）ではクライアントが
多くの処理段階を含む、複雑な処理作業を任意に指定することができ、所与の段階で実行
される処理の出力がゼロ以上の他の段階で入力として使用されてもよい。パーティション
分割方針（取得、保存及び検索データ記録用のＳＭＳの説明と同様）は、いくつかの実施
形態では、処理作業負荷を様々な段階の複数のワーカーノード間でパーティション分割し
て使用してもよい。そのような一実施形態では、プログラムＳＰＳインターフェースが実
装されて、例えば、クライアントが、その段階用（例えば、ストリーム用のパーティショ
ン分割方針と共に、データ記録が検索されるべき１つまたは複数のストリーム）の入力デ
ータソース、その段階で実行される処理動作、及びその段階からの出力もしくは結果送出
用の記述子または仕様（例えば、異なるストリームの形で、出力が記録位置に保存される
か、ネットワーク終点に送信されるか、または１つまたは複数の処理段階に供給されるか
どうか）を含むいずれの所与の段階にも様々な構成セッティングを指定できるようにして
もよい。少なくともいくつかの実施形態では、ＳＰＳ段階に指定される処理動作は冪等で
あってもよい。すなわち、所与の処理動作が同じ入力データで複数回実行された場合、動
作の結果は、動作が一度であった場合に得られる結果と同じである。障害からのリカバリ
（例えば、ＳＰＳ段階でのワーカーノード障害）は処理動作が冪等である場合、下記に詳
細を説明するように単純化されてもよい。いくつかの実施形態によれば、冪等でない処理
動作を一部またはすべてのＳＰＳ段階で行うことは可能である。
【００１６】
　入力ストリームパーティション分割方針及びＳＰＳプログラムインターフェースを介し
て受領した処理動作の性質など少なくとも構成情報の一部に基づいて、種々の実施形態で
は、ＳＰＳ制御サーバはいくつのワーカーノードを、最初に、処理ワークフローの種々の
段階用に設置すべきかを決定してもよい。ワーカーノードに使用される資源の実行能力（
例えば、使用する仮想または物理機械装置）は、 ワーカーノードの初期数値及び配置を
決定する際に考慮に入れてもよい。選択の数のワーカーノード（いくつかの実施形態では
、それぞれが実行可能なスレッドまたは実行可能プロセスを含んでよい）がインスタンス
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化されてもよい。各ワーカーノードは、例えば、適切な入力ソースから（例えば、１つま
たは複数のストリームパーティションの検索ノードから）データ記録を取得するよう構成
されて、データ記録上で指定された処理動作を実行して、処理の結果を指定された出力先
に送信する。さらに、いくつかの実施形態ではチェックポイントスキームが実装されて、
それにしたがって、パーティション記録が順次処理されているという仮定で、所与のワー
カーノードが、進行記録またはそのワーカーノードで処理されたパーティションの一部を
示すチェックポイントを保存するよう構成されてもよい。例えば、ワーカーノードはいく
つかの実施形態では定期的に、及び／またはＳＰＳ制御サーバからのチェックポイント要
求に応答して、進行記録を持続性記憶に書き込んでもよい（例えば、Ｎ秒間に１回または
Ｒデータ記録の処理毎）。
【００１７】
　進行記録はいくつかの実施形態では、ワーカーノード障害からの急速リカバリに使用さ
れてもよい。例えば、ＳＰＳ制御サーバは様々なワーカーノードのヘルス状態を例えば、
ハートビート機構を用いて及び／または資源使用率レベル（ＣＰＵ使用率、Ｉ／Ｏデバイ
ス使用率またはネットワーク使用率レベルなど）を監視することで、長期にわたり監視し
てもよい。特定のワーカーノードは望ましくないまたは不健康状態にあるというＳＰＳ制
御サーバによる決定に応答して、交換ワーカーノードがインスタンス化されて、特定のワ
ーカーノードの役割を引き継いでよい。交換ワーカーノードは、交換されたワーカーノー
ドにより保存された最新の進行記録にアクセスして、交換ワーカーノードが処理すべき１
組のデータ記録を特定することができる。処理動作が冪等である実施形態では、一部の動
作が繰り返された場合でも（例えば、最新の進行記録が交換ワーカーのインスタンス化よ
りいくらか前に書き込まれたため）、処理の全体の結果は障害及び交換によって影響を受
けないであろう。いくつかの実施形態では、処理されたサブセットの所与のストリームま
たはパーティションを示す進行記録の保存に加えて、ワーカーノードも蓄積したアプリケ
ーション状況情報を保存するよう構成されてもよい。例えば、ストリーム処理ワークフロ
ーが、サービス使用基準を示すストリーミングデータ記録の解析に基づいて、特定のサー
ビスに対するクライアントの請求額を決定する役割を持つ場合、ワーカーノードは定期的
に様々なクライアントに対して決定した累積請求額を保存してもよい。
【００１８】
　少なくともいくつかの実施形態では、ＳＰＳ制御サーバは、種々の段階の入力ストリー
ムの動的再パーティション分割など他の行動を開始することによる作業負荷レベルの変更
または検出された作業負荷の不均衡（例えば、あるパーティションの取得レートが他に比
べて異様に高い場合）など種々の他のトリガーに応答するよう構成されて、所与の段階で
所与のパーティションに割り当てられるワーカーノードの数を変更し、より高い能力のワ
ーカーノードを一部の段階に割り当て、またはワーカーノードをある物理資源から異なる
性能能力を備える他の物理資源へ移動することができる。いくつかの実施形態では、例え
ば、ベストエフォート型のリカバリ方針が所与の段階用にはチェックポイント型のリカバ
リ方針より実装されるＳＰＳ制御サーバによる決定に応答して、上記に記載の型の進行記
録が、少なくともいくつかのＳＰＳ段階のワーカーノードによっては保存されることがな
いかもしれない。そのようなベストエフォート型のリカバリ方針のいくつかの実施形態で
は、交換ワーカーノードは新しいデータ記録を受信したように単純に処理するだけで進行
記録へのアクセスを要求することはない可能性がある。いくつかの実施形態では、クライ
アントがＳＰＳ段階でベストエフォート型リカバリ方針を実装したい場合、その段階で実
施されるストリーム処理動作は冪等である必要はない。冪等でない処理動作がＳＰＳ段階
でのストリーム記録で実行されるいくつかの実施形態では、チェックポイント型のリカバ
リに対応できないが、ベストエフォート型のリカバリなどの異なるリカバリスキームを用
いることができる。少なくとも一実施形態では、冪等であるストリーム処理動作だけがＳ
ＰＳ段階で許可されてもよい。
【００１９】
　一部のストリームのデータ記録は、要注意または機密扱いの情報を含み、またはＳＰＳ



(13) JP 6246358 B2 2017.12.13

10

20

30

40

50

段階で実行される処理動作は独自のアルゴリズムを使用することを含んでいるので、競合
にそれを見つかることは問題になる恐れがある。このようにクライアントは特にクライア
ント自身がすべてを制御していないプロバイダ網データセンタにある資源を用いて動作を
実行する場合に、様々な種類のストリーム管理及び処理動作の安全を懸念している。イン
ターネット及び／または分散型クライアントのセットに対する他のネットワークを介して
アクセス可能な１つまたは複数のネットワークアクセス可能サービス（種々のタイプのク
ラウド型データベース、コンピューティングまたは記憶サービスなど）を提供する会社ま
たは公共部門組織などの団体によるネットワーク設立は、ここではプロバイダ網と呼んで
もよい。いくつかの実施形態では、クライアントは、それらの複数のデータストリーム用
に複数のセキュリテティ関連のオプションの中から選択することができてもよい。上記に
記載のように、組み合わせたＳＰＳとＳＭＳの組み合わせ構成は、ＳＭＳ及び／またはＳ
ＰＳ用の制御ノード、ＳＭＳ取得ノード、ＳＭＳ記憶ノード、ＳＭＳ検索ノード、及びＳ
ＰＳ処理またはワーカーノードなど、複数の異なる機能カテゴリに属するノードを備える
ことができる。クライアントが入手可能なセキュリティ関連の選択は、いくつかの実施形
態では、種々のタイプのノードの配置または位置用のオプションを含んでもよい。例えば
、一実施形態では、ストリーム記録が最初はプロバイダ網に配置された資源を用いて収集
及び／または保存されたとしても、クライアントは、１つまたは複数のストリームワーク
フローの処理段階用のＳＰＳワーカーノードをクライアント自身の設備上に配置されたコ
ンピューティング装置で実装するよう要求する可能性がある。そのような配置の要求に答
えて、所与のストリームの異なる機能のカテゴリのノードは異なるセキュリティの特性ま
たはプロファイルを備えるそれぞれの資源のセットで、インスタンス化されてもよい。
【００２０】
　資源のセットは、異なる実施形態では、例えば、物理的位置、使用される物理的セキュ
リティプロトコル（例えば、誰が資源への物理的アクセスを有するか）、ネットワーク隔
離レベル（例えば、資源のネットワークアドレスが様々な団体の目に見える範囲）、マル
チテナント機能対単一テナント機能など、様々なセキュリティ関連の特性が互いに異なる
可能性がある。一部の実施形態では、クライアントはプロバイダ網内に隔離仮想網（ＩＶ
Ｎ）を設立し、所与のクライアントがクライアントのＩＶＮ内に含まれる様々なデバイス
のネットワーキング構成を、実質制御することができる。特に、クライアントは、それら
のＩＶＮ内の様々なサーバまたは計算事例に割り当てるネットワークアドレス（例えばイ
ンターネットプロトコルまたはＩＰアドレス）へのアクセスを制限することができる可能
性がある。そのような実施形態では、クライアントはＳＭＳまたはＳＰＳノードの所定の
サブセットを指定のＩＶＮ内でインスタンス化することを要求してもよい。仮想化インス
タンスホスト（一般にマルチテナントホストとして構成されてもよい）などのプロバイダ
網資源がＳＭＳまたはＳＰＳノードの種々のカテゴリ用に使用されている実施形態では、
クライアントは、数セットのノードを、そのクライアントだけに属する事例を実装するこ
とに限られるインスタンスホストにインスタンス化するよう要求してもよい（すなわち、
あるＳＭＳまたはＳＰＳのノードは単一テナントホストとして構成されるインスタンスホ
ストで実装されてもよい）。
【００２１】
　いくつかの実施形態では、他のセキュリティ関連のオプションとして、クライアントは
、特定のストリームのデータ記録が暗号化された後で、ネットワークリンクに送信される
ことを要求してもよい。例えば、暗号化された後で、取得サブシステムと記憶サブシステ
ム間で、記憶サブシステムと検索サブシステム間で、検索サブシステムとＳＰＳワーカー
ノード間で、及び／またはワーカーノードとＳＰＳ出力先間で、ＳＭＳで取得される。ク
ライアントは使用される暗号化アルゴリズムをいくつかの実施形態では、指定してもよい
。一実施形態では、ＴＬＳ（Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｌａｙｅｒ　Ｓｅｃｕｒｉｔｙ）また
はＳＳＬ（ｓｅｃｕｒｅ　ｓｏｃｋｅｔｓ　ｌａｙｅｒ）プロトコルがデータ記録送信及
び／またはＳＰＳ処理結果を送信するために使用されてもよい。
データストリーム概念及び概要
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【００２２】
　図１は少なくともいくつかの実施形態による、データストリームの概念の簡略化した概
観である。表示の通り、ストリーム１００は、ＤＲ１１０Ａ、１１０Ｂ、１１０Ｃ、１１
０Ｄ及び１１０Ｅなどの複数のデータ記録（ＤＲ）１１０を含む。データプロデューサ１
２０Ａ及び１２０Ｂなどの１つまたは複数のデータプロデューサ１２０（データソースと
言ってもよい）は、書き込み動作１５１をストリーム１００のデータ記録の内容を生成す
るため実行してもよい。複数の異なるタイプのデータプロデューサが、例えば、携帯電話
またはタブレットコンピュータのアプリケーション、センサアレイ、ソーシャルメディア
プラットフォーム、ログアプリケーションまたはシステムログ構成要素、種々の監視代理
人など異なる実施形態でデータのストリームを生成してもよい。１つまたは複数のデータ
コンシューマ１３０（データコンシューマ１３０Ａ及び１３０Ｂなど）は、読み出し動作
１５２を実行してデータプロデューサ１２０が生成したデータ記録のコンテンツにアクセ
スする。データコンシューマ１３０は例えば、いくつかの実施形態では、ストリーム処理
段階のワーカーノードを備える。
【００２３】
　少なくともいくつかの実施形態では、ＳＭＳに保存されている所与のデータ記録１１０
は、データ部分１０１（例えば、ＤＲ１１０Ａ、１１０Ｂ、１１０Ｃ、１１０Ｄ及び１１
０Ｅそれぞれのデータ部分１０１Ａ、１０１Ｂ、１０１Ｃ、１０１Ｄ及び１０１Ｅ）及び
シーケンス番号ＳＮ１０２（例えば、ＤＲ１１０Ａ、１１０Ｂ、１１０Ｃ、１１０Ｄ及び
１１０Ｅそれぞれの、ＳＮ１０２Ａ、１０２Ｂ、１０２Ｃ、１０２Ｄ及び１０２Ｅ）を備
えてもよい。シーケンス番号１０２は順序を示していて、図示した実施形態ではＤＲをス
トリーム管理システム（またはストリーム管理システムの特定のノードで）で受信するこ
とができる。データ部分１０１は、いくつかの実施形態では、変更不能な未解釈のバイト
のシーケンスを含んでもよい。すなわち、書き込み動作１５２が完了したら、ＤＲの内容
は、書き込みの結果、ＳＭＳにより変更できないとして生成されて、また一般にＳＭＳは
データの意味に気付くことができない。いくつかの実施形態では、所与のストリーム１０
０の異なるデータ記録は異なるデータ量を含んでもよいが、他の実施形態では、所要のス
トリームのすべてのデータ記録は、同じサイズの場合がある。少なくともいくつかの実施
では、ＳＭＳのノード（例えば、取得サブシステムのノード及び／または記憶サブシステ
ムのノード）は、ＳＮ１０２を生成する役割を持つことができる。下記でさらに詳細を説
明するように、データ記録のシーケンス番号は常に連続していなくてもよい。ある実施形
態では、クライアントまたはデータプロデューサ１２０は、書き込み要求の一部として、
対応するデータ記録に使用される最小のシーケンス番号を示してもよい。一部の実施形態
では、データプロデューサ１２０は、例えば、そこからデータ部分が取得できる記憶デバ
イスのアドレスまたはネットワークアドレス（ＵＲＬなど）を与えることで（例えば、デ
バイスの名前及びデバイス内のオフセットなど）、データ記録のデータ部分へのポインタ
（またはアドレス）を含む書き込み要求を送付してもよい。
【００２４】
　ストリーム管理サービスは、様々な実施形態で、データプロデューサ１２０からデータ
を受領し、データを保存し、データコンシューマ１３０が１つまたは複数のアクセスパタ
ーンでデータにアクセスできるようにする役割を持つことができる。少なくともいくつか
の実施形態では、ストリーム１００はパーティション分割または「シャード分割」により
、データ記録の受信、保存及び検索による作業負荷を配分してもよい。そのような実施形
態では、パーティションまたはシャードは、１つまたは複数のデータ記録及びパーティシ
ョンに基づき特定することができるデータ記録を取得、保存または検索する特定のノード
の属性に基づき、入ってくるデータ記録１１０用に選択されてもよい。いくつかの実施形
態では、データプロデューサ１２０は各書き込み動作でパーティション分割の属性として
働くことのできる明示的パーティション分割キーを発行してもよく、そのようなキーをパ
ーティションの識別子に対しマップすることができる。他の実施形態では、ＳＭＳは、デ
ータプロデューサ１２０と一致する要素、データプロデューサのＩＰアドレス、または提
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出のデータのコンテンツに基づいて、パーティションＩＤを推定することができる。デー
タストリームがパーティション分割されているいくつかの実施形態では、シーケンス番号
はパーティション毎に割り当てられていてもよい。例えば、シーケンス番号が特定のパー
ティションのデータ記録を受領した順番を示すが、２つの異なるパーティションにあるデ
ータ記録ＤＲ１及びＤＲ２のシーケンス番号はＤＲ１及びＤＲ２を受信した相対的順序を
示す必要がないかもしれない。他の実施形態では、シーケンス番号はパーティションに基
づくより、ストリームワイドに割り当てられ、その結果、データ記録ＤＲ１に割り当てら
れたシーケンス番号ＳＮ１がデータ記録ＤＲ２に割り当てられたＳＮ２より低い場合、Ｄ
Ｒ１とＤＲ２が属するパーティションに関係なく、ＤＲ１はＳＭＳによりＤＲ２より早く
受領されたことを意味する。
【００２５】
　ＳＭＳに対応する検索または読み出しインターフェースは、種々の実施形態で、データ
コンシューマ１３０がデータ記録に順次及び／またはランダムな順序でアクセスすること
を可能にする。一実施形態では、１組の反復子型読み出しアプリケーションプログラムイ
ンターフェース（ＡＰＩ）に対応することができる。データコンシューマ１３０は、反復
子の初期位置が指定したシーケンス番号及び／またはパーティション識別子によって示さ
れる、データストリーム用の反復子を取得する要求を提出してもよい。イニシエータをイ
ンスタンス化した後、データコンシューマはデータ記録をストリーム内またはパーティシ
ョン内の初期位置から初めて順次読み出す要求を提出してもよい。データコンシューマが
データ記録をあるランダムな順序で読み出したい場合、そのような実施形態で各読み出し
のために新しい反復子をインスタンス化する必要がある場合がある。少なくともいくつか
の実施形態では、所与のパーティションまたはストリームのデータ記録はディスク型記憶
装置に、ディスクのシークを避ける順次書き込み動作を通常用いて、シーケンス番号の順
で書き込んでよい。順次読み出し動作もディスクシークのオーバーヘッドを避けるであろ
う。したがって、いくつかの実施形態では、データコンシューマは価格インセンティブに
より、ランダムな読み出しより順次読み出しを好んで実施する場合がある。例えば、反復
子のインスタンス化などのランダムアクセスの読み出し動作は順次アクセス読み出し動作
よりも課金レートにより高く結びつく可能性がある。
例示のシステム環境
【００２６】
　図２は、少なくともいくつかの実施形態による、ストリーム処理段階の収集を含むスト
リーム管理システム（ＳＭＳ）及びストリーム処理システム（ＳＰＳ）の種々のサブコン
ポーネント間のデータの流れの概観である。図示の通り、ＳＭＳ２８０は取得サブシステ
ム２０４、記憶サブシステム２０６、検索サブシステム２０８及びＳＭＳ制御サブシステ
ム２１０を備えてもよい。各ＳＭＳサブシステムは１つまたは複数のノードまたはコンポ
ーネントを含み、下記に説明する通り、それらは、例えば、プロバイダ網（またはクライ
アント所有またはサードパーティの設備）の種々の資源でインスタンス化される各実行可
能スレッドまたは実行可能処理を用いて実装されてもよい。取得サブシステム２０４のノ
ードは、ストリーム用に使用されるパーティション分割方針に基づき、データプロデュー
サ１２０（１２０Ａ，１２０Ｂ及び１２０Ｃなど）から特定のデータストリームのデータ
記録を取得するよう構成する（例えば、ＳＭＳ制御サブシステム２１０のノードによって
）ことができる。そして、各取得ノードは受領したデータ記録を対応する記憶サブシステ
ム２０６のノードに渡すことができる。記憶サブシステムのノードはデータ記録を種々の
タイプの任意の記憶デバイスにストリーム用に選択された持続性方針にしたがって保存す
ることができる。検索サブシステム２０８のノードは、ＳＰＳ２９０のワーカーノードな
どのデータコンシューマからの読み出し要求に答えてもよい。ＳＰＳ２９０の段階２１５
Ａ、２１５Ｂ、２１５Ｃ、２１５Ｄなどのストリーム処理段階２１５は、ＳＰＳ制御サブ
システム２２０の助けを借りて設定することができる。各段階２１５は、ＳＰＳ制御サブ
システム２２０により構成された、１つまたは複数のワーカーノードを含み、受領したデ
ータ記録毎に１組の処理動作を実行することができる。図示の通り、いくつかの段階２１
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５（２１５Ａ及び２１５Ｂ）はデータ記録を直接ＳＭＳ２８０から受領するが、他（２１
５Ｃ及び２１５Ｄ）は入力を他の段階から受領してもよい。複数のＳＰＳ段階２１５はい
くつかの実施形態では、並行して動作することができる。例えば、異なる処理動作を段階
２１５Ａ及び２１５Ｂの同じストリームから引き出したデータ記録に同時に実行すること
ができる。特定のストリーム用に図２で示したものと同様の各サブシステム及び処理段階
を他のストリーム用にもインスタンス化してもよいことに留意されたい。
【００２７】
　少なくともいくつかの実施形態では、図２に示すサブシステム及び処理段階のノードの
少なくとも一部は、プロバイダ網の資源を用いて実装されてもよい。上記で留意を促した
ように、１組の分散したクライアントに対してインターネット及び／または他のネットワ
ークを介してアクセス可能な１つまたは複数のネットワークアクセス可能サービス（種々
のタイプのクラウド型データベース、コンピューティングまたは記憶サービス）を提供す
る会社または公共部門組織などの団体によるネットワークの設立は、ここではプロバイダ
網と呼んでもよい。サービスのいくつかは、より高いレベルのサービスを構築するために
使用することができる。例えば、コンピューティング、記憶またはデータベースサービス
はストリーム管理サービスまたはストリーム処理サービス用の基礎的要素として使用する
ことができる。少なくともプロバイダ網のコアサービスのいくつかは、「インスタンス」
と呼ばれるクライアント使用のサービス単位でパッケージ化することができる。例えば、
仮想化コンピューティングサービスでインスタンス化された仮想機械装置は「コンピュー
トインスタンス」を表し、記憶サービスによりインスタンス化されたブロックレベルのボ
リュームなどの記憶デバイスは「記憶インスタンス」と呼んでもよく、データベース管理
サーバは「データベースインスタンス」と呼んでもよい。種々のネットワークアクセス可
能なプロバイダ網の数単位のサービスが実装されるサーバなどのコンピューティングデバ
イスは「インスタンスホスト」または単純に「ホスト」とここでは呼んでもよい。取得サ
ブシステム２０４のノード、記憶サブシステム２０６、検索サブシステム２０８、ＳＭＳ
制御システム２１０、処理段階２１５及び／またはＳＰＳ制御サブシステム２２０は、い
くつかの実施形態では、複数のインスタンスホスト上に様々なコンピュートインスタンス
で実行するスレッドまたはプロセスを備えることができる。所与のインスタンスホストは
いくつかのコンピュートインスタンスを備え、特定のインスタンスホストのコンピュート
インスタンスの集合は１つまたは複数のクライアントの種々の異なるストリーム用ノード
を実装するために使用することができる。記憶インスタンスはいくつかの実施形態では、
種々のストリームのデータ記録を保存するために、またはストリーム処理段階の結果の送
り先として使用されてもよい。徐々に、制御サブシステムのノードは、例えば、ノードの
追加、削除、プロセス、コンピュートインスタンもしくはインスタンスホストへのノード
のマッピングの変更、または所与のストリームの再パーティション分割などによる、種々
のトリガー条件に応答して他のサブシステムの個体数を動的に修正することができるが、
同時に、図１５及び図１６を参照して以下に記載の通り、受領、保存、及びデータ記録処
理を継続して行うことができる。
【００２８】
　プロバイダ網資源がストリーム関連の動作に使用されている実施形態の文脈では、「ク
ライアント」という言葉は、所与の通信の資源または目的先として使われた時、任意のコ
ンピューティングデバイス、プロセス、ハードウェアモジュールまたはソフトウェアモジ
ュールのことを言ってもよく、それらは、１つの団体（複数のユーザまたは単一のユーザ
を有する組織、グループなど）に所有され、管理され、または配分されていて、その団体
は少なくともあるプロバイダ網のネットワークアクセス可能サービスにアクセスし、また
利用することができる。あるサービスのクライアントは自身を実装して他のサービスの資
源を使用することができる。例えば、ストリームデータコンシューマ（ストリーム管理サ
ービスのクライアント）はコンピュートインスタンス（仮想化したコンピューティングサ
ービスで提供される資源）を備えることができる。
【００２９】
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　所与のプロバイダ網は、物理及び／または仮想化コンピュータサーバ、１つまたは複数
の各記憶デバイスを備える記憶サーバ、ネットワーキング装置など様々な資源プールをホ
ストし、プロバイダが提供するインフラストラクチャ及びサービスを実装し、構成し、ま
た配布するために必要な多数のデータセンタ（いろいろな地域のいたるところに分散する
ことができる）を含んでもよい。いくつかの異なるハードウェア及び／またはソフトウェ
ア構成要素は、その一部は異なるデータセンタまたはいろいろな地域でインスタンス化さ
れ、または実行されて、様々な実施形態で、全体として各サービスを実行するため使用さ
れることができる。クライアントは、クライアントが所有し、クライアントが管理する前
提の、またはプロバイダ網の外のデータセンタに配置されたデバイスから、及び／または
プロバイダ網の中のデバイスから、プロバイダ網で資源及びサービスと相互に作用し合う
ことができる。プロバイダ網は、１つの実施例環境として働き、ここで説明する多くのス
トリーム管理及び処理技術が実装されてもよいが、それらの技術はプロバイダ網だけでな
く他のタイプの分散型システムにも、例えば、それ独自のアプリケーション用に単一の法
人が運営する大規模分散型環境などに適用することができる。
プログラム的インターフェース例
【００３０】
　上述の通り、少なくともいくつかの実施形態では、ＳＰＳはＳＭＳプログラムインター
フェースを利用して、ＳＰＳクライアントがより簡単に使用できるより高いレベルの機能
を作ることができ、それは様々なストリーム型アプリケーション用に所望のビジネスロジ
ックを実装するものである。ＳＰＳとＳＭＳの機能の違いを検討すると、類比が助けとな
る。ＳＰＳの機能は、一般に、Ｃ＋＋などのより高いレベルの言語内のプログラム言語の
構造体に例えることができるが、ＳＭＳの機能は一般にプログラム言語の構造体をコンパ
イラで翻訳するアセンブリ言語命令に例えられる。アセンブリ言語命令を直接用いて同じ
動作を実行することができる可能性があるが、より高いレベルの言語でプログラミングす
ることは通常多くのカテゴリの顧客またはユーザにとりより簡単かもしれない。同様に、
ＳＭＳにより提供される基本要素を用いて種々のアプリケーションを実装することができ
るかもしないが、ＳＰＳの特徴を用いてそうする方が簡単かもしれない。ＳＰＳ処理動作
（データレコードで実施される冪等である処理動作など）は、ストリーム記録のデータ内
容に実装してもよいが、ＳＭＳの動作は記録自体を取得、保存、また検索するために実行
されて、通常記録の中身を検討しない。図３は、少なくともいくつかの実施形態による、
ＳＭＳとＳＰＳで実装することができるプログラムインターフェースのそれぞれのセット
の例示である。いくつかの異なるアプリケーションプログラミングインターフェース（Ａ
ＰＩ）をＳＭＳ及びＳＰＳの両方に実施例として示す。例示されたＡＰＩはいずれの所定
の実施においても対応するすべてを網羅するリストと考えるものではなく、またいくつか
の図示したＡＰＩはある所定の実施形態では対応しないかもしれない。
【００３１】
　矢印３５０が示すように、ＳＰＳクライアント３７５はＳＰＳプログラムインターフェ
ース３０５を呼び出して、処理段階を構成することができる。種々のタイプのＳＰＳプロ
グラムインターフェース３０５は異なる実施形態で実装されてもよい。例えば、ｃｒｅａ
ｔｅＳｔｒｅａｍＰｒｏｃｅｓｓｉｎｇＳｔａｇｅ　ＡＰＩにより、クライアントが指定
した入力ストリーム用の新しい処理段階２１５の構成を要求することができる。その結果
、段階のワーカーノードは、インターフェースの呼び出しで指定される１組の冪等である
動作を実行し、結果を出力配分記述子または方針に示される目的先へ送出するようそれぞ
れ構成される。ｃｒｅａｔｅＳｔｒｅａｍＰｒｏｃｅｓｓｉｎｇＳｔａｇｅ　ＡＰＩの一
部のバージョンまたは同等物で、クライアントは、入力ストリームの生成を要求してもよ
く、他のバージョンでは入力ストリームは処理段階が生成される以前に生成されなければ
ならないかもしれない。リカバリ方針はワーカーノード用に指定されてもよく、例えば、
チェックポイント型リカバリ技術を使うか、またはベストエフォート型リカバリ技術が好
ましいかを示すことができる。いくつかの実施形態では、ｉｎｉｔｉａｌｉｚｅＷｏｒｋ
ｅｒＮｏｄｅ　ＡＰＩに対応して、特定の段階でワーカーノードの明示的インスタンス化
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を要求することができる。チェックポイント型リカバリが実装される実施形態では、ｓａ
ｖｅＣｈｅｃｋｐｏｉｎｔ　ＡＰＩが支持されて、進行記録がワーカーノードで生成され
ることをクライアントが要求することができるかもしれない。
【００３２】
　異なる実施形態では、ｓｅｔＯｕｔｐｕｔＤｉｓｔｒｕｂｕｔｉｏｎ　ＡＰＩなど様々
なタイプのＳＰＳ出力管理ＡＰＩに対応するので、そのようなＡＰＩにより、特定の段階
で実行される処理動作の結果及び新しく生成されるストリームのために用いる特定のパー
ティション分割方針を用いて１つまたは複数のストリームが生成されるとクライアントは
示すことができる。いくつかの処理段階は主として再パーティション分割用に構成されて
もよい。例えば、記録属性セットＡ１に基づき、データ記録をＮ１パーティションにマッ
プするあるパーティション分割機能ＰＦ１を、入力ストリームＳ１用に使用してもよく、
処理段階は、異なるパーティション分割機能ＰＦ２を実装するために使用されてこの同じ
データ記録をＮ２パーティションにマップしてもよい（異なる属性セットＡ２または同じ
属性セットＡ１を用いて）。ｌｉｎｋＳｔａｇｅｓなどのいくつかのＳＰＳ　ＡＰＩは、
複数の段階を備える任意のグラフ（例えば、有向非巡回グラフ）を構成するために使用さ
れてもよい。一部の実施形態では、サードパーティ、オープンソースストリーム処理フレ
ームワークまたはサービスへのコネクタに対応することができる。そのような一実施形態
では、ＳＰＳ段階が、データ記録（例えば、段階で実施される処理動作の結果を適切にフ
ォーマットして）を既存のサードパーティまたはオープンソースシステムによる消費用に
準備するために使用されてもよい。ｃｒｅａｔｅＴｈｉｒｄＰａｒｔｙＣｏｎｎｅｃｔｏ
ｒなどのＡＰＩは、図示の実施形態では、そのようなコネクタを設定するために使用され
てもよく、またＳＰＳ段階の結果をサードパーティのシステムと互換性がある形式へ適切
に変換することは、ｃｒｅａｔｅＴｈｉｒｄＰａｒｔｙＣｏｎｎｅｃｔｏｒの革新の結果
としてインスタンス化された１つまたは複数のコネクタモジュールにより実施されてもよ
い。
【００３３】
　ＳＰＳはＳＭＳ　ＡＰＩ　３０７を呼び出して、矢印３５２で示すように少なくともそ
の機能のいくつかを実行してもよい。図示の実施形態では、ＳＭＳ　ＡＰＩ　３０７は、
例えば、ｃｒｅａｔｅＳｔｒｅａｍ及びｄｅｌｅｔｅＳｔｒｅａｍ（それぞれストリーム
を生成し削除する）とｇｅｔＳｔｒｅａｍＩｎｆｏ（所与のパーティションの役割を持つ
種々のタイプのノードのネットワークアドレスなど、ストリーム用にメタデータを取得す
る）を含んでもよい。ｐｕｔＲｅｃｏｒｄインターフェースはデータ記録を書き込むため
に使用されて、同時にｇｅｔＩｔｅｒａｔｏｒ及びｇｅｔＮｅｘｔＲｅｃｏｒｄｓインタ
ーフェースは、それぞれ非連続ならびに連続読み出しのために使用されてもよい。ｒｅｐ
ａｒｔｉｔｉｏｎＳｔｒｅａｍインターフェースは、いくつかの実施形態では、特定のス
トリームの動的再パーティション分割を要求するために使用されてもよい。そのようにし
たいクライアント３７０は、矢印３５４が示す通り、ＳＭＳ　ＡＰＩ　３０７を直接呼び
出してもよい。すでに説明の通り、種々の他のＳＭＳ及び／またはＳＰＳ　ＡＰＩ　は、
他の実施形態でも実装されてよいが、図３に示したＡＰＩのいくつかは、一部の実施形態
では実装することができない。
【００３４】
　様々な実施形態では、ＡＰＩ以外のプログラムインターフェースもまた、あるいは代わ
りにＳＰＳまたはＳＭＳ用に実装されてもよい。そのようなインターフェースはグラフィ
カルユーザインターフェース、ウェブページまたはウェブサイト、コマンドラインインタ
ーフェースなどを含んでもよい。いくつかのケースでは、ウェブベースのインターフェー
スまたはＧＵＩは基礎的要素としてＡＰＩを使用してもよく、例えば、ウェブベースの相
互作用は、ＳＭＳまたはＳＰＳの制御構成要素で１つまたは複数のＡＰＩを呼び出すこと
になってもよい。図４は、いくつかの実施形態による、ＳＰＳクライアントがストリーム
処理段階のグラフを生成することができるよう実装されてもよいウェブベースのインター
フェースの実施例を示す。図示の通り、インターフェースはメッセージ領域４０２、グラ
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フメニュー領域４０４及びグラフデザイン領域４０３を備えるウェブページ４００を備え
る。
【００３５】
　ユーザはメッセージ領域４０２でストリーム処理グラフの構造に関する一般的手順と同
様にストリームの概念及び基本要素についてより学ぶために使用可能なリンクを得ること
ができる。いくつかのグラフィカルアイコンをメニュー領域４０４でストリーム処理グラ
フのツールセットの一部として得ることができる。例えば、クライアントは種々のＳＰＳ
処理段階の入力または出力として、持続性ストリーム４５１、一時的ストリーム４５２、
またはサードパーティ処理環境へのコネクタ４５３を示すことが許されてもよい。ウェブ
ベースのインターフェースが実装されるＳＰＳ／ＳＭＳに関して、持続性ストリーム４５
１はストリームとして規定され、そのデータ記録は、ディスク、非不揮発性ＲＡＭまたは
ＳＳＤなどの持続記憶デバイスに保存されてもよく、一時的ストリーム４５２はデータ記
録が持続性記憶デバイスに保存される必要がないものと規定されてもよい。一時的ストリ
ームは、例えば、ＳＰＳ段階の出力から生成されてもよく、ＳＰＳ段階はベストエフォー
ト型リカバリ方針が実装される異なるＳＰＳ段階による入力として消費されるものと期待
される。
【００３６】
　ＳＰＳグラフ作成ウェブページ４００の例では２つのタイプの処理段階が支持される。
それらは、チェックポイント型ワーカーノードリカバリが用いられる段階４５５（例えば
、各ワーカーノードは進行記録を時々保存し、特定のワーカーノードで障害が発生した場
合、交換ノードが故障したノードの進行記録を参照し、処理を始めるデータ記録を決定す
る）、及びベストエフォート型リカバリが用いられる段階４５６（例えば、交換ワーカー
ノードは進行記録を参照せず、単純に受領したように新しいデータ記録の処理を開始する
）である。各段階で実行される処理動作に関する詳細には、メッセージ領域４０２の手順
で示すように、グラフ構造領域４０３の対応するアイコンをクリックして入ることができ
る。ストリーム、コネクタ及び処理段階のアイコンに加えて、メニュー領域４０４はまた
、サードパーティまたは外部ストリーム処理システムを示すアイコンタイプ４５９、及び
資源が処理段階に使用されているプロバイダ網で実装されてもよい記憶サーバのノードを
示すアイコンタイプ４６０を含む。
【００３７】
　図４で示すシナリオの例では、クライアントは４１２，４１５及び４１６の３つの処理
段階を備えるグラフ４０５をグラフデザイン領域４０３に作成している。処理段階４１２
はチェックポイント型リカバリを用いるよう構成されて、持続性ストリーム４１１を入力
として使用する。出力または段階４１２での処理結果は２つの宛先に、段階４１５の入力
を形成する異なる持続性ストリーム４１３の形式と段階４１６の入力を形成する一時的ス
トリーム４１４の形式で送信される。段階４１５と４１６は両方ともベストエフォート型
リカバリ方針をそのワークノードに用いる。段階４１５の出力は、一時的ストリームの形
式で記憶サービスノード４１９へ送信される。段階４１５の出力はコネクタ４１７を介し
てサードパーティ処理システム４１８へ送信される。「グラフ保存」ボタン４２０は処理
段階グラフの図示を、例えば、ＪＳＯＮ（ＪａｖａＳｃｒｉｐｔ（登録商標）　Ｏｂｊｅ
ｃｔ　Ｎａｔａｔｉｏｎ）、ＸＭＬ（Ｅｘｔｅｎｓｉｂｌｅ　Ｍａｒｋｕｐ　ｌａｎｇｕ
ａｇｅ）またはＹＡＭＬなどの任意に適切な形式で保存するために使用することができる
。任意の複雑な処理作業フローは、種々の実施形態では、図４に示すものと同様のツール
を使用して作成することができる。そのようなツールを用いて生成された作業フローはそ
の後作動されて、例えば、図４の段階４１２などの処理段階用データ記録を取得するため
に、ＳＭＳ　ＡＰＩを呼び出しできるようになり、ｇｅｔＩｔｅｒａｔｏｒ及び／または
ｇｅｔＮｅｘｔＲｅｃｏｒｄｓインターフェースは、ストリーム４１１上で呼び出すこと
ができるようになる。
【００３８】
　図５は、少なくともいくつかの実施形態によれば、ＳＭＳで実装することができるプロ
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グラム記録提出インターフェース及び記録検索インターフェースの実施例を図示したもの
である。図示されたＤＲ１１０Ｋ及び１１０Ｑなどのデータ記録は、図示の実施形態では
、種々のタイプのプログラム取得インターフェース５１０を介してＳＭＳへ提出すること
ができる。ＤＲ１１０はいくつかの実施形態では４つのタイプの要素を備えることができ
る。すなわち、５０１Ａ（ストリームＳ１用）、５０１Ｂ（ストリームＳ２用）、データ
または記録の主要部の表示、オプショナルパーティションキー５０４（５０４Ａまたは５
０４Ｂ）、及びオプショナル配列優先表示５０６（配列優先表示５０６Ａ及び５０６Ｂ）
などのストリーム識別子である。データ自体はいくつかのデータ記録のインラインで与え
られてもよく（例えば、ＤＲ１１０Ｋのインラインデータ５０２）、同時に他のデータ記
録用には、ポインタまたはアドレス５０３を与えて、ＳＭＳに対してネットワークアクセ
ス可能位置を表示する（またはネットワーク転送を必要としないローカルデバイスのアド
レス）。一部の実施形態では、所与のストリームがインライン及び参照（アドレス型）デ
ータ記録提出の両方を支持してもよい。その他の実施形態では、所与のストリームはデー
タプロデューサを必要とするが、すべてのデータをインラインまたは参照で供給できる。
いくつかの実施形態では、データ記録提出は記録に使用されるパーティション識別子を含
んでもよい。
【００３９】
　入ってくるデータ記録１１０は、図示の実施形態では、パーティション分割方針に基づ
いて、各取得及び／または記憶ノードへ向けることができる。同様に、記録検索もパーテ
ィションベースで、例えば、１つまたは複数の検索ノードは、所与のパーティションの記
録宛ての読み出し要求に応答するよう指定されてもよい。いくつかのストリーム用に、デ
ータプロデューサは、各データ記録書き込み要求を有する明示のパーティションキーを与
えるよう要求される場合がある。他のストリーム用には、ＳＭＳはパーティション分割ス
キームにしたがい、データ記録を送出することができる。パーティション分割スキームは
、明示的に供給されたパーティションキー以外のメタデータまたは属性に依存して、例え
ば、提出データプロデューサに属する識別情報をパーティションキーとして使用すること
ができる、または提出データプロデューサのＩＰアドレスの一部またはすべてを使用する
ことができる、または提出されたデータの一部を使用することができる。いくつかの実施
形態では、例えば、ハッシュ関数をパーティションキーに適用して、１２８ビットの整数
など所定の大きさの整数値を取得することができる。その大きさ（例えば、０から２の１
２８乗－１）の正の整数の総範囲は、Ｎ個の連続サブ範囲に分けることができ、各サブ範
囲はそれぞれのパーティションを表す。したがって、そのような実施例では、データ記録
用に決定したまたは供給されたいずれの所与のパーティションキーも、対応する１２８ビ
ット整数に対してハッシュされて、その整数が属する１２８ビット整数の連続サブ範囲は
データ記録が属するパーティションを示すことができる。パーティション分割方針とその
使用についてのさらなる詳細は以下図１５に関して説明する。
【００４０】
　図５に示す、特定のパーティションのデータ記録を取得または承諾し、データ記録を保
存し、また特定のパーティションに対する読み出し要求に応答する役割を持つ１組のノー
ドは、総称してパーティション用のＩＳＲ（取得、記憶及び検索）ノードと呼ばれる。Ｓ
ｊ－Ｐｋの表記はストリームＳｉのｋ番目のパーティションを示すために使用される。図
示の実施形態では、ＩＳＲノード５２０Ａは、パーティションＳ１－Ｐ１の取得、保存及
び検索記録用に構成され、ＩＳＲノード５２０ＢはパーティションＳ１－Ｐ２の記録用に
設定され、ＩＳＲノード５２０ＣはパーティションＳ１－Ｐ３の記録用に設定され、ＩＳ
Ｒノード５２０ＫはパーティションＳ２－Ｐ１の記録用に設定され、ＩＳＲノード５２０
ＬはパーティションＳ２－Ｐ２の記録用に設定される。いくつかの実施形態では、取得サ
ブシステム、記憶サブシステムまたは検索サブシステムの所与のノードは複数のパーティ
ション（または複数のストリームの複数のパーティション）のデータ記録を扱うよう構成
されてもよい。いくつかの実施形態では、所与のストリームの単一のパーティションの記
録は、複数のノードによって取得され、保存され、または検索されてもよい。所与のパー
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ティションＳｊ－Ｐｋ用に指定された取得ノードの数は、少なくともいくつかのケースで
は、異なるパーティションＳｊ－Ｐ１用に指定された取得ノードの数と違ってもよく、ま
たＳｊ－Ｐｋ用に指定された記憶ノードの数及び／またはＳｊ－Ｐｋ用に指定された検索
ノードの数と異なってもよい。取得及び／または検索に関して、ＳＭＳ制御ノードは、い
くつかの実施形態では、ＡＰＩ（ｇｅｔＳｔｒｅａｍＩｎｆｏなど）を実装して、クライ
アントがどのノードがどのパーティションを受け持つか決定できるようにしてもよい。デ
ータ記録とパーティション間及びパーティションとＩＳＲノード（または制御ノード）間
で構成されたマッピングは、下記の動的再パーティション分割に関する検討で説明するよ
うに、時間とともに修正されてもよい。
【００４１】
　いくつかの実施形態では、いくつかの異なるプログラムインターフェース５８０が所与
のパーティションからストリームデータ記録を検索するまたは読み出すだめに実装されて
もよい。図５に示すように、いくつかの検索インターフェース５８１は、ｇｅｔＩｔｅｒ
ａｔｏｒ（反復子のインスタンスを作成するまたは指定されたシーケンス番号を有するデ
ータ記録をカーソルが置かれた場所で読み出しするまたはカーソルの後で読み出しする）
またはｇｅｔＲｅｃｏｒｄ（指定されたシーケンス番号を有するデータ記録を読み出すこ
と）など、非順次アクセスのため実装されてもよい。他の検索インターフェース５８２は
、ｇｅｔＮｅｘｔＲｅｃｏｒｄｓ（Ｎ個の記録が反復子の現在の位置から、小さいシーケ
ンス番号から順に読み出されることを要求するインターフェース）などの順次の検索のた
めに実装されてもよい。回転ディスク型記憶システムでは、すでに述べた通り、順次Ｉ／
Ｏが多くの場合、ランダムＩ／Ｏよりずっと効率的かもしれない。というのも要求される
ディスクヘッドシークのＩ／Ｏ当たり平均数は通常ランダムＩ／Ｏ用より順次Ｉ／Ｏ用が
圧倒的に低いからである。多くの実施形態で、所与のパーティションのデータ記録はシー
ケンス番号順に書き込まれ、その結果、シーケンス番号順に基づく（例えばｇｅｔＮｅｘ
ｔＲｅｃｏｒｄｓまたは同様のインターフェースを用いて）順次読み出し要求がランダム
読み出し要求より圧倒的に効率的な可能性がある。したがって、少なくともいくつかの実
施形態では、異なる課金レートが順次対非順次検索インターフェースに設定されてもよく
、例えば、クライアントは、非順次読み出しにより多く請求される可能性がある。
取得サブシステム
【００４２】
　図６は、少なくともいくつかの実施形態による、ＳＭＳの取得サブシステム２０４の実
施例の要素を図示する。図示の実施形態では、取得動作は論理的にフロントエンドとバッ
クエンドに分けられて、フロントエンド機能はデータプロデューサ１２０（例えば、１２
０Ａ，１２０Ｂまたは１２０Ｃ）との相互作用を含み、バックエンド機能はＳＭＳ記憶サ
ブシステムとの相互作用を含む。このようなフロントエンド／バックエンドの分離は、記
憶サブシステムのセキュリティを高め、データプロデューサにパーティション分割方針の
詳細を提供しなければならないことを避けるなど、いくつか利点がある。ＳＭＳクライア
ントライブラリ６０２は種々のデータプロデューサ１２０でのインストールのために提供
されて、データプロデューサはライブラリ６０２に含まれるプログラムインターフェース
を呼び出して取得のためデータを提出する。例えば、一実施形態では、データプロデュー
サ１２０は数百または数千のプロバイダ網の物理及び／または仮想サーバでインスタンス
化した記録エージェントまたは監視エージェントを備えることができる。そのようなエー
ジェントは、種々のログメッセージ及び／または測定基準を自身の各サーバで収集し、定
期的に収集したメッセージまたは測定基準を、終点を１つまたは複数のＳＭＳの取得制御
ノード６６０によりインスタンス化されるフロントエンドの負荷ディストリビュータ６０
４へ提出してもよい。いくつかの実施形態では、１つまたは複数の仮想ＩＰアドレス（Ｖ
ＩＰ）を負荷ディストリビュータのために設定し、データプロデューサはストリームデー
タをそこへ提出することができる。ある実施形態では、ラウンドロビンＤＮＳ（ドメイン
ネームシステム）技術をＶＩＰ用に使用し、特定の負荷ディストリビュータをいくつかの
等しく構成された負荷ディストリビュータの中から選択して、それに対してデータをデー
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タプロデューサ１２０が送信することができる。
【００４３】
　受信したデータ記録を図示の実施形態では、いくつかのフロントエンドのノード６０６
のいずれかへ（例えば、６０６Ａ、６０６Ｂまたは６０６Ｃ）向けてもよい。少なくとも
いくつかの実施形態では、負荷ディストリビュータ６０４はデータ記録を使用する際、パ
ーティション分割方針６５０に気付かない可能性がある。したがって、フロントエンドの
ノード６０６が所与のデータ記録用に選択されて、パーティション型負荷平均化よりラウ
ンドロビン負荷平均化（またはある他の一般的な目的の負荷平均化アルゴリズム）を使用
することができる。フロントエンドのノード６０６は種々のストリーム用のパーティショ
ン分割方針６５０に気付く可能性がある。そして、取得制御ノード６６０と相互作用して
、所与のパーティションのデータ記録用に構成される特定のバックエンド取得ノード６０
８（例えば、６０８Ａ、６０８Ｂ、または６０８Ｃ）のアイデンティティを取得すること
ができる。したがって、図示の実施形態では、フロントエンドのノード６０４は各データ
記録をデータ記録が属する各パーティションに基づいて複数のバックエンドノード６０６
へ送信することができる。先に確認した通り、データ記録が属するパーティションはデー
タプロデューサが提供するパーティションキー、データプロデューサのアイデンティティ
またはアドレスなど１つまたは複数の属性、あるいはデータの内容など、種々の要素のい
かなる組み合わせに基づいても決定することができる。
【００４４】
　各バックエンドノード６０６は１つまたは複数のストリームの１つまたは複数のパーテ
ィションに属するデータ記録を受信し、記憶サブシステムの１つまたは複数のノードへデ
ータ記録を送信することができる。バックエンドノードはいくつかの実施形態では、「Ｐ
ＵＴサーバ」と呼ばれ、データはＨＴＴＰ（ＨｙｐｅｒＴｅｘｔ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｐ
ｒｏｔｏｃｏｌ）「ＰＵＴ」ウェブサービスＡＰＩ経由で提出される。所与のバックエン
ドノードは、クエリを制御ノード６６０へ提出することにより、データ記録が送信される
べき１組の記憶サブシステムノードを決定することができる。（制御ノード６６０は、異
なるサブシステムの制御機能が分離した１組のノードにより取り扱われる実施形態では、
対応するクエリを記憶サブシステムの制御ノードに提出する。）
【００４５】
　少なくともいくつかの実施形態では、少なくとも１度取得方針またはベストエフォート
型取得方針などの複数の異なる取得承認方針６５２に対応することができる。少なくとも
１度の方針では、データプロデューサ１２０は提出した各データ記録に対して肯定承認を
要求し、承認が得られるまで、同じデータ記録を何度も提出する可能性がある（第１の提
出に対して承認が得られなかった場合）。ベストエフォート型取得方針では、少なくとも
提出したいくつかのデータ記録に対しては、肯定の承認は要求できない（しかし取得サブ
システムは時折承認を出す、またはデータプロデューサからの明示的な承認要求には応答
する）。取得サブシステム２０４がデータプロデューサに承認を提示するよう要求される
実施形態では、承認が発行される前、所与のデータ記録を管理するバックエンド取得ノー
ド６０８は要求した数のデータ記録の複製が記憶サブシステムで生成されるまで待つこと
がある（例えば、ストリーム用に設定された持続性方針にしたがって）。種々の実施形態
では、シーケンス番号は、例えば、同じパーティションまたはストリームの他の記録と比
較してその記録の取得された順序を示し、取得サブシステムが受信した各データ記録に対
して生成してもよい。そのようなシーケンス番号はデータプロデューサに承認として、ま
たは承認の一部として返信されてもよい。シーケンス番号に関するより詳細については図
１３ａ及び図１３ｂを参照して以下で説明する。承認及び／またはシーケンス番号は、い
くつかの実施では、データプロデューサにフロントエンドノード６０６を介して返信する
ことができる。少なくともある実施形態では、少なくとも１度方針はフロントエンド及び
取得サブシステム自身のバックエンドノード間で実装されてもよい。例えば、所与のフロ
ントエンドのノード６０６はデータ記録を適正なバックエンドノード６０８にバックエン
ドノードが承認を与えるまで、繰り返し提出する可能性がある。
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【００４６】
　取得制御ノード６６０は、他の機能の中でも、フロントエンド及びバックエンドノード
をインスタンス化する、ノードのヘルス及び作業負荷レベルを監視する、必要に応じてフ
ェールオーバーを指揮する、どのノードが所与のパーティションを受け持つかということ
に関するクエリに応答するまたは方針に関連するクエリに応答する役割を持つことができ
、取得に関連する構成に対して、動作はストリームの動的再パーティション分割に起因す
る。所与の１組の１つまたは複数のストリームに指定された取得制御ノードの数は、いく
つかの実施形態では、時間とともに変わる可能性がある。例えば、１つまたは複数の主制
御ノードは、必要に応じて制御ノードのプールを再構成する役割を持つことができる。冗
長グループが取得フロントエンドまたはバックエンドノードに対して設定されるいくつか
の実施形態では、図９及び図１０を参照して以下でさらに詳細を説明する通り、制御ノー
ド６６０は、どのノードが主でどれが非主かの記録を取る役割を持ち、フェールオーバー
のトリガー条件を検出し、またフェールオーバーが要求されたときは交換品を選択する役
割を持つことができる。図６に示す多層化取得サブシステムの構造は、いくつかの実施形
態では実装することはできないことに留意されたい。例えば、単一の１組の取得ノードだ
けを一部のシナリオで構成することができる。
ストレージサブシステム
【００４７】
　図７は少なくともいくつかの実施形態によるＳＭＳの記憶サブシステムの実施例の要素
を図示するものである。図示の通り、取得ノード６０８（例えば、フロントエンド及びバ
ックエンド取得責任が異なるノードのセットにより扱われている実施形態でのバックエン
ド取得ノード）は、ストリームの１つまたは複数のパーティションのデータ記録をそれら
のパーティションのために構成される各記憶ノード７０２へ送信することができる。例え
ば、パーティションＳ１－Ｐ１のデータ記録１１０Ａは記憶ノード７０２Ａへ送信され、
パーティションＳ２－Ｐ３のデータ記録１１０Ｂは記憶ノード７０２Ｂ及び７０２Ｃへ送
信され、パーティションＳ３－Ｐ７のデータ記録１１０Ｃは記憶ノード７０２Ｄへ送信さ
れ、またパーティションＳ４－Ｐ５のデータ記録１１０Ｄは最初に記憶ノード７０２Ｅへ
送信される。記憶制御ノード７８０は異なるストリームのデータ記録に適用される持続性
方針７５０を強制する役割を持ち、必要に応じて記憶ノードを構成及び再構成し、記憶ノ
ードの状態を監視し、フェールオーバーを管理し、記憶構成クエリまたは記憶方針クエリ
、及び図示の実施形態で他の種々の管理タスクに応答する役割を持つことができる。
【００４８】
　持続性方針７５０は、異なる実施形態では、種々の方法で互いに異なってもよい。例え
ば、ストリームＳｊに適用される持続性方針Ｐ１は、（ａ）保存される各データ記録の複
製の数、（ｂ）複製が保存されるべき記憶デバイスまたはシステムのタイプ（複製が、揮
発性メモリ、不揮発性キャッシュ、回転ディスク型記憶装置、ソリッドステートドライブ
（ＳＳＤ）、各種記憶装置、各種ＲＡＩＤ（高価でない複数のディスクからなる冗長配列
）、データベース管理システムに、プロバイダ網で実装される記憶サービスのノードで、
などに保存されるべきかどうか）、（ｃ）複製の地理的分散（例えば、異なるデータセン
タに複製を配置することにより、ストリームデータが大規模障害または所定の種類の災害
に対して強くなされているか）、（ｄ）書き込み承認プロトコル（例えば、Ｎの複製が保
存される場合、取得ノードに承認が与えられる前に何個のＮの複製が正常に書き込まれな
ければならないか）、及び／または（ｅ）複数のデータ記録の複製が保存される必要があ
る場合、複製は並行してまたは順次生成されなければならない、という条件のストリーム
Ｓｋに適用される方針Ｐ２と異なってもよい。複数の複製が保存される必要があるいくつ
かのケースでは、データ記録１１０Ｄの場合のように、所与の記憶ノードはデータ記録を
他の記憶ノードへ送信してもよい（例えば、記憶ノード７０２Ｅはデータ記録１１０Ｄを
さらに複製を作るため記憶ノード７０２Ｆへ送信し、記憶ノード７０２Ｆはそれを記憶ノ
ード７０２Ｇへ送信する）。　多重複製の持続性方針が用いられる他のケースでは、２つ
のインメモリ複製が保存される必要があるデータ記録１１０Ｂのケースと同様に、取得ノ
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ードは並行して多重複製を始めてもよい。少なくともいくつかの実施形態では、クライア
ントの選択する持続性方針はストリームのデータ記録に使用される記憶場所のタイプを指
定することはできないが、代わりにＳＭＳは適切なタイプの記憶技術及び／または場所を
費用、性能、データソースの近傍、耐久性要件などの様々な基準に基づいて選択すること
ができる。一実施形態では、クライアントまたはＳＭＳどちらかが、異なる記憶技術また
は記憶場所の型を所与のストリームの別のパーティションまたは別のストリームに使用す
ることを決定できる。
【００４９】
　図７に示す実施例では、ストリームＳ１に適用される持続性方針は（または少なくとも
ストリームＳ１のパーティションＳ１－Ｐ１）、単一複製インメモリ方針であるが、スト
リームＳ２には２個並行複製インメモリ方針が適用される。したがって、データ記録１１
０Ａのインメモリ複製７０４Ａは、記憶ノード７０２Ａで生成されるが、データ記録１１
０Ｂに対応する２個インメモリ複製７０５Ａ及び７０５Ｂは並行して記憶ノード７０２Ｂ
及び７０２Ｃで生成される。ストリームＳ３のデータ記録１１０Ｃに対しては、単一オン
ディスク複製７０６Ａが生成される。ストリームＳ４に対しては、連続３個複製オンディ
スク方針が適用可能で、その結果、各オンディスク複製７０７Ａ、７０７Ｂ及び７０７Ｃ
は順次、記憶ノード７０２Ｅ，７０２Ｆ及び７０２Ｇで生成される。他の種々の型の持続
性方針は、異なる実施形態では、データストリームに適用されてもよい。検索サブシステ
ムのノードは、適切な記憶ノードからデータコンシューマによる種々の型の検索ＡＰＩの
呼び掛けに応答して、データ記録を取得することができる。
検索サブシステム及びプロセッシング段階
【００５０】
　図８は、少なくともいくつかの実施形態による、ＳＭＳの検索サブシステムの実施例の
要素及びＳＰＳを備える検索サブシステムの相互作用の実施例を示す。図示のように、検
索サブシステム２０６は、検索ノード８０２Ａ、８０２Ｂ及び８０２Ｃなどの複数の検索
ノード８０２ならびに検索制御ノード８８０の収集を備えてもよい。各検索ノード８０２
は、以下で説明するように、ＳＰＳのワーカーノード８４０などの様々なクライアントま
たはデータコンシューマ１３０からのストリームデータ検索要求に応答するよう構成され
てもよい。先に説明した非順次及び順次検索インターフェースなどの別の実施形態では、
様々なプログラム検索インターフェース８０２を検索ノードが実行してもよい。いくつか
の実施形態では、ＨＴＴＰ　ＧＥＴ要求などのウェブサービスＡＰＩがデータ記録検索に
使用されてもよく、したがって検索ノード８０２は、ＧＥＴサーバと呼ばれてもよい。所
与の検索ノード８０２は、図示の実施形態では、例えば、検索制御ノード８８０によって
、記憶ノード７０２Ａ及び７０２Ｂなど記憶サブシステムのノード７０２の適切なセット
から１つまたは複数のストリームパーティションのデータ記録を取得するよう構成されて
もよい。
【００５１】
　図示の実施形態では、検索ノード８０２は１つまたは複数の記憶ノード７０２と相互に
作用してもよく、また、１つまたは複数のＳＰＳワーカーノード８４０から受領した検索
要求に応答してもよい。例えば、パーティションＳ４－Ｐ５のデータ記録（例えばデータ
記録１１０Ｋ）及びＳ５－Ｐ８のデータ記録（例えばデータ記録１１０Ｌ）は記憶ノード
７０２Ａから検索ノード８０２Ａによって読み出されて、それぞれワーカーノード８４０
Ａ及び８４０Ｋに提供される。１１０ＭなどのパーティションＳ６－Ｐ７のデータ記録は
検索ノード８０２Ｂによって、記憶ノード７０２Ａから読み出されて、ワーカーノード８
４０Ｋに提供される。パーティションＳ４－Ｐ７のデータ記録は検索ノード８０２Ｃによ
って記憶ノード７０２Ｂから読み出されて、ワーカーノード８４０Ｂ及び他のデータコン
シューマ１３０（例えば、ＳＰＳを介してＳＭＳと相互に作用する代わりにＳＭＳ検索Ａ
ＰＩを直接呼び出すデータコンシューマ）へ提供される。
【００５２】
　少なくともいくつかの実施形態では、一部またはすべての検索ノード８０２は各キャッ



(25) JP 6246358 B2 2017.12.13

10

20

30

40

50

シュ８０４（検索ノード８０２Ａでキャッシュ８０４Ａ、検索ノード８０２Ｂでキャッシ
ュ８０４Ｂ及び検索ノード８０２Ｃでキャッシュ８０４Ｃ）を実装して、そこで種々のパ
ーティションのデータ記録を将来の検索要求を見越して、一時的に保管することができる
。検索制御ノード８８０は、例えば、キャッシング方針（例えば、所与のパーティション
を構成するキャッシュのサイズ、データ記録がキャッシュされる期間）、記憶ノード選択
方針（データ記録の多重複製が保存されるシナリオ内の所与のデータ記録を取得するため
どの特定の記憶ノードに最初にコンタクトするか）など複数の検索方針８８２を実装する
役割を持ってもよい。　さらに、検索制御ノードは検索制御ノード８０２をインスタンス
化し、かつ監視して、どの検索ノードがどのパーティションを受け持つかに関するクエリ
に応答して、再パーティション分割動作を開始または再パーティション分割動作に応答す
るなどの役割も持ってもよい。
【００５３】
　図示の実施例では、ＳＰＳ２９０は２つの処理段階２１５Ａ及び２１５Ｂを含む。ＳＰ
Ｓ制御ノード８８５は、ワーカーノード８４０ＡをパーティションＳ４－Ｐ５の処理記録
へ、ワーカーノード８４０ＢをパーティションＳ４－Ｐ７の処理記録へ、またワーカーノ
ード８４０ＫをパーティションＳ５－Ｐ８及びＳ６－Ｐ７の処理記録へなど、ワーカーノ
ード８０４を種々の処理段階２１５でインスタンス化する役割を持ってもよい。ＳＰＳ制
御ノード８８５は、プログラムインターフェースを実装して（図３及び図４で図示したよ
うに）、ＳＰＳクライアントが処理作業フローを設計できるようにすることができる。種
々のチェックポイント方針８５０は別の処理段階または作業フローのために実装されて、
ワーカーノードがどれだけ各パーティションを処理しているか、進行記録用に使用される
記憶デバイスのタイプなどを示す進行記録を保存する時または場合を示すことができる。
フェールオーバー／リカバリ方針８５２は、異なるノードを有するワーカーノードを交換
するようにするトリガー条件または閾値及び、ベストエフォート型リカバリが使用される
かまたはチェックポイント型リカバリが所与の進行段階に使用されるかを示すことができ
る。少なくともいくつかの実施形態では、ＳＰＳ制御ノード８８５は、例えば、検索ノー
ドを所与のストリームのどのデータ記録から取得するかを指定する、特定の処理作業フロ
ー用に要求される可能性がある新しい一時的または持続性ストリームを設定するなど、様
々な型のＳＭＳ制御ノードと相互作用することができる。少なくとも一実施形態では、例
えば、ＳＭＳ制御インターフェースを利用する代わりに、一部のクライアントはより高い
レベルのＳＰＳインターフェースのみを呼び出すことを望む場合があり、クライアントは
ストリームをインスタンス化するためＳＰＳ制御ノードと相互作用することができる。分
散する制御ノードのセットはＳＭＳ取得、記憶及び検索サブシステム用、及びＳＰＳ段階
用の図６、７、及び８で図示されるが、少なくともいくつかの実施形態では、所与の制御
ノードをいくつかのサブシステム及び／またはＳＰＳ用に使用することができることを留
意されたい。
ノード冗長群
【００５４】
　少なくともいくつかの実施形態では、ノードの冗長グループが１つまたは複数のＳＭＳ
のサブシステム用に構成されてもよい。すなわち、例えば、ストリームパーティションＳ
ｊ－Ｐｋ用のデータ記録を検索する１つの検索ノードを構成する代わりに２つ以上のノー
ドがそのような検索用に設定されてもよく、一方のあるノードがある時点での「主な」ま
たは能動的な役割を認められ、他方のあるノードまたは複数のノードが「非主」ノードと
指定される。現在の主ノードは、例えば、クライアントまたは他のサブシステムのノード
のいずれかから受信した要求などの作業要求に応答する役割を持つことができる。１つの
非主ノードまたは複数の非主ノードはフェールオーバーが、例えば、障害、主ノードへの
接続喪失、または他のトリガー条件により、選択の非主ノードが以前の主ノードの役割を
引き継ぐよう制御ノードに通知された時点など、トリガーされるまで休止状態を維持して
もよい。こうして、主要な役割はフェールオーバーの間、現行の主ノードから取り消され
て現行の非主ノードに与えられてもよい。いくつかの実施形態では、非主ノードは、例え
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ば、明示的通知を要求できない、フェールオーバーが起こるという決定がなされた場合、
自身を主として引き継いでもよい。このようなノードの冗長グループは、種々の実施形態
で、ＳＭＳでの取得、記憶、検索及び／または制御機能用として設定することができる。
また同様のアプローチを、少なくともいくつかの実施形態で、ＳＰＳでのワーカーノード
用に採ることができる。いくつかの実施形態では、所与の機能のために少なくとも１つの
主ノードと少なくとも１つの非主ノードを備えるこのようなグループを、「冗長グループ
」または「複製グループ」と呼んでもよい。記憶ノードの冗長グループは、保存されたデ
ータ記録の物理複写部数を独立して、実装されてもよく、例えば、データ記録の保存され
るべき複写の数は持続性方針により決定されるが、対応するパーティション用に構成され
た記憶ノードの数は冗長グループの方針に基づいて決定することができることに留意され
たい。
【００５５】
　図９は、少なくともいくつかの実施形態によるＳＭＳまたはＳＰＳのノード用に設定す
ることができる冗長グループの実施例を図示する。図示の実施形態では、所与のストリー
ムパーティションＳｊ－Ｐｋに対する、各冗長グループ（ＲＧ）９０５、９１５、９２５
及び９３５が取得ノード、記憶ノード、検索ノード、及び制御ノード用に設定される。制
御ノード用の共通のＲＧ９３５が図示の実施形態では実装されるが、いくつかの実施形態
では、取得制御ノード、記憶制御ノード、または検索制御ノード用には分散するＲＧを実
装してもよい。各ＲＧは、主ノード（例えば、主取得ノード９１０Ａ、主記憶ノード９２
０Ａ、主検索ノード９３０Ａ及び主制御ノード９４０Ａ）及び少なくとも１つの非主ノー
ド（例えば、非主取得ノード９１０Ｂ、非主記憶ノード９２０Ｂ、非主検索ノード９２０
Ｃ及び非主制御ノード９２０Ｄ）を備える。各フェールオーバー方針９１２（取得ノード
用）、９２２（記憶ノード用）、９３２（検索ノード用）及び９４２（制御ノード用）に
したがって、現行の非主に対して、主要な役割を無効化及び承認してもよい。例えば、フ
ェールオーバー方針は、主状態の中の変化へつながるトリガー条件、主または非主のヘル
ス状態を監視するかどうか及びどうやって監視するか、所与の冗長グループ内で構成され
る非主の数などを管理してもよい。少なくともいくつかの実施形態では、単一のＲＧを複
数のパーティション用に設定することができる。例えば、ＲＧ９０５はパーティションＳ
ｊ－ＰｋならびにＳｐ－Ｐｑの記録取得を設定することができる。いくつかの実施では、
一方のパーティションに主として指定されたあるノードは、同時に他方のパーティション
に非主として指定される可能性がある。一実施形態では、多重ノードは所与のＲＧ内で同
時に主ノードとして指定されてもよい。例えば、主で障害が起きた場合でも一方のノード
を非主として指定して、所与のパーティションの取得関連の作業負荷を２つの主ノード間
で分散することができる。所与のＲＧでインスタンス化されたノードの数は対応する機能
に対して望まれる可用性レベルまたは強度レベルによって決まる可能性がある（例えば、
いくつの同時または重複障害に対してグループが耐えられるようになっているか）。いく
つかの実施形態では、ＳＭＳノードに追加してまたはＳＭＳノードに使用される代わりに
、冗長グループはＳＰＳ処理段階のワーカーノード用に設定されてもよい。所与のＲＧの
メンバは、例えば、図１０に示すように、いくつかのデータセンタを横切って、地理的に
分散される場合があってもよい。選択された制御ノードはいくつかの実施形態では、例え
ば、ハートビート機構または他のヘルス監視技術を用いて、適切な非主ノードを故障した
主との交換として選択し、選択した交換ノードを通知／起動することによりフェールオー
バーを指揮するなど、フェールオーバートリガー条件を検出するように構成されてもよい
。
【００５６】
　いくつかの実施形態では、プロバイダ網は複数の地理的地域に組織化されて、各地域は
ここでは「可用性ゾーン」と呼んでもよい、１つまたは複数の可用性コンテナを含んでも
よい。可用性コンテナは、１つまたは複数のまったく別の場所またはまったく別のデータ
センタを備え、所与の可用性コンテナ内の資源は他の可用性コンテナの障害から隔離され
るように（例えば、電源関連の装置、冷却装置、物理セキュリティ構成部品などの独立し
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たインフラストラクチャ構成部品を備えて）設計される。１つの可用性コンテナでの障害
が他の可用性コンテナでの障害の原因になってはならない。したがって、資源インスタン
スまたは制御サーバの入手可能プロファイルは異なる可用性コンテナにある資源インスタ
ンスまたは制御サーバの入手可能プロファイルと無関係になるようにしている。種々のタ
イプのアプリケーションは単一の場所では各可用性コンテナで複数のアプリケーションイ
ンスタンスを起動すること、または（ＳＭＳ及びＳＰＳの場合では）複数の可用性コンテ
ナにわたって所与の冗長グループのノードを分散することにより、障害から保護されるよ
うになる。同時に、いくつかの実施形態では、安価で低遅延のネットワーク接続を、同じ
地理的地域内にある資源間（ホストまたはＳＭＳ及びＳＰＳノードに用いられるコンピュ
ートインスタンスなど）で得ることができ、同じ可用性コンテナの資源間のネットワーク
送信速度はさらに速い可能性がある。一部クライアントは、例えば、地域レベル、可用性
コンテナレベル、またはデータセンタレベルのいずれかで、自身のアプリケーションの種
々の構成要素が正確にどこで実行されているか望む範囲で制御を維持するためにストリー
ム管理またはストリーム処理資源が確保及び／またはインスタンス化されている場所を特
定したいかもしれない。他のクライアントは資源が、例えば、性能、高入手性などに対し
てクライアントの要求に合う限りは自身の資源が正確にどこに確保してあるかまたはイン
スタンス化してあるかは重要ではない。一部の実施形態では、一方の可用性コンテナに配
置される制御ノード（またはデータセンタ）は、他方の可用性コンテナ（または他のデー
タセンタ）にある他のＳＭＳまたはＳＰＳノードを離れて構成することができる可能性が
ある、すなわち、特定の可用性コンテナまたはデータセンタがＳＭＳ／ＳＰＳノードを管
理するためのローカル制御ノードを有する必要がないかもしれない。
【００５７】
　図１０は、少なくともいくつかの実施形態による、所与の冗長グループのノードを複数
のデータセンタ間で分散することができるプロバイダ網環境を示す。プロバイダ網１００
２は、図示の実施形態では、３つの可用性コンテナ１００３Ａ、１００３Ｂ及び１００３
Ｃを備える。各可用性コンテナは１つまたは複数のデータセンタの一部または全部を含む
。例えば、可用性コンテナ１００３Ａは、データセンタ１００５Ａ及び１００５Ｂを含み
、可用性コンテナ１００３Ｂは、データセンタ１００５Ｃを含み、また可用性コンテナ１
００３Ｃは、データセンタ１００５Ｄを含む。ＳＭＳ及び／またはＳＰＳのいくつかの異
なる冗長グループ１０１２が図示されている。ＲＧ１０１２のいくつかを、データセンタ
１００５Ａに配置されたＲＧ１０１２Ａの場合のように、完全に単一のデータセンタ内で
実装することができる。他のＲＧは、可用性コンテナ１００３Ａのデータセンタ１００５
Ａと１００５Ｂに広がるＲＧ１０１２Ｂなど所与の可用性コンテナ内の多重データセンタ
の資源を使用することができる。さらに異なる可用性コンテナを横切って広がる資源を使
用して、他のＲＧを実装することができる。例えば、ＲＧ１０１２Ｃは、各可用性コンテ
ナ１００３Ａ及び１００３Ｂのデータセンタ１００５Ｂ及び１００５Ｃに配置された資源
を使用し、ＲＧ１０１２Ｄは可用性コンテナ１００３Ａ、１００３Ｂ、及び１００３Ｃそ
れぞれにあるデータセンタ１００５Ｂ、１００５Ｃ及び１００５Ｄで資源を利用する。あ
る実施例の展開では、ＲＧ１０１２が１つの主及び２つの非主ノードを備える場合、３つ
のノードをそれぞれ異なる可用性コンテナに配置することができるので、大規模障害イベ
ントが２つの異なる可用性コンテナで同時に発生しても、少なくとも１つのノードが高い
可能性で確実に機能したままになる。
【００５８】
　図示の実施形態で、それぞれＳＭＳ及びＳＰＳと関連するコンソールサービス１０７８
及び１０７６は、プロバイダ網１００２内のストリーム関連の設定を構成する使いやすい
ウェブベースのインターフェースを提供することができる。ＳＭＳ及び／またはＳＰＳが
少なくともそのいくつかを使用することができる複数の追加サービスを、１つまたは複数
のデータセンタにわたって、または１つまたは複数の可用性コンテナにわたって広がる資
源を用いてプロバイダ網１００２内で実装することができる。例えば、仮想コンピューテ
ィングサービス１０７２を実装すると、クライアントは、種々の異なる能力レベルのコン
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ピュートインスタンスとしてパッケージ化した選択した量の計算能力を利用することがで
きるようになる。そのようなコンピュートインスタンスをＳＭＳ及び／またはＳＰＳノー
ドを実装するために使用することができる。１つまたは複数の記憶サービス１０７０を実
装すると、クライアントは、例えば、ブロックデバイスのボリュームインターフェースを
介して、またはウェブサービスのインターフェースを介して所望のデータ持続レベルを備
えたデータオブジェクトを保存またはデータオブジェクトにアクセスすることができるよ
うになる。いくつかの実施形態では、記憶オブジェクトはサービス１０７２のコンピュー
トインスタンスに取り付け可能か、またはコンピュートインスタンスからアクセス可能で
あって、種々のストリーム持続性方針をＳＭＳ記憶サブシステムで実装して使用すること
ができる。一実施形態では、高機能キーバリューデータベース管理サービス１０７４など
の１つまたは複数のデータベースサービスまたは関係データベースサービスをプロバイダ
網１００２で実装して、そのようなデータベースサービスは、ＳＭＮＳ記憶サブシステム
によりストリームデータ記録を保存するために及び／または制御サブシステム、取得サブ
システム。記憶サブシステム、検索サブシステムまたは処理段階のメタデータ保存のため
に使用される。
ストリームセキュリティオプション
【００５９】
　少なくともいくつかの実施形態では、ＳＭＳ及び／またはＳＰＳのユーザがデータスト
リーム用の複数のセキュリティ関連オプションを取得すると、クライアントは、取得、記
憶、検索、処理及び／または制御など種々の機能性カテゴリに用いられる資源のセキュリ
ティプロファイル（例えば、仮想または物理機械装置）を選択することができるようにな
る。そのようなオプションは、例えば、種々のノード（例えば、プロバイダ網設備を使う
か、またはプロバイダ網設備と異なるセキュリティ特徴を有するクライアント保有の設備
を使うか）に用いる資源の物理的場所のタイプに関する選択、ストリームデータの暗号化
に関する選択及び／またはストリーム操作インフラストラクチャの種々の部分でのネット
ワークの分離の選択を含んでもよい。クライアントの一部は、例えば、貴重な所有者のビ
ジネス論理またはアルゴリズムへのアクセスを得ようとする侵入者または攻撃者の可能性
を懸念して、ストリーム処理ワーカーノードを実装してクライアント自身の保証内でコン
ピューティング装置を使用したいと思う可能性がある。１組のＳＭＳ及び／またはＳＰＳ
ノードを実装するために使用される資源のタイプはここではそれらノード用の「配置先タ
イプ」と呼ぶことができる。図１１は、少なくともいくつかの実施形態による、ＳＭＳま
たはＳＰＳのノード用に選択されてもよい複数の配置先のタイプを示す。
【００６０】
　配置先は、図示の実施形態では、一部のタイプのＳＭＳ／ＳＰＳ機能カテゴリ（例えば
、取得、記憶、検索、制御または処理）用にプロバイダ網１１０２内で、及び他のタイプ
のＳＭＳ／ＳＰＳ機能カテゴリ用にプロバイダ網１１０２の外で選択することができる。
プロバイダ網１１０２内では、コンピュートインスタンス、記憶インスタンス、またはデ
ータベースインスタンスなどのいくつかの資源は、マルチテナントインスタンスホスト１
１０３を使用して実装されてもよい。１つまたは複数のクライアントがインスタンス化さ
れる各ＳＭＳまたはＳＰＳノードでのそのようなマルチテナントインスタンスホストは第
１カテゴリ「Ａ」の配置先タイプを形成することができる。他のクライアントと物理資源
を共有しなければならないことを避けるため、クライアントの一部はＳＭＳ／ＳＰＳノー
ドに単一のクライアントに限定されたインスタンスホストを使用して実装するよう要求す
ることができる。そのようなシングルテナントインスタンスホストは配置カテゴリタイプ
「Ｂ」を形成することができる。シングルテナントインスタンスホストはいくつかの理由
で一部のクライアントの観点からより好まれる可能性がある。マルチテナントインスタン
スホストは他のクライアントに属するコンピュートインスタンスを含むため、他のクライ
アントのインスタンスからのセキュリティ攻撃に合う可能性はシングルテナントインスタ
ンスホストよりマルチテナントインスタンスホストの方が高い可能性がある。さらに、「
迷惑な隣人」現象では、マルチテナントホスト上で起動中のあるクライアントのコンピュ
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ートインスタンスＣＩ１が作業負荷の急増に合い、ホストのコンピュートサイクルまたは
他の資源の大部分を消費し始めて、別のコンピュートインスタンスＣＩ２上で起動する他
のクライアントのアプリケーションの性能に影響を及ぼす可能性があり、シングルテナン
トインスタンスホストを使う場合、それも避けることができる。
【００６１】
　ＩＶＮ１１０６Ａ及び１１０６Ｂなどの隔離型仮想ネットワーク（ＩＶＮ）１１０６は
図示の実施形態では、配置先タイプが他のカテゴリ「Ｃ」を示すことができる。ＩＶＮ１
１０６はいくつかの実施形態ではプロバイダ網のクライアントの要求で、プライベートネ
ットワークの論理同値として生成されてもよく、プロバイダのネットワーク資源を使用し
て構築されるが、ネットワーク構成はクライアントによってほとんど制御される。例えば
、クライアントはＩＶＮ１１０６内で使用するＩＰアドレスを決定することができ、ＩＶ
Ｎの外側ですでに使用されているかもしれないＩＰアドレスと重複する可能性を懸念する
必要がない。図示の実施形態では、１つまたは複数のＩＶＮ内の様々なタイプのＳＭＳ及
びＳＰＳノードを実行することにより格外レベルのネットワークセキュリティをクライア
ントのストリームデータの管理及び／または処理に追加することが可能になる。一部のケ
ースでは、所与のクライアントは、あるＩＶＮ１１０６内のＳＭＳノード／ＳＰＳノード
のある機能カテゴリ及び別のＩＶＮ内の別の機能カテゴリを配置したいと思うかもしれな
い。種々の実施形態で、所与のＩＶＮ１１０６はシングルテナントインスタンスホスト、
マルチテナントインスタンスホストまたは両方のインスタンスホストのいずれかを備える
。一部の実施形態では、図１１には図示しないが、プロバイダ網の資源を使用する他のセ
ットの配置先型を選択（またはセキュリティプロファイルを選択）することが少なくとも
クライアントの一部にはできる可能性がある。クライアントがコンピュートインスタンス
をストリーム関連の動作のためにプロバイダ網の仮想化コンピューティングサービスから
取得または使用することが可能な実施形態では、コンピュートインスタンスを２つのモー
ドの一方で使用することができる。一方のモードでは、クライアントはＳＰＳまたはＳＭ
Ｓに、実行可能な１つまたは複数のプログラムを提供して、ＳＰＳワーカーノードとして
構成されるコンピュートインスタンスで（または取得ノード、記憶ノードもしくは検索ノ
ードで）起動させて、ＳＭＳまたはＳＰＳにプログラムを起動させてノードを管理させる
ことができる。この第１のモードはストリーム動作用のコンピュートインスタンスを使用
する「ストリームサービス管理型」モードと呼んでもよい。他方のモードでは、クライア
ントは、ＳＰＳまたはＳＭＳからあまり支援を受けずに実行プログラムを起動してコンピ
ュートインスタンスを管理したいと思うかもしれない。この第２のモードは、ストリーム
動作用のコンピュートインスタンスを使用する「クライアント管理型」モードと呼んでも
よい。これら２つの動作モードはクライアントが選択可能な配置先の型またはセキュリテ
ィプロファイルに関する追加的選択を示すことができる。クライアントは、例えば、実行
プログラムが、クライアントの組織の対象分野の専門家が最も活躍するデバッグ（含むシ
ングルステップ）を要求するような場合、クライアント管理型モードを選択してもよいが
、デバッグを要求しないようなより成熟したコードには、ストリームサービス管理型モー
ドが合理的な選択かもしれない。いくつかの実施形態では、これらの２つのモードには異
なる価格体系が適用される場合がある。
【００６２】
　 図１１で示す実施形態では、複数の配置オプションをプロバイダ網の外側の設備でサ
ポートすることができる。例えば、ＳＭＳライブラリ１１７１及び／またはＳＰＳライブ
ラリ１１７２が組み込まれたホスト１１６０をクライアントの設備内（例えば、クライア
ント所有のデータセンタまたは施設）１１１０Ａまたは１１１０Ｂから、２つのクライア
ントの設備がプロバイダ網への接続の仕方が異なったまま、ストリーム管理または処理用
に使用することができる。クライアントの設備１１１０Ａはプロバイダ網１１０２に少な
くともいくつかの共有インターネットリンク１１５１（すなわち、他のエンティティのネ
ットワークトラフィックもクライアントの設備１１１０Ａとプロバイダ網１１０２間のい
くつかのリンク上を流れている）を介して接続される。反対に、一部のクライアントの設
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備（１１１０Ｂなど）をプロバイダ網に特別な非共有で専用の物理リンク１１０６（「ダ
イレクトコネクト」リンクと呼ばれることがある）を介して接続することができる。これ
らの２つの異なるタイプのクライアントの施設は、図１１で用いられる用語でそれぞれ配
置先オプション「Ｄ」及び「Ｅ」を備える。いくつかの実施形態では、ＳＭＳ及び／また
はＳＰＳの部分は、サードパーティの設備（例えばデータセンタを使用するがＳＭＳ／Ｓ
ＰＳのクライアントが所有または管理していない）で実装されて、そのようなサードパー
ティの設備は配置先タイプ「Ｆ」と指定することができる。少なくともいくつかのクライ
アント及び／またはサードパーティの設備では、ＳＭＳ及び／またはＳＰＳのライブラリ
はプロバイダ網から取得されて、ＳＭＳ／ＳＰＳノード用に使用されるホストに組み込ま
れなくてはいけない可能性がある。少なくとも一実施形態では、すべての異なる機能カテ
ゴリのノードが適切なライブラリの助けを借りてプロバイダ網の外部に実装されてもよい
。
　 いろいろな配置先のタイプは、別の実施形態では、ネットワーク隔離機能実装型、侵
入検出機能対応型、物理的セキュリティ方針実装型、対応済み暗号化レベルなど種々のセ
キュリティ関連の態様の中で互いに異なってもよい。したがって、種々の各配置先のタイ
プは、それぞれのセキュリティプロファイルを有すると考えられ、１つまたは複数の方法
で他の配置先のセキュリティプロファイルと頃なる可能性がある。いくつかの実施形態で
は、ＳＭＳ及び／またはＳＰＳのクライアントは各配置先のタイプを、例えば、図１２ａ
及び１２ｂに記載の通り、ＳＭＳまたはＳＰＳの１つまたは複数の制御ノードに要求を送
信して、プログラムで種々のサブシステムまたはノードのセット用に選択することができ
る。いくつかの実施形態では、所定のタイプのストリームアプリケーションに対して、ク
ライアントは、セキュリティの理由のためだけでなく、性能及び／または機能的な理由で
配置先のタイプを制御したいと考える可能性があることに留意されたい。例えば、上述の
迷惑な隣人現象は専用のクライアント施設資源またはシングルテナントインスタンスホス
トを用いることにより避けることができる。いくつかの実施形態では、クライアントは、
ＳＰＳ段階またはＳＭＳノード用に使用したい特別目的のまたは専有のハードウェア及び
／またはソフトウェアを有することができ、そのような構成要素を用いて達成可能な機能
または性能レベルはプロバイダ網で簡単に複製することなどできないものであり、または
単純にプロバイダ網で対応されるものでもない。クライアントは外側のデータセンタでス
ーパーコンピュータレベルの処理能力を備えるコンピュータサーバにアクセスすることが
でき、例えば、そのサーバはＳＰＳ処理を単独のプロバイダ網を使って可能な速度よりさ
らに高速で実行することができる。クライアントが種々のノード用に配置先を選択するこ
とができることで、そのような特別目的のデバイスまたはソフトウェアの使用が可能にな
る。
【００６３】
　図１２ａ及び１２ｂは、少なくともいくつかの実施形態による、ＳＰＳクライアント及
びＳＭＳクライアントそれぞれが提出するセキュリティオプション要求の実施例を示す。
図１２ａは、クライアントが、識別子１２１０を備える１つまたは複数の処理段階用に、
段階の制御ノード（要素１２１２）を要求する配置先タイプ（ＰＤＴ）及びワーカーノー
ド（要素１２１４）を要求するＰＤＴを表すＳＰＳのセキュリティオプション要求１２０
０を図示する。少なくとも一実施形態では、クライアントはまた、例えば、種々のネット
ワークリンクにわたって送信の前に指定のアルゴリズムまたはプロトコルを用いてデータ
記録を暗号化すること、あるいは種々の制御または管理的相互作用を暗号化することを要
求することにより、ストリームデータ記録またはストリームデータ記録処理結果用に暗号
化設定を構成するための要求を提出することができるかもしれない。例えば、図１２ａで
は、段階用の暗号化設定は段階処理動作の結果に適用可能な暗号化技術、及び／または段
階の制御ノードと段階のワーカーノード間の通信用に使用する暗号化を示すことができる
。
【００６４】
　同様に、図１２ｂでは、クライアントのＳＭＳセキュリティオプション要求１２５０は
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指定の識別子１２５２を備える１つまたは複数のストリーム用のクライアントのセキュリ
ティ選好を示す複数の要素を備える。取得ノード、記憶ノード、及び検索ノードに対する
配置先タイプの選好はそれぞれ要素１２５４、１２５８及び１２６２に示される。取得制
御ノード、記憶制御ノード、及び検索制御ノードに対するＰＤＴ選好は各要素１２５６、
１２６０、及び１２６４で示される。例えば、暗号化はデータ記録が一方のノードのカテ
ゴリから他方へ送信されるときにデータ記録について実装されるかどうか、及び／または
どのように実装されるか、といったデータ記録に対する暗号化選好は、要素１２６６を介
して表示される。図１２ａ及び１２ｂで示すようなセキュリティオプション要求を用いて
、クライアントは、場所（例えば、プロバイダ網内かまたはプロバイダ網の外側）、自身
のストリーム管理及び処理環境の様々な部分に対する種々の他のセキュリティプロファイ
ル構成要素を選択することができる。
【００６５】
　いくつかの実施形態では、ノード配置先の選択をセキュリティ以外の理由で提供する場
合があることに留意されたい。例えば、クライアントは一部のタイプのＳＭＳまたはＳＰ
Ｓのノードを性能が理由でシングルテナントホストに実装したいと思うかもしれない（例
えば、以前にセキュリティの理由よりも主に示した「迷惑な隣人」問題を避けるために）
。配置の選択を少なくともいくつかの実施形態では、ストリームのライフタイム中に変更
することができる。例えば、クライアントは、最初にＳＭＳノードをマルチテナントイン
スタンスホストでインスタンス化するようにするが、少なくともいくつかのノードのサブ
セットをシングルテナントインスタンスホストへ後で移動したいと考えるようになる。種
々の価格体系が、少なくともいくつかの実施形態では、種々のセキュリティ関連のオプシ
ョンに適用されてもよい。例えば、特定の機能カテゴリのＳＭＳノードをＩＶＮの外側の
マルチテナントインスタンスホストよりＩＶＮで実装する方がより費用がかかる場合があ
る。またはＳＭＳノードをマルチテナントインスタンスホストよりシングルテナントイン
スタンスホストで実装する方がより費用がかかる場合がある。
ストリーム記録の連続記憶及び検索
【００６６】
　ストリームアプリケーションの多くのタイプでは、データ記録をＳＭＳで非常に速いレ
ートで複数のデータプロデューサ１２０から受信していて、データコンシューマは通常保
存されたデータ記録に記録が発生した順でアクセスしたいと考えるものである。特に、回
転磁気ディスクがストリームデータ記録用記憶デバイスとして使用されている環境では、
上述のように、連続Ｉ／Ｏアクセスパターン（読み出しと書き込みの両方）は、ランダム
Ｉ／Ｏアクセスパターンより大幅に性能上の利点がある。いくつかの実施形態では、スト
リーム特定のまたはパーティション特定のシーケンス番号をＳＭＳが受信した際にデータ
記録に割り当て、シーケンス番号に基づくシーケンス検索動作を支援することができる。
図１３ａは、少なくともいくつかの実施形態による、ストリームデータプロデューサとＳ
ＭＳの取得システム間での相互作用を示す。ストリームデータプロデューサはデータ記録
１１０を取得サブシステムに提出して、図示の実施形態では、取得サブシステムは、提出
した記録用に選択したシーケンス番号１０２で応答することができる。少なくともいくつ
かの実施形態では、取得ノードはシーケンス番号の一部を記憶サブシステムから取得する
ことができる。例えば、シーケンス番号１０２をそのような実施形態では適用可能な持続
性方針にしたがって、受信したデータ記録の記憶に続いて決定してもよく、記憶サブシス
テムはデータ記録用に自身の数列表示を発生して、その表示を取得ノードがデータ記録に
割り当てた、より大きいシーケンス番号に含ませることができる。
【００６７】
　シーケンス番号は種々の実施形態で実装されて、安定して一貫性のある順序のデータ記
録を提供し、データコンシューマによる記録のすべてにわたって再現可能な反復を可能に
する。特定のパーティションのデータ記録に割り当てられたシーケンス番号は時間ととも
に単調に増えるが、少なくとも一部の実施形態では、連続である必要はない。種々の実施
形態では、シーケンス番号は少なくとも以下の意味論のいくつかのサブセットを備えて割



(32) JP 6246358 B2 2017.12.13

10

20

30

40

50

り当てられる。（ａ）シーケンス番号は、ストリームの中で固有である、すなわち、所与
のストリームの２つのデータ記録には同じシーケンス番号は割り当てられない。（ｂ）シ
ーケンス番号はストリームのデータ記録のインデックスとして働き、所与のストリームの
パーティション内でデータ記録を反復するために使用することができる。（ｃ）いずれの
所与のデータプロデューサに対しても、データプロデューサがデータ記録を提出すること
ができた順序はデータ記録に割り当てられたシーケンス番号に反映される。（ｄ）所与の
パーティションキー値を備えるデータ記録に対するシーケンス番号の採番は、動的な再パ
ーティション分割動作にわたり、単調に意味論を増加し続ける。例えば、再パーティショ
ン分割後にパーティションキー値Ｋ１を備えたデータ記録に割り当てられた各シーケンス
番号は、動的再パーティション分割の前にパーティションキー値Ｋ１を備えたデータ記録
に割り当てられたいずれのシーケンス番号より大きくなる。（動的再パーティション分割
は、以下でさらに詳細に図１６について説明する。）
【００６８】
　いくつかの実施形態では、データプロデューサは、少なくともいくつかのデータ記録用
に選択されたシーケンス番号１０２の選択に影響を与えたいと考える可能性がある。例え
ば、データプロデューサ１２０は、ストリームの割り当てられたシーケンス番号内の境界
またはセパレータと境界を定めたいと考えていて、その結果、そのストリームのデータコ
ンシューマにとって、特定のストリームのサブセットを目標にした読み出し要求を提出す
ることはより簡単になる。いくつかの実施形態では、データプロデューサ１２０は、最小
のシーケンス番号の表示を記録と一緒に提出することができる。そして、ＳＭＳは、上述
のシーケンス番号意味論とも一致する要求した最小にしたがってシーケンス番号を選択す
ることができる。
【００６９】
　図１３ｂは、少なくともいくつかの実施形態による、ＳＭＳで取得されたデータ記録用
に生成されたシーケンス番号の要素の実施例を示す。シーケンス番号は４つの要素を図示
の実施形態では、備える。ｎ１ビットのＳＭＳバージョン番号１３０２、ｎ２ビットのタ
イムスタンプまたはエポック値１３０４、ｎ３ビットサブシーケンス番号１３０６、及び
ｎ４ビットパーティション番号１３０８である。いくつかの実施形態では、１２８ビット
のシーケンス番号は、例えば、ｎ１、ｎ２、ｎ３及びｎ４、おそらく４、４４、６４及び
１６ビットそれぞれを使用することができる。バージョン番号１３０２は、単純にＳＭＳ
のソフトウェアバージョンのロールアウトと交差する混乱を回避するために使用されても
よく、例えば、その結果、どのバージョンのＳＭＳソフトウェアがシーケンス番号を発生
するのに使用されたか簡単にわかる。バージョン番号１３０２は少なくともいくつかの実
施形態では、頻繁に変更することを期待できない。タイムスタンプ値１３０４は、例えば
、局所クロック源またはグローバルにアクセス可能なクロック源（例えば、ｇｅｔＣｕｒ
ｒｅｎｔＥｐｏｃｈまたはｇｅｔＣｕｒｒｅｎｔＴｉｍｅ　ＡＰＩを実装するプロバイダ
網の状態管理システム）から取得サブシステムノードにより取得することができる。少な
くともいくつかの実施形態では、よく知られている時点からのずれ（例えば、協定世界時
１９７０年１月１日００：００：００から経過した秒数、Ｕｎｉｘ（商標）ベースのオペ
レーティングシステムで呼び出す種々の時間に関するシステムを呼び出すことで取得可能
になる）をタイムスタンプ値１３０４に使用してもよい。一部の実施形態では、シーケン
ス番号１０３６を記憶サブシステムが生成して、特定のパーティションのデータ記録が記
憶デバイスに書き込まれる順序を示すことができる。このように、膨大なデータ記録を所
与の秒間で受信し、タイムスタンプ値１３０４がわずか約１秒の間隔で変換する実施形態
では、シーケンス番号１３０６は、同じ秒内に到着することがあり、同じタイムスタンプ
値を割り当てられるデータ記録の記録到着（または記憶）順を示す働きをすることができ
る。いくつかの実施形態では、パーティション番号１３０８はパーティションを所与のス
トリーム内で独自に特定することができる。シーケンス番号のタイムスタンプが対応する
データ記録を取得したクロック時間（少なくともおよその）を示す少なくとも一部の実施
形態では、シーケンス番号を所定のタイプの時間ベースの取得要求用のインデックス機構
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に用いることができる。例えば、クライアントは特定の日または指定した時間の範囲の期
間に生成されたまたは取得されたストリーム記録を検索したいと思うかもしれない。シー
ケンス番号を暗に示された副次的インデックスのキーとして使用すると、適切なデータ記
録のセットを検索することができる。このように少なくともいくつかの実施形態では、規
則正しい記憶及び検索用タイムスタンプを含むシーケンス番号を使用すると、１組の保存
されたデータ記録の一時的なインデックスとして利用できるという利点をさらに有するこ
とができる。
【００７０】
　所与のパーティションのデータ記録は一般にシーケンス番号順に書き込まれて（ディス
クに）、大規模順次書き込み動作をよく用いる。一部の実施形態では、上述の通り、反復
子ベースのプログラムインターフェースが実装されて、データコンシューマがシーケンス
番号順にデータ記録を読み出しできるようにする。図１４は、少なくともいくつかの実施
形態による、ＳＭＳでの規則正しいストリームデータ記録の記憶及び検索の実施例を示す
。パーティションＳｊ－Ｐｋ（ストリームＳｊのｋ番目のパーティション）の６個のデー
タ記録１１０Ａ～１１０Ｆがシーケンス番号順に保存された状態を示す。図示の通り、シ
ーケンス番号は少なくとも一部の実施形態では、連続していない。例えば、上述した値を
タイムスタンプ部分１３０４またはシーケンス番号１３０６に割り当てるやり方がこれら
の要素では必ずしも連続の値にならないためである。
【００７１】
　図１４で示す実施例では、データコンシューマは、起動シーケンス番号８６５を指定し
て、反復子を生成するよう要求した。要求に応答して、ＳＭＳは反復子１を初期化して、
要求された起動シーケンス番号以上の最も近いシーケンス番号を有するデータ記録に配置
した。この場合、次に低いシーケンス番号（データ記録１１０Ｂに割り当てられた８６０
）が消費者の要求の起動シーケンス番号より小さいので、シーケンス番号８７０を有する
データ記録１１０Ｃが反復子の起動位置として選択された。ｇｅｔＩｔｅｒａｔｏｒイン
ターフェースは、要求の論理同値にパーティション内の要求の位置にカーソルを設定させ
ると考えることができ、ｇｅｔＮｅｘｔＲｅｃｏｒｄｓインターフェースは、例えば、シ
ーケンス番号順にストリームに沿ってカーソルを移動するなどカーソルの位置から始めて
データ記録を読み出すために使用され得る。図示の実施例では、データコンシューマは、
パラメータ「ｉｔｅｒａｔｏｒ」をＩｔｅｒａｔｏｒ１に設定し「ｍａｘＮｕｍＲｅｃｏ
ｒｄｓ」（返信のデータ記録の最大数）を３に設定して、ｇｅｔＮｅｘｔＲｅｃｏｒｄｓ
インターフェースを呼び出した。それに応じて、ＳＭＳ検索サブシステムはデータ記録を
１１０Ｃ、１１０Ｄ及び１１０Ｅの順でデータコンシューマへ返信する。反復子Ｉｔｅｒ
ａｔｏｒ１は新しい位置に、例えば、データ記録１１０Ｆへ、移動してもよい。ｇｅｔＮ
ｅｘｔＲｅｃｏｒｄｓの呼び出しが完了した後、その後ｇｅｔＮｅｘｔＲｅｃｏｒｄが同
じ反復子を呼び出すとデータ記録の返信は１１０Ｆで始まることになる。ｇｅｔＩｔｅｒ
ａｔｏｒの呼び出しの意味論はいくつかの実施形態で異なる可能性がある。例えば、いく
つかの実施形態では、反復子を指定されたシーケンス番号以上で最も近いシーケンス番号
を有するデータ記録に配置する代わりに、反復子を要求されたシーケンス番号以下の最も
高いシーケンス番号を有するもっと近いデータ記録に配置してもよい。他の実施形態では
、クライアントはｇｅｔＩｔｅｒａｔｏｒの呼び出しで存在するシーケンス番号を指定し
なければいけない場合がある。例えば、要求したシーケンス番号がストリーム中に存在し
ない場合、エラーが返信される場合がある。
パーティションマッピング
【００７２】
　上述の通り、種々のパーティション分割方針及び再パーティション分割方針にしたがっ
た種々の実施形態では、所与のストリームの記録の取得、記憶、検索及び処理に関する作
業負荷は、細分されて、いくつかのノードに分散することができる。図１５は、少なくと
もいくつかの実施形態による、ストリームパーティションマッピング１５０１及びＳＭＳ
及びＳＰＳノード用になされた構成決定に対応する実施例を図示する。例えば、クライア
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ントのｃｒｅａｔｅＳｔｒｅａｍ　ＡＰＩの呼び出しに応答して、特定のデータストリー
ムを生成する時または初期化した時、パーティション分割方針を、ストリームのいずれの
所与のデータ記録もメンバとみなすパーティションを決定するために使用されるストリー
ム用に起動することができる。所与のデータ記録のための動作を実行する取得サブシステ
ム２０４、記憶サブシステム２０６、検索サブシステム２０８及び任意の関連のあるＳＰ
Ｓ段階２１５の特定のノードは、記録パーティションに基づいて選択されてもよい。一実
施形態では、所与のデータ記録のために使用される少なくとも１つのサブセットの制御ノ
ードが同様にパーティションに基づき選択されてもよい。少なくともいくつかの実施形態
では、データストリームの動的再パーティション分割は、例えば、方針に示されたトリガ
ー条件に応答してまたは明示の要求に応答して、パーティション分割方針の一部分として
支持され得る。
【００７３】
　様々な実施形態では、所与のデータ記録のために選択されたパーティションはキーの値
をデータプロデューサが直接（例えば、書き込みまたは要求のパラメータとして）または
間接（例えば、識別子もしくはデータプロデューサクライアントの名前、データプロデュ
ーサのＩＰアドレスまたはパーティションキーとしてのデータ記録の実際のコンテンツの
一部分などのメタデータをＳＭＳが使用する）に提供する記録用のパーティション分割キ
ーに依存する。１つまたは複数のマッピング機能１５０６は、図１５に示す実施形態では
、データ記録パーティションキーまたは属性１５０２に適用されて、データ記録パーティ
ション識別子１５１０を決定することができる。例えば、ある実施形態では、所与のパー
ティション識別子１５１０は、１２８ビット整数値の空間を超える連続する範囲を表すこ
とができ、その結果、ストリームのすべてのパーティションの範囲の結合により１２８ビ
ット整数が装うことのできるすべての可能な値を覆うことができる。そのような実施例の
シナリオでは、ある単純なマッピング機能１５０６が１２８ビットのハッシュ値をパーテ
ィションキー値またはデータ記録の選択の属性値から発生することができ、パーティショ
ン識別子をハッシュ値が不用意に横たわる特定の隣接する範囲に基づいて決定することが
できる。いくつかの実施形態では、隣接する範囲は少なくとも最初は同じ大きさであって
もよく、他の実施形態では、別のパーティションは互いにサイズが異なる隣接する範囲と
一致してもよい。また、再パーティション分割はある実施形態では、範囲の境界の調整と
いう結果になる場合がある。他のパーティション分割機能１０６は別の実施に使用される
場合がある。
【００７４】
　データストリームが動的再パーティション分割を受ける場合（以下で詳細を説明するよ
うに）、特定のキーを備えた記録がマップされているパーティションが変化する。したが
って、少なくともいくつかの実施形態では、ＳＭＳ及び／またはＳＰＳ制御ノードが、ス
トリームのライフタイムの期間、ストリームに適用するいくつかの異なるマッピングの記
録を取らなければならない可能性がある。いくつかの実施形態では、タイムスタンプの有
効範囲１５１１またはシーケンス番号有効範囲などのメタデータは制御ノードにより各パ
ーティションマッピングに保存することができる。例えば、タイムスタンプの有効範囲１
５１１は特定のマッピングＭ１がストリームの生成時からタイムＴ１まで適用され、別の
マッピングＭ２がＴ１からＴ２まで適用されることなどを示すようになる。ストリームに
向けられた読み出し要求に応答する時、検索ノードはどのマッピングを使うべきかを最初
に決定しなければならず（例えば、読み出し要求に示すシーケンス番号により）、その後
そのマッピングを適切な記憶ノードを指定するために使用することができる。
【００７５】
　ＳＭＳ及びＳＰＳ制御ノードは少なくともいくつかの実施形態では、いくつかの異なる
粒度で資源へのパーティションをマッピングする役割を持つことができる。例えば、図１
５の実施例１５９９で示すように、ある実施形態では、各取得、記憶、検索、または処理
（ワーカー）ノードを各プロセスまたは各実行されたスレッドとして、Ｊａｖａ（登録商
標）Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｍａｃｈｉｎｅ（ＪＶＭ）またはコンピュートインスタンスなどの
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サーバ仮想マシン内で実装することができる。そして、各ＪＶＭまたはコンピュートイン
スタンスは特定の物理ホストでインスタンス化される。いくつかの実施形態では、複数の
ＪＶＭはシングルコンピュートインタンス内で起動されて、資源マッピングを決定する他
の層を加えることができる。したがって、所与のパーティションでは、１つまたは複数の
制御ノードがどの特定の資源を取得ノード１５１５、記憶ノード１５２０、検索ノード１
５２５、または処理段階ワーカーノード１５３０として使用するかを選択することができ
る（例えば、それぞれ段階ＰＳ１またはＰＳ２用にノード１５３０Ａまたは１５３０Ｂ）
。制御ノードはまた、サーバ（取得サーバ１５３５、記憶サーバ１５４０、検索サーバ１
５４５または処理サーバ１５５０など）、及びサーバとホスト間のマッピング（取得ホス
ト１５５５、記憶ホスト１５６０、検索ホスト１５６５またはＳＰＳホスト１５７０Ａ／
１５７０Ｂ）へのこれらノードのマッピングを決定することができる。いくつかの実施形
態では、パーティションマッピングは、例示された種々の資源の各粒度で（例えば、ノー
ド、サーバ及びホスト粒度）識別情報を含む（例えば資源識別子）とみなされて、データ
記録の属性の表示は機能または複数の機能１５０６への入力の際に使用することができ、
複数の機能１５０６自身も同様である。制御サーバはメタデータ保存でパーティションマ
ッピングの表示を保存し、いくつかの実施形態では、種々のＡＰＩ（ｇｅｔＰａｒｔｉｔ
ｉｏｎＩｎｆｏ　ＡＰＩなど）または他のプログラムインターフェースを明らかにして、
マッピング情報をデータプロデューサ、データコンシューマ、またはＳＭＳサブシステム
またはＳＰＳのノードへ提供することができる。
【００７６】
　パーティションへの及びパーティションから資源へのデータ記録のマッピングはいくつ
かの実施形態では、（ａ）所与のノード、サーバまたはホストが一部の実施形態では、複
数のパーティションを管理するよう指定される、あるいは（ｂ）障害または他のトリガー
は新しいノード、サーバ、もしくはホストが所与の１つのパーティションまたはパーティ
ションのセットに割り当てられることになるなど、様々な要素のためにとても複雑になっ
ていることがある。加えて、上述しまた以下で説明する通り、所与のストリームへのパー
ティションマッピングは時間とともに動的に修正されるが、ストリーム記録は引き続きＳ
ＭＳ及び／またはＳＰＳノードにより扱われてもよい。その結果、いくつかのバージョン
のメタデータのマッピングはいくつかの実施形態では、それぞれが異なる時間の期間に対
応して、少なくとも一時的に所与のストリームに留めることができる。
ダイナミックストリーム再パーティション分割
【００７７】
　図１６は少なくともいくつかの実施形態による、動的ストリーム再パーティション分割
の実施例を図示する。図１６に示す時間帯の時間Ｔ１で、ストリームＳ１は生成または初
期化される。パーティションマッピングＰＭ１はストリームＳ１のために生成されて、期
間Ｔ１からＴ２の間、有効状態を継続する。Ｔ１からＴ２間でＳＭＳが受領する３つのデ
ータ記録を実施例として示す。データ記録１１０Ａ（ＤＲ１１０Ａ）はクライアント提供
のパーティションキー値「アリス」とともに提出され、ＤＲ１１０Ｂはクライアント提供
のパーティションキー値「ビル」とともに提出され、またＤＲ１１０Ｃはクライアント提
供のパーティションキー値「チャーリー」とともに提出される。初期マッピングＰＭ１で
は、３つのデータ記録１１０Ａ、１１０Ｂ及び１１０Ｃのすべてが同じパーティションに
パーティション識別子「Ｐ１」を備えてマップされる。Ｐ１データ記録のために、単一ノ
ードＩ１が取得を扱うため構成されて、単一ノードＳ１が記憶を扱うために構成されて、
単一ノードＲ１が検索を扱うために構成されて、単一ワーカーノードＷ１がＳＰＳ処理を
扱うために構成される。マッピングＰＭ１の有効範囲の起動タイムスタンプはＴ１に設定
される。
【００７８】
　時間Ｔ２では、ストリームＳ１は図１６の実施例の時間帯で動的に再パーティション分
割される。データ記録は継続して到着して、図示の実施形態では、いつ再パーティション
分割が起こったかにかかわりなく、ＳＭＳ及びＳＰＳにより取り扱われている。ＳＭＳも
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ＳＰＳもオフラインにしなくてもよい。再パーティション分割は任意の複数の要素、例え
ば、取得、記憶、検索または処理ノードで過負荷条件の検出に応答する、種々のサブシス
テムの異なるホストでの作業負荷レベル間のゆがみまたは不均衡の検出に応答する、また
はデータコンシューマまたはデータプロデューサクライアントからの要求に応答する、の
結果として始まる。図示の実施形態では、ＰＭ２に示す有効範囲スタートタイムスタンプ
設定が示すように、新しいマッピングＰＭ２が時間Ｔ２で（Ｔ２のわずか後）有効になる
。少なくともいくつかの実施形態では、種々のデータ記録属性のセットが、再パーティシ
ョン分割前に使用された以上にパーティション分割データ記録のために使用される場合が
ある。一部のケースでは、追加のパーティション分割属性はデータプロデューサが提出す
るが（例えば、ＳＭＳの要求で）、他のケースでは追加の属性をＳＭＳ取得ノードが生成
することができる。そのような追加の属性は「塩で味をつけた」属性と呼び、再パーティ
ション用に追加の属性を使用する技術は「加塩」と呼ぶことができる。ある実施例の実施
形態では、過重負荷の取得サーバはデータプロデューサに（例えば、データプロデューサ
が実行したＳＭＳクライアントライブラリコードに）再パーティション分割用として、ラ
ンダムに選択した小さい整数値を以前使用したパーティションキーに追加して提供するこ
とを示す場合がある。元のパーティションキーと塩で味をつけた追加の整数の組み合わせ
は、その後、別の取得ノードのセット間で取得作業負荷を分散するために使用することが
できる。いくつかの実施形態では、検索ノード及び／またはデータコンシューマは、再パ
ーティション分割に使用されている追加の属性に関して通知されなければならない場合が
ある。このような追加の属性は少なくともいくつかの実施形態では再パーティション分割
に使用することができない。
【００７９】
　図１６に示す実施形態では、新しいパーティションマッピングはＴ２以前に同じキー用
に選択したパーティションに関係する、Ｔ２後に受信した少なくともデータ記録の一部の
ために選択された、異なるパーティションをもたらす。ＤＲ１１０ＰはＴ２後にパーティ
ションキー値「アリス」を備えて提出され、ＤＲ１１０ＱはＴ２後にパーティションキー
値「ビル」を備えて提出され、ＤＲ１１０ＲはＴ２後にパーティションキー値「チャーリ
ー」を備えて提出される。ＰＭ２マッピングを使用すると、図示の実施例のシナリオでは
、ＤＲ１１０Ｐはパーティションのメンバ「Ｐ４」を示され、ＤＲ１１０Ｑはパーティシ
ョンのメンバ「Ｐ５」を示され、ＤＲ１１０Ｒはパーティションのメンバ「Ｐ６」を示さ
れる。図示の実施形態では、Ｔ２後に受信されたと示される実施例のデータ記録のいずれ
も以前使用したパーティションメンバ「Ｐ１」を示さない。代わりにまったく新しいパー
ティションが再パーティション分割後に使用されることになる。いくつかの実施形態では
、少なくとも以前使用したパーティションの一部が再パーティション後に引き続き使用さ
れる場合がある。それぞれの新しいパーティションＰ４、Ｐ５、及びＰ６に対しては、取
得、記憶、検索、及び／または処理用に異なるノードを示してもよい。例えば、ノードＩ
４、Ｓ４、Ｒ４及びＷ４はパーティションＰ４用に構成され、ノードＩ５、Ｓ５、Ｒ５及
びＰ５はパーティションＰ５用に構成され、ノードＩ６、Ｓ６、Ｒ６及びＰ６はパーティ
ションＰ６用に構成されてもよい。いくつかの実施形態では、同じ記憶ノードは、再パー
ティション前に記録に使用されていたように、再パーティション後に特定のパーティショ
ンキーまたは属性を備える記録用に使用されてよいが、そのノード内の異なる記憶場所（
例えば、別のディスク、別のディスクパーティションまたは別のＳＳＤ）が再パーティシ
ョン後には使用されることになる。
【００８０】
　Ｔ２での動的再パーティション後の少なくともある期間、再パーティション分割前にＳ
ＭＳ取得及び／または記憶サブシステムが処理したデータ記録のために検索要求は継続し
て検索できる。少なくともいくつかのケースでは、要求されたデータ記録は、データ記録
が取得されたときに有効であったＰＭ１マッピングに基づいて検索されなければならない
。したがって、図１６で示す通り、データ検索のために、ＰＭ１及びＰＭ２両方ともＴ２
後のある期間継続して使用することができる。少なくともいくつかの実施形態では、デー
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タ記録は古くなると結局ストリームから削除されることがあり、古いパーティションマッ
ピングもまた、例えばすべての対応するデータ記録が削除されたとき、結局廃棄されるこ
とになる。いくつかの実施形態では、削除される代わりに（またはその前に）、ストリー
ム記録は別の１組の記憶場所またはデバイスにアーカイブされるので（クライアント選択
のアーカイブ方針に基づき）、その結果、ＳＭＳが使用したパーティションマッピングは
アーカイブ後も記録を検索することに使用することができる可能性がある。このような実
施形態では、ＰＭ１及びＰＭ２などのパーティションマッピングは、アーカイブ記憶の方
へ向かう検索要求を支援する必要がある限り維持されるものでもよい。アーカイブ実施の
一部では、維持されるストリームパーティションマッピングを必要としない異なる検索ア
プローチを使うことができる（例えば、新しいインデックスがアーカイブされたデータ記
録用に生成されてもよい）。いくつかの実施形態では、Ｐ２などのパーティションは再パ
ーティション分割の前に使用されていても、再パーティション分割後はそれに対して書き
込みはもはや向かわず、再パーティション分割後のある時点で「読み出し」を辞める可能
性がある。例えば、「パーティション終端に到着」と同値のエラーメッセージが検索要求
に応答して発生する可能性がある。
【００８１】
　いくつかの実施形態では、所与のデータストリームは多数のパーティションに分割する
ことができる（例えば、数百または数千）。ストリームＳ１が最初に１０００のパーティ
ション、Ｐ１，Ｐ２，…，Ｐ１０００に分割される場合の実施例を考えてみよう。例えば
、Ｐ７というあるパーティションに該当する過重負荷条件が検出された場合、Ｐ７に対す
るデータ記録の初期マッピングを変更することが有益かもしれないが他のパーティション
のマッピングは変更する必要がない場合がある。あるアプローチでは、２つの新しいパー
ティションＰ１００１及びＰ１００２が再パーティション分割動作を介して生成される。
再パーティション分割後に受信した記録は、その属性が元は（すなわち、元のマッピング
に基づいて）Ｐ７内の構成員であることに結びついていたが、再パーティション分割後は
Ｐ１００１とＰ１００２のどちらかにマップすることになり、したがいＰ７の作業負荷を
２つのパーティション間に分散することができるようになる。残りのパーティション、例
えば、Ｐ１～Ｐ６及びＰ８～Ｐ１０００は、修正する必要がないかもしれない。このよう
な再パーティション分割によりほんのわずかなパーティションのサブセットが影響を受け
るので、少なくともいくつかの実施形態では、パーティションエントリ（またはパーティ
ションエントリのツリー）の有向非巡回グラフなどの複合型データ構造が生成され保存さ
れる。各エントリはパーティション分割機能出力範囲及び有効期間（エントリのパーティ
ション分割情報が有効であると考えられる期間）を示すことができる。上記実施例では、
Ｐ７を含む再パーティション分割を時間Ｔ２で実行するが、ストリームＳ１（及びその初
期マッピング）は時間Ｔ１で生成されると仮定する。このようなシナリオでは、Ｐ７に関
するエントリの有効期間はＴ１～Ｔ２であろう。Ｐ１００１及びＰ１００２の有効期間は
「Ｔ２以後」であり、残りのパーティションに対する有効期間は「Ｔ１以後」であろう。
そのような複合データ構造を用いると、少なくともいくつかの実施形態では、パーティシ
ョンマッピングメタデータに使用する記憶または保存容量が実質減少することになる恐れ
がある。上記実施例では、パーティションＰ７を２つの新しいパーティションに分割する
ことが説明されている。少なくともいくつかの実施形態では、パーティションは再パーテ
ィション分割中に結合することも可能である。例えば、２つの隣接するパーティションの
うち比較的検索要求の受信が少ない方、または比較的提出される記録が少ない方へ結合し
て１つのパーティションになることができる。いずれの所与の時点に対しても、データ記
録が属するパーティションを、パーティション機能及び有効期間の情報を用いて明確に決
定することができる。時間とともに複合データ構造はより分割及び／または結合を実行し
て展開するが、パーティション分割メタデータに要求される総空間（分割の頻度、及び分
割が影響を及ぼすパーティション数量の平均による）は劇的に増加できない。反対に、別
の実施形態では、再パーティション分割が起きる毎に、ストリーム用の変更しないメタデ
ータの完全なセットの複製が作られて再パーティション分割により影響を受けるパーティ
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ションのエントリと結合することがある。パーティションマッピングメタデータに対する
保存及び記憶の要求は、特に古いマッピングが、上述のように再パーティション分割後少
なくともしばらくの期間、維持されなければならない場合、後者の実施形態でははるかに
速いスピードで増える可能性がある。
【００８２】
　タイムスタンプ値（図１３ｂに示すタイムスタンプ値１３０４など）を含むシーケンス
番号が使用される少なくともいくつかの実施形態では、特別なタイプのシーケンス番号の
変移が動的再パーティション分割のために実装される場合がある。図１３ｂに示すものと
同様のタイムスタンプ型のシーケンス番号スキームが、新しいタイムスタンプ値がシーケ
ンス番号に含まれるために毎秒発行されるストリームＳ１に使用されている実施例の方法
で仮定してみよう。動的再パーティション分割に対応する少なくともいくつかの実施形態
では、動的再パーティション分割後に割り当てられたシーケンス番号すべてが、動的再パ
ーティション分割前に使用された以外の異なる１組のタイムスタンプ値（再パーティショ
ンイベントに対応する選択の初期タイムスタンプ値で始まる）を使う可能性がある。例え
ば、動的再パーティション分割が実行された時（すなわち有効になる）に使用されていた
タイムスタンプ値がＴｋの場合、実行後に発行されたいずれかの新しいシーケンス番号も
タイムスタンプ値Ｔｋ＋１を以後使用するよう要求される可能性がある。図１３ｂで使用
されるスキームでは、シーケンス番号値は上位ビットの少なくとも一部でタイムスタンプ
値をエンコードするので、説明したようにタイムスタンプの境界と一致する再パーティシ
ョンイベントは、検索要求に応答して使用されるマッピングを特定することに含まれる記
憶処理を確実に簡単にできる。したがって、このような実施形態では、特定のシーケンス
番号を指定する検索要求を受信した場合、タイムスタンプ値はそのシーケンス番号から抽
出されて、再パーティション分割後のマッピングを使うか、または再パーティション分割
前のマッピングを使うべきかを簡単に決定することができる。抽出されたタイムスタンプ
値が再パーティション用に選択された初期タイムスタンプより小さい場合、再パーティシ
ョン分割前のマッピングが使用されて、抽出されたタイムスタンプ値が再パーティション
用に選択された初期タイムスタンプ値以上の場合、再パーティション分割後のマッピング
が使用されることになる。
ストリームマネジメント及びプロセッシング方法
【００８３】
　図１７は、少なくともいくつかの実施形態によるストリーム記録取得及びストリーム記
録検索のためのプログラムインターフェース各セットを支援するために実行される動作の
態様を示す流れ図である。要素１７０１に示すように、データストリームを生成するまた
は初期化する要求を、例えば、ＳＭＳクライアントまたはデータプロデューサクライアン
トから受領する。ストリームに使用される初期パーティションマッピングを決定し（要素
１７０４）、例えば、特定のデータ記録が属するパーティションを特定するために使用さ
れる機能及びその機能のために使用される入力パラメータをパーティション分割方針に基
づいて特定することができる。上述のように、種々の実施形態では、ＳＭＳの制御構成要
素はストリーム生成要求を受信し応答する役割を持ってもよい。ストリームの生成及び初
期化（同様に他の制御プレーン動作も）が実行されるやり方は、実施形態によって異なっ
てもよい。例えば、一実施形態では、制御サーバの冗長グループが設定されて、その冗長
グループの第１の制御サーバがストリーム生成の要求に、適切なメタデータを持続性記憶
場所に新しいストリーム用（例えば、初期パーティションマッピング、取得ノード、記憶
ノード、及び検索ノードの初期セットなど）に発生させて保存することにより応答するこ
とができる。ストリームに関する後続のクエリ（例えば、所与のパーティションを担当す
るバックエンドノードに関するフロントエンドの取得ノードからの要求）への応答は、第
１の制御サーバが保存するメタデータを使用して発生させることができる。ＳＭＳ制御プ
レーン機能性の他の実施形態では、ストリーム構成メタデータは少なくとも取得、記憶、
または検索サブシステムのノードの少なくとも一部により直接アクセス可能なデータベー
スに保存されていてもよい。ストリームが生成され、初期化された後、記録提出、記憶及
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び検索などのデータプレーン動作が始まり、通常、制御構成要素を備えた追加の相互作用
なしに、対応するサブシステムの各構成要素により取り扱うことができる。
【００８４】
　いくつかの実施形態では、データプロデューサは書き込み要求を伴う明示的パーティシ
ョンキーを提出することを要求される場合があるが、他の実施形態では、パーティション
分割機能に使用される入力は、データプロデューサのアイデンティティ、データ記録を受
信したＩＰアドレス、またはデータ記録自体のコンテンツなど、書き込み要求に関連した
メタデータに基づいて決定されてもよい。少なくともある実施形態では、クライアントは
データ記録提出の中のパーティション識別子を任意の方法で供給するが、そのような実施
形態では、追加のパーティション分割機能を要求されることはない。
【００８５】
　ストリームのために取得機能、記憶機能及び検索機能用のノードの初期セットを決定ま
たは構成する場合、いくつかの異なる要因を考慮に入れることができる（要素１７０７）
。例えば、パーティションマッピング自体（ストリームを分割するパーティションの数及
びパーティションの相対的期待サイズを決定することができる）、入手可能な期待取得レ
ート及び／または検索レートについての情報、ストリームデータ記録に対する耐久性／持
続性要求、及び／または種々のサブシステムに対する高い可用性要求（図９及び１０に図
示したものと同様の冗長グループの設定に至る）は異なるサブシステムのノードの数及び
配置に影響を与える可能性がある。さらに、クライアントがノードの様々なカテゴリに対
する配置先のタイプの選好を示す実施形態では（図１１、１２ａ及び１２ｂに示すように
）、そのような選好はまたＳＭＳ及び／またはＳＰＳノードに使用される資源を決定する
１つの役割を担うことができる。少なくともいくつかの実施形態では、取得機能、記憶機
能及び／または検索機能を実行可能なノードの各プールが事前に設定されて、制御構成要
素がそのようなプールの選択したメンバを生成された各新しいストリームに割り当てるこ
とができる。他の実施形態では、ストリームが生成または初期化された時に、少なくとも
一部のケースで新しい取得ノード、記憶ノードまたは検索ノードがインスタンス化されな
ければならない場合がある。
【００８６】
　図示の実施形態の取得ノードで、例えばインライン提出インターフェース（データが提
出要求に含まれる）及び参照提出インターフェース（アドレスが提出要求内に提供される
ので、例えば、ウェブサービス要求または他のインターフェースを用いて、そこからデー
タをＳＭＳ取得ノードまたはＳＭＳ記憶ノードが検索することができる）を含むデータ記
録提出用に実装された任意の１組のプログラムインターフェースを介して記録を受信する
ことができる（要素１７１０）。別の実施形態では、例えば、各アプリケーションプログ
ラミングインターフェース（ＡＰＩ）がインライン対参照提出に対応して、ウェブページ
またはウェブサイトを設立し、グラフィカルユーザインターフェースを実装、またはコマ
ンドラインツールを開発するなど、任意の複数の別のタイプのプログラムインターフェー
スを、記録を提出するための各方法用に提供することができる。少なくともいくつかの実
施形態では、ＳＭＳはシーケンス番号を各取得記録に割り当てることができて、例えば、
記録が取得されて保存された順序を示し、シーケンス番号がデータコンシューマの検索要
求に使用可能になる。検索システムノードで、記録検索要求は任意の１組の実装されたプ
ログラム検索インターフェースを介して受領することができ、要求したデータ記録のコン
テンツは応答して提供される（要素１７１３）。非順次アクセスのために、例えば、イン
ターフェースはＧｅｔＩｔｅｒａｔｏｒ（ｇｅｔＩｔｅｒａｔｏｒ呼び出しに示すシーケ
ンス番号に基づいて反復子をパーティション内で選択された位置でインスタンス化するよ
うに要求する）またはｇｅｔＲｅｃｏｒｄＷｉｔｈＳｅｑｕｅｎｃｅＮｕｍｂｅｒ（指定
のシーケンス番号を備えたデータ記録を取得すること）を含んでもよい。順次アクセスの
ために、ｇｅｔＮｅｘｔＲｅｃｏｒｄｓなどのインターフェース（反復子の現在の位置ま
たは指定のシーケンス番号から始まる複数の記録を順番に要求する）が、実装されてもよ
い。少なくともいくつかの実施形態では、異なる検索インターフェースはそれらに関する
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異なる課金レートを有してよい。例えば、順次検索用の記録毎の課金レートは非順次検索
用の記録毎の課金レートより低く設定されてもよい。また、いくつかの実施形態では、別
の提出インターフェースは異なる課金レートを有することができる。例えば、参照提出は
インライン提出より記録毎の費用が高くてもよい。
【００８７】
　時間が経つに連れ、制御ノードまたは専門の課金サーバが、ストリーム管理サービス（
要素１７１６）の様々なサブシステムで実装された別のプログラムインターフェース用の
使用測定基準を収集することができる。測定基準は、例えば、異なるプログラムインター
フェースの呼び出し回数、取得された記録または検索された記録の総数（１回の呼び出し
で複数の記録を検索することに使用できるｇｅｔＮｅｘｔＲｅｃｏｒｄｓなど少なくとも
いくつかのインターフェースに対する呼び出し回数と異なる）、取得されたデータまたは
検索されたデータの総量などを含むことができる。ストリームを所有するクライアント、
またはデータを生成するクライアント及び／またはストリームからのデータを消費するク
ライアントに課金される請求額は、少なくとも一部、使用測定基準及びプログラムインタ
ーフェースに関連する各課金レート（要素１７１９）に基づいて任意の方法で発行されて
もよい。少なくともいくつかの実施形態では、課金作業はストリームの取得動作／検索動
作に対して非同期でもよい。例えば、請求書は月中に収集された測定基準に基づき毎月の
請求期間の終わりに発行されてよい。
【００８８】
　図１８ａは、少なくともいくつかの実施形態によりストリーム処理段階（ＳＰＳ）を構
成するよう実行される動作の態様を示す流れ図である。要素１８０１に示すように、プロ
グラムインターフェースは、クライアントがストリームデータ記録の処理段階の数を構成
することができるよう実装されてもよい。例えば、特定の段階を構成するために、クライ
アントは段階でパーティション分割されたストリームデータ記録上で実行されるべき処理
動作、処理動作の出力のための分散方針、ならびに処理すべきデータを取得すべき入力ス
トリームのアイデンティティなどの他のパラメータを示すことができる。いくつかの実施
形態では、ＳＰＳ段階での処理動作は冪等であることを要求できる。他の実施形態では、
冪等でない動作も少なくとも一部の段階でサポートされてもよい。所与の段階で実行され
るべき処理が冪等でない場合でも、クライアントはいくつかの実施形態で、定期的に動作
の出力をある持続性の外部の場所に向けて洗い流すようにワーカーノードを構成し、その
洗い流し操作が記録検索シーケンスに対して実行される場合に記録し、また後にリカバリ
中の洗い流し操作を再現するよう交換ワーカーノードを構成することにより、リカバリ関
連の冪等性の利点を得ることができる。少なくとも一部の実施形態では、並行してストリ
ームデータで動作しているいくつかの異なる状態及び一部の段階の結果を他の段階のため
の入力ストリームとして使用して、クライアントが有向非巡回グラフ（ＤＡＧ）または他
の処理段階のグラフを構成することができてもよい。一部の実施形態では、例えば、ある
段階からのデータ記録出力は異なる段階へ入力として与えられるまでは持続性記憶デバイ
スに保存される必要がなく、持続性ストリームよりは１つまたは複数の一時的ストリーム
が、異なる段階間で生成されてもよいことがある。
【００８９】
　任意の複数の異なるリカバリ方針はいくつかの実施形態では、例えば、チェックポイン
ト型リカバリ方針またはベストエフォートリカバリ方針を含んでＳＰＳ段階で実装されて
もよい。一実施形態では、クライアントは異なるＳＰＳ段階用にリカバリ方針を選択する
ためにプログラムインターフェースを使用してもよい。チェックポイント型リカバリが使
用される段階では、ワーカーノードが、ストリームのパーティション内でどこまで到達し
たかを示す（例えば、最近処理された記録のシーケンス番号が進行の表示として保存され
る）間隔毎に、進行記録またはチェックポイントを保存するよう構成されてもよい。進行
記録は、図１９を参照して以下で説明するように、故障後、後のリカバリ動作中に使用さ
れる。ベストエフォートリカバリ方針では、進行記録は保存される必要がなく、障害に応
答して構成された交換ワーカーノードが単純に新しいデータ記録を受信した際に処理する
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ことでよい。所与のＳＰＳ段階グラフまたは作業フローでは、いくつかの実施形態で異な
るリカバリ方針が異なる段階に適用されることがある。
【００９０】
　ＳＰＳ制御サーバは、例えば、要素１８０１に示す１つのプログラムインターフェース
経由で、出力分散記述子ＤＤｅｓｃ１にしたがって分散されるべき処理の結果を備え（要
素１８０４）、パーティション分割方針ＰＰｏｌ１にしたがってストリームＳ１の特定の
段階ＰＳ１で実行される冪等動作Ｏｐ１の表示を受信することができる。状態ＰＳ１用に
構成されるワーカーノードの数及びノードに必要な仮想または物理資源は、Ｐｐｏｌ１、
冪等動作Ｏｐ１の複雑さ及びワーカーノード用に使用される資源の性能（要素１８０７）
などの様々な要因に基づいて、決定される。
【００９１】
　ワーカーノードは例えば、選択の仮想または物理機械装置資源でのプロセスまたはスレ
ッドとして、インスタンス化されてもよく、また構成されてもよい（要素１８１０）。例
えば、ある単純な実施形態では、あるワーカーノードが初期にＳ１の各パーティションに
割り当てられてもよい。所与のワーカーノードは、（ａ）データ記録をＳ１の検索ノード
の適切なサブセットから受信する、（ｂ）受信したデータ記録上でＯｐ１を実行する、（
ｃ）任意の方法で、例えばＰＳ１に対するリカバリ方針に基づいて、どのセットのパーテ
ィション記録が処理されたかを示す進行記録／チェックポイントを保存する、（ｄ）出力
をＤＤｅｓｃ１が示す先へ送信する（例えば、持続性ストリームまたは一時的ストリーム
の間へ、または直接、他の処理段階または記憶システムへ入力するように）よう構成され
てもよい。少なくとも一部の実施形態では、ＳＰＳ処理が、継続的に他の場所へ送信され
なければならない出力を発生する必要はないかもしれないことに留意されたい。例えば、
いくつかのＳＰＳアプリケーションは単純に一時的なデータ記録の保存場所として働き、
及び／またはユーザがデータ記録を見るようにできるクエリインターフェースを実装する
ことができる。そのようなアプリケーションはそれ自体の出力を管理することができ、例
えば、出力は分散記述子にしたがってではなく受信したクエリに応答して発生される。ロ
グ関連のＳＰＳアプリケーションは、大規模分散システムから取得した最後の日のログ記
録を維持することができ、例えば、クライアントがデバッグまたは解析目的でログデータ
を見ることができるようにする。したがって、一部の実施形態では、出力分散記述子は少
なくともＳＰＳの一部の段階、少なくとも一部のストリーム、または少なくとも一部のパ
ーティションでは特定される必要がない。そして、ワーカーノードはデータ記録の検索及
び処理を各構成の設定毎に開始することができる（要素１８１３）。ＳＰＳ制御ノードは
ワーカーノードのヘルス状態（例えばハートビートプロトコルなど応答性チェックを使っ
て）ならびに少なくとも一部の実施形態でワーカーノードに使用されている資源で資源利
用率レベルなどの様々な他の測定基準（要素１８１６）を監視することができる。ワーカ
ーノードから収集される情報は、例えば、ワーカーノードを交換して、以下で説明するリ
カバリ方針を実装する場合、フェールオーバーが必要かどうかを決定することに使用する
ことができる。
【００９２】
　いくつかの実施形態では、インストール可能なＳＰＳクライアントライブラリを、クラ
イアント所有の施設で及び／またはクライアント選定のプロバイダ網の資源でＳＰＳワー
カーノードを実装したいクライアントに提供してもよい。また、クライアントライブラリ
はＳＰＳクライアントが、ヘルス監視機能、自動作業負荷監視及び調整、セキュリティ管
理、動的再パーティション分割などのＳＰＳ管理型サービスの様々な制御プレーン機能を
使用したい範囲を選択できるようにすることができる。図１８ｂは少なくともいくつかの
実施形態による、ストリーム処理ワーカーノードの構成用にクライアントライブラリの構
成要素の呼び出しに応答して実行される動作の態様を示す流れ図である。要素１８５１に
示すように、ＳＰＳクライアントライブラリを提供することができる（例えば、図１８ａ
に示す種類の操作を実行するよう構成可能なマルチテナントＳＰＳ管理型サービスのウェ
ブサイトからのダウンロードを介して）。ライブラリは複数の実行可能な構成要素及び／
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またはクライアントのアプリケーションとつながることができる構成要素を含んでもよい
。一部のライブラリ構成要素は，クライアントが、１つまたは複数のＳＰＳ段階のストリ
ーム処理動作が実行される種々のワーカーノードを選択し、ＳＰＳ管理型サービスに登録
し、または所望のプロパティを指定することができるようにする。例えば、一方のクライ
アントはワーカーノード用にプロバイダ網の仮想コンピューティングサービスを実装する
自身が所有するコンピュートインスタンスのセットを使用したいと思う可能性があるが、
他方のクライアントはストリーム記録を処理するためにクライアントが所有するデータセ
ンタ（プロバイダ網に対応していない特別目的装置など）に配置されているコンピューテ
ィング装置を使用したいと思う可能性がある。クライアントはワーカーノードを自身が所
有する施設で必要に応じてオンラインにつなぐ、または希望通りに、仮想コンピューティ
ングサービスのコンピュートインスタンスを使用することができる。そのようなワーカー
ノードのオンデマンドインスタンス化に追加してまたは代わりに、いくつかの実施形態で
は、クライアントは必要な時に展開可能な将来再利用可能なワーカーノードのプールを事
前設定することができる。いくつかの実施形態では、ライブラリ構成要素は実行されてま
たは呼び出されて、クライアントが、ＳＰＳ管理型サービスに、指定の段階のワーカーノ
ードとしてクライアントにインスタンス化された特定のプロセスまたはスレッドを登録で
きるようにして、後続の制御プレーン動作をＳＰＳ管理型サービスにより取り扱うことが
できるようにする。一実施形態では、クライアントは、種々のレベルの制御プレーンの中
からワーカーノード用ＳＰＳ管理型サービスにより扱われる役割を選択することができる
。例えば、一方のクライアントは自身が所有する特別注文のモジュールをワーカーノード
のヘルスを監視するために使用したいと考える可能性があるが、他方のクライアントはＳ
ＰＳ管理型サービスを利用してワーカーノードのヘルスを監視して障害を検出した場合、
適切な作業を取れるようにしたいと考える可能性がある。
【００９３】
　ＳＰＳ管理型サービスは特定のクライアントが、ワーカーノード及び／または特定のＳ
ＰＳ段階ＰＳ１の制御プレーン動作を構成するクライアントライブラリを使いたいと思う
兆候を受け取ることができる（要素１８５４）。（ＰＳ１自体はライブラリに含まれるプ
ログラムインターフェースを使用する、または図４に示すウェブベースインターフェース
と同様のＳＰＳ管理型サービスにより公開されたプログラムインターフェースを使用する
目的で作成されたものでもよい。）クライアントは、またストリームのデータがＰＳ１に
よる入力として使用するため検索されるべきであると示す。少なくともいくつかの実施形
態では、任意の方法で、クライアントはＰＳ１用の制御プレーンの設定、例えば、クライ
アントがノード用サービスのヘルス監視機能を使いたいかどうか、または特別注文のヘル
ス監視ツールを使いたいと思っているかどうか（要素１８５７）を示す。クライアントが
示した選好により、クライアントの使用に合わせて構成されるＳＭＳ及び／またはＳＰＳ
の１つまたは複数のノードを決定することができる（要素１８６０）。ネットワーク接続
性がクライアントのワーカーノードとＳＭＳ／ＳＰＳノード間で設定され、及び／または
他の構成操作が所望通りにデータ記録の流れ及び処理結果ができるよう実行される。デー
タ記録は検索要求を受信後ＳＰ１ワーカーノードに提供されて、所望の制御プレーン動作
（何かクライアントが要求した場合）は、必要に応じて実行される。少なくともいくつか
の実施形態では、クライアントがＳＭＳ管理型サービスの種々のサブシステムの制御プレ
ーンの機能を使いたいと思う範囲を制御できるようにする同様のアプローチがまた、また
は代わりに実装されることに留意されたい。
【００９４】
　図１９は、少なくともいくつかの実施形態によるストリーム処理のための１つまたは複
数のリカバリ方針を実装するよう実行される動作の態様を示す流れ図である。要素１９０
１に示すように、ＳＰＳ制御ノードは、例えば、ワーカーノードが無反応または不健康に
なる、現在のノードの作業負荷レベルがフェールオーバーの閾値に到達する、ワーカーノ
ードで検出されるエラーの数が閾値を超える、またはある別の予期しないワーカーノード
の状態が確認されたなどにより、特定のワーカーノードを交換するトリガー基準を満たし
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たと判定してもよい。交換ワーカーノードは特定されるまたはインスタンス化されてもよ
い（要素１９０４）。いくつかの実施形態では、可用性ワーカースレッドのプールが設定
されると、例えば、そこから１つが交換用として選定されるか、または新しいスレッドも
しくはプロセスが起動されてもよい。
【００９５】
　ベストエフォートリカバリ方針が、特定のワーカーノードが稼働中（要素１９０７で決
定したように）のＳＰＳ段階で使用される場合、交換ワーカーノードは単純に追加のデー
タ記録が入手可能になり次第それを処理し始め（要素１９１６）、例えば、交換済みワー
カーノードの進行状況の記録を調査する必要はない。チェックポイント型リカバリ方針を
使用する場合、交換ワーカーノードが交換済みワーカーノードにより保存された進行記録
にアクセスする場所の表示（例えば、記憶装置のアドレスまたはＵＲＬ）が提供される（
要素１９１０）交換ワーカーノードは、交換済みノードが保存した最近の進行記録を検索
して、進行記録を使って交換ワーカーノードが段階の冪等性動作を実行すべき１組のデー
タ記録を決定することができる（要素１９１３）。そのようなチェックポイント型リカバ
リ方針では、最後の進行記録と交換ワーカーノードがインスタンス化される時間との間の
期間と同様に交換済みワーカーノードが保存された進行記録に続く追加の記録を処理した
レートによっても一部のデータ記録が２回以上処理される可能性がある。実行された動作
が冪等である場合、そのような反復動作は少なくともいくつかの実施形態では負の効果を
与えることはない。交換ワーカーノードが早期に保存された進行記録に基づいた反復リカ
バリ動作を実行した後で、少なくともいくつかの実施形態では交換ワーカーノードのスレ
ッドはリカバリが完了したことを示す自身の進行記録を保存して、通常のワーカースレッ
ド動作を新しく受信したデータ記録上で始めることができる（要素１９１６）。
【００９６】
　図２０は、少なくともいくつかの実施形態によるデータストリーム用の複数のセキュリ
ティオプションを実装するために実行される動作の態様を示す流れ図である。要素２００
１に示すように、クライアントが、例えば異なる機能カテゴリのノード用（例えば、取得
、記憶、検索、処理または制御ノード）の配置先タイプのオプションを含むデータストリ
ーム管理及び処理用の種々のセキュリティオプションから選択することができる１つまた
は複数のプログラムインターフェースを実装することができる。配置先タイプはそのセキ
ュリティプロファイルの種々の態様の中で互いに異なる。ＳＭＳまたはＳＰＳノードに使
用される資源の物理場所はいくつかの実施形態では配置先タイプ毎に異なってもよい。例
えば、プロバイダ網のデータセンタに配置されたインスタンスホストなどの資源、クライ
アント所有の施設にある資源、またはサードパーティ資源はノード用に使用されてもよい
。ネットワーク隔離レベルまたは他のネットワーキング特性は少なくともいくつかの実施
形態では、配置先タイプ毎に異なってもよい。例えば、ＳＭＳまたはＳＰＳノードの一部
は隔離された仮想ネットワーク内、または専用の隔離された物理リンクを介してプロバイ
ダ網に接続されたクライアント所有の施設でインスタンス化されてもよい。一実施形態で
は、クライアントは所定のタイプのＳＭＳまたはＳＰＳノードを、入手可能なマルチテナ
ントインスタンスホストを使用する代わりに、プロバイダ網のシングルテナントインスタ
ンスホストで設定すべきことを示す可能性がある。少なくともいくつかの実施形態では、
種々のタイプの暗号化オプションもセキュリティ関連のプログラムインターフェースを介
して選択可能であってもよい。
【００９７】
　ストリームＳ１用の１つまたは複数の機能カテゴリのノードに関するクライアントのセ
キュリティプロファイルの選択または選好はセキュリティ関連のプログラムインターフェ
ースを介して受領することができる。例えば、クライアントは機能カテゴリＦＣ１（例え
ば、クライアントはクライアント所有の施設でＳＰＳワーカーノードを実装したいと思う
可能性がある）のノード用のあるセキュリティプロファイル及び別の機能カテゴリＦＣ２
（例えば、クライアントはプロバイダ網のデータセンタでＳＭＳ取得ノードまたは記憶ノ
ードを実装したいと思う可能性がある）のノード用の別のセキュリティプロファイルを選



(44) JP 6246358 B2 2017.12.13

10

20

30

40

50

択することができる（要素２００４）。一部のケースでは、クライアントは同じセキュリ
ティプロファイルを備える種々の機能カテゴリのすべてのノードを設定することを決定し
てもよい。ＳＭＳ及び／またはＳＰＳはいくつかの実施形態では、種々の機能カテゴリの
ための初期設定の配置先タイプを画成することができる。例えば、特にクライアントが示
さない限り、すべての機能カテゴリのノードはプロバイダ網の隔離された仮想ネットワー
ク内で設定されてもよい。
【００９８】
　様々な機能カテゴリのノードはセキュリティプロファイル及び／または場所に対するク
ライアントの選好に基づいて構成されてもよい（またはクライアントが選好を示さない機
能カテゴリ用の初期設定に基づいて）（要素２００７）。例えば、構成は適切な物理ホス
トまたは機械装置を選択すること、適切なコンピュートインスタンス、仮想機械装置、プ
ロセス及び／またはスレッドを種々の機能カテゴリのノード用にインスタンス化すること
、及びノード間の適切なネットワーク接続を設立することを含んでもよい。いくつかの実
施形態では、異なるストリーム管理及び処理機能用の実行可能ライブラリ構成要素が構成
の一部分としてプロバイダ網の外にあるホストで設置用に提供されてもよい。
【００９９】
　少なくともいくつかの実施形態では、暗号化モジュールを、例えば、クライアントが示
した暗号化の選好にしたがって、または暗号化初期設定に基づいて１つまたは複数のノー
ドのカテゴリで起動することができる（要素２０１０）。種々の機能カテゴリのノードを
起動すると、その結果、ストリームデータがクライアントの所望の通り取得、保存、検索
及び／または処理される（要素２０１３）。
【０１００】
　図２１は、少なくともいくつかの実施形態による、データストリームのパーティション
分割方針を実装するために実行される動作の態様を示す流れ図である。要素２１０１に示
すように、パーティション分割方針をデータストリーム用に決定することができる。方針
は、例えば、データプロデューサが提供するキーまたは提出されたデータ記録の様々な属
性に基づいたパーティションに対するデータ記録の初期マッピングならびにデータストリ
ームを再パーティション分割するための１つまたは複数のトリガー基準を含んでもよい。
一部の実施形態では、例えば、ハッシュ機能を１つまたは複数のパーティションキーに適
用して、１２８ビットの整数ハッシュ値を生じることができる。考えられる１２８ビット
ハッシュの範囲をＮ個の連続するサブ範囲に分割すると、それぞれがストリームのＮ個の
パーティションの１つを示すことができる。パーティションの数及び／またはサブ範囲の
比較サイズはいくつかの実施形態では、ストリーム毎に異なる可能性がある。少なくとも
いくつかの実施形態では、クライアントを代表するストリームが構成されていてそのクラ
イアントが、例えば、所望のパーティションの数、または使用されるパーティション機能
の所望の特性など使用されるパーティションスキームに関する入力を提供してもよい。少
なくとも一実施形態では、クライアントはパーティション識別子、またはサブセットの一
部、または提出されたデータ記録のすべての名前を提供することができる。
【０１０１】
　ストリームのデータ記録を受信すると、提供のキー及び／または他の属性に基づいてそ
の各パーティションを決定して、適切な取得、記録及び検索ノードのセットを指定された
パーティションに選択することができる（要素２１０４）。少なくともいくつかの実施形
態では、各シーケンス番号を、例えば、所与のパーティションの記録を受信した順序を示
すデータ記録用に生成する（要素２１０７）。いくつかの実施形態では、シーケンス番号
はタイムスタンプ値（例えば、既知の紀元、協定世界時１９７０年１月１日００：００：
００から経過した秒数）、記憶サブシステムから取得したサブシーケンス値、ＳＭＳソフ
トウェアのバージョン番号、及び／またはパーティションの識別子などの複数の要素を含
んでもよい。いくつかの実施形態では、シーケンス番号を、例えば、提供されたデータ記
録をうまく取得したことを知らせるためにデータプロデューサに供給してもよい。いくつ
かの実施形態では、シーケンス番号をデータコンシューマが使用して、ストリームまたは
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パーティションのデータ記録を取得順に検索することができる。
【０１０２】
　少なくともいくつかの実施形態では、データ記録は、パーティション分割方針に基づい
てデータ記録を誘導する記憶ノードでシーケンス番号順に保存されてもよい（要素２１１
０）。回転磁気ディスク記憶装置を用いる実施形態では、一般に順次書き込みを使用して
受信データ記録をディスクに保存するので、ディスクのシーク遅れを回避することができ
る。少なくともいくつかの実施形態では、記録をディスクに保存する前に、例えば、ディ
スクシークの可能性をさらに減らすため、不揮発性バッファをライトキャッシュとして使
うことができる。シーケンス番号順に並べられた多数のデータ記録の読み出し要求に応答
して（例えば、ｇｅｔＮｅｘｔＲｅｃｏｒｄｓまたは同様のインターフェースの呼び出し
）、記憶装置からの順次読み出しを使ってデータ記録を後で読み出すことができる（要素
２１１３）。
【０１０３】
　図２２は、少なくともいくつかの実施形態によるデータストリームの動的再パーティシ
ョン分割を実装するために実行される動作の態様を示す流れ図である。要素２２０１に示
すように、ストリームは動的に再パーティション分割されるという決定がなされる（例え
ば、ＳＭＳまたはＳＰＳの制御構成要素で）。１つまたは複数の取得、記憶、検索、処理
または制御ノードでの過重負荷の検出、または、異なるノードの作業負荷レベルの不均衡
、またはクライアント（例えば、データプロデューサまたはデータコンシューマ）から受
領した再パーティション分割の要求など複数の種々のトリガー条件によりストリームを再
パーティション分割する決定がなされる。クライアントの再パーティション分割要求は、
いくつかの実施形態では、生成される修正されたマッピングの種々のパラメータなど（例
えば、追加されるまたは削除されるパーティションの数、どの特定のパーティションを結
合するべきかまたは分割するべきか、など）要求された再パーティション分割の特定の詳
細を含んでもよい。ある実施形態では、クライアントの再パーティション分割要求はクラ
イアントが解決したい問題状態（負荷不均衡など）を示してもよく、ＳＭＳまたはＳＰＳ
は問題状態の記述を適切な再パーティション分割動作へ変換する役割を持つことができる
。いくつかのケースでは、再パーティション分割の要求または問題状態の記述の代わりに
、クライアントは再パーティション分割のために使用されるトリガー基準を特定すること
ができる。いくつかの実施形態では、例えば、ストリーム記録用の異なる１組の記憶装置
または異なる記憶技術の選択につながるデータストリームのデータ耐久性要求への変更の
決定は再パーティション分割のきっかけとなる可能性がある。データストリームの使用パ
ターンに対する変化の検出（例えば、データ記録が生産されまたは消費されるレート）も
また、いくつかのケースでは、再パーティション分割をもたらし、また変更した使用パタ
ーンのためにより適切な別の記憶技術の使用または別の１組の記憶装置の使用ももたらす
。例えば、再パーティションの決定は、所与のパーティションまたはストリーム全体に対
する期待する読み出し及び書き込みのレートに対して、ＳＳＤが回転磁気ディスクよりも
適切な記憶技術であるという決定に基づいていてもよい。予定されたまたは差し迫ったソ
フトウェア及び／またはハードウェアのバージョン変更が一実施形態では、再パーティシ
ョン分割のきっかけとなる可能性がある。いくつかのケースでは、異なるパーティション
分割アプローチまたは異なる記憶へのアプローチを使用することでより効果的に予算制約
が満たされることをクライアントが示すことが、価格または請求の懸念も再パーティショ
ン分割のきっかけとなる可能性がある。変更した性能目標もまた少なくともいくつかの実
施形態では再パーティション分割のきっかけとなる可能性がある。図２２で図示する実施
形態では、再パーティション分割後割り当てられたシーケンス番号用に使用される初期タ
イムスタンプ値（協定世界時１９７０年１月１日００：００：００からの秒数の差、一般
にいくつかのオペレーティングシステムでシステムコールを介して入手可能な紀元値）を
選択することができる（要素２２０４）。いくつかの実施では、プロバイダ網で実装され
たグローバル状態マネージャがｇｅｔＥｐｏｃｈＶａｌｕｅ　ＡＰＩに対応することによ
り、例えば、ＳＭＳ及び／またはＳＰＳの様々な構成要素がシーケンス番号発行のために
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使用する一貫性のあるタイムスタンプ値を取得することができるようになる。他の実施形
態では、他の時間資源を使用して、例えば、ＳＭＳまたはＳＰＳ制御ノードを指定して、
他の構成要素に対して一貫して順に並ぶタイムスタンプ値を提供する、またはローカルシ
ステムコールの呼び出しを用いることができる。いくつかの実施形態では、タイムスタン
プ値は、例えば、単調に増加するカウンタの整数値を単純に使うので、特定の任意のホス
トの実際の経過時間と一致する必要はない。
【０１０４】
　再パーティション分割の決定時に使用中のマッピングと異なる、修正されたパーティシ
ョンマッピングをストリーム用に生成してもよい（要素２２０７）。少なくともいくつか
の実施形態では、変更したマッピングは特定のパーティションキーを備えたデータ記録を
、同じキーを備えたデータ記録が再パーティション分割前にマップされた以外の異なるパ
ーティションへマップしてもよい。再パーティション分割のトリガー条件及び／または観
測された作業負荷測定基準によって、一部のパーティション（一般に使用頻度の高いパー
ティション）は分割されるが、他の（一般に使用頻度の低い）パーティションは結合され
る可能性がある。いくつかの実施形態では、再パーティション分割前と再パーティション
分割後で、例えば、別のハッシュ関数を使用する、またはパーティションへのハッシュ関
数の成果としての一区分への別のアプローチを使用するなど、別のパーティション分割機
能が使われてもよい。例えば、パーティションが１２８ビット整数の連続する範囲に相当
する一部の実施では、１２８ビット整数空間は、再パーティション分割後に別の１組のサ
ブ範囲に分割されてもよい。少なくとも一部の実施形態では、取得ノード、記憶ノード、
検索ノード、処理ノードまたは制御ノードの新しいセットは新しく生成されたパーティシ
ョンに割り当てられる可能性がある。一部の実施形態では、空間効率の良い複合データ構
造が初期マッピング及び修正されたマッピングを代表して使用されてもよい（要素２２０
８）。例えば、各エントリがパーティション分割機能出力範囲（例えば、所与のパーティ
ションに相当するハッシュ関数の結果のパーティション分割の範囲）及び有効期間範囲を
含む有向非巡回グラフまたはツリー構造を保存すると、その結果、修正されたパーティシ
ョンに相当する記録だけが再パーティション分割の結果、変更されなければならない可能
性がある。再パーティション分割の間、変更しなかったパーティション用のエントリはデ
ータ構造中で修正される必要がないかもしれない。新しいノードは修正されたパーティシ
ョンマッピングを実装するよう構成されてもよい（要素２２１０）。少なくともいくつか
の実施形態では、以前のマッピングに基づいて保存されたデータ記録の検索要求は少なく
ともしばらくの間、受信され続けるので、以前のノード及び以前のマッピングはしばらく
の間、維持される可能性がある。特定のシーケンス番号またはタイムスタンプを指定する
読み出し要求を受信した場合（要素２２１３）、読み出し要求が新しいパーティションマ
ッピングを使用すると満たされるのかまたは以前のパーティションマッピングを使用する
と満たされるのかにしたがって、決定がなされてもよい（例えば、制御ノードまたは検索
ノードで）。そして、選択されたマッピングを、要求されたデータが取得される適切な記
憶ノードを指定するために使用することができる。
【０１０５】
　図２３は、少なくともいくつかの実施形態によるデータストリーム記録用の少なくとも
一度記録取得方針を実装するよう実行される動作の態様を示す流れ図である。要素２３０
１に示すように、１つまたは複数のプログラムインターフェースを実装して、クライアン
トが、例えば、（ａ）肯定応答を受信するまで記録サブミッタが１つまたは複数の記録を
提出することにしたがう少なくとも一度方針、または（ｂ）少なくとも一部の記録提出に
対する承認が得られないことにしたがうベストエフォート取得方針を含むいくつかの取得
方針オプションの中からデータストリーム用記録取得方針を選択できるようになってもよ
い。データ生産をするクライアントの一部は、他のクライアントほど、自身の記録のわず
かな部分がなくなる可能性を心配することはないのでベストエフォート取得のアプローチ
を選択する可能性がある。いくつかの実施形態では、ベストエフォート方針はすべてのデ
ータ記録に対して承認を要求しないにも関わらず、ベストエフォート取得用に構成された
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ストリームに対してさえ、ＳＭＳは一部のサブセットのデータ記録に対して承認を与える
場合があり、すべてのデータ記録に対してさえも承認を与えようとする場合がある。
【０１０６】
　プログラムインターフェースの１つを介して、指定のストリーム用に使用される特定の
取得方針を示す要求を受信することができる（要素２３０４）。取得ノードは、ストリー
ムに対して実施されているパーティション分割方針にしたがってインスタンス化されても
よい（要素２３０７）。１つまたは複数の同じデータ記録の提出を取得ノードで受信した
場合（要素２３１０）、実施中の取得方針によって異なる動作が取られてもよい。少なく
とも一度取得方針が実施中の場合（要素２３１３で決定されたように）、承認は、１つま
たは複数の各提出に対してデータプロデューサへ送信されるが、データ記録は記録サブシ
ステムで一度しか保存されなくてもよい（２３１６）。（ストリームに実施中の持続性方
針にしたがって、一部のケースではＮ個の所与の記録の複製は保存されるかもしれないが
、所与のデータ記録がＭ度、提出される場合、複製は１度の提出に対してのみ生成される
ことに留意されたい。すなわち、保存される記録の複製の総数は、ずっとＮ個であり、Ｎ
ｘＭ個ではない。）ベストエフォート取得方針が実施中の場合（これも要素２３１３で検
出される）、データ記録はまたも記憶デバイスで１度保存されるが、データプロデューサ
に承認を送付する必要はない（要素２３１９）。少なくともいくつかの実施形態では、ク
ライアントの請求額は少なくとも選択の取得方針に一部基づいて任意の方法で決定されて
もよい（要素２３２２）。先に注意したように、一部の実施形態では、２つのバージョン
の少なくとも一度取得方針に対応することができる。一方のバージョンでは、図２３で図
示されたものと同様に、ＳＭＳがデータ記録を重複排除する役割を持ってもよい（すなわ
ち、ＳＭＳ記憶サブシステムで２つ以上の提出セットの１つだけに応答してデータを確実
に保存する）。別のバージョンの少なくとも一度取得では、ＳＭＳがデータ記録の複製を
行うことが許されてもよい。後者のアプローチはデータ記録複製の否定的な結果がほとん
どないストリームアプリケーション及び／または独自の複製除去を実行するストリームア
プリケーションにとって役立つ可能性がある。
【０１０７】
　図２４は、少なくともいくつかの実施形態によるデータストリーム用の複数の持続性方
針を実装するために実行されてもよい動作の態様を示す流れ図である。要素２４０１に示
すように、複数の持続性方針の中からストリームデータ記録用にクライアントが選択する
ことができる１つまたは複数のプログラムインターフェースを実装することができる。持
続性方針は任意の種々の態様において互いに異なる可能性がある。例えば、（ａ）保存さ
れる複製の数が異なる（例えば、Ｎ個の複製対２個の複製対単一の複製方針に対応する）
、（ｂ）記憶場所／使用されるデバイスの型が異なる（例えば、回転磁気ディスク対ＳＳ
Ｄ対ＲＡＭ対データベースサービスまたはマルチテナント記憶サービス）及び／または（
ｃ）方針は大規模障害への期待される強度の程度で異なる（例えば、多重データセンタ対
単一データセンタ方針に対応する）。　指定されたストリームのための特定の持続性方針
のクライアントの選択を示す要求を受信することができる（要素２４０４）。いくつかの
実施形態では、クライアントが選択した持続性方針は所与のストリームの各パーティショ
ン用の別の記憶場所タイプまたは別のデバイスタイプの使用をもたらす可能性がある。一
実施形態では、クライアントよりもＳＭＳが、ストリームレベルでまたはパーティション
レベルで記憶場所タイプまたはデバイスタイプを選択してもよい。いくつかの実施形態で
は、クライアントはデータ耐久性目標及び／または性能目標（所望の読み出しまたは書き
込み処理能力あるいは待機時間）を示してもよく、持続性方針を選択する場合、一部の実
施形態では、これらの目標をＳＭＳが使用して、適切な記憶デバイスタイプまたは場所を
選択することができる。例えば、短い待機時間を所望の場合、回転磁気ディスクの代わり
にＳＳＤを使用して、１つまたは複数のパーティションまたはストリームのデータ記録を
保存することができる。
【０１０８】
　１組の取得ノードはデータプロデューサから選択したストリームのデータ記録を受信す
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るために決定または構成されてもよい。また１組の記憶ノードは選択された持続性方針を
実装するために構成されてもよい（要素２４０７）。データ記録が取得ノードで受信され
た時（要素２４１０）、１つまたは複数のデータ記録の複写が、選択された持続性方針に
基づいて、データ記録が属するパーティションを扱う記憶ノードが選択する記憶装置で保
存されてもよい（要素２４１３）。少なくともいくつかの実施では、請求額は、クライア
ントが選択する指定の持続性方針に基づいて任意の方法（及び／または非同期的に）で決
定されてもよい（要素２４１６）。
ストリームプロセッシングのための分散ワークロードマネジメント
【０１０９】
　いくつかの実施形態では、ＳＰＳの実質的な部分またはすべての制御プレーン機能が、
例えば、ワーカーノードが所与のＳＰＳ段階内でデータベーステーブルなどの共有された
データ構造を介して様々な制御動作を連携させる（動的再パーティション分割、ヘルス監
視、及び／または負荷均衡化に応答するワーカーノードへのパーティション割り当てなど
）、分散化した方法で実装されてもよい。所与のワーカーノードＷ１は共有データ構造内
のエントリを検査して、例えば、段階の入力ストリームのどのパーティションが（もしあ
るなら）現在処理されていないかを判定することができる。そのようなパーティションＰ
１を見つけた場合、Ｗ１は共有データ構造内のエントリを更新して、Ｗ１が段階の処理動
作をＰ１の記録上で実行することを示すことができる。他のワーカーノードは、Ｗ１はＰ
１記録を処理するために割り当てられていることを知り、それらを異なるパーティション
へ割り当てることができる。ワーカーノードは定期的にまたは時折、クエリをＳＭＳ制御
プレーンに提出して、入力ストリーム用に実行中の現在のパーティションマップを決定し
て、共有データ構造を更新して必要に応じてマップの変更を示すことができる（例えば、
再パーティション分割の結果として）。負荷均衡及び他の動作も、様々な実施形態で、以
下に説明するように共有されたデータ構造を介して連携させることができる。このような
分散化された実施形態では、専用の制御ノードをＳＰＳに要求できないので、ＳＰＳの作
業フローを実装するために要求される負荷を減らすことになる。このような分散化ＳＰＳ
制御プレーンの実施は、例えば、顧客に割り当てられているプロバイダ網内のコンピュー
トインスタンスでまたはプロバイダ網の外側の場所で、ＳＰＳクライアントライブラリを
利用してストリーム処理の様々な態様を実装する経費意識の高い顧客には特に一般的な場
合がある。分散化ＳＰＳ制御プレーンの技術は、例えば、ＳＭＳ及びＳＰＳに使用される
すべての資源がプロバイダ網内で構成される場合、クライアントライブラリが使用されな
い実施形態でも使用することができる。ワーカーノードが、少なくとも一部の処理段階用
に一部またはすべてのＳＰＳ制御プレーンの機能を実装するＳＰＳを、ここでは「分散型
制御ＳＰＳ」と呼んでもよい。
【０１１０】
　図２５は、少なくともいくつかの実施形態による処理段階のワーカーノードがデータベ
ーステーブルを使用して作業負荷を調整するストリーム処理システムの実施例を示す。分
散型制御ＳＰＳ２５９０内にそれぞれワーカーノード１式を備える２つの段階２１５Ａ及
び２１５Ｂが画成される。段階２１５Ａはワーカーノード２５４０Ａ及び２５４０Ｂを備
え、段階４１５Ｂはワーカーノード２５４０Ｋ及び２５４０Ｌを備える。各段階２１５Ａ
及び２１５Ｂに対して、対応するパーティション割り当て（ＰＡ）テーブル２５５０、段
階２１５Ａ用ＰＡテーブル２５５０Ａ、及び段階２１５Ｂ用ＰＡテーブル２５５０Ｂなど
がデータベースサービス２５２０で生成される。所与の段階に対するＰＡテーブル２５５
０はいくつかの実施形態では、例えば、クライアントのライブラリ構成要素または機能の
呼び出しに応答して段階の初期化の間に生成されてよい。各ＰＡテーブル２５５０はエン
トリの初期セットまたは段階の入力ストリームの未割り当てパーティションを示す列を備
えて事前設定されてもよい（すなわち、ワーカーノードが現在割り当てられていないパー
ティション）。ＰＡテーブルエントリのコラムまたは属性の実施例を図２６に示し、以下
で説明する。段階用に起動されたワーカーノード２５４０（例えば、コンピュートインス
タンスまたは他のサービスで起動されたプロセスあるいはスレッド）は段階のＰＡテーブ
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ルへの読み出し／書き込みアクセスを認可されてもよい。ワーカーノードからＰＡテーブ
ルへ向けられた読み出し及び書き込みをそれぞれ矢印２５６４Ａ、２５６４Ｂ、２５６４
Ｋ及び２５６４Ｌによりワーカーノード２５４０Ａ、２５４０Ｂ、２５４０Ｋ及び２５４
０Ｌについて図２５に示す。
【０１１１】
　所与のワーカーノード２５４０はＰＡテーブルのエントリを調査することで、段階の処
理動作を実行する特定のパーティションを選択するよう構成されてもよい。ある実施形態
では、ワーカーノード２５４０Ａは未割り当てパーティションＰｋのエントリを見つける
まで、ＰＡテーブル２５５０Ａ内のエントリを走査して、例えば、ワーカーノードの識別
子をエントリのコラムの１つに挿入することによりエントリを更新することでパーティシ
ョンＰｋをワーカーノード２５４０Ａ自体に割り当てようとすることができる。そのよう
な挿入は、ワーカーノードによってパーティションをロックすることに似ていると考えら
れてもよい。使用されているデータベースサービスのタイプにより、ＰＡテーブルのエン
トリに対して起こり得る同時書き込み（２つ以上のワーカーノードが未割り当てのパーテ
ィションをたまたまほぼ同時に指定することによる）を管理する様々なアプローチが用い
られてもよい。
【０１１２】
　一実施形態では、プロバイダ網の非リレーショナルマルチテナントデータベースサービ
スを使用して、リレーショナルデータベース処理意味論に必ずしも対応することなく強い
整合性と条件付き書き込み動作に対応することができる。条件付き書き込み動作はワーカ
ーノードによる更新の場合に用いられる。コラム「ワーカーノードＩＤ」がＰＡテーブル
内のパーティションに割り当てられた特定のワーカーノードの識別子を示すために使用さ
れて、ワーカーノードがパーティションに割り当てられない場合、コラムの値が「ヌル」
に設定される実施例を考えられたい。そのようなシナリオでは、識別子ＷＩＤ１を備える
ワーカーノードは以下の論理同値を要求してもよい。「パーティションＰｋへのエントリ
で、ワーカーノードＩＤがヌルの場合、そのエントリに対するワーカーノードＩＤをＷＩ
Ｄ１へ設定する。」そのような条件付き書き込み要求が成功したら、識別子ＷＩＤ１を備
えるワーカーノードはパーティションＰｋがワーカーノードに割り当てられたとみなすこ
とができる。そして、ワーカーノードは、例えば、矢印２５５４で示すＳＭＳ検索サブシ
ステム２０６の記録検索インターフェースを使用して（例えば、ワーカーノード２５４０
Ａ、２５４０Ｂ、２５４０Ｋ及び２５４０Ｌについてそれぞれ矢印２５５４Ａ、２５５４
Ｂ、２５５４Ｋ及び２５５４Ｌ）パーティションＰｋのデータ記録を検索し始めて、検索
された記録上で処理動作を実行することができる。条件付き書き込みに失敗した場合、ワ
ーカーノードは別の割り当てられていないパーティションを再度検索し始めてもよい。他
の実施形態では、例えば、パーティションをワーカーノードに割り当てようとする複数の
同時（ほとんど同時）の試みのうちのただ１つが確実に成功するために、及び、そのよう
な同時の試みに巻き込まれたワーカーノードが成功または失敗を確実に報告するために、
取引を支援するデータベースサービス（リレーショナルデータベースなど）を使用して、
また処理機能を使用して、条件付き書き込み動作の同値を実装することができる。条件付
き書き込みにも取引支援にも依存しない同期技術をいくつかの実施形態で使用してもよい
。一部の実施形態では、データベースサービスを使用することができない。代わりに、ロ
ッキングサービスをワーカーノードが使用して、ＰＡテーブルに類似の持続性データ構造
でのエントリの更新に対する唯一のアクセスを取得することができる。
【０１１３】
　他のワーカーノード２５４０はＰＡテーブル内のエントリを調査して、どのパーティシ
ョンが未割り当てかを判定し、最終的に１つまたは複数のパーティションをワーカーノー
ド自体にうまく割り当てることができる。このように段階の入力ストリームまたは複数の
ストリームのパーティションへの処理作業負荷を最終的に段階のワーカーノードがワーカ
ーノード自体のなかで分散することができる。
【０１１４】
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　いずれの所与のストリームの初期パーティションマッピングでも、例えば、すでに説明
した動的再パーティション分割動作の結果として、時間とともに変化してもよい。したが
って、図２５で図示する実施形態では、１つまたは複数のワーカーノード２５４０は時折
（または以下で説明するトリガー条件に応答して）自身の段階の入力ストリームのＳＭＳ
制御サブシステム２１０に要求を送付して、現在のパーティションメタデータを取得して
もよい。いくつかの実施形態では、このような要求は、矢印２５４４Ａ、２５４４Ｂ、２
５４４Ｋ及び２５４４ＬによるｇｅｔＳｔｒｅａｍＩｎｆｏ　ＡＰＩの呼び出しなどＳＭ
Ｓ制御プレーンＡＰＩの呼び出しを含んでもよい。ＳＭＳ制御サブシステムは、例えば、
ストリームのパーティションの最新のリスト及び／またはパーティションの有効期間など
の他の詳細を備えて応答することができる。ＳＭＳ制御サブシステム２１０が与えるパー
ティション情報がＰＡテーブル内のエントリと一致しない場合、例えば、１つまたは複数
のパーティションのエントリを挿入または削除して、ワーカーノードがＰＡテーブルを修
正してもよい。ＳＭＳ制御サブシステムに対するこのような要求２５５４は、少なくとも
いくつかの実施形態では、矢印２５５４Ａの付箋「まれな」が示すように、通常、記録検
索要求２５５４（及び／またはデータベース読み出しまたは書き込み動作２５６４）より
ずっと少ない頻度で起こるものでよい。例えば、一度パーティションに割り当てられた場
合、ワーカーノードは一般に、パーティションのデータを完全に消費する（例えば、スト
リームの所有者がストリームを閉じた場合、またはパーティションが動的再パーティショ
ン分割の結果、閉じられた場合）まで、またはなんらかの他の低確率の状況に出会うまで
（例えば、以下に説明するように負荷の不均衡が検出されたため別のワーカーノードがパ
ーティションの移動を要求する場合）、パーティションのデータ記録を検索及び処理し続
ける可能性がある。このようにｇｅｔＳｔｒｅａｍＩｎｆｏまたは同様のＡＰＩの呼び出
しに関連する負荷は一般に、実際の情報量がいずれかの特定の呼び出しに応答して提供さ
れたとしても（数百または数千のパーティションを段階の入力ストリーム用に画成した場
合であっても）、種々の実施形態では、極めて小さい。
【０１１５】
　一部の分散型制御ＳＰＳ環境のキー作業負荷管理型動作は図２５で示す実施形態では以
下の通り要約することができる。（ａ）ストリームの処理段階の第１のワーカーノードに
よる少なくとも一部、データベーステーブルへのアクセスに基づいて、ストリームの処理
段階用に規定された１組の処理動作を実装するための、ストリームの処理段階の入力デー
タストリームの特定のパーティションを、選択すること、（ｂ）テーブル内に保存された
特定のエントリへ、第１のワーカーノードへの特定のパーティションの割り当ての表示を
書き込むこと、（ｃ）第１のワーカーノードが、マルチテナントストリーム管理型サービ
スで実装されたプログラム記録検索インターフェースを使用して特定のパーティションの
記録を検索すること、（ｄ）第１のワーカーノードが、特定のパーティションの記録上に
１組の処理動作を実装すること、（ｅ）第２のワーカーノードが、特定のデータベーステ
ーブル内の特定のエントリの少なくとも一部に基づいて、第１のワーカーノードを特定の
パーティションで１組の処理動作を実行するよう割り当てることを決定すること、及び（
ｆ）第２のワーカーノードが１組の処理動作を実行するための異なるパーティションを選
択すること。自身に割り当てる記録がパーティションに残っていないとワーカーノードが
判定した場合及び判定したとき、ワーカーノードはＳＭＳ制御サブシステムから入力スト
リーム上のメタデータを要求して、メタデータが不一致を示した場合、ＰＡテーブルを更
新することができる。
【０１１６】
　図２６は少なくともいくつかの実施形態による、作業負荷の調整のため使用されるパー
ティション割り当てテーブル２５５０に保存されてもよいエントリの実施例を示す。表示
の通り、テーブル２５５０は４つのコラムを備え、それらは、パーティション識別子コラ
ム２６１４、割り当て済みワーカーノード識別子コラム２６１８、ワーカーノードヘルス
表示コラム２６２０及び作業負荷レベル表示コラム２６２２である。他のコラムの数組は
他の実施形態では実装される。例えば、パーティション生成時間またはパーティション機



(51) JP 6246358 B2 2017.12.13

10

20

30

40

50

能出力値範囲を示すコラムはいくつかの実施形態で使用されるが、作業負荷レベル表示コ
ラムは使用されないかもしれない。
【０１１７】
　ＳＭＳ制御サブシステムが維持するパーティションリスト２６５０（例えば、パーティ
ションエントリツリー、グラフまたは上述の複合データ構造の一部として）は、一部の実
施形態では、少なくともいくつかの時点で、ＰＡテーブル２５５０に含まれる以上のパー
ティションを含んでいる可能性があることに留意されたい。図示の実施例では、パーティ
ションリスト２６５０はパーティションＰ１、Ｐ２、Ｐ３、Ｐ４及びＰ５を含み、そのう
ちＰ１とＰ４は再パーティション分割の結果として閉鎖状態で、Ｐ２、Ｐ３及びＰ５は稼
働中と示されている（すなわち、データ記録が現在検索され処理されているパーティショ
ン）。ＰＡテーブル２６５０は、図示の実施形態では稼働中のパーティション用のエント
リを含み、閉鎖したパーティションのエントリは含まない（例えば、再パーティション分
割が起こった後、ｇｅｔＳｔｒｅａｍＩｎｆｏの呼び出しに対する応答を取得したとき、
すでにワーカーノードが削除している）。少なくともいくつかの実施では、現在開放中の
ストリームのパーティションのすべてが必ずしもＰＡテーブルに所定の時点で対応するエ
ントリを有するわけではない。むしろ、例えば、現在割り当てられ、または処理されてい
るサブセットのパーティションだけを表示していることがある。
【０１１８】
　図２６に示す実施例のシナリオでは、パーティションＰ１及びＰ２は各識別子Ｗ７及び
Ｗ３を備えるワーカーノードに割り当てられるが、Ｐ５は現在割り当てられていない。ヘ
ルス表示コラム２６２０は別の実施形態では、異なるタイプの値を保存してもよい。いく
つかの実施形態では、ワーカーノードは定期的に（例えば、Ｎ秒毎にまたは数セットのヒ
ューリスティックスに基づいた予定にしたがって）自身が割り当てられたパーティション
のＰＡエントリのヘルス表示コラムの内容を更新して、ワーカーノードが稼働中で検索及
び処理動作を継続できることを示す役割を持ってもよい。図２６では、そのエントリに対
するワーカーノードがヘルス表示コラム（最後に修正した時間）を更新した直近の時間の
表示を保存することができる。例えば、ワーカーＷ７は２０１３年１２月１日０２：２４
：５４及び５３秒でエントリを修正したと示される。いくつかの実施形態では、他のワー
カーノードは最後に修正した時間値を使用して、割り当てられたワーカーノードがヘルシ
ーかまたはそうでないかを決定することができる。例えば、その段階のフェールオーバー
方針に規定されているようにＸ秒またはＸ分が経過した場合、割り当てられたワーカーノ
ードは不健康またはアクセス不可とみなされてパーティションが再割り当てされる可能性
がある。他の実施形態では、カウンタをヘルス表示として使われてもよく（例えば、カウ
ンタの値がＹ秒間変化しなかった場合、割り当てられたワーカーノードはフェールオーバ
ーの候補と考えられる）、または割り当てられたワーカーノードが最後にエントリを読み
出したときを示す「最後の読み出し時間」値が使われてもよい。
【０１１９】
　少なくともいくつかの実施形態では、例えば、ある最新の時間間隔の間に処理された記
録の数（例えば、最後に修正された時間の前の５分間）、ＣＰＵ使用率、メモリ使用率、
ストレージ使用率などワーカーノードの最近の性能に関係する測定基準などを割り当てら
れたワーカーノードが、作業負荷レベル表示値２６２２をエントリに保存する。ワーカー
ノードはこのような作業負荷レベル表示値をいくつかの実施形態で使用して、図２９を参
照して以下で説明するように負荷不均衡が存在するかを判定し、検出された不均衡に応答
して措置を講じることができる。例えば、ワーカーノードＷｋはその作業負荷レベルが平
均的作業レベルを超えていると判定して、そのパーティションの１つの割り当てを解除す
る、あるいは動的再パーティション分割を要求することができる。あるいは、ワーカーノ
ードＷｋはその作業負荷が他のワーカーノードまたはパーティションの作業負荷と比べて
低すぎると判定して、追加のパーティションをそれ自身に割り当てることができる。こう
して、図２６に示すＰＡテーブルのコラムを使用すると、ワーカーノードは図示の実施形
態では、通常、特定のＳＰＳ制御ノードが集中管理ＳＰＳ実施で実行する一部の制御プレ
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ーンと同じタイプの機能を実行することができる。
【０１２０】
　図２７は少なくともいくつかの実施形態による、処理動作を実行するためのパーティシ
ョンを選択するストリーム処理段階のワーカーノードにより実行される動作の態様を示す
。要素２７０１に示すように、ＰＡテーブルのＰＡＴ１はデータベースサービスで分散型
制御ＳＰＳ処理段階ＳＰ１用に初期化されてもよい。例えば、そのテーブルは、ＳＰＳク
ライアントライブラリ構成要素を呼び出した時に生成されてもよく、例えば、クライアン
トの施設でホストから、またはプロバイダ網のデータセンタでコンピュートインスタンス
から呼び出した時でよい。クライアントライブラリは、例えば、ＳＰＳ段階で実装される
特定の処理動作のためのＪＡＲ（Ｊａｖａ（商標）アーカイブ）ファイルなど実行可能コ
ンポーネントを与えるため、ワーカーノードを特定するために使用することができる付箋
を表示するため（プログラム名、プロセス名またはコンピュートインスタンス名など）、
段階用の入力として使用されるストリームを表示するため、段階の出力先（もしあれば）
を表示するためなど種々の目的に使うことができる。ＰＡＴ１は、いくつかの実施形態で
は、段階の入力ストリーム用に規定された少なくとも１サブセットのパーティション（Ｐ
１，Ｐ２，．．．）用にエントリまたは列を備えて初期に投入される。いくつかの実施形
態では、テーブルは最初空欄であるが、１つまたは複数のワーカーノードが、例えば、Ｓ
ＭＳ制御サブシステムからパーティションのメタデータを取得した結果として未割り当て
のパーティション用に列を伴うテーブルを投入する。ワーカーノードの初期セット（Ｗ１
，Ｗ２，．．．．）を、例えば、プロバイダ網内の種々のコンピュートインスタンスで、
またはクライアント所有のコンピューティングデバイスで（要素２７０４）起動してもよ
い。ワーカーノードは図示の実施形態ではＰＡＴ１への読み出し及び書き込みアクセスを
許可されることになる。
【０１２１】
　ワーカーノードはオンライン化すると、未割り当てのパーティションを探してそれぞれ
がＰＡＴ１にアクセスすることができる。例えば、ワーカーノードＷ１はＰＡＴ１を調査
して、パーティションＰ１が未割り当てであることを見つけることができる（要素２７０
７）。そして、Ｗ１は、例えば、使用しているデータベースサービスのタイプによって条
件付き書き込み要求またはトランザクショナル更新要求を用いて、Ｐ１はＷ１に割り当て
られたということを示すよう、ＰＡＴ１のＰ１のエントリを更新することができる（要素
２７１０）。テーブルを更新した後、Ｗ１はＰ１のデータ記録の検索を、ＳＭＳ検索サブ
システムインターフェースを用いて始めることができる（要素２７１３）。そして、検索
した記録の段階ＰＳ１の処理動作を実行することができる。
【０１２２】
　一方で、ある時点で、異なるワーカーノードＷ２が未割り当てのパーティションを探し
て独自にＰＡＴ１にアクセスしてもよい（要素２７１６）。Ｗ２はＷ１の以前の更新に基
づいて、Ｐ１はすでに割り当てられたが別のパーティションＰ２は割り当てられていない
と判定することができる。いくつかの実施形態では、現在のＰ２を割り当てられているワ
ーカーノードが不健康または停止中（Ｐ２エントリのヘルス表示コラムに基づいて）とい
うＷ２による決定によってもＷ２がＰ２を選択するようになる。このように、少なくとも
いくつかの実施形態では、割り当てられていない状態または現在のワーカーノードの不健
康な状態の決定のいずれかが再割り当て（または初期割り当て）のため所与のパーティシ
ョンを選択するために使われてよい。Ｗ２はＰＡＴ１を更新して、Ｐ２を自身に割り当て
ようとしてもよい（要素２７１９）。うまく更新できた場合、Ｗ２はＳＭＳ検索インター
フェースを用いて、また段階のために規定された適切な処理動作を実行してＰ２の記録を
検索し始めてもよい（要素２７２２）。
【０１２３】
　前述のように、分散型制御ＳＰＳ（一般にまれに）のワーカーノードは、ＳＭＳからパ
ーティションマッピングの情報を取得することができ、そのような情報を使用して必要な
場合、ＰＡテーブルを更新することができる。図２８は、少なくともいくつかの実施形態
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による、ストリーム管理型サービス制御サブシステムから取得した情報に基づいてパーテ
ィション割り当てテーブルを更新するためにストリーム処理段階のワーカーノードにより
実行される動作の態様を示す。要素２８０１に示すように、ワーカーノードの初期化の間
、またはそれに割り当てられたパーティションの１つの閉鎖などの種々のトリガー条件に
応答して、ワーカーノードＷ１はＳＭＳ制御サブシステムへ要求を提出して、最新のまた
は現在のパーティションリストまたは稼働中のパーティションリストを取得することがで
きる。いくつかの実施形態では、ｇｅｔＳｔｒｅａｍＩｎｆｏまたは同様のＡＰＩをこの
目的のために呼び出してもよい。一部の実施形態では、他のトリガー条件を使用してもよ
い。例えば、ワーカーノードが、ランダムな時間の後、または予期せぬ作業負荷レベルの
減少もしくは増加に応答して、新しいパーティションリストを取得するためにそれぞれ構
成されてもよい。ＳＭＳが返却したパーティションリストはパーティション用にＰＡテー
ブル内のエントリと比較することができる（要素２８０７）。不一致が見つかった場合（
例えば、新しく取得したパーティションリストの中のあるパーティションがＰＡテーブル
にない場合、またはＳＭＳリストになくてＰＡテーブルにエントリがある場合）、図示の
実施形態では、ワーカーノードはＰＡテーブル内でエントリを挿入するかまたは削除して
、不一致を解決することができる（要素２８１０）。（一部の実施形態では、削除対象の
エントリが現在割り当てられたワーカーノードを有する場合、例えば、割り当てられたワ
ーカーノードに、直接またはＰＡテーブル自体を介して通知するなど、追加の調整が必要
な場合がある。）
【０１２４】
　不一致が修正された後で、または不一致が検出されなかった場合、ワーカーノードＷ１
は段階の処理動作を実行すべき１組のパーティションを選択することができ（要素２８１
３）、それに応じてＰＡテーブルを更新することができる。いくつかの場合、パーティシ
ョンリストを検索させようとしたトリガー条件次第で、Ｗ１はそれに割り当てられた１つ
または複数のパーティションをすでに有していて、その割り当てを変更するまたはＰＡテ
ーブルを更新する必要がない場合がある。Ｗ１はその割り当てられた１つまたは複数のパ
ーティションのデータ記録を検索することを進行して、ＳＭＳ制御サブシステムと相互作
用する必要なく、またはＰＡテーブル内のエントリの数を変更することなく、記録を処理
することができる（要素２８１６）。結局、トリガー条件を検出した時（例えば、パーテ
ィションが閉鎖したことを示す、「パーティションの終端に到達」と同意義の応答を検索
要求に対して受領した時）、Ｗ１は再度ＳＭＳ制御サブシステムに対して新しいパーティ
ション情報の要求を送信し、要素２８０１以降の動作を繰り返してもよい。
【０１２５】
　図２９は、少なくともいくつかの実施形態による、ストリーム処理段階のワーカーノー
ドにより実行される負荷均衡動作の態様を示す。要素２９０１に示すように、ワーカーノ
ードＷ１は負荷均衡解析を、高い資源使用レベルの検出などいずれかの種類のトリガー条
件の検出により、または設定可能スケジュールに基づいて、その段階で実行することを決
定してもよい。Ｗ１はＰＡテーブル内のエントリを調査して（要素２９０４）、段階のた
めの種々の作業負荷の測定基準を決定することができる。そのような測定基準はワーカー
ノードに割り当てられるパーティションの平均数、ワーカーノードの平均作業負荷レベル
または種々のパーティションの平均作業負荷レベル（作業負荷レベルの表示がテーブルに
保存された実施形態では）、ワーカーノード毎の作業負荷の範囲または分散などを含んで
もよい。
【０１２６】
　Ｗ１は自身の作業負荷（例えば、Ｗ１に割り当てられたパーティションの数及び／また
はパーティション毎の作業負荷レベル表示に基づいて）を測定基準の一部またはすべてと
比較することができる。一般に、３つの型の結論のいずれかを引き出すことができる。す
なわち、Ｗ１は過負荷である、Ｗ１は過少負荷である、またはＷ１は負荷が高すぎもせず
低すぎもせずである。「高すぎる」または「低すぎる」という作業負荷のレベルは、いく
つかの実施形態で代表する段階が構成されるクライアントにより選択される方針により、
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または他の実施形態では、ヒューリスティックスのある初期設定のセットを用いて、規定
することができる。Ｗ１がその作業負荷が低すぎる（要素２９０７）と判定した場合、例
えば、ある最低負荷閾値Ｔ１より下である場合、より忙しいまたは負荷の高いワーカーノ
ードＷｋを指定してもよい（要素２９１０）。そして、Ｗ１は、例えば、ＰＡテーブル内
のＰｍエントリを修正しようとして、そのような修正を要求して（Ｗｋ用に発生した通知
につながる）、またはＷｋに直接要求することにより、１つまたは複数のパーティション
ＰｍをＷｋから自身へ移動するプロセスを始めることができる。（要素２９１３）。
【０１２７】
　Ｗ１が自身の作業負荷が高すぎる（要素２９１６）と判定した場合、例えば、最大閾値
Ｔ２より大きい場合、１つまたは複数の割り当て済みのパーティションＰｎを指定して、
放棄することができる（すなわち、他のワーカーノードに割り当てるために解除する）（
要素２９１９）。そして、例えば、Ｐｎ用のエントリの割り当てのあるコラムから識別子
を削除して（要素２９２２）、Ｗ１はＰＡテーブル内の適切なエントリを修正することが
できる。Ｗ１の作業負荷が高すぎもなく低すぎもない場合、またはＷ１がその作業負荷を
増やしたり減らしたりする上述のような措置を講じた後で、Ｗ１は割り当てられたパーテ
ィションの処理記録を再開してもよい（要素２９２５）。要素２９０１以降に一致する動
作は、他の負荷均衡解析をトリガーする条件に合った時または合った場合に繰り返される
可能性がある。図２９で図示する動作では、Ｗ１は自身の作業負荷に対する均衡を検出し
た場合のみ、作業負荷の変更を開始するように示されていることに留意されたい。他の実
施形態では、例えば、Ｗ２の作業負荷レベルがＷ３よりはるかに低いと判定した場合など
、Ｗ１自身より他のワーカーノード間の不均衡を検出した場合、Ｗ１は是正の措置を開始
してもよい。いくつかの実施形態では、Ｗ１は、作業負荷の不均衡を検出した場合及び検
出した時、動的再パーティション分割を要求または始めてもよい（例えば、図３で示した
ｒｅｐａｒｔｉｔｉｏｎＳｔｒｅａｍ　ＳＭＳＡＰＩまたはその均等物を呼び出すことに
より）。いくつかの実施形態では、図２９に示すような動作を新しく構成されたワーカー
ノードが実行してもよい。例えば、新しいノードがある段階に追加される前から、その段
階がすでにしばらくの間稼働していた時、負荷の大きい既存のノードからパーティション
の再割り当てを要求することで、新しいノードは自身の存在を既存のノードに間接的に通
知することができる。一部の実施形態では、ＳＰＳワーカーノード用の上述と同様の分散
型制御技術も、または代わりに１つまたは複数のＳＭＳサブシステムで使用することがで
きる。例えば、取得、記憶または検索サブシステムはＰＡテーブルと同様の共有データ構
造を用いて、自身の作業負荷を調整することができる。
【０１２８】
　種々の実施形態では、図１７～２４及び図２７～２９の流れ図に示す以外の動作はスト
リーム管理型サービス及び／または上述のストリーム処理機能を実装して使用することが
できることに留意されたい。図示の一部の動作はいくつかの実施形態では実装されていな
い、または異なる順序で、または順次ではなく並行して実装されている可能性がある。種
々の実施形態では、プログラムインターフェースに対応する各ＳＭＳ及びＳＰＳ機能に対
して、１つまたは複数の技術のいずれの組み合わせも、ウェブページ、ウェブサイト、ウ
ェブサービスＡＰＩ，他のＡＰＩ、コマンドラインツール、グラフィカルユーザインター
フェース、携帯用アプリケーション（ａｐｐ）、タブレット用ａｐｐ、などを含むインタ
ーフェースを実装するために使用することができることにもまた留意されたい。
使用ケース
【０１２９】
　ストリームデータ記録の収集、記憶、検索及び段階型処理のための拡張可能なパーティ
ション分割型動的構成可能管理型マルチテナントサービスを確立する上述の技術はいくつ
かのシナリオで役立つ可能性がある。例えば、大規模プロバイダ網は、数万のクライアン
トに同時にいくつかの異なるマルチテナントサービスまたはシングルテナントサービスの
サービスインスタンスを実装する数千のインスタンスホストを備えることができる。種々
のインスタンス及びホストにインストールされた監視及び／または課金エージェントはす
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ばやく数千のメトリック記録を生成することができ、それらは保存及び解析される必要が
あるが、正確な請求記録を作成し、プロバイダ網のデータセンタ用の効果的な供給計画を
決定し、ネットワーク攻撃を検出するなどを行うことができる。監視記録は、拡張可能な
取得及び記憶用ＳＭＳに対して入力ストリームを形成することができ、説明されたＳＰＳ
技術を収集された測定基準の解析用に実装することができる。同様に多くのログ資源から
膨大なログ記録を収集し解析するアプリケーション（例えば、分散型アプリケーションの
ノードからのアプリケーションログまたはホストもしくはデータセンタのコンピュートイ
ンスタンスからのシステムログ）もまた、ＳＭＳ及びＳＰＳ機能を使用することができて
もよい。少なくともいくつかの環境では、ＳＰＳ処理動作はリアルタイムＥＴＬ（Ｅｘｔ
ｒａｃｔ－Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ－Ｌｏａｄ）処理動作（すなわち、受信データ記録を目的
先にロードするために、変換をオフラインで行う代わりに、リアルタイムで変換する）、
またはデータ記録をデータウェアハウスへ挿入するための変換を含んでもよい。一般に、
解析用にウェアハウスへデータを挿入できる前に、１つまたは複数のデータソースからの
クリーンで選別されたデータを要求するデータウェアハウスへリアルタイムでデータをロ
ードする組み合わせはＳＭＳ／ＳＰＳを使うことにより、遅延を避けることができる。
【０１３０】
　また、ＳＭＳ及びＳＰＳ技術を用いて、いくつかの異なる「ビッグデータ」アプリケー
ションを構築することができる。例えば、種々の形状のソーシャルメディアの相互作用の
トレンドの解析はストリームを使うと効果的に実行することができる。ユーザの位置情報
などの携帯電話またはタブレットコンピュータから収集されたデータはストリーム記録と
して管理することができる。例えば、１群の監視カメラから収集された音声または映像情
報は、拡張可能な方法で収集され、加工される他のカテゴリのストリーミングデータのセ
ットを表すことができ、様々な種類の攻撃を防ぐ潜在的な手助けとなる。例えば、気象衛
星、海洋型センサ、森林型センサ、天体望遠鏡から収集された増え続けるデータセットの
解析を必要とする科学的なアプリケーションもまた、本明細書に記載のストリーム管理及
び処理能力が役立つ可能性がある。柔軟な方針に基づいた構成オプション及び価格オプシ
ョンは種々のタイプのユーザがストリーミング機能をユーザの特定の予算及びデータ持続
性／可用性要求に適合するようカスタマイズする助けとなることができる。
【０１３１】
　本開示の実施形態について、以下の条項に照らして説明することができる。
１
　記録取得サブシステム、記録記憶サブシステム、及び記録検索サブシステムの各サブシ
ステムが、パーティション分割方針を含む１つまたは複数の方針に基づく１つまたは複数
の制御構成要素により動的に構成可能な１つまたは複数のノードを備える、（ａ）記録取
得サブシステム、（ｂ）記録記憶サブシステム、及び（ｃ）記録検索サブシステムの各１
組のノードを、１つまたは複数のデータプロデューサにより生じる複数のデータ記録を含
む特定のデータストリームに割り当てられる、マルチテナントストリーム管理サービスの
１つまたは複数の制御構成要素によって、決定し、
　データ記録のインライン提出を支持する第１の提出インターフェース及びデータが記憶
されているネットワークアドレスを参照してデータ記録提出を可能にする第２の提出イン
ターフェースを含む、記録取得サブシステムで実装された１つまたは複数のプログラムに
よる記録提出インターフェースを介して提出されたデータ記録を受信し、
　非順次アクセスパターンを可能にする第１の検索インターフェース及び順次アクセスパ
ターンを可能にする第２の検索インターフェースを含み、第１の検索インターフェースの
使用に関連する課金レートが第２の検索インターフェースの使用と関連する課金レートと
異なる、記録検索サブシステムで実装された１つまたは複数のプログラムによる記録検索
インターフェースを介して受領したデータ記録検索要求に応答してデータ記録の内容を提
供し、
　複数の記録検索インターフェース及び複数の記録提出インターフェースの個々の使用回
数の測定基準の少なくとも一部分に基づいて特定のデータストリームと関連する課金額を
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クライアントに発信するように構成された１つまたは複数のコンピューティング装置を備
えるシステム。
２
　１つまたは複数のコンピューティング装置が、パーティション分割方針にしたがって、
特定のデータ記録に対応する書き込みリクエストによって表示される特定のデータ記録と
関連するキーの少なくとも一部分に基づいて、特定のデータストリームの特定のデータ記
録を特定のデータストリームのパーティションに割り当てるようさらに構成される第１項
に記載のシステム。
３
　１つまたは複数のコンピューティング装置が、特定のデータ記録が割り当てられるパー
ティションの少なくとも一部分に基づいて、１つまたは複数の（ａ）特定のデータ記録を
受諾する役割を持つ記録取得サブシステムの特定ノードと、（ｂ）特定のデータ記録の少
なくとも１部の複写を記憶する役割を持つ記録記憶サブシステムの特定ノードと、（ｃ）
読み出しリクエストに応答して記録記憶サブシステムから特定のデータ記録を入手する役
割を持つ検索サブシステムの特定のノードとを選択するようさらに構成される第１項に記
載のシステム。
４
　記録取得サブシステム、記録記憶サブシステム、及び記録検索サブシステムのうち少な
くとも１つのサブシステムが、冗長グループのメンバとして１つまたは複数の制御構成要
素により構成される複数のノードを備え、冗長グループが、（ａ）１組のデータ記録上で
作動するよう割り当てられている１つまたは複数の主ノード及び（ｂ）１つまたは複数の
トリガーイベントの検出に応答して主要な役割を装うように構成される１つまたは複数の
非主ノードを備える第１項に記載のシステム。
５
　１つまたは複数のコンピューティング装置が、特定のデータ記録に対応して、特定のデ
ータ記録が属するパーティションの他のデータ記録に関連する記録取得サブシステムで特
定のデータ記録を受領する順番を示す特定のシーケンス番号を発信し、
　記録記憶サブシステムによって、データ記録用に発信した各シーケンス番号上の少なく
とも一部分に基づく順番で特定のデータ記録を含む複数のデータ記録を記憶し、
　パラメータとして特定のシーケンス番号を備える第１の検索インターフェースを呼び出
す読み出しリクエストに応答して、記録記憶サブシステムから特定のデータ記録を検索す
るようにさらに構成される第１項に記載のシステム。
６
　複数のデータ記録を備える特定のデータストリーム用に、ストリームのパーティション
分割方針を含む１つまたは複数の方針に基づいたストリーム管理動作を実行する１つまた
は複数の制御構成要素によって構成可能な一式のノードを決定することと、
　非順次アクセスパターンを可能にする第１の検索インターフェース及び順次アクセスパ
ターンを可能にする第２の検索インターフェースを含み、第１の検索インターフェースの
使用に関連する課金レートが第２の検索インターフェースの使用と関連する課金レートと
異なる、１つまたは複数のプログラムによる記録検索インターフェースを介して受領した
記録検索要求に応答してデータ記録を提供することと、
　複数の記録検索インターフェースの個々の使用回数の測定基準の少なくとも一部分に基
づいて特定のデータストリームと関連する課金額をクライアントに発信することとを、１
つまたは複数のコンピューティング装置が実行することを含む方法。
７
　パーティション分割方針にしたがって、特定のデータストリームの特定のデータ記録を
特定のデータストリームの第１のパーティションに、特定のデータ記録と関連するキーの
少なくとも一部分に基づいて割り当てることを１つまたは複数のコンピューティング装置
が実行することをさらに含み、キーが特定のデータ記録に対応する書き込みリクエストに
よって表される、第６項に記載の方法。
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８
　特定のデータ記録が割り当てられるパーティションの少なくとも一部分に基づいて、１
つまたは複数の（ａ）特定のデータ記録を受諾する役割を持つ記録取得サブシステムの特
定ノードと、（ｂ）特定のデータ記録の少なくとも１部の複写を記憶する役割を持つ記録
記憶サブシステムの特定ノードと、（ｃ）読み出しリクエストに応答して記録記憶サブシ
ステムから特定のデータ記録を入手する役割を持つ検索サブシステムの特定のノードとを
選択することを、１つまたは複数のコンピューティング装置が実行することをさらに含む
第６項に記載の方法。
９
　１つまたは複数のプログラムによる記録提出インターフェースを介して提出されたデー
タ記録を受信することを１つまたは複数のコンピューティング装置が実行することをさら
に含み、１つまたは複数のプログラムによる記録提出インターフェースが、データ記録の
インライン提出を支持する第１の提出インターフェース及び、（ａ）プロバイダ網で実装
される記憶サービスの対象アドレスと、（ｂ）ユニバーサル記録ロケータと、（ｃ）デー
タベース記録のうちの１つを参照してデータ記録提出を可能にする第２の提出インターフ
ェースを含む第６項に記載の方法。
１０
　（ａ）特定のデータストリームを構成するデータ重複排除ウィンドウ、（ｂ）特定のデ
ータストリームと関連するデータアーカイブ方針、（ｃ）クライアントが指示するデータ
保持方針、（ｄ）特定のデータ記録削除のクライアントの要請、または（ｅ）特定のデー
タ記録を１つまたは複数のデータコンシューマが処理したという表示のうちの１つの少な
くとも一部分に基づく特定のデータ記録を、データ記憶サブシステムの特定のノードから
、削除することを１つまたは複数のコンピューティング装置が実行することをさらに含む
第６項に記載の方法。
１１
　特定のデータストリーム用に構成される（ａ）記録取得サブシステム、（ｂ）記録記憶
サブシステム、または（ｃ）記録検索サブシステムのうちの少なくとも１つのサブシステ
ムが、冗長グループのメンバとして１つまたは複数の制御構成要素により構成される複数
のノードを備え、冗長グループが、（ａ）１組のストリームのデータ記録上で作動するよ
う割り当てられている１つまたは複数の主ノード及び（ｂ）１つまたは複数のトリガーイ
ベントに応答して主要な役割を装うように構成される１つまたは複数の非主ノードを備え
る第６項に記載の方法。
１２
　１つまたは複数の主ノードのうちの特定の主ノードのインスタンスを特定のデータセン
タで作成し、１つまたは複数の非主ノードの特定の非主ノードのインスタンスを別のデー
タセンタで作成する第１１項に記載の方法。
１３
　１つまたは複数のトリガーイベントのうち１つのトリガーイベントを検出することと、
　１つまたは複数の非主ノードの特定の非主ノードに主要な役割を装うよう通知すること
を１つまたは複数のコンピューティング装置が実行することをさらに含む第１１項に記載
の方法。
１４
　１つまたは複数の制御構成要素が冗長グループとして構成される複数の制御ノードを備
え、特定のデータストリームを含む１つまたは複数のデータストリーム上の制御プレーン
動作の要求に応答して構成される主制御ノード、及び１つまたは複数のトリガーイベント
に応答して主要な役割を装うよう構成される少なくとも１つの非主制御ノードを備える第
６項に記載の方法。
１５
　プロバイダ網のネットワークにアクセス可能なデータベースに、ストリームのパーティ
ション分割方針にしたがって発生したパーティションマップを含む特定のデータストリー
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ムのメタデータを記憶することと、
　記録検索サブシステムから、特定の記録検索要求に応答してメタデータにアクセスする
こととを１つまたは複数のコンピューティング装置が実行することをさらに含む第６項に
記載の方法。
１６
　データストリームの特定のデータ記録に対応して、特定のデータ記録が属するパーティ
ションの他のデータ記録に関連する記録取得サブシステムで特定のデータ記録を受領する
順番を示す特定のシーケンス番号を発信することと、
　記録記憶サブシステムによって、データ記録用に発信した各タイムスタンプの少なくと
も一部分に基づく順番で特定のデータ記録を含む複数のデータ記録を記憶することと、
　パラメータとして特定のシーケンス番号を備える第１の検索インターフェースを呼び出
す読み出しリクエストの受信に応答して、記録記憶サブシステムから特定のデータ記録を
検索することを１つまたは複数のコンピューティング装置が実行することをさらに含む第
６項に記載の方法。
１７
　１組のノードのうち特定のノードが、（ａ）プロバイダ網で実装されるデータベースサ
ービスのデータベーステーブルの少なくとも一部分、または（ｂ）プロバイダ網で実装さ
れる記憶サービスの記憶オブジェクトの少なくとも一部分のいずれかを含む第６項に記載
の方法。
１８
　１つまたは複数のプロセッサで実行された場合、マルチテナント型ストリーム管理サー
ビスの制御ノードを実装するプログラム指令を保存する非一過性コンピュータアクセス可
能記憶媒体であって、制御ノードが、
　１つまたは複数のデータプロデューサによって発生する複数のデータ記録からなる特定
のデータストリームを初期化する要求を受領するよう構成され、
　特定のデータストリームと関連するパーティション分割方針の少なくとも一部分に基づ
いて、記録検索サブシステムを含む、特定のデータストリーム用の１つまたは複数のサブ
システムを構成するために使用される１つまたは複数のパラメータを決定するよう構成さ
れて、１つまたは複数のパラメータがノードの初期値のインスタンスを記録検索システム
に生成することを含み、
　記録検索サブシステムの特定のノードに使用される１つまたは複数の資源を特定するよ
う構成されて、特定のノードが非順次アクセスパターンを可能にする第１の検索インター
フェース及び順次アクセスパターンが可能な第２の検索インターフェースを含む複数のプ
ログラムによる記録検索インターフェースを実装するよう構成されて、
　１つまたは複数の資源を用いて記録検索サブシステムの特定のノードを構成するよう構
成される記憶媒体。
１９
　１つまたは複数のサブシステムが特定のデータストリームのデータ記録を受信するよう
構成することが可能な１つまたは複数のノードを備える記録取得サブシステム及び選択さ
れた１組の記憶場所でストリームのデータ記録を保存するよう構成することが可能な記録
記憶サブシステムを含む第１８項に記載の非一過性コンピュータアクセス可能記憶媒体。
２０
　記録取得サブシステム、記録記憶サブシステム、及び記録検索サブシステムのうちの少
なくとも１つのサブシステムが冗長グループのメンバとして構成される複数のノードを備
え、（ａ）１組のストリームのデータ記録上で作動するよう割り当てられている１つまた
は複数の主ノード及び（ｂ）１つまたは複数のトリガーイベントに応答して主要な役割を
装うよう構成される１つまたは複数の非主ノードを冗長グループが備える第１９項に記載
の非一過性コンピュータアクセス可能記憶媒体。
２１
　記録取得サブシステム、記録記憶サブシステム、または記録検索サブシステムのうちの
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少なくとも１つのノードがプロバイダ網で実装される仮想化コンピューティングサービス
のコンピュートインスタンスの構成要素を含む第１９項に記載の非一過性コンピュータア
クセス可能記憶媒体。
２２
　１つまたは複数のデータプロデューサが、（ａ）コンピューティング装置のログ構成部
品、（ｂ）ソーシャルメディアアプリケーション、（ｃ）コンピューティング装置の監視
代理人、（ｄ）センサデバイス、（ｅ）携帯電話、または（ｆ）タブレットコンピュータ
を１つまたは複数備える第１９項に記載の非一過性コンピュータアクセス可能記憶媒体。
例示的コンピュータシステム
【０１３２】
　少なくともいくつかの実施形態では、ＳＭＳサブシステム（例えば、取得、記憶、検索
、及び制御サブシステム）ならびにＳＰＳワーカー及び制御ノードの構成要素を実装する
技術を含む、本明細書に記載の１つまたは複数の技術の一部またはすべてを実装するサー
バは、１つまたは複数のコンピュータアクセス可能な媒体にアクセスすることを含むまた
はアクセスするよう構成されている汎用コンピュータシステムを含んでもよい。図３０は
このような汎用コンピューティング装置９０００を示す。図示の実施形態では、コンピュ
ーティング装置９０００は、入力／出力（Ｉ／Ｏ）インターフェース９０３０を介してシ
ステムメモリ９０２０に結合する１つまたは複数のプロセッサ９０１０を含む。さらに、
コンピューティング装置９０００はＩ／Ｏインターフェース９０３０に結合するネットワ
ークインターフェース９０４０を含む。
【０１３３】
　種々の実施形態では、コンピューティング装置９０００は１つのプロセッサ９０１０を
含む単一プロセッサシステムまたはいくつかのプロセッサ９０１０（例えば、２個、４個
、８個または他の適切な数）を含むマルチプロセッサシステムであってよい。プロセッサ
９０１０は、命令を実行可能な任意の適切なプロセッサであってもよい。例えば、種々の
実施形態では、プロセッサ９０１０は、ｘ８６、ＰｏｗｅｒＰＣ、ＳＰＡＲＣ、またはＭ
ＩＰＳ　ＩＳＡあるいはいずれかの他の適切なＩＳＡなど、任意の様々なインストラクシ
ョンセットアーキテクチャ（ＩＳＡ）を実装する汎用または組み込みプロセッサであって
よい。マルチプロセッサシステムでは、各プロセッサ９０１０は一般に、ただし必然では
なく、同じＩＳＡを実装することができる。いくつかの実施形態では、グラフィックスプ
ロセッシングユニット（ＧＰＵ）は、代わりに、または追加的に、従来型プロセッサを使
用してもよい。
【０１３４】
　システムメモリ９０２０はプロセッサ９０１０がアクセス可能な命令及びデータを保存
するよう構成することができる。種々の実施形態では、システムメモリ９０２０は、スタ
ティックランダムアクセスメモリ（ＳＲＡＭ）、同期式動的ＲＡＭ（ＳＤＲＡＭ）、不揮
発性／フラッシュ型メモリ、または任意の他のタイプのメモリなど、任意の適切なメモリ
技術を用いて実装することができる。図示の実施形態では、上述の方法、技術、及びデー
タなど１つまたは複数の所望の機能を実装するプログラム命令及びデータが、コード９０
２５及びデータ９０２６としてシステムメモリ９０２０内に記憶されているよう示される
。
【０１３５】
　一実施形態では、Ｉ／Ｏインターフェース９０３０はプロセッサ９０１０、システムメ
モリ９０２０及びネットワークインターフェース９０４０またはデータオブジェクトパー
ティションの物理複製を保存するために使用される種々のタイプの持続性及び／または揮
発性記憶装置など他の周辺インターフェースを含む装置内の任意の周辺デバイスの間でＩ
／Ｏトラフィックを調整するよう構成されてもよい。いくつかの実施形態では、Ｉ／Ｏイ
ンターフェース９０３０は任意の必要なプロトコル、タイミングまたは他のデータ変換を
実行して、データ信号をある構成要素（例えば、システムメモリ９０２０）から他の構成
要素（例えばプロセッサ９０１０）の使用に適切なフォーマットに変換することができる
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。いくつかの実施形態では、Ｉ／Ｏインターフェース９０３０は、例えば、ペリフェラル
コンポーネントインタコネクト（ＰＣＩ）バスまたはユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ
）標準の変形など種々のタイプの周辺バスを介して取り付けられたデバイスに対する対応
を含んでもよい。いくつかの実施形態では、Ｉ／Ｏインターフェース９０３０の機能は、
例えば、ノースブリッジ及びサウスブリッジなど２つ以上の分離した構成要素に分割され
てもよい。また、いくつかの実施形態では、システムメモリ９０２０に対するインターフ
ェースなど一部またはすべてのＩ／Ｏインターフェース９０３０の機能は、プロセッサ９
０１０に直接、組み入れられてもよい。
【０１３６】
　ネットワークインターフェース９０４０はデータがコンピューティング装置９０００及
び例えば、図１～図２９に示す他のコンピュータシステムまたはデバイスなど、１つまた
は複数のネットワーク９０５０に取り付けられた他のデバイス９０６０間で交換されても
良いように構成されてもよい。種々の実施形態では、ネットワークインターフェース９０
４０は、例えば、イーサネット（登録商標）網のタイプなど任意の適切な優先または無線
一般データ網を介して通信をサポートすることができる。さらに、ネットワークインター
フェース９０４０は、アナログ音声網またはデジタルファイバ通信網などの遠距離通信網
／電話網、Ｆｉｂｒｅ　Ｃｈａｎｎｅｌ　ＳＡＮなどの記憶領域網、または任意の他の適
切なタイプのネットワーク及び／またはプロトコルを介して、通信網をサポートすること
ができる。
【０１３７】
　いくつかの実施形態では、システムメモリ９０２０は、対応する方法及び装置の実施形
態を実施するために図１～図２９について上述したようにプログラム命令及びデータを保
存するよう構成するコンピュータアクセス可能媒体の一実施形態であってもよい。しかし
、他の実施形態では、プログラム命令及び／またはデータを、種々のタイプのコンピュー
タアクセス可能媒体に受信、送信、または保存することができる。一般的に言って、コン
ピュータアクセス可能媒体は、磁気媒体または光媒体などの非一過性記憶媒体または非一
過性メモリ媒体、例えば、Ｉ／Ｏインターフェース９０３０を介してコンピューティング
装置９０００に結合するディスクまたはＤＶＤ／ＣＤを含んでもよい。非一過性コンピュ
ータアクセス可能記憶媒体はまた、ＲＡＭ（例えば、ＳＤＲＡＭ、ＤＤＲ　ＳＤＲＡＭ、
ＲＤＲＡＭ、ＳＲＡＭなど）、ＲＯＭなどの任意の揮発性または不揮発性媒体を含んでも
よい。それらはコンピューティング装置９０００のいくつかの実施形態にシステムメモリ
９０２０または他の型のメモリとして含まれてもよい。さらに、コンピュータアクセス可
能媒体は、ネットワーク及び／または無線リンクなどの通信媒体を介して伝送された、電
気的信号、電磁的信号、またはデジタル信号などの伝送媒体または伝送信号を含んでもよ
く、ネットワークインターフェース９０４０を介して実装されたものでもよい。図３０で
例示される複数コンピューティング装置の一部またはすべては、種々の実施形態で、上述
の機能を実装するために使用されてもよい。例えば、様々な種類のデバイス及びサーバ上
で稼働するソフトウェア構成要素は協力して、機能を提供してもよい。いくつかの実施形
態では、上述の機能の一部を、汎用コンピュータシステムを用いて実装することに加えて
またはその代わりに、記憶デバイス、ネットワークデバイス、または専用コンピュータシ
ステムを用いて実装することができる。ここで使う「コンピューティング装置」という言
葉は、少なくともこれらすべてのタイプのデバイスのことを言うが、これらのタイプのデ
バイスに限定されるわけではない。
結論
【０１３８】
　種々の実施形態は、コンピュータアクセス可能媒体に関する上述の説明にしたがって実
装された命令及び／またはデータの受信、送信または保存をさらに含んでもよい。一般的
に言って、コンピュータアクセス可能媒体は、例えば、ディスクまたはＤＶＤ／ＣＤ－Ｒ
ＯＭ、ＲＡＭ（例えば、ＳＤＲＡＭ、ＤＤＲ、ＲＤＲＡＭ、ＳＲＡＭなど）などの揮発性
媒体もしくは不揮発性媒体、ＲＯＭといった、磁気媒体または光媒体などの記憶媒体ある
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いはメモリ媒体と同様にネットワーク及び／または無線リンクなどの通信媒体を介して伝
送された、電気的信号、電磁的信号またはデジタル信号などの伝送媒体あるいは伝送信号
も含むことができる。
【０１３９】
　図に例示された及び明細書で説明された種々の方法は例示的な方法の実施形態を示す。
その方法はソフトウェア、ハードウェアまたはそれらの組み合わせで実装することができ
る。方法の順序は変化する場合があり、種々の要素は追加、再順序付け、組み合わせ、省
略、修正などがなされてもよい。
【０１４０】
　種々の修正形態及び変更形態がなされることは本開示の利益を有する当業者には明らか
であろう。すべてのそのような修正形態及び変更形態を包含することは意図するものであ
り、したがって、上述の説明は限定的なものではなく例示的であるとみなされるべきであ
る。

【図１】 【図２】
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【図１３ｂ】

【図１４】
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【図２０】 【図２１】
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【図２４】 【図２５】
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【図２８】 【図２９】
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