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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
特定のクライアントからのマルチテナントストリーム処理サービスにおいて、指定され
た処理ステージにおいて特定のデータストリームのデータレコードにおいて実行される特
定の動作の指定、及び前記特定の動作の結果についての特定の出力分配記述子を受信する
ことと、
前記特定の動作に少なくとも部分的に基づいて、前記指定された処理ステージのために
構成された初期の数のワーカーノードを決定することと、
（ａ）前記特定のデータストリームの複数のパーティションのうちの一つ以上のそれぞ
れのパーティションの受信したデータレコードにおいて前記特定の動作を実行し、前記初
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期の数のワーカーノードのうちの異なるワーカーノードが、前記特定のデータストリーム
の異なるパーティションを処理するために割当てられ、（ｂ）前記ワーカーノードのそれ
ぞれにおいて処理された前記一つ以上のそれぞれのパーティションの一部分を示す進捗レ
コードを保存し、（ｃ）前記特定の動作の結果を、前記特定の出力分配記述子に従い一つ
以上の宛先に転送するように、前記初期の数のワーカーノードのうちのそれぞれのワーカ
ーノードを構成することと、及び
前記ワーカーノードの１つが不健全な状態にあるという決定に応答して、不健全な前記
ワーカーノードと取り換えるための取り換えワーカーノードであって、不健全な前記ワー
カーノードによって以前に保存された進捗レコードにアクセスして、前記特定の動作が前
記取り換えワーカーノードによって実行される、前記一つ以上のそれぞれのパーティショ
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ンの少なくとも一つのデータレコードを特定する前記取り換えワーカーノードを選択する
ことと、を一つ以上のコンピューティングデバイスによって実行することを含む、方法。
【請求項２】
パラメータとして、リクエストされたデータレコードのパーティション内のシーケンス
番号の表示を含む特定のプログラマチックデータレコード検索インターフェースを含む、
マルチテナントストリーム管理サービスによって実装された一つ以上のプログラマチック
データレコード検索インターフェースを起動して、前記一つ以上のパーティションのデー
タレコードを受信することを、前記一つ以上のコンピューティングデバイスによって実行
することをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
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一つ以上のデータストリームのデータレコードについての処理ステージの有向非巡回グ
ラフを、前記ストリーム処理サービスのクライアントが指定できる一つ以上のプログラマ
チックインターフェースを実装することを、前記一つ以上のコンピューティングデバイス
によって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】
前記特定のデータストリームの前記データレコードの保存に関与するマルチテナントス
トリーム管理サービスから、前記特定のデータストリームに使用されるパーティショニン
グポリシの指定を入手することと、及び
前記パーティショニングポリシに少なくとも部分的に基づいて、前記ワーカーノードの
初期の数を決定することと、を前記一つ以上のコンピューティングデバイスによって実行
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することをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
前記特定の動作の結果が、前記特定のデータストリームと異なるデータストリームのデ
ータレコードとして、前記パーティショニングポリシと異なるパーティショニングポリシ
に従い、前記異なるデータストリームのために構成された一つ以上の取り込みノードに分
配されることを、前記特定の出力分配記述子が示す、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
前記ワーカーノードの特定の１つのワーカーノードと異なる前記処理ステージのワーカ
ーノードにおける作業負荷レベルがトリガ基準を満たすことの決定に応答して、（ａ）前
記特定のデータストリームの動的再パーティショニング、（ｂ）前記異なるワーカーノー
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ドにおいて以前に処理された少なくとも一つのパーティションへの代替ワーカーノードの
割り当て、（ｃ）前記処理ステージのために構成されたワーカーノードの数の変更、また
は（ｄ）あるサーバから別のサーバへのワーカーノードの転送の一つ以上を実施すること
を、前記一つ以上のコンピューティングデバイスによって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７】
前記それぞれのワーカーノードが、前記それぞれのワーカーノードにおいて処理された
複数のデータレコードに対応する累積されたアプリケーション状態情報を表す入力を永続
的なデータリポジトリに保存し、進捗レコードにおける前記入力の指定を含むように構成
された、請求項１に記載の方法。
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【請求項８】
クライアントライブラリコンポーネントの起動によってストリーム処理構成リクエスト
に応答して、前記マルチテナントストリーム処理サービスにおいて、前記指定された処理
ステージと異なる処理ステージのためのワーカーノードとして指定されたリソースを記録
することを、前記一つ以上のコンピューティングデバイスによって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９】
前記マルチテナントストリーム処理サービスにおいて、前記特定のクライアントから、
前記指定された処理ステージと異なる処理ステージにおいて前記特定のデータストリーム
と異なるデータストリームのデータレコードにおいて実行される特定の非冪等動作の指定

50

(3)

JP 6450756 B2 2019.1.9

を受信することと、及び
前記受信したデータレコードに非冪等動作を実行するための、前記異なる処理ステージ
の第一のワーカーノードを構成することと、を前記一つ以上のコンピューティングデバイ
スによって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１０】
（ａ）フラッシュ動作を実行して前記非冪等動作の結果を一つ以上の宛先に保存し、か
つ（ｂ）フラッシュ動作のタイミングの指定を永続的保存場所にセーブするように、前記
異なる処理ステージの前記第一のワーカーノードを構成することと、及び
前記フラッシュ動作のタイミングの前記指定を使用して、前記第一のワーカーノードの
障害後のリカバリ期間に、前記フラッシュ動作をリプレイするように取り換えワーカーノ
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ードを構成することと、を前記一つ以上のコンピューティングデバイスによって実行する
ことをさらに含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
一つ以上のプロセッサ及び一つ以上のメモリを含むシステムであって、前記一つ以上の
メモリが、前記一つ以上のプロセッサにおいて実行されたときにマルチテナントストリー
ム処理サービスの制御ノードを実施するプログラム命令を含み、前記制御ノードが、
プログラマチックインターフェースを通じて特定のクライアントから、特定のデータス
トリームのデータレコードにおいて実行される特定の動作の指定を受信し、
前記特定のデータストリームに関連するパーティショニングポリシに少なくとも部分的
に基づいて、処理ステージにおける前記特定のデータストリームのための初期の数のワー
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カーノードを決定し、
前記特定のデータストリームの複数のパーティションのうちの一つ以上のそれぞれのパ
ーティションの受信したデータレコードにおいて前記特定の動作を実行するために、前記
初期の数のワーカーノードのうちのそれぞれのワーカーノードを構成し、前記初期の数の
ワーカーノードのうちの異なるワーカーノードが、前記特定のデータストリームの異なる
パーティションを処理するために割当てられ、かつ
前記ワーカーノードの１つが不健全な状態にあるという決定に応答して、不健全な前記
ワーカーノードと取り換えるための取り換えワーカーノードを構成するように動作する、
システム。
【請求項１２】
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前記制御ノードが、前記特定のデータストリームと異なるデータストリームの前記一つ
以上のパーティションと異なるパーティションのデータレコードを処理するための複数の
ワーカーノードを備える冗長グループを構成するように動作し、前記複数のワーカーノー
ドのうちの少なくとも一つのワーカーノードが、前記異なるパーティションの前記データ
レコードを受信するためのプライマリノードとして用意され、そして前記複数のワーカー
ノードのうちの少なくとも別のワーカーノードが、トリガ事象に応答してプライマリノー
ドの責務を引き受けるスタンドバイノードとして構成される、請求項１１に記載のシステ
ム。
【請求項１３】
前記制御ノードが、前記ワーカーノードの特定の１つのワーカーノードと異なる前記処
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理ステージのワーカーノードにおける作業負荷レベルがトリガ基準を満たすことの決定に
応答して、（ａ）前記特定のデータストリームの動的再パーティショニング、（ｂ）前記
異なるワーカーノードにおいて以前に処理された少なくとも一つのパーティションへの代
替ワーカーノードの割り当て、（ｃ）前記処理ステージのために構成されたワーカーノー
ドの数の変更、または（ｄ）あるサーバから別のサーバへのワーカーノードの転送の一つ
以上を実行するように動作する、請求項１１に記載のシステム。
【請求項１４】
前記特定の動作の結果が、永続ストレージデバイスを必要としない保存のための一時的
データストリームのデータレコードとして、前記パーティショニングポリシと異なるパー
ティショニングポリシに従い、前記一時的データストリームのために構成された一つ以上
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の取り込みノードに分配されることを、前記特定の出力分配記述子が示す、請求項１１に
記載のシステム。
【請求項１５】
前記一つ以上のデータストリームのデータレコードについての処理ステージの有向非巡
回グラフを、ストリーム処理サービスのクライアントが指定できる一つ以上のプログラマ
チックインターフェースを実装するように前記制御ノードが動作する、請求項１１に記載
のシステム。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
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長年にわたってデータストレージの費用が減少し、かつコンピューティングインフラス
トラクチャのさまざまな要素を相互接続する能力が改善されたことに伴い、いろいろなア
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及び解析できる可能性がある。例
えば、携帯電話は、それが存在する位置、電話ユーザによって使用されているアプリケー
ションなどを示すデータを生成し、それらの少なくともいくつかを収集及び解析して、カ
スタマイズされたクーポン、広告などをユーザに提示することができる。監視カメラによ
って収集されたデータの解析は、犯罪を防止及び／または解決するのに有用となり得、航
空機エンジン、自動車または複雑な機械装置内のさまざまな位置に埋め込まれたセンサか
ら収集されたデータを、予防保守、能率の改善及び費用の低下などのさまざまな目的に使
用することができる。
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【０００２】
ストリーミングデータの量の増大は、コモディティハードウェアの使用も増大してきた
（場合によっては、その増大によって可能となってきた）。コモディティハードウェアの
ための仮想化技術の出現は、多くのタイプのアプリケーションに関する大規模なコンピュ
ーティングリソースの管理に関する利益を提供してきた。これによりさまざまなコンピュ
ーティングリソースを、能率的かつ安全に、複数の顧客によって共用することができる。
例えば、仮想化技術によって、単一の物理的コンピューティングマシンによってホストさ
れた一つ以上の仮想マシンを各ユーザに提供して、単一の物理的コンピューティングマシ
ンを複数のユーザ間で共用することができる。各々のそのような仮想マシンは、所与のハ
ードウェアコンピューティングリソースの唯一のオペレータ及び管理者であるという錯覚
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、その一方で、さまざまな仮想マシン間のアプリケーション隔離及びセキュリティもユー
ザに与える、異なる論理コンピューティングシステムとして機能するソフトウェアシミュ
レーションである。さらに、いくつかの仮想化技術は、複数の異なる物理的コンピューテ
ィングシステムに及ぶ複数の仮想プロセッサを持つ単一仮想マシンなどの、二つ以上の物
理リソースに及ぶ仮想リソースを提供する能力がある。コンピューティングプラットフォ
ームに加えて、いくつかの大きな組織は、仮想化技術を使用して作製されたさまざまなタ
イプのストレージサービスも提供する。そのようなストレージサービスを使用して、大量
のデータを所望の永続レベルで保存することができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００３】
しかしながら、さまざまなプロバイダからの比較的安価な費用での仮想化されたコンピ
ューティング及び／またはストレージリソースのアベイラビリティにもかかわらず、大き
な動的に変動するデータのストリームの収集、保存及び処理の管理及び編成は、様々な理
由のために依然として難しい課題である。大きなデータのストリームの処理のために設定
されたシステムに追加されるリソースがより多くなるにつれて、例えば、システムの種々
の部分間の作業負荷のアンバランスが生じ得る。これに対処しないと、そのようなアンバ
ランスは、他のリソースを十分に活用できないこと（故に、浪費）に加えて、一部のリソ
ースにおいて深刻な性能上の問題を引き起こすことがある。クライアントは、そのような
データまたは結果が、クライアントが制御しない設備に保存される場合には、ストリーミ
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ングデータのセキュリティまたはストリーミングデータの解析結果についても憂慮するこ
とがある。ストリームデータの収集、保存または解析の費用のかかる混乱を防止するため
に、分散システムの大型化に伴い頻度が増加する自然発生的な障害、例えば、接続性の偶
発的な損失及び／またはハードウェア障害にも有効に対処する必要が生じ得る。
【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従う、データストリーム概念の簡易化した概観
を提供する。
【図２】少なくともいくつかの実施形態に従う、ストリーム管理システム（ＳＭＳ）、及
びストリーム処理ステージの集合を備えるストリーム処理システム（ＳＰＳ）のさまざま
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なサブコンポーネント間のデータの流れの概観を提供する。
【図３】少なくともいくつかの実施形態に従う、ＳＭＳ及びＳＰＳにおいて実装すること
ができるプログラマチックインターフェースのそれぞれのセットの実施例を示す。
【図４】少なくともいくつかの実施形態に従う、ストリーム処理ステージのグラフをＳＰ
Ｓクライアントが生成できるように実装することができる実施例のウェブベースのインタ
ーフェースを示す。
【図５】少なくともいくつかの実施形態に従う、ＳＭＳに実装することができるプログラ
マチックレコード提示インターフェース及びレコード検索インターフェースの実施例を示
す。
【図６】少なくともいくつかの実施形態に従う、ＳＭＳの取り込みサブシステムの実施例

20

の要素を示す。
【図７】少なくともいくつかの実施形態に従う、ＳＭＳの保存サブシステムの実施例の要
素を示す。
【図８】少なくともいくつかの実施形態に従う、ＳＭＳの検索サブシステムの実施例の要
素、及び検索サブシステムとＳＰＳとの相互作用の実施例を示す。
【図９】少なくともいくつかの実施形態に従う、ＳＭＳまたはＳＰＳのノードに応じて設
定することができる冗長グループの実施例を示す。
【図１０】少なくともいくつかの実施形態に従う、所与の冗長グループのノードを複数の
データセンタ間に分配することができるプロバイダネットワーク環境を示す。
【図１１】少なくともいくつかの実施形態に従う、ＳＭＳまたはＳＰＳのノードに応じて
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選択することができる複数の配置宛先を示す。
【図１２ａ−１２ｂ】少なくともいくつかの実施形態に従う、ＳＰＳクライアント及びＳ
ＭＳクライアントによって提示することができるセキュリティオプションリクエストの実
施例をそれぞれ示す。
【図１３ａ】少なくともいくつかの実施形態に従う、ストリームデータプロデューサとＳ
ＭＳの取り込みノードとの間の実施例の相互作用を示す。
【図１３ｂ】少なくともいくつかの実施形態に従う、ＳＭＳにおける取り込まれたデータ
レコードに応じて生成することができるシーケンス番号の実施例の要素を示す。
【図１４】少なくともいくつかの実施形態に従う、ＳＭＳにおける順序付けられたストレ
ージ及びストリームデータレコードの検索の実施例を示す。
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【図１５】少なくともいくつかの実施形態に従う、ＳＭＳ及びＳＰＳノードに応じて作製
することができるストリームパーティションマッピング及び対応する構造決定の実施例を
示す。
【図１６】少なくともいくつかの実施形態に従う、動的ストリームの再パーティションの
実施例を示す。
【図１７】少なくともいくつかの実施形態に従う、ストリームレコード取り込み及びスト
リームレコード検索のための、プログラマチックインターフェースのそれぞれのセットを
サポートするように実行できる動作の態様を示すフロー図である。
【図１８ａ】少なくともいくつかの実施形態に従う、ストリーム処理ステージを構成する
ように実行できる動作の態様を示すフロー図である。
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【図１８ｂ】少なくともいくつかの実施形態に従う、ストリーム処理ワーカーノードの構
成のためのクライアントライブラリのコンポーネントの起動に応答して実行できる動作の
態様を示すフロー図である。
【図１９】少なくともいくつかの実施形態に従う、ストリーム処理のための一つ以上のリ
カバリポリシを実施するように実行できる動作の態様を示すフロー図である。
【図２０】少なくともいくつかの実施形態に従う、データストリームのための複数のセキ
ュリティオプションを実施するように実行できる動作の態様を示すフロー図である。
【図２１】少なくともいくつかの実施形態に従う、データストリームのためのパーティシ
ョニングポリシを実施するように実行できる動作の態様を示すフロー図である。
【図２２】少なくともいくつかの実施形態に従う、データストリームの動的再パーティシ
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ョニングを実施するように実行できる動作の態様を示すフロー図である。
【図２３】少なくともいくつかの実施形態に従う、データストリームレコードのための少
なくとも１回レコード取り込みポリシを実施するように実行できる動作の態様を示すフロ
ー図である。
【図２４】少なくともいくつかの実施形態に従う、データストリームのための複数の持続
性ポリシを実施するように実行できる動作の態様を示すフロー図である。
【図２５】少なくともいくつかの実施形態に従う、処理ステージ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
。
【図２６】少なくともいくつかの実施形態に従う、作業負荷調整に使用されるパーティシ
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ョン割当テーブルに保存できる実施例の入力を示す。
【図２７】少なくともいくつかの実施形態に従う、そこにおいて処理動作を実行するため
のパーティションを選択するための、ストリーム処理ステージのワーカーノードによって
実行できる動作の態様を例証する。
【図２８】少なくともいくつかの実施形態に従う、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当テーブルを更新するための、ストリ
ーム処理ステージのワーカーノードによって実行できる動作の態様を示す。
【図２９】少なくともいくつかの実施形態に従う、ストリーム処理ステージのワーカーノ
ードによって実行できる負荷バランシング動作の態様を示す。
【図３０】少なくともいくつかの実施形態において使用できる実施例のコンピューティン
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グデバイスを示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【０００５】
実施形態を、いくつかの実施形態の実施例及び実例となる図面として本明細書に記述す
るが、当業者は、記述した実施形態または図面に実施形態が限定されないことを認識する
。図面及びその詳細な説明が、開示した特定の形態に実施形態を限定することは意図せず
、むしろ、その意図が、添付の特許請求の範囲に定義されている趣旨及び範囲内に収まる
すべての変更物、均等物及び代替物を包含できることを理解すべきである。本明細書に使
用される見出しは、組織的な目的のみのためのものであり、記述または特許請求の範囲の
範囲を限定するのに使用されることは意味しない。本出願全体を通じて使用される「する
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ことができる」という言葉は、許容的な意味（すなわち、可能性があるという意味）にお
いて使用され、義務的な意味（すなわち、必須の意味）ではない。同様に、「を含む」、
「を含んでいる」及び「を含む（三人称単数）」という言葉は、それを含むが、それに限
定されないことを意味する。
【０００６】
何百の、さらには何千もの並行データプロデューサ及びデータコンシューマを処理する
ように設計された大規模なデータストリームの作製、保存、検索及び処理を管理するため
の方法及び装置のさまざまな実施形態を記述する。本明細書に使用される「データストリ
ーム」という用語は、一つ以上のデータプロデューサによって生成され、一つ以上のデー
タコンシューマによってアクセスできる、不変のバイトのシーケンスであると各々が仮定
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されるデータレコードのシーケンスを指す。ストリーム管理サービス（ＳＭＳ）は、いく
つかの実施形態においてストリームの作製、構成及び削除、並びにストリームデータレコ
ードの提示、保存及び検索を可能にするための、プログラマチックインターフェース（例
えば、アプリケーションプログラミングインターフェース（ＡＰＩ）、ウェブページもし
くはウェブサイト、グラフィカルユーザインターフェース、またはコマンドラインツール
）を提供することができる。ＳＭＳ制御コンポーネントとの相互作用を伴う一部のタイプ
のストリームについての動作（例えば、ストリームの作製もしくは削除、または後述する
種類の動的再パーティショニング動作）は、本明細書において「制御プレーン」動作と称
され得る。一方で、通常、制御コンポーネントとの相互作用を必要としない（例えば、通
常の動作状態下の）データレコードの提示、保存及び検索などの動作は、本明細書におい
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て「データプレーン」動作と称され得る。いくつかのそのような実施形態では、計算、保
存及びネットワーキングリソースの動的にプロビジョニングされたセットを使用して、さ
らなる詳細は後述するように、例えば、ストリーム管理の作業負荷をスケーラブルな方式
において幾多のサービスコンポーネント間に分配できるさまざまなパーティショニングポ
リシに基づいてサービスを実施することができる。頭字語ＳＭＳは、ストリーム管理サー
ビス、並びにストリーム管理サービスを実施するのに使用される仮想及び／または物理リ
ソースの収集を含むストリーム管理システムも指すように本明細書において使用され得る
。
【０００７】
さまざまな実施形態において、ＳＭＳの一部の顧客は、ＳＭＳプログラマチックインタ
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ーフェースを直接に呼び出すアプリケーションを開発することができる。しかしながら、
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、ＳＭＳによって
直接にサポートされたより低レベルのストリーム管理機能を使用してアプリケーションを
開発することを望まないクライアントのために、さまざまな態様のストリーム処理を単純
化できる、より高レベルの抽出またはアプリケーションレベルの処理フレームワークを顧
客に提供することができる。そのようなフレームワークは、顧客が、より低レベルのスト
リーム管理動作ではなくストリームレコードを使用して実施できるビジネスロジックに、
より焦点を合わせることができる（例えば、ＳＭＳインターフェースよりも優位に作製さ
れる）特有のプログラマチックインターフェースを提供することができる。いくつかの実
施形態において、より高レベルのフレームワークは、特有の制御プレーン及びデータプレ
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ーンコンポーネントを持つストリーム処理サービス（ＳＰＳ）として実施することができ
る。これは例えば、ストリーム処理のためにプロビジョニングする自動リソース、処理ノ
ードの自動フェイルオーバー、任意のストリーム処理ワークフローグラフを構築する能力
、一時的なストリームのためのサポート、作業負荷の変更または他のトリガ条件に基づい
た動的再パーティショニングなどの高度な機能性を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、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のいずれ
かまたはその両方のサービスは、仮想化環境において、マルチテナントの管理されたネッ
トワークアクセス可能サービスとして実施することができる。つまり、さまざまな物理リ
ソース（例えば、コンピュータサーバまたはホスト、ストレージデバイス、ネットワーキ
ングデバイスなど）は、少なくとも場合によっては、そのような実施形態において、リソ
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ースが厳密にどの程度共用されているかを顧客に必ずしも認識させることなく、さらには
、所与のリソースが全く共用されていないことを顧客に認識させることなく、異なる顧客
のストリーム間で共用することができる。管理されたマルチテナントストリーム管理及び
／または処理する管理されたサービスの制御コンポーネントは、クライアントがそのいく
つかを選択可能なさまざまな適用可能なポリシに基づいて、特定のストリームに使用され
るノードまたはリソースを動的に追加、削除または再構成することができる。さらに、制
御コンポーネントは、（例えば、たとえ少なくともいくつかのハードウェアまたはソフト
ウェアを両方のクライアントによって共用できる場合でも、あるクライアントのストリー
ムアプリケーションが別のクライアントのデータにアクセスできないことを保証するため
の）さまざまなタイプのセキュリティプロトコルの透過的な実施、請求のためのリソース
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活用の監視、監査またはデバッギングに使用できるロギング情報の生成などにも関与する
ことができる。管理されたマルチテナントサービス（複数可）のクライアントの観点から
すれば、サービス（複数可）によって実施される制御上または管理上の機能性は、大規模
なストリーミングアプリケーションのサポートに伴う複雑性の大部分を排除することがで
きる。いくつかのシナリオでは、そのようなマルチテナントサービスの顧客は、いくつか
の物理リソースを、それらのタイプの動作のためのシングルテナント（すなわち、単独の
顧客またはクライアントに代わって実行される動作に限定されたもの）として少なくとも
一時的に用意できる場合には、少なくともいくつかのタイプのストリーム関連動作におい
てリソースの共用を望まないことを示すことができる。
【０００８】
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さまざまな実施形態において、ＳＭＳ及び／またはＳＰＳ制御プレーン並びにデータプ
レーン動作の実施には、多くの異なるアプローチをとることができる。例えば、制御プレ
ーン動作に関しては、いくつかの実施において、制御サーバまたはノードの冗長グループ
を設定することができる。冗長グループは、複数の制御サーバを含むことができ、そのう
ちの一つのサーバを、さまざまなストリームについての管理上のリクエストの応答に関与
するプライマリサーバとして用意し、一方で、別のサーバを、進行中のプライマリにおけ
る障害（または、それとの接続性の損失）などのトリガ条件の発生時にプライマリを引き
継ぐように用意することができる。別の実施では、ネットワークアクセス可能データベー
スサービスにおいて作製された一つ以上のテーブルを使用して、さまざまなストリームに
ついての制御プレーンメタデータ（例えば、パーティションマップ）を保存し、そしてさ
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まざまな取り込み、保存または検索ノードが、データプレーン動作に必要なメタデータの
サブセットを入手するために必要に応じてテーブルにアクセスすることができる。種々の
実施形態におけるＳＰＳ及びＳＭＳデータプレーン及び制御プレーンの機能性のさまざま
な態様についての詳細を後述する。ストリーム管理サービスが実施されるいくつかの実施
形態において、より高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必ずし
も実施しなくてもよ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
の高レベルのプログラマチックインターフェースのみを顧客に公開し、使用されるより低
レベルのストリーム管理インターフェースは、クライアントが入手できなくてもよい。
【０００９】
いくつかの実施形態に従い、ストリーム管理システムは、データレコードの入手または
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収集に主に関与するレコード取り込みサブシステム、適用可能な持続性または永続性ポリ
シに従うデータレコードコンテンツのセーブに主に関与するレコード保存サブシステム、
及び保存されたレコードをターゲットにするリクエストの読み出しの応答に主に関与する
レコード検索サブシステムを含む独立して構成可能な複数のサブシステムを備えることが
できる。いくつかの実施形態では、例えば、仮想または物理的サーバなどの、選択された
リソースにおける取り込み、保存及び検索サブシステムの各々に必要な数のノードを動的
に決定及び／または初期化することによって残りのサブシステムの構成に関与する一つ以
上の管理的または制御コンポーネントを備える制御サブシステムも実装することができる
。取り込み、保存、検索及び制御サブシステムの各々は、サブシステムの「ノード」また
は「サーバ」として集合的に参照され得るそれぞれの複数のハードウェア及び／またはソ
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フトウェアコンポーネントを使用して実施することができる。それ故に、ＳＭＳのさまざ
まなリソースは、４つの機能別カテゴリ、すなわち、取り込み、保存、検索または制御の
うちの一つに属すると論理的に言うことができる。いくつかの実施では、制御コンポーネ
ントのそれぞれのセットを他のサブシステムの各々について構築する、例えば、独立した
取り込み制御サブシステム、保存制御サブシステム及び／または検索制御サブシステムを
実装することができる。各々のそのような制御サブシステムは、対応するサブシステムの
他のノード及び／またはクライアントもしくは他のサブシステムからの管理上のクエリに
対する応答に使用されるリソースの特定に関与することができる。いくつかの実施では、
さまざまなタイプのＳＭＳ及び／またはＳＰＳ機能を実行する能力があるノードのプール
を事前に設定し、それらのプールのうちの選択された一部を、必要に応じて、新規のスト
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リームまたは新規の処理ステージに割り当てることができる。
【００１０】
少なくともいくつかの実施形態では、例えば、データレコードのサブセットを、取り込
み、保存、検索及び／または制御ノードの種々のセット間に分配するために、ストリーム
パーティショニングポリシ及び関連するマッピングを実施することができる。例えば、特
定のデータストリームに対して選択されたパーティショニングポリシ、並びにレコード取
り込み速度及び／または検索速度の期待値などの他のファクタに基づいて、制御コンポー
ネントは、取り込み、保存及び検索のために初期（すなわち、ストリーム作製時）に構築
すべきノード（例えば、プロセスまたはスレッド）の数、並びにそれらのノードを仮想及
び／または物理マシンにどのようにマッピングすべきかを決定することができる。経時的
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に、所与のストリームに関連する作業負荷が増大または減少し、（他のトリガ条件の中で
も）ストリームの再パーティショニングが引き起こされ得る。そのような再パーティショ
ニングは、レコードのパーティションの決定に使用される機能、使用されるパーティショ
ニングキー、パーティションの合計数、取り込みノード、保存ノードもしくは検索ノード
の数、または種々の物理もしくは仮想リソースへのノードの配置などのさまざまなパラメ
ータの変更を伴い得る。少なくともいくつかの実施形態では、再パーティショニングは、
さらなる詳細を後述する技術を使用して、データレコードの流れを遮ることなく、動的に
実施することができる。いくつかの実施形態では、種々のパーティショニングスキーム及
び再パーティショントリガ基準を、例えば、クライアント提供のパラメータまたはＳＭＳ
制御ノードのヒューリスティックに基づいて、種々のデータストリームに使用することが
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できる。いくつかの実施形態では、例えば、クライアントの嗜好、ストリームの予期され
る寿命または他のファクタに基づいて、再パーティションの数及び／または頻度を制限す
ることができる。
【００１１】
種々の実施形態において、多くの異なるレコード取り込みポリシ及びインターフェース
を実装することができる。例えば、いくつかの実施形態では、クライアント（例えば、Ｓ
ＭＳの顧客に代わってＳＭＳのプログラマチックインターフェースを呼び出すように構成
された実行可能コンポーネントまたはモジュール）が、インライン提示インターフェース
または照会用提示インターフェースのいずれかを利用することができる。そのような実施
形態において、インライン提示では、提示リクエストの一部としてデータレコードのコン
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テンツまたは主部を含ませることができる。対照的に、照会用提示リクエストでは、デー
タレコードのコンテンツまたは主部をそこから入手できるアドレス（例えば、ストレージ
デバイスアドレス、データベースレコードアドレスまたはＵＲＬ（ユーアールエル））を
提供することができる。いくつかの実施では、第一のＮバイトのデータレコードをインラ
インに含ませ、一方で、（もしあれば）残りのバイトが照会用として提供されるハイブリ
ッド提示インターフェースもまたサポートすることができる、または代わりにサポートす
ることができる。そのようなシナリオでは、（その主部がＮバイト長未満である）短いレ
コードは、提示リクエストによって完全に指定され得、一方で、より長いレコードの一部
は、対応するアドレスから入手する必要が生じ得る。
【００１２】
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いくつかの実施形態では、取り込み中にレコードコンテンツを指定するための種々の代
替となるものに加えて、様々な応答または重複排除関連取り込みポリシも実施することが
できる。例えば、いくつかのストリームアプリケーションにおいて、クライアントは、あ
らゆるデータレコードがＳＭＳによって確実に取り込まれることを所望することがある。
広く分散したストリーム管理環境では、パケットを損失することがあり、または時々、デ
ータプロデューサと取り込みノードとの間の経路に沿うさまざまな障害が発生することが
あり、これによりいくつかの提示されたデータが損失する可能性がある。したがって、い
くつかの実施形態では、ＳＭＳは、取り込みサブシステムから肯定応答が受信されるまで
レコード提示者が同じレコードを１回以上提示できることに従う、少なくとも１回取り込
みポリシを実施することができる。通常の動作状態下では、レコードは１回提示され得、
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提示者は、受信する取り込みノードがレコードを入手及び保存した後に、応答を受信する
ことができる。応答が損失もしくは遅延している場合、またはレコード提示リクエストそ
れ自体が損失している場合には、提示者は、応答が最終的に受信されるまで同じデータレ
コードを１回以上再提示することができる。例えば、取り込みノードは、それが重複して
いるか否かにかかわらず、応答が提示者によって既に受信されている場合にはレコードが
再提示されないという予想に基づいて、各提示についての応答を生成することができる。
しかしながら、少なくともいくつかの実施形態では、取り込みノードは、同じデータレコ
ードが複数回数提示されたことの認識、そして不必要な重複データの新規のコピーの保存
の回避に関与することができる。一実施形態において、少なくとも１回取り込みポリシの
少なくとも二つのバージョンをサポートすることができる。すなわち、（「少なくとも１

10

回取り込み、重複無」と称され得る）そのうちの一つのバージョンでは、ＳＭＳは、デー
タレコードの重複排除（すなわち、データが二つ以上の提示のセットのうちの一つのみに
応答してＳＭＳ保存サブシステムに保存されることが保証される）に関与し、（「少なく
とも１回、重複許可」と称され得る）もう一つのバージョンでは、ＳＭＳによるデータレ
コードの保存の重複が許可される。少なくとも１回の重複が許可されたアプローチは、デ
ータレコード重複の否定的な結果が少ないもしくは全くないストリームアプリケーション
、及び／または特有の重複削除を実行するストリームアプリケーションに有用であり得る
。提示されたデータレコードのすべてには応答が必要とされないベストエフォート取り込
みポリシなどの他の取り込みポリシもサポートすることができる。少なくともいくつかの
実施形態では、ベストエフォート取り込みポリシが実施される場合には、データレコード

20

の少数の損失は許容範囲にあり得る。クライアントは、さまざまな実施形態において、さ
まざまなストリームに使用することを所望する取り込みポリシを選択することができる。
【００１３】
少なくともいくつかの実施形態では、ストリームレコードの保存に関して、多くの代替
的なポリシもサポートすることができる。例えば、クライアントは、ＳＭＳによってサポ
ートされたいくつかのポリシの中から、レコード保存の態様を規定する持続性ポリシを選
ぶことができる。この態様は、保存される所与のデータレコードのコピーの数、コピーに
使用される保存技術のタイプ（例えば、揮発性または不揮発性ＲＡＭ、回転円盤ベースの
ストレージ、ソリッドステートデバイス（ＳＳＤ）、ネットワーク接続ストレージデバイ
スなど）などが挙げられる。例えば、クライアントが、ディスクベースのストレージにＮ
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−レプリカ持続性ポリシを選択する場合には、レコードのＮ個のコピーがＮ個のそれぞれ
のディスクデバイスに安全に書き込まれるまで、データレコード提示は完全であるとみな
され得ない。ディスクベースのストレージデバイスが使用される少なくともいくつかの実
施形態では、ＳＭＳ保存サブシステムは、例えば、ディスクの探し出しのパフォーマンス
インパクトを回避するために、所与のパーティションの入力データレコードをディスクに
連続的に書き込むことを試みることができる。例えば、取り込み順に基づく順序付けられ
たレコード検索を可能にするタイムスタンプベースの技術を含む後述するようなさまざま
な技術を使用してデータレコード（及びその保存）のためのシーケンス番号を生成するこ
とができる。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のデータレコー
ドを、例えば、隣接するディスクに、かつ他のパーティションのデータレコードとは別々

40

に、共に保存することができる。いくつかの実施では、（クライアントまたはＳＭＳによ
って選択された）保持ポリシ、または（いくつかの重複が提示されている場合でさえも、
所与の重複するデータレコードがＳＭＳ保存サブシステムに全く保存されていないことを
保証するのにＳＭＳが必要とし得る、任意の所与のデータレコードの提示後の期間を示す
）重複排除時間窓ポリシに従い、少なくともいくつかのデータレコードを異なるタイプの
ストレージサービスにアーカイブする、及び／またはＳＭＳからの期間後に削除すること
ができる。そのような削除動作は、本明細書においてストリーム「トリミング」と称され
得る。いくつかの実施形態では、クライアントは、例えば、指定されたデータレコードが
もはや必要とされておらず、したがって、トリミングリクエストを提示するクライアント
の観点からすればそれを削除できることをＳＭＳに通知するストリームトリミングリクエ
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ストを提示する、または指定されたデータレコードの削除を明示的にリクエストすること
ができる。所与のストリームのデータレコードを消費する複数のクライアントが存在する
シナリオでは、ＳＭＳは、所与のレコードがすべての関心のあるコンシューマによってア
クセスされる前に時期尚早に削除またはトリミングされないことを確実にする役割を果た
し得る。いくつかの実施では、所与のストリームのデータコンシューマがＮ個存在する場
合には、ＳＭＳは、ストリームの所与のレコードＲを削除する前に、すべてのＮ個のデー
タコンシューマがＲを読み出したまたは処理したことを確定するまで待機することができ
る。ＳＭＳは、コンシューマからのそれぞれのトリミングリクエスト、または例えば、デ
ータコンシューマがストリームにおいてどの程度まで進行したかのそれぞれの表示に基づ
いて、すべてのコンシューマによってＲが読み出されたことを確定することができる。い

10

くつかの実施形態において、（試験関連アプリケーションなどの）一部のタイプのデータ
コンシューマは、アクセスされる前のデータレコードの少なくとも小さいサブセットの削
除を受け入れることができる。それ故に、少なくともいくつかの実施形態では、アプリケ
ーションは、検索前のデータ削除の容認性についてＳＭＳに通知し、そしてＳＭＳは、通
知に従い削除をスケジュールすることができる。いくつかの実施形態において、例えば、
ストリームデータレコードをコピーすべきストレージデバイスのタイプを示すデータ保持
ポリシ、及びそのようなコピーに使用されるスケジューリングポリシの一部としてアーカ
イバルポリシを実施することができる。
【００１４】
少なくともいくつかの実施形態では、レコード検索のための複数のプログラマチックイ
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ンターフェースもサポートすることができる。一実施形態において、イテレータベースの
アプローチを使用することができる。このアプローチでは、一つのプログラマチックイン
ターフェース（例えば、ｇｅｔＩｔｅｒａｔｏｒ）を使用して、ストリームのパーティシ
ョン内において、（例えば、シーケンス番号またはタイムスタンプに基づいて）指定され
た論理オフセットにおいてイテレータまたはカーソルをインスタンス化する及び位置付け
ることができる。そしてその後、異なるプログラマチックインターフェース（例えば、ｇ
ｅｔＮｅｘｔＲｅｃｏｒｄｓ）を使用して、イテレータの現在位置から開始して、指定さ
れた数のデータレコードを連続的に読み出すことができる。イテレータのインスタンス化
の実施によって、クライアントは、ストリームパーティション内においてレコード検索の
ための任意のまたはランダムの開始位置を指定することができる。そのような実施形態で
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は、クライアントがランダムアクセスパターンにおいてデータレコードを読み出すことを
所望する場合には、クライアントは、新規のイテレータを繰り返し作製する必要が生じ得
る。回転円盤ベースのストレージシステムでは、頻繁なランダムアクセスに要求されるデ
ィスクの探し出しは、入出力応答時間に著しく影響を及ぼし得る。それ故に、ストリーム
データレコードをランダムではなく連続的に読み出すことをクライアントに奨励するので
、少なくともいくつかの実施形態では、順次読み出しアクセスとは異なる（例えば、より
高い）請求率をランダム読み出しアクセスに適用することができる。それ故に、例えば、
クライアントは、Ｘ＞Ｙであるいくつかの実施において、ｇｅｔＩｔｅｒａｔｏｒの呼び
出しごとにＸ通貨単位で請求し、ｇｅｔＮｅｘｔＲｅｃｏｒｄｓを通じて検索されたレコ
ードごとにＹ通貨単位で請求され得る。少なくともいくつかの実施形態では、代替的なク

40

ライアントインターフェースが他の動作カテゴリ（例えば、取り込み）のためにサポート
されるときには、代替的なものについての請求率または値段も異なることがある。例えば
、クライアントは、クライアントが順次読み出しよりもランダム読み出しにより多く課金
され得るように、オンライン提示リクエストよりも照会用提示リクエストにより多く課金
され得る。さまざまな実施形態では、データレコードのサイズ、長期にわたる書き込みリ
クエスト対読み出しリクエストの配分、選択された持続性ポリシなどの他のファクタも請
求額に影響を与え得る。
【００１５】
いくつかの実施形態に従い、ストリーム処理サービス（ＳＰＳ）によって、クライアン
トは、所与のステージにおいて実行された処理の出力を、ゼロ以上の他のステージの入力
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として使用することができる幾多の処理ステージを含む、複雑な処理ワークフローを任意
に指定することができる。いくつかの実施形態では、（データレコードの取り込み、保存
及び検索においてＳＭＳに関連して記述したのに類似する）パーティショニングポリシを
使用して、処理作業負荷を、さまざまなステージにおける複数のワーカーノード間に分配
することができる。一つのそのような実施形態では、任意の所与のステージについてのさ
まざまな構成設定をクライアントが指定できるプログラマチックＳＰＳインターフェース
を実装することができる。この構成設定は例えば、ステージについての入力データソース
（複数可）（例えば、ストリームについてのパーティショニングポリシと共に、データレ
コードがそこから検索される一つ以上のストリーム）、ステージにおいて実行される処理
動作、及びステージからの出力または結果の分配（例えば、出力が保存場所にセーブされ

10

る、ネットワークエンドポイントに伝送される、または異なるストリームの形態において
一つ以上の他の処理ステージに送り込まるか否か）に関する記述子または仕様を含む。少
なくともいくつかの実施形態では、ＳＰＳステージにおいて指定された処理動作は、冪等
であってもよい。つまり、所与の処理動作が同じ入力データにおいて複数回数実行される
場合には、動作結果は、動作が１回だけ実行された場合に入手された結果と相違しない。
さらなる詳細は後述するように、処理動作が冪等である場合には、障害（例えば、ＳＰＳ
ステージにおけるワーカーノード障害）からのリカバリは、簡易化することができる。い
くつかの実施形態に従い、いくつかまたはすべてのＳＰＳステージにおいて、非冪等の処
理動作が可能である。
【００１６】

20

さまざまな実施形態では、入力ストリームパーティショニングポリシなどの構成情報、
次に、ＳＰＳプログラマチックインターフェースを通じて受信した処理動作の性質に少な
くともある程度基づいて、ＳＰＳ制御サーバは、処理ワークフローのさまざまなステージ
において何個のワーカーノードを初期に設定すべきかを決定することができる。ワーカー
ノードに使用されるリソース（例えば、使用される仮想または物理マシン）の実行能力も
、ワーカーノードの初期の数及び配置を決定するときに考慮に入れることができる。いく
つかの実施では、（その各々が実行可能なスレッドまたは実行可能なプロセスを含み得る
）選択された数のワーカーノードをインスタンス化することができる。各ワーカーノード
は、例えば、適切な入力ソース（例えば、一つ以上のストリームパーティションの検索ノ
ード）からデータレコードを入手し、データレコードについての指定された処理動作を実
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行し、処理結果を指定された出力宛先（複数可）に伝送するように構成することができる
。さらに、少なくともいくつかの実施形態では、パーティションレコードが連続的に処理
されるという想定の下に、ワーカーノードにおいて処理されたパーティションの一部を示
す進捗レコードまたはチェックポイントを保存するように所与のワーカーノードを構成で
きることに従う、チェックポイントスキームを実施することができる。例えば、いくつか
の実施では、ワーカーノードは、進捗レコードを周期的に（例えば、Ｎ秒ごとに１回また
はＲデータレコードが処理されるごとに１回）、かつ／またはＳＰＳ制御サーバからのチ
ェックポイントリクエストに応答して永続ストレージに書き込むことができる。
【００１７】
いくつかの実施形態では、進捗レコードを、ワーカーノード障害からの迅速なリカバリ
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のために使用することができる。例えば、ＳＰＳ制御サーバは、例えば、ハートビートメ
カニズムを使用して、及び／またはリソース使用レベル（例えば、ＣＰＵ使用レベル、入
出力デバイス使用レベルまたはネットワーク使用レベル）を監視することによって、さま
ざまなワーカーノードの調子状態を長期にわたり監視することができる。特定のワーカー
ノードが望ましくないまたは不健全な状態にあること（例えば、無反応または過負荷にあ
る場合）のＳＰＳ制御サーバによる決定に応答して、取り換えワーカーノードをインスタ
ンス化して、特定のワーカーノードの責務を引き継ぐことができる。取り換えワーカーノ
ードは、取り換えられたワーカーノードによって保存された最近の進捗レコードにアクセ
スして、取り換えワーカーノードが処理すべきデータレコードのセットを特定することが
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る場合でさえも、
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（例えば、取り換えワーカーのインスタンス化の前のいくらかの時間最近の進捗レコード
が書き込まれるので）、全体の処理結果は、障害及び取り換えによる影響を受けない。い
くつかの実施では、ワーカーノードは、それ自身によって処理された所与のストリームま
たはパーティションのサブセットを示す進捗レコードの保存に加えて、累積されたアプリ
ケーション状態情報を保存するようにも構成できる。例えば、ストリーム処理ワークフロ
ーが、サービス利用状況総計値を示すストリーミングデータレコードの解析に基づく、特
定のサービスに対するクライアント請求額の決定に関与する場合には、ワーカーノードは
、さまざまなクライアントについて決定された累積の請求額を周期的に保存することがで
きる。
【００１８】

10

少なくともいくつかの実施形態では、ＳＰＳ制御サーバは、さまざまなステージにおけ
る入力ストリームの動的再パーティショニングのリクエスト、所与のステージにおける所
与のパーティションに割り当てられたワーカーノードの数の変更、いくつかのステージへ
のより高性能のワーカーノードの割り当て、またはある物理リソースから異なる実行能力
を持つ別の物理リソースへのワーカーノードの転送などの他のアクションの起動による作
業負荷レベルの変更または検出された作業負荷アンバランス（例えば、一つのパーティシ
ョンについての取り込み速度が、他の取り込み速度よりも不釣り合いに高くなる場合）な
どのさまざまな他のトリガに応答するようにも構成できる。いくつかの実施形態では、例
えば、チェックポイントベースのリカバリポリシではなく、ベストエフォートのリカバリ
ポリシを所与のステージについて実施することのＳＰＳ制御サーバによる決定に応答して
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、前述のタイプの進捗レコードを、少なくともいくつかのＳＰＳステージのワーカーノー
ドによって保存しなくてもよい。そのようなベストエフォートのリカバリポリシのいくつ
かの実施では、取り換えワーカーノードは、進捗レコードにアクセスする必要なく、受信
したときに新規のデータレコードを簡単に処理することができる。いくつかの実施形態に
おいて、クライアントがＳＰＳステージにおいてベストエフォートのリカバリポリシの実
施を所望する場合には、ステージにおいて実行されるストリーム処理動作は、必ずしも冪
等でなくてもよい。非冪等の処理動作をＳＰＳステージにおいてストリームレコードに実
行するいくつかの実施形態では、チェックポイントベースのリカバリはサポートされず、
ベストエフォートのリカバリなどの異なるリカバリスキームを使用することができる。少
なくとも一つの実施形態では、冪等ストリーム処理動作のみをＳＰＳステージにおいて実
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行することができる。
【００１９】
いくつかのストリームのデータレコードは、機密もしくは秘密情報を含む、またはＳＰ
Ｓステージにおいて実行される処理動作は、競合他社による発見が問題となり得る登録商
標権を持つアルゴリズムの使用を含むことがある。それ故に、クライアントは、特に、ク
ライアント自身によって完全に制御されないプロバイダネットワークデータセンタに設置
されたリソースを使用して動作が実行される場合には、ストリーム管理及び処理動作のさ
まざまなカテゴリのセキュリティについて憂慮することがある。インターネット及び／ま
たは他のネットワークを経由してクライアントの分散集合にアクセス可能な一つ以上のネ
ットワークアクセス可能サービス（例えば、さまざまなタイプのクラウドベースのデータ
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ベース、コンピューティングまたはストレージサービス）を提供するための、企業または
公営企業組織などによって設定されたネットワークは、本明細書においてプロバイダネッ
トワークと称され得る。いくつかの実施形態において、クライアントは、データストリー
ムのための複数のセキュリティ関連オプションの中からそれを選ぶことができる。前述の
ように、ＳＰＳ構成とＳＭＳ構成との組み合わせは、多くの異なる機能別カテゴリに属す
るノード、例えば、ＳＭＳ及び／またはＳＰＳについての制御ノード、ＳＭＳ取り込みノ
ード、ＳＭＳ保存ノード、ＳＭＳ検索ノード、並びにＳＰＳ処理またはワーカーノードを
備えることができる。いくつかの実施形態では、クライアントが利用可能なセキュリティ
関連の選択は、さまざまなタイプのノードの配置または位置についてのオプションを含む
ことができる。例えば、一実施形態において、クライアントは、プロバイダネットワーク
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に設置されたリソースを使用してストリームレコードが初期に収集及び／または保存され
た場合でさえも、ストリームワークフローの一つ以上の処理ステージにおけるＳＰＳワー
カーノードを、クライアント所有の設備に設置されたコンピューティングデバイスに実装
することをリクエストできる。そのような配置リクエストに応答して、所与のストリーム
における種々の機能別カテゴリのノードを、異なるセキュリティ特性またはプロファイル
を利用してそれぞれのリソースセットにおいてインスタンス化することができる。
【００２０】
種々の実施形態において、リソースセットは、例えば、物理的な位置、（例えば、リソ
ースへの物理的アクセスを有する）使用される物理的セキュリティプロトコル、ネットワ
ーク分離レベル（例えば、リソースのネットワークアドレスがさまざまな事業体によって

10

見られる範囲）、マルチテナンシ対シングルテナンシなどを含むさまざまなセキュリティ
関連特性に関して互いに異なってもよい。いくつかの実施形態において、クライアントは
、プロバイダネットワーク内に隔離された仮想ネットワーク（ＩＶＮ）を構築することが
でき、これにより所与のクライアントに、そのクライアントのＩＶＮ内に含まれるさまざ
まなデバイスのネットワーキング構成にわたる実質的な制御が与えられる。特に、クライ
アントは、そのクライアントのＩＶＮ内のさまざまなサーバまたはコンピュートインスタ
ンスに割り当てられた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。そのような実施形態において、ク
ライアントは、ＳＭＳまたはＳＰＳノードの特定のサブセットを指定されたＩＶＮ内にお
いてインスタンス化することをリクエストできる。（通常、マルチテナントホストとして

20

構成できる）仮想インスタンスホストなどのプロバイダネットワークリソースがＳＭＳま
たはＳＰＳノードのさまざまなカテゴリにおいて使用される実施形態では、クライアント
は、ノードのいくつかのセットを、そのクライアントのみに属するインスタンスの実装に
制限されるインスタンスホストにおいてインスタンス化することをリクエストできる（す
なわち、いくつかのＳＭＳまたはＳＰＳノードを、シングルテナントホストとして構成さ
れたインスタンスホストに実装することができる）。
【００２１】
いくつかの実施形態では、別のセキュリティ関連オプションとして、クライアントは、
ＳＭＳにおける取り込み前などのネットワークリンクを通じて伝送する前、取り込みサブ
システムと保存サブシステムとの間、保存サブシステムと検索サブシステムとの間、検索

30

サブシステムとＳＰＳワーカーノードとの間、及び／またはワーカーノードとＳＰＳ出力
宛先との間に、特定のストリームのデータレコードを暗号化することをリクエストできる
。いくつかの実施形態では、クライアントは、使用する暗号化アルゴリズムを指定するこ
とができる。一実施形態では、ＴＬＳ（トランスポート層セキュリティ）またはＳＳＬ（
セキュアソケットレイヤ）プロトコルなどのセキュアネットワーキングプロトコルを、デ
ータレコード伝送及び／またはＳＰＳ処理結果の伝送に使用することができる。
【００２２】
データストリーム概念及び概観
図１は、少なくともいくつかの実施形態に従う、データストリーム概念の簡易化した概
観を提供する。示すように、ストリーム１００は、ＤＲ１１０Ａ、１１０Ｂ、１１０Ｃ、

40

１１０Ｄ及び１１０Ｅなどの複数のデータレコード（ＤＲ）１１０を備えることができる
。データプロデューサ１２０Ａ及び１２０Ｂなどの（データソースとも称され得る）一つ
以上のデータプロデューサ１２０が、書き込み動作１５１を実行してストリーム１００の
データレコードのコンテンツを生成することができる。種々の実施形態において、多くの
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、ロギングアプリケーション
またはシステムロギングコンポーネント、さまざまな種類のモニタリングエージェントな
どのデータのストリームを生成することができる。一個以上のデータコンシューマ１３０
（例えば、データコンシューマ１３０Ａ及び１３０Ｂ）が、読み出し動作１５２を実行し
て、データプロデューサ１２０によって生成されたデータレコードのコンテンツにアクセ
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スすることができる。いくつかの実施形態において、データコンシューマ１３０は、例え
ば、ストリーム処理ステージのワーカーノードを備えることができる。
【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レコード１
１０は、データ部１０１（例えば、ＤＲ１１０Ａ、１１０Ｂ、１１０Ｃ、１１０Ｄ及び１
１０Ｅそれぞれのデータ部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
えることができる。描写した実施形態では、シーケンス番号１０２は、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）においてＤＲが受信された順

10

序を表すことができる。いくつかの実施では、データ部１０１は、不変の解釈されていな
いバイトシーケンスを含むことができる。つまり、書き込み動作１５２が完了すると、書
き込みの結果として生成されたＤＲのコンテンツは、ＳＭＳによって変更されず、通例、
ＳＭＳは、データの意味論を認識しない。いくつかの実施では、所与のストリーム１００
の種々のデータレコードは、異なる量のデータを含むことができ、一方で、他の実施では
、所与のストリームのすべてのデータレコードは、同じサイズであってもよい。少なくと
もいくつかの実施において、ＳＭＳのノード（例えば、取り込みサブシステムのノード及
び／または保存サブシステムのノード）は、ＳＮ１０２の生成の役割を果たし得る。さら
なる詳細は後述するように、データレコードのシーケンス番号は、常に連続していなくて
もよい。一つの実施において、クライアントまたはデータプロデューサ１２０は、書き込

20

みリクエストの一部として、対応するデータレコードに使用される最小シーケンス番号の
表示を提供することができる。いくつかの実施形態において、データプロデューサ１２０
は、データレコードのデータ部へのポインタ（または、そのアドレス）を含む書き込みリ
クエストを提示することができる。これは例えば、データ部をそこから入手できるストレ
ージデバイスアドレス（例えば、デバイス名及びデバイス内のオフセット）またはネット
ワークアドレス（例えば、ＵＲＬ）を提供することによって提示される。
【００２４】
さまざまな実施形態において、ストリーム管理サービスは、データプロデューサ１２０
からのデータの受信、データの保存、及びデータコンシューマ１３０による一つ以上のア
クセスパターンにおけるデータへのアクセスの役割を果たし得る。少なくともいくつかの
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実施形態では、ストリーム１００は、データレコードの受信、保存及び検索の作業負荷を
分配するように、パーティショニングまたは「シャード化」されてもよい。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を、データレコードの一つ以上の属性に基づ
いて入力データレコード１１０に応じて選択し、そしてデータレコードを取り込む、保存
するまたは検索するための具体的なノードを、パーティションに基づいて特定することが
できる。いくつかの実施では、データプロデューサ１２０は、パーティショニング属性と
しての機能を果たすことができる書き込み動作を持つ明示的なパーティショニングキーを
提供することができ、そのようなキーは、パーティション識別子にマッピングすることが
できる。他の実施では、ＳＭＳは、データプロデューサ１２０のアイデンティティ、デー
タプロデューサのＩＰアドレスなどのファクタ、さらには提示されたデータのコンテンツ

40

に基づいて、パーティションＩＤを推測することができる。データストリームがパーティ
ショニングされるいくつかの実施では、シーケンス番号をパーティションごとの基準にお
いて割り当てることができる。例えば、シーケンス番号は、特定のパーティションのデー
タレコードが受信された順序を表し得るが、二つの異なるパーティションにおけるデータ
レコードＤＲ１及びＤＲ２のシーケンス番号は、ＤＲ１及びＤＲ２が受信された相対的順
序を必ずしも表さなくてもよい。他の実施では、シーケンス番号は、パーティションごと
の基準ではなく、ストリームワイドにおいて割り当てることができる。これによりデータ
レコードＤＲ１に割り当てられたシーケンス番号ＳＮ１が、データレコードＤＲ２に割り
当てられたシーケンス番号ＳＮ２よりも小さい場合には、ＤＲ１及びＤＲ２が属するパー
ティションにかかわらず、ＳＭＳによってＤＲ２よりも先にＤＲ１が受信されたことが示

50

(16)

JP 6450756 B2 2019.1.9

唆される。
【００２５】
さまざまな実施形態において、ＳＭＳによってサポートされた検索または読み出しイン
ターフェースによって、データコンシューマ１３０は、連続的にかつ／またはランダムな
順序でデータレコードにアクセスすることができる。一実施形態において、読み出しのア
プリケーションプログラミングインターフェース（ＡＰＩ）のイテレータベースのセット
をサポートすることができる。データコンシューマ１３０は、指定されたシーケンス番号
及び／またはパーティション識別子によって示されるイテレータの最初の位置を含む、デ
ータストリームについてのイテレータを入手するためのリクエストを提示することができ
る。開始プログラムのインスタンス化後、データコンシューマは、ストリームまたはパー

10

ティション内のその最初の位置から開始した順次順序においてデータレコードを読み出す
リクエストを提示することができる。そのような実施形態において、データコンシューマ
がデータレコードの一部をランダムな順序において読み出すことを所望する場合には、各
読み出しにおいて新規のイテレータをインスタンス化する必要が生じ得る。少なくともい
くつかの実施において、所与のパーティションまたはストリームのデータレコードは、通
常、ディスクの探し出しを回避する順次書き込み動作を使用して、シーケンス番号順にデ
ィスクベースのストレージに書き込むことができる。順次読み出し動作は、ディスクの探
し出しに伴う諸経費も回避することができる。それ故に、いくつかの実施形態において、
データコンシューマは、価格についての動機のためにランダム読み出しではなく順次読み
出しを実行するように奨励され得る。例えば、イテレータインスタンス化などのランダム
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アクセス読み出し動作は、順次アクセス読み出し動作よりも関連する請求率が高くなる可
能性がある。
【００２６】
実施例のシステム環境
図２は、少なくともいくつかの実施形態に従う、ストリーム管理システム（ＳＭＳ）、
及びストリーム処理ステージの集合を備えるストリーム処理システム（ＳＰＳ）のさまざ
まなサブコンポーネント間のデータの流れの概観を提供する。示すように、ＳＭＳ２８０
は、取り込みサブシステム２０４、保存サブシステム２０６、検索サブシステム２０８、
及びＳＭＳ制御サブシステム２１０を備えることができる。ＳＭＳサブシステムの各々は
、例えば、後述するようなプロバイダネットワーク（または、クライアント所有のもしく

30

は第三者設備）のさまざまなリソースにおいてインスタンス化された、それぞれの実行可
能なスレッドまたはプロセスを使用して実装された一つ以上のノードまたはコンポーネン
トを含むことができる。取り込みサブシステム２０４のノードは、ストリームに使用され
るパーティショニングポリシに基づいて、データプロデューサ１２０（１２０Ａ、１２０
Ｂ及び１２０Ｃなど）から特定のデータストリームのデータレコードを（例えば、ＳＭＳ
制御サブシステム２１０のノードによって）入手するように構成できる。そして各取り込
みノードは、受信したデータレコードを、保存サブシステム２０６の対応するノードに送
ることができる。保存サブシステムのノードは、データレコードを、ストリームに対して
選択された持続性ポリシに従い、さまざまなタイプのストレージデバイスのいずれかにセ
ーブすることができる。検索サブシステム２０８のノードは、ＳＰＳ２９０のワーカーノ

40

ードなどのデータコンシューマからの読み出しリクエストに応答することができる。ＳＰ
Ｓ２９０のステージ２１５Ａ、２１５Ｂ、１２１５Ｃ及び２１５Ｄなどのストリーム処理
ステージ２１５は、ＳＰＳ制御サブシステム２２０の援助を受けて構築することができる
。各ステージ２１５は、受信したデータレコードに処理動作のセットを実行するための、
ＳＰＳ制御サブシステム２２０によって構成された一つ以上のワーカーノードを含むこと
ができる。示すように、ステージ２１５のいくつか（例えば、２１５Ａ及び２１５Ｂ）は
、ＳＭＳ２８０から直接にデータレコードを入手し、一方で、他のステージ（例えば、２
１５Ｃ及び２１５Ｄ）は、他のステージからの入力を受信することができる。いくつかの
実施形態において、複数のＳＰＳステージ２１５は、並行して動作することができる。例
えば、種々の処理動作を、ステージ２１５Ａ及び２１５Ｂにおいて同じストリームから検
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索されたデータレコードに同時に実行することができる。特定のストリームのための図２
に示すものに類似するそれぞれのサブシステム及び処理ステージを、他のストリームにお
いても同じようにインスタンス化できる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ステージのノー
ドの少なくともいくつかは、プロバイダネットワークリソースを使用して実装することが
できる。前述したように、インターネット及び／または他のネットワークを経由してクラ
イアントの分散集合にアクセス可能な一つ以上のネットワークアクセス可能サービス（例
えば、さまざまなタイプのクラウドベースのデータベース、コンピューティングまたはス
トレージサービス）を提供するための、企業または公営企業組織などによって設定された

10

ネットワークは、本明細書においてプロバイダネットワークと称され得る。サービスのい
くつかを使用してより高レベルのサービスを構築することができる。例えば、コンピュー
ティング、ストレージまたはデータベースサービスを、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のための基礎的要素として使用することができる。プロバイダネッ
トワークのコアサービスの少なくともいくつかは、「インスタンス」と呼ばれるサービス
ユニットにおいてクライアント使用のためにパッケージ化することができる。例えば、仮
想化されたコンピューティングサービスによってインスタンス化された仮想マシンは、「
コンピュートインスタンス」を表し、そしてストレージサービスによってインスタンス化
されたブロックレベルボリュームなどのストレージデバイスは、「ストレージインスタン
ス」と称され得、またはデータベース管理サーバは、「データベースインスタンス」と称
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され得る。プロバイダネットワークのさまざまなネットワークアクセス可能サービスのそ
のようなユニット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、本明細書に
おいて「インスタンスホスト」、またはより簡単に「ホスト」と称され得る。いくつかの
実施形態において、取り込みサブシステム２０４のノード、保存サブシステム２０６、検
索サブシステム２０８、ＳＭＳ制御システム２１０、処理ステージ２１５、及び／または
ＳＰＳ制御サブシステム２２０は、複数のインスタンスホストにおけるさまざまなコンピ
ュートインスタンスを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ることができる。特定
のインスタンスホストにおけるコンピュートインスタンスの集合を使用して、一つ以上の
クライアントのさまざまな異なるストリームにノードを実装することができる。いくつか
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の実施形態において、ストレージインスタンスは、さまざまなストリームのデータレコー
ドを保存するのに、またはストリーム処理ステージの結果の宛先として使用することがで
きる。制御サブシステムのノードは、経時的に、ノードの追加もしくは除去、プロセスも
しくはコンピュートインスタンスまたはインスタンスホストへのノードのマッピングの変
更、または図１５及び図１６を参照して後述するような、データレコードの受信、保存及
び処理を継続しながらの所与のストリームの再パーティショニングなどのさまざまなトリ
ガ条件に応答して動的に他のサブシステムの個体数を変更することができる。
【００２８】
プロバイダネットワークリソースをストリーム関連動作に使用する実施形態の文脈では
、「クライアント」という用語は、所与の通信のソースまたは宛先として使用されるとき
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には、プロバイダネットワークの少なくとも一つのネットワークアクセス可能サービスに
アクセスしてそれを活用する能力がある事業体（例えば、組織、複数のユーザによるグル
ープまたは単一のユーザ）によって所有された、管理されたまたはそれに割り当てられた
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
ジュールのいずれかを意味し得る。あるサービスのクライアントは、別のサービスのリソ
ースを使用してそれ自身に実装することができる。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（仮想化さ
れたコンピューティングサービスによって提供されたリソース）を備えることができる。
【００２９】
所与のプロバイダネットワークは、プロバイダによって提供されるインフラストラクチ
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ャ及びサービスを実施、構成及び分配するのに必要である、物理及び／または仮想コンピ
ュータサーバの集合などのさまざまなリソースプールをホストする（種々の地理的地域に
わたって分配することができる）幾多のデータセンタ、一つ以上のストレージデバイスを
各々が持つ保存サーバ、ネットワーク機器などを含むことができる。さまざまな実施形態
において、そのいくつかを種々のデータセンタまたは種々の地理的地域においてインスタ
ンス化または実行することができる多くの異なるハードウェア及び／またはソフトウェア
コンポーネントを集合的に使用して、各サービスを実施することができる。クライアント
は、プロバイダネットワーク外部のクライアント所有のもしくはクライアント管理の設備
もしくはデータセンタに設置されたデバイス、及び／またはプロバイダネットワーク内の
デバイスから、プロバイダネットワークにおけるリソース及びサービスと相互作用するこ

10

とができる。プロバイダネットワークが、本明細書に記述するストリーム管理及び処理技
術の多くを実施できる一実施例の文脈としての機能を果たすが、それらの技術が、プロバ
イダネットワーク以外の他のタイプの分散システム、例えば、特有のアプリケーションに
関する単一の企業体によって動作される大規模に分配された環境にも適用できることに留
意されたい。
【００３０】
プログラマチックインターフェースの実施例
前述のように、少なくともいくつかの実施形態では、ＳＰＳは、ＳＭＳプログラマチッ
クインターフェースを活用して、さまざまなストリームベースのアプリケーションのため
の所望のビジネスロジックを実施するための、ＳＰＳクライアントがより容易に使用でき

20

るより高レベルの機能性を構築することができる。ＳＰＳの機能性とＳＭＳの機能性との
差異を考慮すると、類似性が有益となり得る。すなわち、ＳＰＳ機能は、通例、Ｃ＋＋な
どのより高レベルの言語におけるプログラミング言語構築に匹敵し得、一方で、ＳＭＳ機
能は、通例、プログラミング言語構築がコンパイラによって翻訳されるアセンブリ言語教
育に匹敵し得る。アセンブリ言語教育を使用して同じ動作を直接に実施することが可能で
あるが、より高レベルの言語におけるプログラミングは、通常、顧客またはユーザの多く
のカテゴリにとってより容易であり得る。同様に、ＳＭＳによって提供されるプリミティ
ブを使用してさまざまなアプリケーションを実施することが可能であるが、そのようなこ
とはＳＰＳ特徴を使用して実行することがより容易であり得る。ＳＰＳ処理動作（例えば
、データレコードに実行される冪等処理動作）は、ストリームレコードのデータコンテン

30

ツにおいて実施でき、一方で、ＳＭＳ動作は、通常、レコードのコンテンツを考慮せずに
レコードそれ自体を取得、保存及び検索するように実行される。図３は、少なくともいく
つかの実施形態に従う、ＳＭＳ及びＳＰＳにおいて実装することができるプログラマチッ
クインターフェースのそれぞれのセットの実施例を示す。多く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（ＡＰＩ）が、一実施例としてＳＭＳ及びＳＰＳの両方
のために示される。示したＡＰＩは、任意の所与の実施においてサポートされるそれらの
包括的なリストは意図せず、示したＡＰＩのいくつかは、所与の実施においてサポートさ
れない。
【００３１】
矢印３５０に示すように、ＳＰＳクライアント３７５は、ＳＰＳプログラマチックイン

40

ターフェース３０５を呼び出して処理ステージを構成することができる。種々の実施形態
において、さまざまなタイプのＳＰＳプログラマチックインターフェース３０５を実装す
ることができる。例えば、ｃｒｅａｔｅＳｔｒｅａｍＰｒｏｃｅｓｓｉｎｇＳｔａｇｅ
ＡＰＩによって、クライアントは、ステージのワーカーノードの各々が、インターフェー
スの起動において指定された冪等動作のセットを実行し、その結果を、出力分配記述子ま
たはポリシによって示された宛先に分配するように構成されるように、指定された入力ス
トリームのための新規の処理ステージ２１５の構成をリクエストすることができる。ｃｒ
ｅａｔｅＳｔｒｅａｍＰｒｏｃｅｓｓｉｎｇＳｔａｇｅ

ＡＰＩまたはその均等物のいく

つかのバージョンでは、クライアントは、入力ストリームの作製もリクエストでき、一方
で、他のバージョンでは、処理ステージが作製される前に入力ストリームを作製する必要
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が生じ得る。リカバリポリシが、ワーカーノードに対して指定され、例えば、チェックポ
イントベースのリカバリ技術を使用するか、またはベストエフォートのリカバリ技術が好
ましいかどうかを示すことができる。いくつかの実施形態において、ｉｎｉｔｉａｌｉｚ
ｅＷｏｒｋｅｒＮｏｄｅ

ＡＰＩが、指定されたステージにおけるワーカーノードの明示

的インスタンス化のリクエストをサポートすることができる。チェックポイントベースの
リカバリを実施する実施形態では、クライアントは、ｓａｖｅＣｈｅｃｋｐｏｉｎｔ

Ａ

ＰＩをサポートすることによって、進捗レコードをワーカーノードによって生成すること
をリクエストすることができる。
【００３２】
種々の実施形態において、さまざまなタイプのＳＰＳ出力管理ＡＰＩがサポートされ得
、例えば、クライアントによるｓｅｔＯｕｔｐｕｔＤｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ

10

ＡＰＩが

、指定されたステージにおいて実行された処理動作の結果を使用して作製された一つ以上
のストリーム、及び新規に作製されたストリームにおいて使用される特定のパーティショ
ニングポリシを示すことができる。いくつかの処理ステージを、主として再パーティショ
ニングのために構成することができる。例えば、レコード属性セットＡ１に基づいてデー
タレコードをＮ１パーティションにマッピングする一つのパーティショニング機能ＰＦ１
を入力ストリームＳ１に使用することができ、そして処理ステージを使用して、それらの
同じデータレコードをＮ２パーティションにマッピングするために、（異なる属性セット
Ａ２または同じ属性セットＡ１のいずれかを使用して）異なるパーティショニング機能Ｐ
Ｆ２を実施することができる。リンクステージなどのいくつかのＳＰＳ

ＡＰＩを使用し

20

て、複数のステージを含む任意のグラフ（例えば、有向非巡回グラフ）を構成することが
できる。いくつかの実施形態において、第三者またはオープンソースストリーム処理フレ
ームワークもしくはサービスとのコネクタをサポートすることができる。一つのそのよう
な実施形態では、ＳＰＳステージを使用して、既存の第三者またはオープンソースシステ
ムによる消費のためのデータレコードを、（例えば、ステージにおいて実行される処理動
作の結果を適切にフォーマットすることによって）用意することができる。描写した実施
形態では、ｃｒｅａｔｅＴｈｉｒｄＰａｒｔｙＣｏｎｎｅｃｔｏｒなどのＡＰＩを使用し
て、そのようなコネクタを設定することができ、そしてＳＰＳステージの結果の、第三者
システムと互換性があるフォーマットへの適切な変換を、ｃｒｅａｔｅＴｈｉｒｄＰａｒ
ｔｙＣｏｎｎｅｃｔｏｒの起動の結果としてインスタンス化された一つ以上のコネクタモ

30

ジュールによって実行することができる。
【００３３】
矢印３５２に示すように、ＳＰＳは、ＳＭＳ

ＡＰＩ３０７を呼び出して、その機能の

少なくともいくつかを実行することができる。描写した実施形態では、ＳＭＳ

ＡＰＩ３

０７は、例えば、（それぞれ、ストリームを作製及び削除するための）ｃｒｅａｔｅＳｔ
ｒｅａｍ及びｄｅｌｅｔｅＳｔｒｅａｍ、並びに（所与のパーティションに関与するさま
ざまなタイプのノードのネットワークアドレスなどの、ストリームについてのメタデータ
を入手するための）ｇｅｔＳｔｒｅａｍＩｎｆｏを含むことができる。ｐｕｔＲｅｃｏｒ
ｄインターフェースを使用してデータレコードを書き込み、一方で、ｇｅｔＩｔｅｒａｔ
ｏｒ及びｇｅｔＮｅｘｔＲｅｃｏｒｄｓインターフェースを、それぞれ、非順次及び順次

40

読み出しに使用することができる。いくつかの実施形態において、ｒｅｐａｒｔｉｔｉｏ
ｎＳｔｒｅａｍインターフェースを使用して、指定されたストリームの動的再パーティシ
ョニングをリクエストすることができる。そのような実行を所望するクライアント３７０
は、矢印３５４に示すように、ＳＭＳ

ＡＰＩ３０７を直接に呼び出すことができる。前

述のように、他の実施形態では、さまざまな他のＳＭＳ及び／またはＳＰＳ

ＡＰＩも実

装することができる。いくつかの実施形態において、図３にリストされたＡＰＩのいくつ
かは、実装しなくてもよい。
【００３４】
さまざまな実施形態において、ＡＰＩ以外のプログラマチックインターフェースもまた
は代わりとしてＳＰＳまたはＳＭＳのいずれかに実装することができる。そのようなイン
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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むことができる。場合によっては、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を使用することがで
きる。例えば、ウェブベースの相互作用によって、ＳＭＳまたはＳＰＳの制御コンポーネ
ントにおいて一つ以上のＡＰＩを起動することができる。図４は、少なくともいくつかの
実施形態に従う、ストリーム処理ステージのグラフをＳＰＳクライアントが生成できるよ
うに実装することができる実施例のウェブベースのインターフェースを示す。示すように
、インターフェースは、メッセージ領域４０２、グラフメニュー領域４０４及びグラフ設
計領域４０３を有するウェブページ４００を備える。
【００３５】

10

ユーザには、メッセージ領域４０２においてストリーム処理グラフの構築についての汎
用命令、並びにストリーム概念及びプリミティブについてより多く知るのに使用できるリ
ンクが提供され得る。メニュー領域４０４において、多くのグラフィカルアイコンが、ス
トリーム処理グラフツールセットの一部として提供され得る。例えば、クライアントは、
さまざまなＳＰＳ処理ステージの入力または出力として、永続的なストリーム４５１、一
時的なストリーム４５２またはコネクタ４５３を第三者処理環境に示すことができる。ウ
ェブベースのインターフェースを実装するためのＳＰＳ／ＳＭＳに関して、永続的なスト
リーム４５１は、そのデータレコードがディスク、不揮発性ＲＡＭまたはＳＳＤなどの永
続ストレージデバイスに保存されるストリームとして画定することができ、そして一時的
なストリーム４５２は、そのデータレコードを永続ストレージデバイスに保存する必要が

20

ないものとして画定することができる。一時的なストリームは、例えば、ベストエフォー
トのリカバリポリシを実施する異なるＳＰＳステージによる入力として消費されることが
予期されるＳＰＳステージの出力から作製することができる。
【００３６】
二つのタイプの処理ステージが、実施例のＳＰＳグラフ構築ウェブページ４００におい
てサポートされる。この処理ステージは、チェックポイントベースのワーカーノードリカ
バリを使用するステージ４５５（例えば、各ワーカーノードが間隔を置いて進捗レコード
をセーブし、特定のワーカーノードの障害の発生時に、取り換えノードが、どのデータレ
コードの処理を開始するかを決定するために、障害のあるノードの進捗レコードを参照す
る）と、ベストエフォートのリカバリを使用するステージ４５６（例えば、取り換えワー

30

カーノードが進捗レコードを参照はするが、受信したときに新規のデータレコードの処理
を簡単に開始する）とである。各ステージにおいて実行される処理動作についての詳細は
、メッセージ領域４０２の命令に示すように、グラフ構築領域４０３における対応するア
イコンをクリックすることによって入力することができる。ストリーム、コネクタ及び処
理ステージについてのアイコンに加えて、メニュー領域４０４は、第三者または外部スト
リーム処理システムを表すアイコンタイプ４５９、及びそのリソースが処理ステージにお
いて使用される、プロバイダネットワークにおいて実施することができるストレージサー
ビスのノードを表すアイコンタイプ４６０も含む。
【００３７】
図４に示す実施例のシナリオでは、クライアントは、グラフ設計領域４０３内に三つの

40

処理ステージ４１２、４１５及び４１６を備えたグラフ４０５を構築した。処理ステージ
４１２は、チェックポイントベースのリカバリを使用するように構成され、入力として永
続的なストリーム４１１を使用する。ステージ４１２における出力または処理結果は、ス
テージ４１５の入力を形成する異なる永続的なストリーム４１３の形態、及びステージ４
１６の入力を形成する異なる一時的なストリーム４１４の形態において、二つの宛先に送
信される。ステージ４１５及び４１６は、共に、ワーカーノードにおいてベストエフォー
トのリカバリポリシを使用する。ステージ４１５の出力は、一時的なストリームの形態に
おいてストレージサービスノード４１９に送信される。ステージ４１５の出力は、コネク
タ４１７を通じて第三者処理システム４１８に送信される。「セーブグラフ」ボタン４２
０を使用して、例えば、ＪＳＯＮ（ジャバスクリプトオブジェクトノーテーション）、Ｘ
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ＭＬ（拡張マークアップ言語）またはＹＡＭＬなどの任意の適切なフォーマットにおいて
、処理ステージグラフの表示をセーブすることができる。さまざまな実施形態において、
図４に示すものに類似するツールを使用して、複雑な処理ワークフローを任意に構築する
ことができる。そのようなツールを使用して作製されるワークフローを、その後アクティ
ブにし、そのようなアクティブ化によって、ＳＭＳ

ＡＰＩを起動することができる。例

えば、図４のステージ４１２などの処理ステージについてのデータレコードを入手するた
めに、ｇｅｔＩｔｅｒａｔｏｒ及び／またはｇｅｔＮｅｘｔＲｅｃｏｒｄｓインターフェ
ースを、ストリーム４１１において呼び出すことができる。
【００３８】
図５は、少なくともいくつかの実施形態に従う、ＳＭＳに実装することができるプログ

10

ラマチックレコード提示インターフェース及びレコード検索インターフェースの実施例を
示す。描写した実施形態では、示したＤＲ１１０Ｋ及び１１０Ｑなどのデータレコードを
、さまざまなタイプのプログラマチック取り込みインターフェース５１０を通じてＳＭＳ
に提示することができる。いくつかの実施形態において、ＤＲ１１０は、四つのタイプの
要素を含むことができる。すなわち、（ストリーム「Ｓ１」についての）５０１Ａまたは
（ストリーム「Ｓ２」についての）５０１Ｂなどのストリーム識別子、レコードのデータ
または主部の表示、オプショナルパーティションキー５０４（例えば、５０４Ａまたは５
０４Ｂ）、並びにオプショナルシークエンシング嗜好インジケータ５０６（例えば、シー
クエンシング嗜好インジケータ５０６Ａ及び５０６Ｂ）を含む。データそれ自体が、いく
つかのデータレコードにおいてインライン（例えば、ＤＲ１１０Ｋのインラインデータ５

20

０２）で提供され得、その一方で、他のデータレコードにおいて、ネットワークアクセス
可能ロケーション（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における
アドレス）をＳＭＳに示すポインタまたはアドレス５０３が提供され得る。いくつかの実
施形態において、所与のストリームが、インライン及び照会用両方の（アドレスベースの
）データレコード提示をサポートすることができる。他の実施形態では、所与のストリー
ムに、すべてのデータをインラインでまたは照会用として供給するデータプロデューサが
必要となり得る。いくつかの実施では、データレコード提示は、レコードに使用されるパ
ーティション識別子を含むことができる。
【００３９】
描写した実施形態では、入力データレコード１１０を、パーティショニングポリシに基
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づいて、それぞれの取り込み及び／または保存ノードに導くことができる。同様に、レコ
ード検索もパーティションベースであってもよい。例えば、一つ以上の検索ノードを、所
与のパーティションのレコードに導かれる読み出しリクエストに応答するように用意でき
る。いくつかのストリームにおいて、明示的なパーティションキーを各データレコード書
き込みリクエストに提供するために、データプロデューサが必要となり得る。他のストリ
ームにおいて、ＳＭＳ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
は属性に依存するパーティショニングスキームに従い、データレコードを分配することが
できる。例えば、提示されたデータプロデューサに関連する識別情報をパーティションキ
ーとして使用する、提示されたデータプロデューサのＩＰアドレスの一部もしくはすべて
を使用する、または提示されたデータの一部を使用することができる。いくつかの実施で
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は、例えば、パーティションキーにハッシュ関数を適用して、１２８ビット整数などの特
定のサイズの整数を入手することができる。そのサイズの正の整数の全範囲（例えば、０
〜２＾１２８−１）を、それぞれのパーティションをその各々が表すＮ個の隣接するサブ
範囲に分配することができる。それ故に、そのような実施例では、データレコードのため
に決定または供給された任意の所与のパーティションキーを、対応する１２８ビット整数
にハッシュして、そしてその整数が属する１２８ビット整数の隣接するサブ範囲が、デー
タレコードが属するパーティションを表すことができる。パーティショニングポリシ及び
その使用についてのさらなる詳細を、図１５に関して後述する。
【００４０】
特定のパーティションのデータレコードの取り込みまたは受け入れ、データレコードの
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保存、及び特定のパーティションにおける読み出しリクエストに対する応答に関与するノ
ードのセットは、図５のパーティションにおいて、集合的にＩＳＲ（取り込み、保存及び
検索）ノードと称される。表記Ｓｊ−Ｐｋが、ストリームＳｉのｋ番目のパーティション
を表すのに使用される。示した実施形態では、ＩＳＲノード５２０Ａが、パーティション
Ｓ１−Ｐｌのレコードの取り込み、保存及び検索のために構成され、ＩＳＲノード５２０
Ｂが、パーティションＳ１−Ｐ２のレコードのために設定され、ＩＳＲノード５２０Ｃが
、パーティションＳ１−Ｐ３のレコードのために設定され、ＩＳＲノード５２０Ｋが、パ
ーティションＳ２−Ｐｌのレコードのために設定され、そしてＩＳＲノード５２０Ｌが、
パーティションＳ２−Ｐ２のレコードのために設定される。いくつかの実施形態において
、取り込みサブシステム、保存サブシステムまたは検索サブシステムの所与のノードを、

10

二つ以上のパーティションのデータレコード（または、二つ以上のストリームの二つ以上
のパーティション）を処理するように構成できる。いくつかの実施形態において、所与の
ストリームの単一のパーティションのレコードは、二つ以上のノードによって取り込む、
保存するまたは検索することができる。所与のパーティションＳｊ−Ｐｋのために用意さ
れた取り込みノードの数は、少なくともいくつかの場合では、異なるパーティションＳｊ
−Ｐｌのために用意された取り込みノードの数と異なってもよく、そしてＳｊ−Ｐｋのた
めに用意された保存ノードの数、及び／またはＳｊ−Ｐｋのために用意された検索ノード
の数とも異なってもよい。取り込み及び／または検索に関して、ＳＭＳ制御ノードは、い
くつかの実施形態においてＡＰＩ（例えば、ｇｅｔＳｔｒｅａｍＩｎｆｏ）を実装し、こ
れによりクライアントは、どのノードをどのパーティションに関与させるかを決定するこ

20

とができる。データレコードとパーティションとの間のマッピング、及びパーティション
と構成されたＩＳＲノード（または、制御ノード）との間のマッピングは、動的再パーテ
ィショニングに関する議論において後述するように、経時的に変更することができる。
【００４１】
いくつかの実施形態において、所与のパーティションからのストリームデータレコード
の検索または読み出しのために、いくつかの異なるプログラマチックインターフェース５
８０を実装することができる。図５に示すように、非順次アクセスのために、（指定され
たシーケンス番号を持つデータレコードにおいてまたはそれに続き、イテレータまたは読
み出しカーソルをインスタンス化するための）ｇｅｔＩｔｅｒａｔｏｒなどの検索インタ
ーフェース、または（指定されたシーケンス番号を持つデータレコードを読み出すための
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）ｇｅｔＲｅｃｏｒｄなどのいくつかの検索インターフェース５８１を実装することがで
きる。順次検索のための、ｇｅｔＮｅｘｔＲｅｃｏｒｄｓなどの他の検索インターフェー
ス５８２（シーケンス番号を増加するために、イテレータの現在位置からＮ個のレコード
を読み出すことをリクエストするインターフェース）を実装することができる。回転円盤
ベースのストレージシステムでは、前述のように、順次の入出力は、多くの場合において
、ランダムの入出力よりも遥かに効率的であり得る。なぜならば、平均して入出力ごとに
必要なディスクヘッドシークの数を、通常、ランダムの入出力よりも順次の入出力におい
て遥かに小さくできるからである。多くの実施形態において、所与のパーティションのデ
ータレコードは、シーケンス番号順に書き込まれ、その結果、（例えば、ｇｅｔＮｅｘｔ
Ｒｅｃｏｒｄｓまたは類似のインターフェースを使用した）シーケンス番号順に基づく順

40

次読み出しリクエストが、ランダム読み出しリクエストよりも遥かに効率的となり得る。
したがって、少なくともいくつかの実施形態では、順次の検索インターフェースと非順次
の検索インターフェースとには、異なる請求率が設定され得る。例えば、クライアントは
、非順次読み出しではより多く課金され得る。
【００４２】
取り込みサブシステム
図６は、少なくともいくつかの実施形態に従う、ＳＭＳの取り込みサブシステム２０４
の実施例の要素を示す。描写した実施形態では、取り込み動作は、フロントエンドとバッ
クエンド機能とに論理的に分配される。フロントエンド機能は、データプロデューサ１２
０（例えば、１２０Ａ、１２０Ｂまたは１２０Ｃ）との相互作用を伴い、バックエンド機
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能は、ＳＭＳ保存サブシステムとの相互作用を伴う。そのようなフロントエンドとバック
エンドとの分割は、保存サブシステムのセキュリティの向上、及びパーティショニングポ
リシの詳細をデータプロデューサに提供する必要の回避などのいくつかの利点を有するこ
とができる。ＳＭＳクライアントライブラリ６０２が、さまざまなデータプロデューサ１
２０においてインストールのために提供され得、データプロデューサが、ライブラリ６０
２に含まれるプログラマチックインターフェースを呼び出して取り込みのためのデータを
提示することができる。例えば、一実施形態において、データプロデューサ１２０は、プ
ロバイダネットワークの何百または何千もの物理及び／または仮想サーバにおいてインス
タンス化されたロギングまたはモニタリング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、それぞれのサーバにおいてさまざまなログメッセージ及び／または

10

メトリクスを収集し、収集したメッセージまたはメトリクスを、ＳＭＳの一つ以上の取り
込み制御ノード６６０によってインスタンス化されたフロントエンド負荷分散器６０４の
エンドポイントに周期的に提示することができる。いくつかの実施形態において、データ
プロデューサがストリームデータを提示することができる一つ以上の仮想ＩＰアドレス（
ＶＩＰ）を、負荷分散器において確立することができる。一つの実施において、データが
データプロデューサ１２０によって送信されるいくつかの同等に構成された負荷分散器の
中から特定の負荷分散器を選択するために、ラウンドロビンＤＮＳ（ドメイン名システム
）技術をＶＩＰにおいて使用することができる。
【００４３】
描写した実施形態では、受信したデータレコードを、いくつかのフロントエンドノード
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６０６（例えば、６０６Ａ、６０６Ｂまたは６０６Ｃ）のいずれかに導くことができる。
少なくともいくつかの実施形態では、負荷分散器６０４は、データレコードにおいて使用
されるパーティショニングポリシ６５０を認識せず、したがって、パーティションベース
の負荷バランシングではなく、ラウンドロビン負荷バランシング（または、何らかの他の
汎用負荷バランシングアルゴリズム）を使用して所与のデータレコードに対してフロント
エンドノード６０６を選択することができる。フロントエンドノード６０６は、さまざま
なストリームのためのパーティショニングポリシ６５０を認識でき、取り込み制御ノード
６６０と相互作用して、所与のパーティションのデータレコードにおいて構成された具体
的なバックエンド取り込みノード６０８（例えば、６０８Ａ、６０８Ｂまたは６０８Ｃ）
のアイデンティティを入手することができる。それ故に、描写した実施形態では、フロン

30

トエンドノード６０４は、それぞれのデータレコードが属するパーティションに基づいて
、各々、データレコードを複数のバックエンドノード６０６に伝送することができる。前
述したように、データレコードが属するパーティションは、データプロデューサによって
供給され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もしくはアドレ
スなどの一つ以上の他の属性、またはデータのコンテンツなどのさまざまなファクタの任
意の組み合わせに基づいて決定することができる。
【００４４】
バックエンドノード６０６は、各々、一つ以上のストリームの一つ以上のパーティショ
ンに属するデータレコードを受信し、データレコードを保存サブシステムの一つ以上のノ
ードに伝送することができる。バックエンドノードは、ＨＴＴＰ（ハイパーテキスト転送

40

プロトコル）「ＰＵＴ」ウェブサービスＡＰＩによってデータが提示されるいくつかの実
施形態において「ＰＵＴサーバ」と称され得る。所与のバックエンドノードは、そのデー
タレコードがクエリを提示することによって制御ノード６６０に伝送される保存サブシス
テムのノードのセットを決定することができる（言い換えると、異なるサブシステムにつ
いての制御機能が、ノードの個々のセットによって処理される実施形態では、対応するク
エリを保存サブシステムの制御ノードに提示することができる）。
【００４５】
少なくともいくつかの実施形態では、少なくとも１回取り込みポリシまたはベストエフ
ォート取り込みポリシなどの多くの異なる取り込み応答ポリシ６５２をサポートすること
ができる。少なくとも１回ポリシでは、データプロデューサ１２０は、提示されたデータ
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レコードごとに肯定応答を必要とし得、（最初の提示の応答が受信されない場合には）応
答が最終的に受信されるまで同じデータレコードを繰り返し提示することができる。ベス
トエフォート取り込みポリシでは、提示された少なくともいくつかのデータレコードにつ
いての肯定応答を必要としない（ただし、取り込みサブシステムは、時折の応答を依然と
して提供する、またはデータプロデューサからの応答を求める明示的なリクエストに応答
することができる）。取り込みサブシステム２０４が応答をデータプロデューサに提供す
る必要があるいくつかの実施形態では、所与のデータレコードに関与するバックエンド取
り込みノード６０８は、応答を生成する前に、（例えば、ストリームに関して確立された
持続性ポリシに従い）必要な数のデータレコードのレプリカが保存サブシステムにおいて
成功裏に作製されるまで待機することができる。さまざまな実施形態において、受信した

10

各データレコードについて、そのレコードの同じパーティションまたはストリームの他の
レコードとの相対的な取り込まれた順序などを表すシーケンス番号を取り込みサブシステ
ムによって生成することができる。そのようなシーケンス番号は、応答または応答の一部
としてデータプロデューサに戻すことができる。シーケンス番号についてのさらなる詳細
は、図１３ａ及び図１３ｂを参照して後述する。いくつかの実施では、応答及び／または
シーケンス番号を、フロントエンドノード６０６を経由してデータプロデューサに返送す
ることができる。少なくとも一つの実施では、少なくとも１回ポリシは、取り込みサブシ
ステムそれ自体のフロントエンドとバックエンドノードとの間に実装することができる。
例えば、所与のフロントエンドノード６０６は、バックエンドノードが応答を提供するま
でデータレコードを適切なバックエンドノード６０８に繰り返し提示することができる。

20

【００４６】
取り込み制御ノード６６０は、数ある機能の中でも、フロントエンド及びバックエンド
ノードのインスタンス化、ノードの調子及び作業負荷レベルの監視、必要に応じて、フェ
イルオーバーの調整、そしてストリームの動的再パーティショニングから生じた取り込み
関連構成動作において、どのノードが所与のパーティションまたはポリシ関連クエリに関
与するかについてのクエリに対する応答の提供に関与することができる。いくつかの実施
形態において、一つ以上のストリームの所与のセットのために用意される取り込み制御ノ
ードの数は、経時的に変更することができる。例えば、一つ以上のマスタ制御ノードが、
必要に応じて、制御ノードプールの再構成に関与することができる。図９及び図１０を参
照してさらなる詳細は後述するように、取り込みフロントエンドまたはバックエンドノー
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ドにおいて冗長グループが設定されるいくつかの実施形態では、制御ノード６６０が、フ
ェイルオーバーについてのトリガ条件を検出するために、そしてフェイルオーバーが必要
なときに取り換えを選択するために、どのノードがプライマリ及び非プライマリであるか
の追跡の役割を果たし得る。図６に示す多層取り込みサブシステムアーキテクチャはいく
つかの実施形態では実装しなくてもよい、例えば、いくつかのシナリオでは、取り込みノ
ードの単一セットのみを構成すればよいことに留意されたい。
【００４７】
保存サブシステム
図７は、少なくともいくつかの実施形態に従う、ＳＭＳの保存サブシステムの実施例の
要素を示す。示すように、取り込みノード６０８（例えば、フロントエンド及びバックエ
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ンド取り込みの責務がノードの種々のセットによって処理される実施形態では、バックエ
ンド取り込みノード）が、ストリームの一つ以上のパーティションのデータレコードを、
それらのパーティションのために構成されたそれぞれの保存ノード７０２に伝送すること
ができる。例えば、パーティションＳ１−Ｐｌのデータレコード１１０Ａが保存ノード７
０２Ａに送信され、パーティションＳ２−Ｐ３のデータレコード１１０Ｂが保存ノード７
０２Ｂ及び７０２Ｃに送信され、パーティションＳ３−Ｐ７のデータレコード１１０Ｃが
保存ノード７０２Ｄに送信され、そしてパーティションＳ４−Ｐ５のデータレコード１１
０Ｄが初期に保存ノード７０２Ｅに送信される。保存制御ノード７８０が、種々のストリ
ームのデータレコードに適用される持続性ポリシ７５０の実行、保存ノードの構成及び必
要に応じて再構成、保存ノード状態の監視、フェイルオーバーの管理、保存構成クエリま
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たは保存ポリシクエリに対する応答、並びに描写した実施形態におけるさまざまな他の管
理上のタスクの役割を果たし得る。
【００４８】
種々の実施形態において、持続性ポリシ７５０は、さまざまな様式で互いと異なっても
よい。例えば、ストリームＳｊに適用される持続性ポリシＰ１は、ストリームＳｋに適用
されるポリシＰ２とは異なってもよい。すなわち、（ａ）保存される各データレコードの
レプリカの数、（ｂ）レプリカが保存されるストレージデバイスまたはシステムのタイプ
（例えば、レプリカが、揮発性メモリ、不揮発性キャッシュ、回転円盤ベースのストレー
ジ、半導体ドライブ（ＳＳＤ）、さまざまな種類のストレージアプライアンス、プロバイ
ダネットワークによって実施されるストレージサービスのノードにおける、データベース

10

管理システム内のさまざまな種類のＲＡＩＤ（安価なディスクの冗長アレイ）などに保存
されるか否か）、（ｃ）レプリカの地理的配分（例えば、ストリームデータが、種々のデ
ータセンタにおけるレプリカの設置に伴う大規模な障害または特定のタイプの災害に対し
て回復力があるか否か）、（ｄ）書き込み応答プロトコル（例えば、Ｎ個のレプリカが保
存される場合に、応答を取り込みノードに提供すべき前に成功裏に書き込む必要があるコ
ピーのＮ個の数）、及び／または（ｅ）データレコードの複数のレプリカが保存される場
合に、レプリカを並行してまたは連続的に作製すべきか否か、において異なってもよい。
複数のレプリカを保存する場合において、データレコード１１０Ｄの場合では、所与の保
存ノードは、データレコードを別の保存ノードに伝送することができる（例えば、保存ノ
ード７０２Ｅは、データレコード１１０Ｄをさらなる複製のために保存ノード７０２Ｆに
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送信し、保存ノード７０２Ｆは、それを保存ノード７０２Ｇに送信する）。複数のレプリ
カ持続性ポリシを使用する他の場合において、データレコード１１０Ｂに二つのインメモ
リレプリカが保存される場合では、取り込みノードは、複数の複製を並行して起動するこ
とができる。少なくとも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ポリシ
は、ストリームデータレコードのために使用される保存場所のタイプを指定しない。代わ
りに、ＳＭＳは、例えば、費用、性能、データソースとの近接性、永続性要件などのさま
ざまな基準に基づいて、適切なタイプの保存技術及び／または位置を選択することができ
る。一実施形態において、クライアントまたはＳＭＳのいずれかは、所与のストリームの
異なるパーティションまたは種々のストリームにおいて異なる保存技術または保存場所タ
イプを使用することを決定できる。
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【００４９】
図７に示す実施例では、ストリームＳ１（または、少なくともストリームＳ１のパーテ
ィションＳ１−Ｐｌ）に適用される持続性ポリシは、シングルレプリカインメモリポリシ
であり、一方で、ストリームＳ２においては、ツーパラレルレプリカインメモリポリシが
適用される。それ故に、データレコード１１０Ａのインメモリレプリカ７０４Ａが、保存
ノード７０２Ａにおいて作製され、一方で、データレコード１１０Ｂに対応する二つのイ
ンメモリレプリカ７０５Ａ及び７０５Ｂが、保存ノード７０２Ｂ及び７０２Ｃにおいて並
行して作製される。ストリームＳ３のデータレコード１１０Ｃにおいて、シングルオンデ
ィスクレプリカ７０６Ａが作製される。ストリームＳ４において、シケンシャルスリーレ
プリカオンディスクポリシが適用可能であり、その結果として、それぞれのオンディスク

40

レプリカ７０７Ａ、７０７Ｂ及び７０７Ｃが、保存ノード７０２Ｅ、７０２Ｆ及び７０２
Ｇにおいて連続的に作製される。種々の実施形態において、さまざまな他のタイプの持続
性ポリシをデータストリームに適用することができる。検索サブシステムのノードが、デ
ータコンシューマによるさまざまなタイプの検索ＡＰＩの起動に応答して、適切な保存ノ
ードからデータレコードを入手することができる。
【００５０】
検索サブシステム及び処理ステージ
図８は、少なくともいくつかの実施形態に従う、ＳＭＳの検索サブシステムの実施例の
要素、及び検索サブシステムとＳＰＳとの相互作用の実施例を示す。示すように、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
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ド８０２並びに検索制御ノード８８０の集合を備えることができる。検索ノード８０２の
各々は、後述するようなＳＰＳのワーカーノード８４０などのさまざまなクライアントま
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リクエストに応答するように
構成できる。種々の実施形態において、前述の非順次及び順次検索インターフェースなど
の、様々なプログラマチック検索インターフェース８０２を、検索ノードによって実装す
ることができる。いくつかの実施形態では、ＨＴＴＰ

ＧＥＴリクエストなどのウェブサ

ービスＡＰＩをデータレコード検索に使用し、それ故に、検索ノード８０２はＧＥＴサー
バと称され得る。描写した実施形態では、所与の検索ノード８０２は、例えば、検索制御
ノード８８０によって、保存ノード７０２Ａ及び７０２Ｂなどの適切な保存サブシステム
のノードのセット７０２から一つ以上のストリームパーティションのデータレコードを入

10

手するように構成できる。
【００５１】
描写した実施形態では、検索ノード８０２は、一つ以上の保存ノード７０２と相互作用
し、一つ以上のＳＰＳワーカーノード８４０から受信した検索リクエストにも応答するこ
とができる。例えば、パーティションＳ４−Ｐ５のデータレコード（例えば、データレコ
ード１１０Ｋ）及びパーティションＳ５−Ｐ８のデータレコード（例えば、データレコー
ド１１０Ｌ）は、検索ノード８０２Ａによって保存ノード７０２Ａから読み出され、それ
ぞれ、ワーカーノード８４０Ａ及び８４０Ｋに提供される。１１０Ｍなどの、パーティシ
ョンＳ６−Ｐ７のデータレコードは、検索ノード８０２Ｂによって保存ノード７０２Ａか
ら読み出され、ワーカーノード８４０Ｋに提供される。パーティションＳ４−Ｐ７のデー

20

タレコードは、検索ノード８０２Ｃによって保存ノード７０２Ｂから読み出され、ワーカ
ーノード８４０Ｂに、そして他のデータコンシューマ１３０（例えば、ＳＰＳを通じてＳ
ＭＳと相互作用する代わりに、ＳＭＳ検索ＡＰＩを直接に呼び出すデータコンシューマ）
にも提供される。
【００５２】
少なくともいくつかの実施形態では、検索ノード８０２のいくつかまたはすべては、そ
れぞれ、キャッシュ８０４（例えば、検索ノード８０２Ａにおけるキャッシュ８０４Ａ、
検索ノード８０２Ｂにおけるキャッシュ８０４Ｂ、及び検索ノード８０２Ｃにおけるキャ
ッシュ８０４Ｃ）を実装し、これらは、さまざまなパーティションのデータレコードを、
将来の検索リクエストを予期して一時的に保持することができる。検索制御ノード８８０

30

は、例えば、キャッシングポリシ（例えば、どの程度大きなキャッシュを所与のパーティ
ションに構成すべきか、どの程度長いデータレコードをキャッシュすべきか）、保存ノー
ド選択ポリシ（例えば、データレコードの複数のレプリカを保存するシナリオでは、どの
特定の保存ノードを、所与のデータレコードを最初に入手するように接触させるべきか）
などを含む多くの検索ポリシ８８２の実施の役割を果たし得る。さらに、検索制御ノード
は、検索ノード８０２のインスタンス化及び監視、どの検索ノードがどのパーティション
に関与しているかのクエリに対する応答、再パーティショニング動作の起動またはそれに
対する応答などの役割を果たし得る。
【００５３】
示す実施例では、ＳＰＳ２９０は、二つの処理ステージ、２１５Ａ及び２１５Ｂを備え

40

る。ＳＰＳ制御ノード８８５が、さまざまな処理ステージ２１５におけるワーカーノード
８０４のインスタンス化に関与することができる。例えば、ワーカーノード８４０Ａをイ
ンスタンス化してパーティションＳ４−Ｐ５のレコードを処理し、ワーカーノード８４０
Ｂをインスタンス化してパーティションＳ４−Ｐ７のレコードを処理し、そしてワーカー
ノード８４０Ｋをインスタンス化してパーティションＳ５−Ｐ８及びＳ６−Ｐ７のレコー
ドを処理する。ＳＰＳ制御ノード８８５は、ＳＰＳクライアントが処理ワークフローを設
計することができる（例えば、図３及び図４に示す）プログラマチックインターフェース
を実装できる。それぞれのパーティションにおける処理の進捗程度を示す進捗レコードを
ワーカーノードが保存するときまたは保存するか否か、進捗レコードに使用されるストレ
ージデバイスのタイプなどを表すさまざまなチェックポイントポリシ８５０を、種々の処
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理ステージまたはワークフローに実装することができる。フェイルオーバー／リカバリポ
リシ８５２が、所与の処理ステージにおいてベストエフォートのリカバリまたはチェック
ポイントベースのリカバリが使用されるか否かにかかわらずワーカーノードを異なるノー
ドと取り換えるべきかを導くトリガ条件または閾値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、所与のストリームのデータレ
コードをそこから入手する検索ノードの特定、特定の処理ワークフローに必要となり得る
新規の一時的または永続的なストリームの構築などのために、さまざまなタイプのＳＭＳ
制御ノードと相互作用することができる。少なくとも一つの実施形態では、クライアント
は、例えば、ＳＭＳ制御インターフェースを活用する代わりに、ＳＰＳ制御ノードと相互
作用してストリームをインスタンス化し、これにより一部のクライアントは、より高レベ

10

ルのＳＰＳインターフェースのみの呼び出しを所望することができる。制御ノードの個々
のセットを、ＳＭＳ取り込み、保存及び検索サブシステム、並びにＳＰＳステージに関し
て図６、図７及び図８に示すが、少なくともいくつかの実施形態において、サブシステム
及び／またはＳＰＳのいくつかに所与の制御ノードを使用できることに留意されたい。
【００５４】
ノード冗長グループ
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を、ＳＭＳの一つ以上のサ
ブシステムのために構成することができる。つまり、例えば、ストリームパーティション
Ｓｊ−Ｐｋについてのデータレコードを検索するための一つの検索ノードを構成する代わ
りに、そのような検索のために、一つのノードが所与の時点において「プライマリな」ま

20

たはアクティブな役割を与えられ、一方で、他の一つ以上のノードが「非プライマリな」
ノードとして用意される二つ以上のノードを構築することができる。進行中のプライマリ
ノードは、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リクエ
ストなどの作業リクエストの応答に関与することができる。非プライマリな一つ以上のノ
ードは、フェイルオーバーがトリガされるまで、例えば、障害、プライマリとの接続性の
損失または他のトリガ条件に起因して、選択された非プライマリが先のプライマリの責務
を引き継ぐことを制御ノードによって通知され得る時点まで、休止状態のままであること
ができる。それ故に、プライマリの役割は、フェイルオーバー期間には、進行中の責務の
あるプライマリノードにおいて無効にされ、進行中の非プライマリノードに付与すること
ができる。いくつかの実施形態において、非プライマリノードは、フェイルオーバーを発

30

生させる、例えば、明示的な通知を必要としないことを決定したときには、それ自体がプ
ライマリとして引き継ぐことができる。さまざまな実施形態において、ノードのそのよう
な冗長グループを、ＳＭＳにおける取り込み、保存、検索及び／または制御機能を行うよ
うに設定でき、少なくともいくつかの実施形態では、ＳＰＳにおけるワーカーノードにも
類似のアプローチをとることができる。いくつかの実施形態において、所与の機能を行う
少なくとも一つのプライマリノード及び少なくとも一つの非プライマリノードを備えるそ
のようなグループは、「冗長グループ」または「複製グループ」と称され得る。保存ノー
ドの冗長グループを、保存されるデータレコードの物理的コピーの数とは無関係に実装で
きることに留意されたい。例えば、データレコードに保存されるレプリカの数を、持続性
ポリシによって決定し、その一方で、対応するパーティションのために構成される保存ノ

40

ードの数を、冗長グループポリシに基づいて決定することができる。
【００５５】
図９は、少なくともいくつかの実施形態に従う、ＳＭＳまたはＳＰＳのノードに応じて
設定することができる冗長グループの実施例を示す。描写した実施形態では、所与のスト
リームパーティションＳｊ−Ｐｋにおいて、それぞれの冗長グループ（ＲＧ）９０５、９
１５、９２５及び９３５が、取り込みノード、保存ノード、検索ノード及び制御ノードに
関して設定される。示した実施形態では、制御ノードに関する共通のＲＧ９３５が実装さ
れる。ただし、いくつかの実施形態では、取り込み制御ノード、保存制御ノードまたは検
索制御ノードに個々のＲＧを実装することができる。各ＲＧは、プライマリノード（例え
ば、プライマリ取り込みノード９１０Ａ、プライマリ保存ノード９２０Ａ、プライマリ検
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索ノード９３０Ａ及びプライマリ制御ノード９４０Ａ）、及び少なくとも一つの非プライ
マリノード（例えば、非プライマリ取り込みノード９１０Ｂ、非プライマリ保存ノード９
２０Ｂ、非プライマリ検索ノード９２０Ｃ及び非プライマリ検索ノード９２０Ｄ）を備え
る。プライマリの役割は、それぞれのフェイルオーバーポリシ（取り込みノードについて
の）９１２、（保存ノードについての）９２２、（検索ノードについての）９３２及び（
制御ノードについての）９４２に従い、無効にして進行中の非プライマリに付与すること
ができる。フェイルオーバーポリシは、例えば、プライマリの状態の変化、プライマリま
たは非プライマリの調子状態の監視の有無及び方法、所与の冗長グループにおいて構成さ
れた非プライマリの数などに通じるトリガ条件を定義することができる。少なくともいく
つかの実施形態では、複数のパーティションに単一のＲＧを構築することができる。例え

10

ば、ＲＧ９０５は、パーティションＳｊ−Ｐｋ並びにＳｐ−Ｐｑのレコードの取り込み処
理に関与することができる。いくつかの実施では、一つのパーティションにおいてプライ
マリとして用意されたノードを、同時に、別のパーティションにおける非プライマリとし
て用意することができる。一実施形態において、複数のノードを、同時に、所与のＲＧ内
のプライマリノードとして用意することができる。例えば、プライマリに障害が起きた場
合に非プライマリとしてそれぞれが用意される二つのプライマリノード間に、所与のパー
ティションの取り込み関連の作業負荷を分配することができる。所与のＲＧにおいてイン
スタンス化されるノードの数は、対応する機能に所望されるアベイラビリティまたは回復
力レベル（例えば、グループが耐えられると意図される多くの並行または重複する障害の
程度）に応じて変えることができる。いくつかの実施形態において、ＳＭＳノードの使用

20

に追加的にまたは代替的に、冗長グループを、ＳＰＳ処理ステージのワーカーノードに設
定することができる。図１０に示すように、所与のＲＧの一部は、時々、地理的に、例え
ば、いくつかのデータセンタにわたって分配されることがある。いくつかの実施形態にお
いて、選択された制御ノードは、例えば、ハートビートメカニズムまたは他の調子監視技
術を使用して、フェイルオーバートリガ条件を検出するように構成できる。そしてそのよ
うな制御ノードは、障害のあるプライマリと取り換えるための適切な非プライマリノード
を選択し、選択された取り換えノードに通知してアクティブにすることなどによって、フ
ェイルオーバーを調整することができる。
【００５６】
プロバイダネットワークを複数の地理的地域において組織化するいくつかの実施形態で

30

は、各地域が、一つ以上のアベイラビリティコンテナを含むことができ、この地域は本明
細書において「アベイラビリティゾーン」とも称され得る。言い換えると、アベイラビリ
ティコンテナは、所与のアベイラビリティコンテナにおけるリソースが、他のアベイラビ
リティコンテナにおける障害から隔離されるような様式で（例えば、電源関連機器、冷却
機器、物理セキュリティコンポーネントなどの独立したインフラストラクチャコンポーネ
ントを有し）設計された一つ以上の異なるロケーションまたはデータセンタを備えること
ができる。一つのアベイラビリティコンテナにおける障害が任意の他のアベイラビリティ
コンテナにおける障害を生じるようには予期されない。それ故に、リソースインスタンス
または制御サーバの利用可能なプロファイルは、異なるアベイラビリティコンテナにおけ
るリソースインスタンスまたは制御サーバの利用可能なプロファイルとは無関係であると

40

意図される。複数のアプリケーションインスタンスをそれぞれのアベイラビリティコンテ
ナにおいて立ち上げる、または（いくつかのＳＭＳ及びＳＰＳが存在する場合には）所与
の冗長グループのノードを複数のアベイラビリティコンテナにわたって分配することによ
って、さまざまなタイプのアプリケーションを単一ロケーションにおける障害から保護す
ることができる。同時に、いくつかの実施では、安価かつ低遅延のネットワークの接続性
を、同じ地理的地域内に存在するリソース（例えば、ＳＭＳ及びＳＰＳノードに使用され
るホストまたはコンピュートインスタンス）間に提供し、そして同じアベイラビリティコ
ンテナのリソース間のネットワーク伝送をさらにより速くすることができる。一部のクラ
イアントは、それらのアプリケーションのさまざまなコンポーネントを実行する場合の厳
密な所望の制御度を維持するために、ストリーム管理またはストリーム処理リソースが、
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例えば、地域レベル、アベイラビリティコンテナレベルまたはデータセンタレベルのいず
れかにおいてリザーブ及び／またはインスタンス化されるロケーションの指定を所望する
ことができる。他のクライアントは、リソースが、例えば、性能、ハイアベイラビリティ
などについてのクライアント要求を満たす限り、それらのリソースがリザーブまたはイン
スタンス化される正確なロケーションにあまり関心がなくてもよい。いくつかの実施形態
において、一つのアベイラビリティコンテナ（または、データセンタ）に設置される制御
ノードは、他のアベイラビリティコンテナ（または、他のデータセンタ）における他のＳ
ＭＳまたはＳＰＳノードを遠隔から構成することができる。つまり、特定のアベイラビリ
ティコンテナまたはデータセンタは、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。

10

【００５７】
図１０は、少なくともいくつかの実施形態に従う、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分配することができるプロバイダネットワーク環境を示す。描写した
実施形態では、プロバイダネットワーク１００２は、三つのアベイラビリティコンテナ１
００３Ａ、１００３Ｂ及び１００３Ｃを備える。各アベイラビリティコンテナは、一つ以
上のデータセンタの一部またはすべてを含む。例えば、アベイラビリティコンテナ１００
３Ａは、データセンタ１００５Ａ及び１００５Ｂを備える。アベイラビリティコンテナ１
００３Ｂは、データセンタ１００５Ｃを含み、アベイラビリティコンテナ１００３Ｃは、
データセンタ１００５Ｄを含む。ＳＭＳ及び／またはＳＰＳノードの多くの異なる冗長グ
ループ１０１２を示す。データセンタ１００５Ａ内に設置されたＲＧ１０１２Ａの場合の

20

ように、単一のデータセンタ内に一部のＲＧ１０１２を完全に実装することができる。Ｒ
Ｇ１０１２Ｂなどの他のＲＧは、アベイラビリティコンテナ１００３Ａのデータセンタ１
００５Ａ及び１００５Ｂにわたり、所与のアベイラビリティコンテナ内の複数のデータセ
ンタのリソースを使用することができる。なおも他のＲＧは、異なるアベイラビリティコ
ンテナにわたって広がるリソースを使用するよう実装することができる。例えば、ＲＧ１
０１２Ｃは、アベイラビリティコンテナ１００３Ａ及び１００３Ｂそれぞれのデータセン
タ１００５Ｂ及び１００５Ｃに設置されたリソースを使用し、ＲＧ１０１２Ｄは、アベイ
ラビリティコンテナ１００３Ａ、１００３Ｂ及び１００３Ｃそれぞれにおけるデータセン
タ１００５Ｂ、１００５Ｃ及び１００５Ｄにおけるリソースを活用する。一つの実施例の
配置では、ＲＧ１０１２が一つのプライマリ及び二つの非プライマリノードを備える場合

30

に、三つのノードの各々を、異なるアベイラビリティコンテナに設置することができる。
それ故に、二つの異なるアベイラビリティコンテナに同時に大規模な障害事象が発生した
場合でさえも、少なくとも一つのノードが機能性を高い可能性で保持することを保証する
ことができる。
【００５８】
描写した実施形態では、それぞれＳＭＳ及びＳＰＳに関連するコンソールサービス１０
７８及び１０７６が、プロバイダネットワーク１００２においてストリーム関連設定を構
成するための、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。そ
の少なくともいくつかをＳＭＳ及び／またはＳＰＳによって使用することができる多くの
追加のサービスを、一つ以上のデータセンタにわたって、または一つ以上のアベイラビリ

40

ティコンテナにわたって広がるリソースを使用してプロバイダネットワーク１００２に実
装することができる。例えば、さまざまな異なる性能レベルのコンピュートインスタンス
としてパッケージ化された選択された量の計算能力をクライアントが活用できる仮想コン
ピューティングサービス１０７２を実装することができる。そのようなコンピュートイン
スタンスを使用して、ＳＭＳ及び／またはＳＰＳノードを実装することができる。例えば
、ブロックデバイスボリュームインターフェースまたはウェブサービスインターフェース
のいずれかを経由してクライアントが所望のデータの永続性レベルを持つデータオブジェ
クトを保存及びそれにアクセスできる一つ以上のストレージサービス１０７０を実装する
ことができる。いくつかの実施形態において、ストレージオブジェクトをサービス１０７
２のコンピュートインスタンスに取り付けるまたはそれからそのオブジェクトにアクセス
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することができ、それを使用して、ＳＭＳ保存サブシステムにおいてさまざまなストリー
ム持続性ポリシを実施することができる。一実施形態において、高性能キー値データベー
ス管理サービス１０７４またはリレーショナルデータベースサービスなどの一つ以上のデ
ータベースサービスをプロバイダネットワーク１００２に実装することができる。そのよ
うなデータベースサービスを使用して、ＳＭＮＳ保存サブシステムによってストリームデ
ータレコードを保存し、かつ／または制御サブシステム、取り込みサブシステム、保存サ
ブシステム、検索サブシステムもしくは処理ステージのメタデータを保存することができ
る。
【００５９】
ストリームセキュリティオプション

10

少なくともいくつかの実施形態では、ＳＭＳ及び／またはＳＰＳのユーザには、データ
ストリームについての多くのセキュリティ関連オプションが提供され得る。これによりク
ライアントは、取り込み、保存、検索、処理及び／または制御などのさまざまな機能別カ
テゴリに使用されるリソース（例えば、仮想または物理マシン）のセキュリティプロファ
イルを選択することができる。そのようなオプションは、例えば、さまざまなノードに使
用されるリソースの物理的な位置のタイプについての選択（例えば、プロバイダネットワ
ーク機能またはプロバイダネットワーク機能とは異なるセキュリティ特性を有し得るクラ
イアント所有の設備を使用するか否か）、ストリームデータの暗号化についての選択、及
び／またはストリーム処理インフラのさまざまな部分におけるネットワーク分離の選択を
含むことができる。一部のクライアントは、価値が高い登録商標権を持つビジネスロジッ

20

クまたはアルゴリズムへのアクセスを得て、例えば、クライアント所有の設備内のコンピ
ューティングデバイスを使用してストリーム処理ワーカーノードを実装することを所望し
得る侵入者またはアタッカーの可能性について憂慮することがある。ＳＭＳ及び／または
ＳＰＳノードのセットを実施するのに使用されるリソースのタイプは、それらのノードに
関して、本明細書において「配置宛先タイプ」と称され得る。図１１は、少なくともいく
つかの実施形態に従う、ＳＭＳまたはＳＰＳのノードに応じて選択することができる複数
の配置宛先タイプを示す。
【００６０】
描写した実施形態では、配置宛先は、一部のタイプのＳＭＳ／ＳＰＳ機能別カテゴリ（
例えば、取り込み、保存、検索、制御または処理）のために、プロバイダネットワーク１

30

１０２内に、及び他のタイプのＳＭＳ／ＳＰＳ機能別カテゴリのために、プロバイダネッ
トワーク１１０２の外側に選択することができる。プロバイダネットワーク１１０２内に
おいて、コンピュートインスタンス、ストレージインスタンスまたはデータベースインス
タンスなどの一部のリソースを、マルチテナントインスタンスホスト１１０３を使用して
実装することができる。そのようなマルチテナントインスタンスホストは、一つ以上のク
ライアントについてのＳＭＳまたはＳＰＳノードの各々においてインスタンス化され、配
置宛先タイプの第一のカテゴリ「Ａ」を形成することができる。物理リソースを他のクラ
イアントと共用する必要性を回避するために、一部のクライアントは、そのクライアント
のＳＭＳ／ＳＰＳノードを、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
して実装することをリクエストすることができる。そのようなシングルテナントインスタ

40

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。いくつかの理由のた
めに、一部のクライアントの観点からすれば、シングルテナントインスタンスホストが好
ましいことがある。マルチテナントインスタンスホストは、シングルテナントインスタン
スホストとは異なり、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み得るの
で、マルチテナントインスタンスホストにおける別のクライアントのインスタンスからの
セキュリティ攻撃の可能性がより高くなり得る。さらに、マルチテナントホストにおいて
実行されるあるクライアントのコンピュートインスタンスＣＩ１が、作業負荷を急増し、
ホストの計算サイクルまたは他のリソースの大部分を消費し、それ故に、異なるコンピュ
ートインスタンスＣＩ２を実行する別のクライアントのアプリケーションの性能に影響を
及ぼす可能性がある「ノイジーネイバー」現象も、シングルテナントインスタンスホスト

50

(31)

JP 6450756 B2 2019.1.9

を使用するときには回避することができる。
【００６１】
描写した実施形態では、ＩＶＮ１１０６Ａ及び１１０６Ｂなどの隔離された仮想ネット
ワーク（ＩＶＮ）１１０６が、配置宛先タイプの別のカテゴリ「Ｃ」を表すことができる
。いくつかの実施形態において、ＩＶＮ１１０６は、プライベートネットワークの論理等
価として、プロバイダネットワーククライアントのリクエストにおいて作製され、プロバ
イダネットワークリソースを使用するが、クライアントによって主として制御されるネッ
トワーク構成を持つよう作製することができる。例えば、クライアントは、ＩＶＮの外側
において既に使用され得るＩＰアドレスを重複する可能性について憂慮する必要なく、Ｉ
ＶＮ１１０６内で使用するＩＰアドレスを決定することができる。描写した実施形態では

10

、一つ以上のＩＶＮにおけるさまざまなタイプのＳＭＳ及びＳＰＳノードの実装は、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、割増レベルのネットワークセキ
ュリティを追加することができる。場合によっては、所与のクライアントは、ＳＭＳ／Ｓ
ＰＳノードの一つの機能別カテゴリをＩＶＮ１１０６に、異なる機能別カテゴリを異なる
ＩＶＮに配置することを所望できる。さまざまな実施形態において、所与のＩＶＮ１１０
６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のいず
れか、または両方のタイプのインスタンスホストを備えることができる。図１１には示さ
ないが、いくつかの実施形態において、プロバイダネットワークのリソースを使用して別
のセットの配置宛先タイプの選択（または、セキュリティプロファイルの選択）を、少な
くともいくつかのクライアントに利用可能にすることができる。ストリーム関連動作にお

20

いてプロバイダネットワークの仮想化されたコンピューティングサービスからクライアン
トがコンピュートインスタンスを取得及び使用することができる実施形態では、コンピュ
ートインスタンスを、二つのモードのうちの一つにおいて使用することができる。一つの
モードにおいて、クライアントは、ＳＰＳワーカーノードとして（または、取り込み、保
存または検索ノードにおいて）構成され、ＳＭＳまたはＳＰＳにプログラムを実行させか
つノードを管理させる、コンピュートインスタンスにおいて実行するための一つ以上の実
行可能プログラムをＳＰＳまたはＳＭＳに提供することができる。この第一のモードは、
ストリームについての動作において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」モードと称され得る。他のモードにおいて、クライアントは、ＳＰＳまたは
ＳＭＳからのより少ないサポートにおいて、実行可能プログラムを実行し、コンピュート

30

インスタンスを管理することを所望できる。この第二のモードは、ストリームについての
動作において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」モードと称され
得る。それ故に、これらの二つのモードの動作は、クライアントが選択可能な配置宛先タ
イプまたはセキュリティプロファイルに関する追加の選択を示すことができる。クライア
ントは、例えば、実行可能プログラムが、クライアントの組織からの主題専門家によって
最もよく実行できる（シングルステッピングを含む）デバッギングを必要とする可能性が
高い場合には、クライアント管理モードを選ぶことができる。一方で、デバッギングを恐
らく必要としないより成熟したコードに関しては、ストリームサービス管理モードが妥当
な選択であり得る。いくつかの実施形態において、これらの二つのモードに異なる価格決
定ポリシを適用することができる。

40

【００６２】
図１１に示す実施形態において、プロバイダネットワーク外部の設備において多くの配
置オプションを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がインストールされたホスト１１６０を、プロバイダネッ
トワークとの接続性の様式が異なる二つのタイプのクライアント設備（例えば、クライア
ント所有のデータセンタまたは設備）１１１０Ａまたは１１１０Ｂ内において、ストリー
ム管理または処理のために使用することができる。クライアント設備１１１０Ａは、少な
くともいくつかの共有インターネットリンク１１５１を通じて、プロバイダネットワーク
１１０２にリンクされる（すなわち、他の事業体のネットワークトラフィックも、クライ
アント設備１１１０Ａとプロバイダネットワーク１１０２との間のリンクの一部を流れる
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ことができる）。対照的に、一部のクライアント設備（例えば、１１１０Ｂ）は、（「直
接結合」リンクと称され得ることもある）特殊な非共用の専用物理リンク１１０６によっ
てプロバイダネットワークにリンクすることができる。これらの二つの異なるタイプのク
ライアント設備は、図１１に使用される専門用語において、それぞれ、配置宛先オプショ
ン「Ｄ」及び「Ｅ」を備える。いくつかの実施形態において、ＳＭＳ及び／またはＳＰＳ
の一部も、第三者設備（例えば、ＳＭＳ／ＳＰＳのクライアントによって所有または管理
されないが使用されるデータセンタ）に実装することができる。そのような第三者設備は
、配置宛先タイプ「Ｆ」として用意することができる。クライアント及び／または第三者
設備の少なくともいくつかにおいて、ＳＭＳ及び／またはＳＰＳライブラリを、プロバイ
ダネットワークから入手し、ＳＭＳ／ＳＰＳノードのために使用されるホストにインスト

10

ールする必要が生じ得る。少なくとも一つの実施形態では、すべての異なる機能別カテゴ
リのノードを、適切なライブラリの援助を受けて、プロバイダネットワークの外部に実装
することができる。種々の実施形態において、種々の配置宛先タイプは、例えば、実装さ
れるネットワーク分離特徴、サポートされる侵入検出機能性、実装される物理的セキュリ
ティポリシ、サポートされた暗号化レベルなどのさまざまなセキュリティ関連の態様にお
いて互いに異なってもよい。それ故に、さまざまな宛先タイプの各々は、一つ以上の様式
において他の配置宛先のセキュリティプロファイルとは異なってもよいそれぞれのセキュ
リティプロファイルを有するものとみなされ得る。いくつかの実施形態において、ＳＭＳ
及び／またはＳＰＳのクライアントは、例えば、図１２ａ及び図１２ｂに示すように、リ
クエストを一つ以上のＳＭＳまたはＳＰＳの制御ノードに送信することによって、異なる
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サブシステムまたはノードセットについてのそれぞれの配置宛先タイプをプログラムで選
択することができる。いくつかの実施形態において、及び特定のタイプのストリームアプ
リケーションに関して、クライアントが、セキュリティの理由のみならず、性能及び／ま
たは機能性の理由にもよって、配置宛先タイプの制御を所望できることに留意されたい。
例えば、前述のノイジーネイバー現象は、専用のクライアント設備のリソースまたはシン
グルテナントインスタンスホストを使用することによって回避することができる。いくつ
かの実施形態において、そのようなコンポーネントを使用して達成可能な機能的性能また
は性能レベルが、プロバイダネットワークにおいて容易にレプリカできない、またはプロ
バイダネットワークにおいて簡単にサポートされない場合には、クライアントは、ＳＰＳ
ステージまたはＳＭＳノードに関して使用することを所望する専用のまたは登録商標権を
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持つハードウェア及び／またはソフトウェアを有することができる。クライアントは、外
部データセンタにおいて、例えば、プロバイダネットワークリソース単独を使用して実行
できるものよりも遥かに高い速度においてＳＰＳ処理を実行できるスーパーコンピュータ
レベルの処理性能を持つコンピュータサーバへのアクセスを有することができる。さまざ
まなノードについての配置宛先をクライアントが選択できることによって、そのような専
用デバイスまたはソフトウェアを使用することができる。
【００６３】
図１２ａ及び図１２ｂは、それぞれ、少なくともいくつかの実施形態に従う、ＳＰＳク
ライアント及びＳＭＳクライアントによって提示することができるセキュリティオプショ
ンリクエストの実施例を示す。図１２ａは、識別子を持つ一つ以上の処理ステージ１２１

40

０、ステージの制御ノードにおいてリクエストされた配置宛先タイプ（ＰＤＴ）（要素１
２１２）、及びワーカーノードにおいてリクエストされたＰＤＴ（要素１２１４）につい
てクライアントが示すＳＰＳセキュリティオプションリクエスト１２００を示す。少なく
とも一つの実施形態では、クライアントは、例えば、さまざまなネットワークリンクを通
じて伝送する、またはさまざまな制御もしくは管理上の相互作用を暗号化する前に、指定
されたアルゴリズムまたはプロトコルを使用してデータレコードを暗号化することをリク
エストすることによって、ストリームデータレコードまたはストリーム処理結果について
の暗号化設定を構成するためのリクエストを提示することもできる。例えば、図１２ａで
は、ステージについての暗号化設定は、ステージ処理動作の結果に適用される暗号化技術
、及び／またはステージの制御ノードとステージのワーカーノードとの間の通信に使用さ
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れる暗号化を示すことができる。
【００６４】
同様に、図１２ｂにおいて、クライアントのＳＭＳセキュリティオプションリクエスト
１２５０は、指定された識別子１２５２を持つ一つ以上のストリームについてのクライア
ントのセキュリティ嗜好を表す多くの要素を備える。取り込みノード、保存ノード及び検
索ノードについての配置宛先タイプの嗜好が、それぞれ、要素１２５４、１２５８及び１
２６２において表され得る。取り込み制御ノード、保存制御ノード及び検索制御ノードに
ついてのＰＤＴ嗜好が、それぞれ、要素１２５６、１２６０及び１２６４によって表され
得る。データレコードについての暗号化の嗜好、例えば、ノードのあるカテゴリから別の
カテゴリに伝送されるときのデータレコードについての暗号化の実施の有無及び方法は、

10

要素１２６６によって表され得る。図１２ａ及び図１２ｂに示すようなセキュリティオプ
ションリクエストを使用して、クライアントは、（例えば、プロバイダネットワーク内部
のまたはプロバイダネットワーク外部の）ロケーション、並びにストリーム管理及び処理
環境の種々の部分についてのさまざまな他のセキュリティプロファイルコンポーネントを
選ぶことができる。
【００６５】
少なくともいくつかの実施形態では、セキュリティ以外の理由ために、ノード配置宛先
の選択を提供できることに留意されたい。例えば、クライアントは、性能の理由のために
（例えば、主としてセキュリティの理由以外の前述した「ノイジーネイバー」問題を回避
するために）シングルテナントホストにおいて実装された一部のタイプのＳＭＳまたはＳ
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ＰＳノードを有することを所望できる。少なくともいくつかの実施形態では、ストリーム
の寿命期間に配置の選択を変更することができる。例えば、クライアントは、初期に、Ｓ
ＭＳノードをマルチテナントインスタンスホストにおいてインスタンス化できるが、後で
、ノードの少なくともいくつかのサブセットをシングルテナントインスタンスホストに移
動させることを所望することができる。少なくともいくつかの実施形態では、種々の価格
決定ポリシを種々のセキュリティ関連オプションに適用することができる。例えば、ＩＶ
Ｎ外部のマルチテナントインスタンスホストにおいてよりもＩＶＮにおいて特定の機能別
カテゴリのＳＭＳノードを実装することにはより費用がかかり得る、またはマルチテナン
トインスタンスホストにおいておよりもシングルテナントインスタンスホストにおいてＳ
ＭＳノードを実装することにはより費用がかかり得る。
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【００６６】
ストリームレコードの順次保存及び検索
多くのタイプのストリームアプリケーションにおいて、データレコードは、複数のデー
タプロデューサ１２０から非常に高速でＳＭＳにおいて受信することができ、そしてデー
タコンシューマは、通常、レコードが生成された順序で保存されたデータレコードにアク
セスすることを所望できる。特に、前述のような、ストリームデータレコードのためのス
トレージデバイスとして回転磁気ディスクが使用される環境では、（読み出し及び書き込
み両方のための）順次の入出力アクセスパターンは、ランダムの入出力アクセスパターン
よりも大幅に優れた性能優位性を有することができる。いくつかの実施形態において、ス
トリーム特有のまたはパーティション特有のシーケンス番号を、ＳＭＳによって受信され
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るときにデータレコードに割り当てることができる。そしてシーケンス番号に基づく順次
検索動作をサポートすることができる。図１３ａは、少なくともいくつかの実施形態に従
う、ストリームデータプロデューサとＳＭＳの取り込みサブシステムとの間の実施例の相
互作用を示す。ストリームデータプロデューサは、データレコード１１０を取り込みサブ
システムに提示することができる。描写した実施形態では、取り込みサブシステムは、提
示されたレコードについて選択されたシーケンス番号１０２を使用して応答することがで
きる。少なくともいくつかの実施形態では、取り込みノードは、保存サブシステムからシ
ーケンス番号の一部を入手することができる。例えば、そのような実施形態では、受信し
たデータレコードの保存に続いて、適用可能な持続性ポリシに従いシーケンス番号１０２
を決定することができる。そして保存サブシステムは、データレコードについて特有の番
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号順インジケータを生成し、取り込みノードによってデータレコードに割り当てられたよ
り大きなシーケンス番号に含有させるために、そのインジケータを提供することができる
。
【００６７】
さまざまな実施形態において、データレコードについての安定した一貫性のある順序を
提供し、データコンシューマによるレコード全体を通じた反復可能な繰り返しを可能にす
るために、シーケンス番号を実装することができる。少なくともいくつかの実施において
、特定のパーティションのデータレコードに割り当てられたシーケンス番号は、連続して
いる必要はないが、経時的に単調に増加させることができる。さまざまな実施形態におい
て、シーケンス番号は、以下の意味論の少なくともいくつかのサブセットにおいて割り当
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てることができる。（ａ）シーケンス番号は、ストリーム内において独自のものである、
すなわち、所与のストリームの同じデータレコードに、同じシーケンス番号が割り当てら
れることはない、（ｂ）シーケンス番号は、ストリームのデータレコード内のインデック
スとしての機能を果たし、所与のストリームパーティション内のデータレコードにわたっ
て繰り返して使用することができる、（ｃ）任意の所与のデータプロデューサにおいて、
データプロデューサがデータレコードに成功裏に提示した順序が、データレコードに割り
当てられるシーケンス番号に反映される、そして（ｄ）所与のパーティションキー値を持
つデータレコードについてのシーケンス番号は、動的再パーティショニング動作にわたる
単調に増大する意味論を保持する、例えば、再パーティショニング後にパーティションキ
ー値Ｋ１を持つデータレコードに割り当てられたシーケンス番号は、その各々が、動的再
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パーティショニングの前にそのパーティションキー値Ｋ１を持つデータレコードに割り当
てられたシーケンス番号のいずれよりも大きくなり得る。（動的再パーティショニングの
さらなる詳細は、図１６に関して後述する。）
【００６８】
いくつかの実施形態において、データプロデューサは、少なくともいくつかのデータレ
コードに対して選択されたシーケンス番号１０２の選択に影響を与えることを所望できる
。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
の境界線またはセパレータの境界を定めることを所望できる。これによりそのストリーム
のデータコンシューマは、ストリームの特定のサブセットをターゲットにした読み出しリ
クエストを提示することがより容易になる。いくつかの実施では、データプロデューサ１
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２０は、レコードと共に最小シーケンス番号の表示を提示することができる。そしてＳＭ
Ｓは、リクエストされた最小値に従う、そして前述のシーケンス番号の意味論にも従うシ
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従う、ＳＭＳにおいて取り込まれたデー
タレコードに応じて生成することができるシーケンス番号の実施例の要素を示す。描写し
た実施形態では、シーケンス番号は、四つの要素を備えることができる。すなわち、ｎ１
ビットＳＭＳバージョン番号１３０２、ｎ２ビットタイムスタンプまたはエポック値１３
０４、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１３
０８を備える。いくつかの実施では、１２８ビットシーケンス番号を使用することができ
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る。例えば、ｎ１、ｎ２、ｎ３及びｎ４は、それぞれ、４、４４、６４及び１６ビットで
あってもよい。バージョン番号１３０２を簡単に使用して、ＳＭＳソフトウェアバージョ
ンロールアウトに伴う混乱を回避することができる。これにより例えば、シーケンス番号
を生成するのにＳＭＳソフトウェアのどのバージョンが使用されたかを容易に見分けるこ
とができる。少なくともいくつかの実施において、バージョン番号１３０２は、頻繁に変
更することは予期されない。タイムスタンプ値１３０４は、例えば、取り込みサブシステ
ムのノードによって、ローカルクロックソースまたはグローバルアクセス可能なクロック
ソース（例えば、ｇｅｔＣｕｒｒｅｎｔＥｐｏｃｈまたはｇｅｔＣｕｒｒｅｎｔＴｉｍｅ
ＡＰＩを実装するプロバイダネットワークの状態管理システム）から入手することがで
きる。少なくともいくつかの実施において、既知の時点からのオフセット（例えば、Ｕｎ
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ｉｘ（商標）ベースのオペレーティングシステムにおけるさまざまな時間関連システムコ
ールを起動することによって入手することができる、１９７０年１月１日のＡＭ００：０
０：００ＵＴＣから経過した秒数）を、タイムスタンプ値１３０４に使用することができ
る。いくつかの実施形態において、保存サブシステムによって、特定のパーティションの
データレコードがストレージデバイスに書き込まれる順序を表すことができるサブシーケ
ンス番号１０３６を生成することができる。それ故に、幾多のデータレコードが所与の秒
内に受信され、そしてタイムスタンプ値１３０４がおおよそ秒毎の間隔においてしか変更
されない実施では、サブシーケンス番号１３０６は、同じ秒内に偶然到着し、したがって
、同じタイムスタンプ値が割り当てられたデータレコードについてのレコード到着（また
は、保存）順序のインジケータとしての機能を果たすことができる。いくつかの実施形態

10

において、パーティション番号１３０８は、所与のストリーム内のパーティションを独自
に特定することができる。シーケンス番号タイムスタンプが、対応するデータレコードが
取り込まれた（少なくともおおよその）時刻を示す少なくともいくつかの実施では、シー
ケンス番号を、特定のタイプの時間ベースの検索リクエストについてのインデックスメカ
ニズムとして使用することができる。例えば、クライアントは、特定の日または指定され
た時間範囲内に生成または取り込まれたストリームレコードを検索することを所望でき、
そしてシーケンス番号を、データレコードの適切なセットを検索するための暗示的な二次
インデックスのキーとして使用することができる。それ故に、少なくともいくつかの実施
形態では、順序付けられた保存及び検索についてのタイムスタンプを含むシーケンス番号
の使用によって、保存されたデータレコードのセットに時間的インデックスを提供すると
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いう追加の利益を有することができる。
【００７０】
所与のパーティションのデータレコードは、通常、多くの場合に大きな順次書き込み動
作を使用して、シーケンス番号順に（例えば、ディスクに）書き込むことができる。いく
つかの実施形態において、前述のように、イテレータベースのプログラマチックインター
フェースを実装し、これによりデータコンシューマは、データレコードをシーケンス番号
順に読み出すことができる。図１４は、少なくともいくつかの実施形態に従う、ＳＭＳに
おいて順序付けられたストレージ及びストリームデータレコードの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）の六つのデータ
レコード１１０Ａ〜１１０Ｆが、シーケンス番号順に保存されて示される。少なくともい
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くつかの実施形態では、示したように、シーケンス番号は連続していなくてもよい。なぜ
ならば、例えば、前述のタイムスタンプ部１３０４またはサブシーケンス番号１３０６に
値が割り当てられる様式が、必ずしもそれらの要素において連続的な値をもたらさなくて
もよいからである。
【００７１】
図１４に示す実施例では、データコンシューマは、イテレータを作製し、開始シーケン
ス番号「８６５」を指定することをリクエストした。ＳＭＳは、リクエストに応答して、
リクエストされた開始シーケンス番号以上の最も近いシーケンス番号を持つデータレコー
ドに位置付けられたＩｔｅｒａｔｏｒ１を初期化した。この場合は、隣のより小さいシー
ケンス（データレコード１１０Ｂに割り当てられた８６０）が、コンシューマのリクエス
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トにおける開始シーケンス番号よりも小さいので、シーケンス番号８７０を持つデータレ
コード１１０Ｃが、イテレータの開始位置として選択された。ｇｅｔＩｔｅｒａｔｏｒイ
ンターフェースが、パーティション内のリクエストされた位置にカーソルを設定するため
に、リクエストの論理等価を考慮し、そして次に、ｇｅｔＮｅｘｔＲｅｃｏｒｄｓインタ
ーフェースを使用して、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
させてカーソル位置から開始してデータレコードを読み出すことができる。示した実施例
では、データコンシューマは、Ｉｔｅｒａｔｏｒ１に設定されたパラメータ「イテレータ
」、及び（データレコードの最大数に戻すように）３に設定された「ｍａｘＮｕｍＲｅｃ
ｏｒｄｓ」を持つｇｅｔＮｅｘｔＲｅｃｏｒｄｓインターフェースを呼び出した。それ故
に、ＳＭＳ検索サブシステムは、データレコード１１０Ｃ、１１０Ｄ及び１１０Ｅをその
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順序でデータコンシューマに戻す。イテレータＩｔｅｒａｔｏｒ１は、ｇｅｔＮｅｘｔＲ
ｅｃｏｒｄｓの呼び出しが完了した後に新規の位置、例えば、データレコード１１０Ｆに
移動し、同じイテレータについての次のｇｅｔＮｅｘｔＲｅｃｏｒｄ起動によって、デー
タレコードを１１０Ｆから開始して戻すことができる。いくつかの実施形態において、ｇ
ｅｔＩｔｅｒａｔｏｒの呼び出しの意味論は異なってもよい。例えば、指定されたシーケ
ンスされた番号以上の最も近いシーケンス番号を持つデータレコードにイテレータを位置
付ける代わりに、いくつかの実施形態において、イテレータを、リクエストされたシーケ
ンス番号以下の最も大きいシーケンス番号を持つ最も近いデータレコードに位置付けても
よい。別の実施形態では、クライアントは、ｇｅｔＩｔｅｒａｔｏｒの呼び出しにおいて
既存のシーケンス番号を指定する必要が生じ得る。例えば、リクエストされたシーケンス

10

番号を持つレコードがストリーム内に存在しない場合には、エラーを戻すことができる。
【００７２】
パーティションマッピング
前述のように、さまざまな実施形態において、所与のストリームのレコードの取り込み
、保存、検索及び処理に関連する作業負荷を、さまざまなパーティション及び再パーティ
ショニングポリシに従い、いくつかのノード間に再分割及び分配することができる。図１
５は、少なくともいくつかの実施形態に従う、ＳＭＳ及びＳＰＳノードに応じて作製でき
るストリームパーティションマッピング１５０１及び対応する構造決定の実施例を示す。
例えば、ｃｒｅａｔｅＳｔｒｅａｍ

ＡＰＩのクライアントの起動に応答して特定のデー

タストリームが作製または初期化されると、ストリームについてのパーティショニングポ
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リシをアクティブにすることができ、これを使用して、ストリームのどの任意の所与のデ
ータレコードのパーティションを一部分とみなすかを決定することができる。所与のデー
タレコードについての動作を実行可能な特定の取り込みサブシステム２０４、保存サブシ
ステム２０６、検索サブシステム２０８、及び任意の関連するＳＰＳステージ２１５のノ
ードは、レコードのパーティションに基づいて選択することができる。一実施形態におい
て、所与のデータレコードに使用される制御ノードの少なくともサブセットも、同様に、
パーティションに基づいて選択することができる。少なくともいくつかの実施形態では、
データストリームの動的再パーティショニングを、例えば、ポリシに示されるトリガ条件
または明示的なリクエストに応答して、パーティショニングポリシの一部としてサポート
することができる。
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【００７３】
さまざまな実施形態において、所与のデータレコードに対して選択されるパーティショ
ンは、直接的（例えば、書き込みまたはプットリクエストのパラメータとして）、または
間接的（例えば、ＳＭＳがデータプロデューサクライアントの識別子もしくは名前、デー
タプロデューサのＩＰアドレス、またはデータレコードの実際のコンテンツの一部などの
メタデータをパーティションキーとして使用できる）のいずれかにおいて、データプロデ
ューサによってその値が供給され得る、レコードについてのパーティショニングキーに応
じて決めることができる。図１５に示す実施形態において、一つ以上のマッピング機能１
５０６を、データレコードパーティションキーまたは属性１５０２に適用し、データレコ
ードパーティション識別子１５１０を決定することができる。一つの実施において、例え
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ば、所与のパーティション識別子１５１０は、１２８ビット整数の空間にわたる隣接範囲
を表すことができる。これによりストリームのすべてのパーティションについての範囲の
結合が、１２８ビット整数が担い得るすべての起こり得る値を包含することができる。そ
のような実施例のシナリオでは、一つの単純なマッピング機能１５０６が、データレコー
ドのパーティションキー値（複数可）または選択された属性値（複数可）から１２８ビッ
トハッシュ値を生成することができる。そしてハッシュ値がたまたま位置する特定の隣接
範囲に基づいて、パーティション識別子を決定することができる。いくつかの実施では、
隣接範囲は、少なくとも初期にはサイズが等しくてもよく、他の実施では、異なるパーテ
ィションは、サイズが互いに異なってもよい隣接範囲に対応し得る。一つの実施において
、再パーティショニングは、範囲境界線の調節もすることができる。他のパーティショニ
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ング機能１０６を種々の実施において使用することができる。
【００７４】
（さらなる詳細を後述するように）データストリームが動的再パーティショニングを受
ける場合には、特定のキーを持つレコードがマッピングされるパーティションを変更する
ことがある。それ故に、少なくともいくつかの実施形態では、ＳＭＳ及び／またはＳＰＳ
制御ノードは、ストリームの寿命期間にストリームに適用されるいくつかの異なるマッピ
ングを追跡する必要が生じ得る。いくつかの実施形態において、タイムスタンプ有効範囲
１５１１またはシーケンス番号有効範囲などのメタデータを、パーティションマッピング
ごとに制御ノードに保存することができる。例えば、タイムスタンプ有効範囲１５１１は
、特定のマッピングＭ１がストリームの作製時間から時刻Ｔ１まで適用され、異なるマッ

10

ピングＭ２がＴ１からＴ２まで適用されることなどを表すことができる。ストリーム向け
の読み出しリクエストに応答すると、検索ノードは、最初に、（例えば、読み出しリクエ
ストに示されるシーケンス番号に応じて）どのマッピングを使用するかを決定し、次に、
そのマッピングを使用して適切な保存ノードを特定する必要が生じ得る。
【００７５】
少なくともいくつかの実施形態では、ＳＭＳ及びＳＰＳ制御ノードは、いくつかの異な
る粒度におけるリソースに対するパーティションのマッピングに関与することができる。
例えば、図１５の実施例の実施１５９９に示すように、一つの実施において、（ワーカー
）ノードの取り込み、保存、検索または処理の各々は、Ｊａｖａ（登録商標）仮想マシン
（ＪＶＭ）またはコンピュートインスタンスなどのサーバ仮想マシン内の実行のそれぞれ

20

のプロセスまたはそれぞれのスレッドとして実施することができる。そして各ＪＶＭまた
はコンピュートインスタンスは、特定の物理ホストにおいてインスタンス化することがで
きる。いくつかの実施形態において、複数のＪＶＭが単一のコンピュートインスタンス内
において起動され、リソースマッピング決定の別の層を追加することができる。それ故に
、所与のパーティションにおいて、一つ以上の制御ノードは、どの特定のリソースを、取
り込みノード１５１５、保存ノード１５２０、検索ノード１５２５または処理ステージワ
ーカーノード１５３０（例えば、それぞれ、ステージＰＳ１またはＰＳ２についてのノー
ド１５３０Ａまたは１５３０Ｂ）として使用するかを選択することができる。制御ノード
は、サーバ（例えば、取り込みサーバ１５３５、保存サーバ１５４０、検索サーバ１５４
５または処理サーバ１５５０）へのそれらのノードのマッピング、及びサーバとホスト（

30

例えば、取り込みホスト１５５５、保存ホスト１５６０、検索ホスト１５６５またはＳＰ
Ｓホスト１５７０Ａ／１５７０Ｂ）との間のマッピングも決定することができる。いくつ
かの実施では、パーティションマッピングは、例証されるさまざまなリソースの粒度（例
えば、ノード、サーバ及びホストの粒度）の各々における識別情報（例えば、リソース識
別子）、並びに一つ以上の機能１５０６への入力として使用されるデータレコード属性、
及び機能１５０６それ自体の表示を備えることが考慮され得る。制御サーバは、パーティ
ションマッピングの表示をメタデータストアに保存し、いくつかの実施形態では、さまざ
まなＡＰＩ（例えば、ｇｅｔＰａｒｔｉｔｉｏｎＩｎｆｏ

ＡＰＩ）または他のプログラ

マチックインターフェースを公開し、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サブシステムもしくはＳＰＳのノードに提供することができる。

40

【００７６】
いくつかの実施形態において、パーティションへのデータレコードのマッピング、及び
パーティションからリソースへのマッピングは、さまざまなファクタによってさらに複雑
になり得る。例えば、（ａ）いくつかの実施形態において、所与のノード、サーバまたは
ホストが、複数のパーティションに関与して用意され得る、または（ｂ）障害または他の
トリガが、所与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た新規の
ノード、サーバまたはホストをもたらし得る。さらに、前述した及び後述するように、所
与のストリームについてのパーティションマッピングは、経時的に動的に変更し得、一方
で、ストリームレコードは、ＳＭＳ及び／またはＳＰＳノードによって引き続き処理され
る。その結果、いくつかの実施形態において、その各々が異なる期間に対応する、マッピ
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ングメタデータのいくつかのバージョンを、少なくとも一時的に所与のストリームのため
に保持することができる。
【００７７】
動的ストリームの再パーティション
図１６は、少なくともいくつかの実施形態に従う、動的ストリームの再パーティション
の実施例を示す。図１６に示すタイムラインの時刻Ｔ１において、ストリームＳ１が作製
または初期化される。ストリームＳ１についてのパーティションマッピングＰＭ１が作製
され、時間間隔Ｔ１〜Ｔ２の間、その実施が保持される。Ｔ１とＴ２との間にＳＭＳによ
って受信された三つのデータレコードが、実施例として示される。データレコード１１０
Ａ（ＤＲ１１０Ａ）が、クライアント供給のパーティションキー値「Ａｌｉｃｅ」を含ん

10

で提示され、ＤＲ１１０Ｂが、クライアント供給のパーティションキー値「Ｂｉｌｌ」を
含んで提示され、そしてＤＲ１１０Ｃが、クライアント供給のパーティションキー値「Ｃ
ｈａｒｌｉｅ」を含んで提示される。初期のマッピングＰＭ１において、すべての三つの
データレコード１１０Ａ、１１０Ｂ及び１１０Ｃが、パーティション識別子「Ｐ１」を含
んで同じパーティションにマッピングされる−Ｐｌデータレコードにおいて、単一ノード
Ｉ１が取り込みを行うように構成され、単一ノードＳ１が保存を行うように構成され、単
一ノードＲ１が検索を行うように構成され、そして単一ワーカーノードＷ１がＳＰＳ処理
を行うように構成される。マッピングＰＭ１の有効範囲についての開始タイムスタンプが
、Ｔ１に設定される。
【００７８】

20

図１６の実施例のタイムラインの時刻Ｔ２において、ストリームＳ１が動的に再パーテ
ィションされる。描写した実施形態では、再パーティショニングが起こるときにかかわら
ず、つまり、ＳＭＳもＳＰＳもオフラインになる必要がなく、データレコードは、到着し
続け、ＳＭＳ及びＳＰＳによって処理される。再パーティショニングは、多くのファクタ
のいずれかの結果として起動することができる。例えば、取り込み、保存、検索もしくは
処理ノードにおける過負荷条件の検出、さまざまなサブシステムの種々のホストにおける
作業負荷レベル間のスキューもしくはアンバランスの検出、またはデータコンシューマも
しくはデータプロデューサクライアントからのリクエストに応答して起動することができ
る。描写した実施形態では、新規のマッピングＰＭ２が、ＰＭ２について示す有効範囲開
始タイムスタンプ設定に示すように、時刻Ｔ２において（または、Ｔ２の直後に）実施さ

30

れる。少なくともいくつかの実施において、データレコード属性の異なるセットを、再パ
ーティショニングの前に使用されたデータレコードのパーティショニングに使用すること
ができる。場合によっては、追加のパーティショニング属性が、（例えば、ＳＭＳのリク
エストにおいて）データプロデューサによって提示され得、一方で他の場合において、追
加の属性を、ＳＭＳ取り込みノードによって生成することができる。そのような追加の属
性は、「添加された」属性と称され得、そして再パーティショニングのために追加の属性
を使用する技術は、「添加」と称され得る。一つの実施例の実施において、過負荷の取り
込みサーバは、再パーティショニングのためのデータプロデューサ（例えば、データプロ
デューサによって実行されるＳＭＳクライアントライブラリコード）を表し得、ランダム
に選択された小さい整数が、以前に使用されたパーティションキーに追加として提供され

40

る。その後、オリジナルのパーティションキーと添加された追加の整数との組み合わせを
使用して、取り込みの作業負荷を取り込みノードの異なるセット間に分配することができ
る。いくつかの実施形態において、検索ノード及び／またはデータコンシューマに、再パ
ーティショニングに使用される追加の属性について通知する必要性が生じ得る。少なくと
もいくつかの実施において、そのような追加の属性は、再パーティショニングに使用しな
くてもよい。
【００７９】
図１６に示す実施形態では、新規のパーティションマッピングが、Ｔ２前に同じキーに
対して選択されたパーティションと相対的な、Ｔ２後に受信されたデータレコードの少な
くともいくつかに対して選択された異なるパーティションをもたらす。ＤＲ１１０Ｐが、
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パーティションキー値「Ａｌｉｃｅ」を含んでＴ２後に提示され、ＤＲ１１０Ｑが、パー
ティションキー値「Ｂｉｌｌ」を含んでＴ２後に提示され、そしてＤＲ１１０Ｒが、パー
ティションキー値「Ｃｈａｒｌｉｅ」を含んでＴ２後に提示される。示す実施例のシナリ
オでは、ＰＭ２マッピングを使用して、ＤＲ１１０Ｐが、パーティション「Ｐ４」の一部
分として用意され、ＤＲ１１０Ｑが、パーティション「Ｐ５」の一部分として用意され、
さらに、ＤＲ１１０Ｒが、パーティション「Ｐ６」の一部分として用意される。描写した
実施形態では、Ｔ２後に受信されたものとして示される実施例のデータレコードのいずれ
も、以前に使用されたパーティション「Ｐ１」の一部分として用意されない。代わりに、
再パーティショニング後に、完全に新規なパーティションを使用することができる。いく
つかの実施形態において、少なくともいくつかの以前に使用されたパーティションの使用

10

を、再パーティショニング後に継続することができる。新規のパーティションＰ４、Ｐ５
及びＰ６の各々において、種々のノードを、取り込み、保存、検索及び／または処理のた
めに用意することができる。例えば、ノードＩ４、Ｓ４、Ｒ４及びＷ４を、パーティショ
ンＰ４のために構成し、ノードＩ５、Ｓ５、Ｒ５及びＰ５を、パーティションＰ５のため
に構成し、そしてノードＩ６、Ｓ６、Ｒ６及びＰ６を、パーティションＰ６のために構成
することができる。いくつかの実施形態において、同じ保存ノードを、再パーティショニ
ング前に特定のパーティションキーまたは属性を持つレコードに使用したように、再パー
ティショニング後にそのようなレコードに使用することができるが、再パーティショニン
グ後に、そのノード内の異なる保存場所（例えば、異なるディスク、異なるディスクパー
ティションまたは異なるＳＳＤ）を使用してもよい。

20

【００８０】
Ｔ２における動的再パーティショニング後の少なくともいくらかの期間中、再パーティ
ショニング前にＳＭＳ取り込み及び／または保存サブシステムによって処理されたデータ
レコードのための検索リクエストの検索を継続することができる。少なくともいくつかの
場合において、データレコードが取り込まれた時点に実施されたＰＭ１マッピングに基づ
いて、リクエストされたデータレコードを検索する必要が生じ得る。それ故に、図１６に
示すように、データ検索の目的のために、ＰＭ１及びＰＭ２の両方の使用を、Ｔ２後にい
くらかの時間継続することができる。少なくともいくつかの実施において、データレコー
ドは、最終的に、古くなったときにストリームから削除することができ、そしてより古い
パーティションマッピングも、例えば、すべての対応するデータレコードそれ自体が削除

30

されたときに、最終的に廃棄することができる。いくつかの実施形態において、ストリー
ムレコードは、（削除する代わりに（または、その前に）、例えば、クライアント選択の
アーカイバルポリシに基づいて）保存場所またはデバイスの異なるセットにアーカイブす
ることができる。これによりＳＭＳによって使用されるパーティションマッピングを、依
然として、アーカイバル後にレコードを検索するために使用することができる。そのよう
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を、アーカイバルス
トレージに導かれる検索リクエストをサポートするのに必要である限り、保持することが
できる。いくつかのアーカイバルの実施では、保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種々の検索アプローチを使用することができる（例えば、アーカイ
ブされたデータレコードに新規のインデックスを作製することができる）。いくつかの実

40

施形態において、再パーティショニング前に使用されたが、再パーティショニング後に書
き込みがもはや導かれないＰ２などのパーティションは、再パーティショニング後のある
時点において、読み出しのために「閉じられる」ことがある。例えば、検索リクエストに
応答して、「パーティションの終了に至る」エラーメッセージの均等物が提供され得る。
【００８１】
いくつかの実施では、所与のデータストリームを、幾多の（例えば、何百または何千の
）パーティションに分配することができる。ストリームＳ１が１０００のパーティション
、すなわち−Ｐｌ、Ｐ２〜Ｐ１０００に初期に分配される実施例の事例が考慮される。一
つのパーティションに対応する過負荷条件、すなわち、Ｐ７が検出される場合には、デー
タレコードの初期のマッピングをＰ７に変更するが、他のパーティションのマッピングを
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変更する必要がないことに価値があり得る。一つのアプローチにおいて、再パーティショ
ニング動作によって二つの新規のパーティションＰ１００１及びＰ１００２を作製するこ
とができる。その元々の（すなわち、オリジナルマッピングに基づいた）属性がＰ７にお
ける構成員になり得るであろう、再パーティショニング後に受信されたレコードは、再パ
ーティショニング後にＰ１００１またはＰ１００２のいずれかにマッピングされ、それ故
に、Ｐ７の作業負荷を二つのパーティション間に分配することができる−Ｐｌ〜Ｐ６及び
Ｐ８〜Ｐ１０００などの残りのパーティションは、変更しなくてもよい。少なくともいく
つかの実施形態では、パーティションの小さなサブセットしかそのような再パーティショ
ニングによる影響を受けないので、パーティション入力の有向非巡回グラフなどの組み合
わせのデータ構造（または、パーティション入力のツリー）を生成して保存することがで

10

きる。各入力は、パーティショニング機能の出力範囲及び有効時間範囲（入力のパーティ
ショニング情報が有効であるとみなされている間の期間）を表すことができる。前述の実
施例では、Ｐ７を伴う再パーティショニングが時刻Ｔ２に実行され、その一方で、時刻Ｔ
１にストリームＳ１（及びその初期のマッピング）が作製されたと仮定される。そのよう
なシナリオでは、Ｐ７の入力のための有効な期間は、「Ｔ１〜Ｔ２」であり−Ｐｌ００１
及びＰ１００２のための有効な期間は、「Ｔ２以降」であり、そして残りのパーティショ
ンのための有効な期間は、「Ｔ１以降」であろう。少なくともいくつかの実施において、
そのような組み合わせのデータ構造の使用によって、パーティションマッピングメタデー
タに使用されるメモリまたは保存の量の実質的な減少をもたらすことができる。前述の実
施例において、二つの新規のパーティションへのパーティションＰ７の分割を論じた。少

20

なくともいくつかの実施において、再パーティショニング中にパーティションを統合する
こともできる。例えば、受信した検索リクエストが比較的少ない、または提示されたレコ
ードが比較的少ない二つの隣接するパーティションを、単一のパーティションに統合する
ことができる。任意の所与の時点において、データレコードが属するパーティションを、
パーティショニング機能及び有効時間範囲情報を使用して、それが明白なものであると決
定することができる。長期にわたり、より多くの分割及び／または統合を実行するのに伴
い組み合わせのデータ構造を進化させることができるが、パーティショニングメタデータ
に必要な空間全体は、（当然ながら、分割が起こる頻度及び分割による影響を受ける平均
的なパーティションの数にもよるが）著しく増大しなくてもよい。対照的に、異なる実施
では、再パーティショニングが起こる度に、ストリームについての変化していないメタデ

30

ータの全体セットをレプリカして、再パーティショニングによる影響を受けるパーティシ
ョンのための入力と組み合わせることができる。パーティションマッピングメタデータに
必要なストレージ及びメモリは、特に、前述のように、再パーティショニング後の少なく
ともいくらかの時間、より古いマッピングを保持する必要性が生じ得る場合には、後の実
施において遥かに速い速度において増大することができる。
【００８２】
タイムスタンプ値（例えば、図１３ｂに示すタイムスタンプ値１３０４）を含むシーケ
ンス番号を使用する少なくともいくつかの実施形態では、特殊なタイプのシーケンス番号
の遷移を、動的再パーティショニングのために実施することができる。図１３ｂに示すも
のに類似するタイムスタンプベースのシーケンス番号スキームを、シーケンス番号への含
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有のための新規のタイムスタンプ値が毎秒生成されるものとして、ストリームＳ１に使用
することが実施例として仮定される。動的再パーティショニングがサポートされる少なく
ともいくつかの実施において、動的再パーティショニング後に割り当てられたシーケンス
番号のすべてが、動的再パーティショニング前に使用されたものとは異なる（再パーティ
ション事象に対応する選択された初期タイムスタンプ値から開始された）タイムスタンプ
値のセットを使用することができる。例えば、動的再パーティショニングがコミットされ
る（すなわち、効力を生じる）時に使用されるタイムスタンプ値がＴｋである場合には、
Ｔｋ＋１以降にタイムスタンプ値を使用するために、コミット後に発行される任意の新規
のシーケンス番号が必要となり得る。シーケンス番号値が、図１３ｂにおいて使用される
スキームにおける上位ビットの少なくともいくつかにおけるタイムスタンプ値をエンコー
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ドするので、記述するようなタイムスタンプ境界線に再パーティション事象が対応するこ
とが保証され、これにより検索リクエストに応答して使用されるマッピングの特定に伴う
簿記を単純化することができる。それ故に、そのような実施では、特定のシーケンス番号
を指定する検索リクエストが受信されると、そのシーケンス番号からタイムスタンプ値が
抽出され、再パーティショニング後にマッピングを使用すべきか、または再パーティショ
ニング前にマッピングを使用すべきかを容易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のために選択された初期のタイムスタンプ未満である場合
には、再パーティショニング前にマッピングを使用し、抽出されたタイムスタンプ値が再
パーティションのために選択された初期のタイムスタンプ以上である場合には、再パーテ
ィショニング後にマッピングを使用することができる。

10

【００８３】
ストリーム管理及び処理方法
図１７は、少なくともいくつかの実施形態に従う、ストリームレコード取り込み及びス
トリームレコード検索のための、プログラマチックインターフェースのそれぞれのセット
をサポートするように実行できる動作の態様を示すフロー図である。要素１７０１に示す
ように、データストリームを作製または初期化するためのリクエストを、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信することができる。ストリ
ームに使用される初期のパーティションマッピングを決定することができる（要素１７０
４）。例えば、特定のデータレコードが属するパーティションを特定するのに使用される
機能（複数可）、及びその機能（複数可）に使用される入力パラメータを、パーティショ

20

ニングポリシに基づいて特定することができる。さまざまな実施形態において、前述のよ
うに、ＳＭＳの制御コンポーネントは、ストリーム作製リクエストの受信及び応答に関与
することができる。ストリーム作製及び初期化（並びに、他の制御プレーン動作）が実施
される様式は、実施形態ごとに異なってもよい。一実施形態において、例えば、制御サー
バの冗長グループが構築され、そしてその冗長グループのプライマリ制御サーバが、新規
のストリームについての適切なメタデータ（例えば、初期のパーティションマッピング、
取り込み、保存及び検索のノードの初期のセットなど）を生成して永続的保存場所に保存
することによって、ストリーム作製リクエストに応答することができる。ストリームにつ
いてのその後のクエリ（例えば、所与のパーティションに関与するバックエンドノードに
関するフロントエンド取り込みノードからのリクエスト）に対する応答を、保存されたメ

30

タデータを使用してプライマリ制御サーバによって生成することができる。ＳＭＳ制御プ
レーンの機能性の別の実施では、ストリーム構成メタデータを、取り込み、保存または検
索サブシステムの少なくともいくつかのノードによって直接にアクセス可能なデータベー
スに保存することができる。ストリームが作製及び初期化された後、レコードの提示、保
存及び検索などのデータプレーン動作を開始し、通常、制御コンポーネントとの追加の相
互作用を必要とせずに対応するサブシステムのそれぞれのコンポーネントによってその動
作を処理することができる。
【００８４】
いくつかの実施形態において、明示的なパーティションキーを書き込みリクエストに提
示するのにデータプロデューサが必要となり得、他の実施形態では、データプロデューサ

40

のアイデンティティ、データレコードがそこから受信されるＩＰアドレス、またはデータ
レコードのコンテンツそれ自体からなどの、書き込みリクエストに関連するメタデータに
基づいて、パーティショニング機能に使用される入力を決定することができる。少なくと
も一つの実施において、クライアントは、選択的に、パーティション識別子をデータレコ
ード提示に供給することができ、そのような実施では追加のパーティショニング機能を必
要としない。
【００８５】
ストリームについての取り込み、保存及び検索機能のためのノードの初期のセットの決
定または構成には、多くの異なるファクタを考慮に入れることができる（要素１７０７）
。例えば、（ストリームが分配されるパーティションの数、及びパーティションの相対的
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な予期されるサイズを決定し得る）パーティションマッピングそれ自体、そのような情報
を利用可能である場合に予期される取り込み速度及び／もしくは検索速度についての情報
、ストリームデータレコードについての永続性もしくは持続性要件、並びに／または（図
９及び図１０に示すものに類似する冗長グループの設定をもたらし得る）さまざまなサブ
システムについてのハイアベイラビリティ要件が、異なるサブシステムのノードの数及び
配置に影響を与え得る。さらに、クライアントが、（図１１、図１２ａ及び図１２ｂに示
すような）ノードのさまざまなカテゴリについての配置宛先タイプの嗜好を示すことがで
きる実施形態では、そのような嗜好も、ＳＭＳ及び／またはＳＰＳノードに使用されるリ
ソースを決定する役割を果たし得る。少なくともいくつかの実施形態では、取り込み、保
存及び／または検索機能を実行する能力があるノードのそれぞれのプールを事前に設定す

10

ることができ、制御コンポーネントは、そのようなプールの選択された一部を、作製され
た各々の新規の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、少なくとも場
合によっては、ストリームが作製または初期化されたときに、新規の取り込み、保存また
は検索ノードをインスタンス化する必要が生じ得る。
【００８６】
描写した実施形態では、取り込みノードにおいて、レコードを、データレコード提示の
ために実装されたプログラマチックインターフェースのセットのいずれかを通じて受信す
ることができる（要素１７１０）。このインターフェースは例えば、（提示リクエストに
データが含まれる）インライン提示インターフェース、及び（例えば、ウェブサービスリ
クエストまたは他のインターフェースを使用して、ＳＭＳ取り込みノードまたはＳＭＳ保

20

存ノードによってそこからデータを検索することができるアドレスが提示リクエストに提
供される）照会用提示インターフェースを含む。種々の実施形態において、レコードを提
示する様式ごとに、多くの異なるタイプのプログラマチックインターフェースのいずれか
を提供することができる。例えば、それぞれの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、インライン提示対照会用提示のためにサポートされ得、ウェブペ
ージもしくはウェブサイトが構築され得、グラフィカルユーザインターフェースが実装さ
れ得、またはコマンドラインツールが展開され得る。少なくともいくつかの実施形態では
、ＳＭＳは、例えば、レコードを取り込みまたは保存する順序を表すシーケンス番号を、
各々の取り込まれたレコードに割り当てることができる。シーケンス番号は、データコン
シューマが検索リクエストのために使用することができる。検索サブシステムのノードに
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おいて、レコード検索リクエストを、実装されたプログラマチック検索インターフェース
のセットのいずれかを通じて受信することができ、そしてそれに応答して、リクエストさ
れたデータレコードのコンテンツを提供することができる（要素１７１３）。非順次アク
セスにおいては、インターフェースは、例えば、（ｇｅｔＩｔｅｒａｔｏｒの起動におい
て示されるシーケンス番号に基づいたパーティション内の選択された位置において、イテ
レータをインスタンス化することをリクエストする）ｇｅｔＩｔｅｒａｔｏｒ、または（
指定されたシーケンス番号を持つデータレコードを入手するための）ｇｅｔＲｅｃｏｒｄ
ＷｉｔｈＳｅｑｕｅｎｃｅＮｕｍｂｅｒを含むことができる。順次アクセスにおいては、
（イテレータの現在位置または指定されたシーケンス番号から開始される順序で多くのレ
コードをリクエストする）ｇｅｔＮｅｘｔＲｅｃｏｒｄｓなどのインターフェースを実装
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することができる。少なくともいくつかの実施形態において、種々の検索インターフェー
スは、それらに関連する種々の請求率を有することができる。例えば、順次検索のための
レコードあたりの請求率を、非順次検索のためのレコードあたりの請求率未満に設定する
ことができる。いくつかの実施形態において、種々の提示インターフェースも、種々の請
求率を有することができる。例えば、照会用提示のレコードあたりの費用を、インライン
提示のそれよりも高くすることができる。
【００８７】
経時的に、制御ノードまたは専門の請求サーバが、ストリーム管理サービスのさまざま
なサブシステムにおいて実装された種々のプログラマチックインターフェースについての
使用メトリクスを収集することができる（要素１７１６）。メトリクスは、例えば、種々
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のプログラマチックインターフェースの起動回数、（１回の起動によって複数のレコード
を検索するように使用できるｇｅｔＮｅｘｔＲｅｃｏｒｄｓなどの少なくともいくつかの
インターフェースの起動回数とは異なり得る）取り込みまたは検索されたレコードの総数
、取り込み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、またはストリームからのデータを生産及び／もしくは消費するクライア
ントへの請求額は、選択的に、使用メトリクス及びプログラマチックインターフェースに
関連するそれぞれの請求率に少なくともある程度基づいて生成することができる（要素１
７１９）。少なくともいくつかの実施形態では、請求活動は、ストリーム取り込みまたは
検索動作と非同期であってもよい。例えば、請求書は、月単位で収集されたメトリクスに
基づいて、毎月の請求期間の終わりに生成してもよい。

10

【００８８】
図１８ａは、少なくともいくつかの実施形態に従う、ストリーム処理（ＳＰＳ）ステー
ジを構成するように実行できる動作の態様を示すフロー図である。要素１８０１に示すよ
うに、ストリームデータレコードのための多くの処理ステージをクライアントが構成でき
るプログラマチックインターフェースを実装することができる。特定のステージを構成す
るために、例えば、クライアントは、ステージにおいてパーティションされたストリーム
データレコードに実行される処理動作（複数可）、処理動作の出力のための分配ポリシ、
並びに処理されるデータをそこから入手する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において、ＳＰＳステージにおけ
る処理動作は、冪等である必要があり得る。他の実施形態では、少なくともいくつかのス
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テージにおいて非冪等動作もサポートすることができる。いくつかの実施形態において、
所与のステージにおいて実行される処理が非冪等である場合には、クライアントは、依然
として、動作をいくつかの永続性の外部位置に周期的にフラッシュするためのワーカーノ
ードを構成する、レコード検索シーケンスに関するフラッシュ動作を実行したときをレコ
ードする、及びリカバリ中にフラッシュ動作をリプレイするための取り換えワーカーノー
ドを後に構成することによって、リカバリ関連の冪等性の利益を得ることができる。少な
くともいくつかの実施形態では、クライアントは、有向非巡回グラフ（ＤＡＧ）、または
いくつかの異なる状態においてストリームデータを並行して動作する処理ステージの他の
グラフを構成することができる。いくつかのステージの結果が、他のステージにおいて入
力ストリームとして使用される。いくつかの実施形態において、永続的なストリームでは
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なく一つ以上の一時的なストリームを、異なるステージ間に作製することができる。例え
ば、あるステージから出力されたデータレコードを異なるステージへの入力として送り込
む前に、必ずしも永続ストレージデバイスに保存しなくてもよい。
【００８９】
いくつかの実施形態において、チェックポイントベースのリカバリポリシまたはベスト
エフォートのリカバリポリシなどを含む多くの異なるリカバリポリシのいずれかを、ＳＰ
Ｓステージに実装することができる。一実施形態において、クライアントは、種々のＳＰ
Ｓステージについてのリカバリポリシを選択するためのプログラマチックインターフェー
スを使用することができる。チェックポイントベースのリカバリを使用するステージにお
いて、ストリームパーティションにおいて到達した進捗の程度を示す進捗レコードまたは

40

チェックポイントを保存するワーカーノードを、間隔を置いて構成できる（例えば、最近
に処理されたレコードのシーケンス番号を、進行のインジケータとして保存することがで
きる）。図１９に関して後述するように、進捗レコードは、後に、障害後のリカバリ動作
期間に使用することができる。ベストエフォートのリカバリポリシでは、進捗レコードを
保存する必要がなく、障害に応答して構成された取り換えワーカーノードが、新規のデー
タレコードを受信したときにそれを簡単に処理することができる。いくつかの実施形態に
おいて、所与のＳＰＳステージグラフまたはワークフロー内において、異なるリカバリポ
リシを異なるステージに適用することができる。
【００９０】
ＳＰＳ制御サーバは、例えば、要素１８０１において示されたプログラマチックインタ
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ーフェースのうちの一つを通じて、出力分配記述子ＤＤｅｓｃ１に従い分配される処理結
果とともに、パーティショニングポリシＰＰｏｌ１に従いストリームＳ１の特定のステー
ジＰＳ１において実行される冪等動作Ｏｐ１の表示を受信することができる（要素１８０
４）。ステージＰＳ１及びノードに必要な仮想または物理リソースのために構成されるワ
ーカーノードの数は、例えば、Ｐｐｏｌ１、冪等動作Ｏｐ１の複雑性、及びワーカーノー
ドのために使用されるリソースの実行能力などのさまざまなファクタに基づいて決定する
ことができる（要素１８０７）。
【００９１】
次に、ワーカーノードを、例えば、選択された仮想または物理マシンリソースにおける
プロセスまたはスレッドとしてインスタンス化及び構成することができる（要素１８１０

10

）。一つの単純な実施において、例えば、一つのワーカーノードを、初期に、Ｓ１のパー
ティションごとに割り当てることができる。所与のワーカーノードは、（ａ）Ｓ１の検索
ノードの適切なサブセットからデータレコードを受信し、（ｂ）受信したデータレコード
にＯｐ１を実行し、（ｃ）選択的に、ＰＳ１についてのリカバリポリシに基づいて、パー
ティションレコードのどのセットが処理されたかを示す進捗レコードまたはチェックポイ
ントを保存し、（ｄ）ＤＤｅｓｃ１によって示された宛先に（例えば、永続的なもしくは
一時的なストリームの中間の入力として、または他の処理ステージもしくはストレージシ
ステムに直接に）出力を伝送するように構成できる。少なくともいくつかの実施形態にお
いて、ＳＰＳ処理が、継続的にほかの場所に伝送する必要がある任意の出力を必ずしも生
成しなくてもよ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、
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データレコードの一時的なリポジトリとしての機能を簡単に果たし、かつ／またはデータ
レコードをユーザが視認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、例えば、受信したクエリに応答するが、分配記述子には従わな
い出力を生成するようにその出力を管理することができる。ロギング関連のＳＰＳアプリ
ケーションは、例えば、クライアントがデバッギングまたは解析目的のためにロギングデ
ータを視認することができる、大規模な分散システムから収集された直近日のログレコー
ドを保存することができる。それ故に、いくつかの実施形態において、出力分配記述子は
、ＳＰＳの少なくともいくつかのステージ、少なくともいくつかのストリーム、または少
なくともいくつかのパーティションに特有である必要はない。次に、ワーカーノードは、
それぞれの構成設定の通りのデータレコードの検索及び処理を起動することができる（要
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素１８１３）。少なくともいくつかの実施形態では、ＳＰＳ制御ノードは、（例えば、ハ
ートビートプロトコルなどの反応性チェックを使用して）ワーカーノードの調子状態、並
びにワーカーノードに使用されるリソースのリソース使用レベルなどのさまざまな他のメ
トリクスを監視することができる（要素１８１６）。ワーカーノードから収集した情報を
使用して、ワーカーノードを取り換えるべきか、後述するようなリカバリポリシを実施す
べきかなどのフェイルオーバーが必要であるか否かを決定することができる。
【００９２】
いくつかの実施形態において、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設備、及び／またはクライアント選択のプロバイダネットワークのリ
ソースにＳＰＳワーカーノードを実装することを所望するクライアントに提供することが
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できる。クライアントライブラリによって、ＳＰＳクライアントは、例えば、調子監視機
能、自動作業負荷監視及びバランシング、セキュリティ管理、動的再パーティショニング
などの、ＳＰＳ管理サービスのさまざまな制御プレーン特徴の使用を所望する範囲を選択
することもできる。図１８ｂは、少なくともいくつかの実施形態に従う、ストリーム処理
ワーカーノードの構成のためのクライアントライブラリのコンポーネントの起動に応答し
て実行できる動作の態様を示すフロー図である。要素１８５１に示すように、ＳＰＳクラ
イアントライブラリを、（例えば、図１８ａに示す種類の動作を実行するように構成可能
なマルチテナントＳＰＳ管理サービスのウェブサイトからのダウンロードを通じて）提供
することができる。ライブラリは、多くの実行可能コンポーネント、及び／またはクライ
アントアプリケーションにリンクすることができるコンポーネントを含むことができる。
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いくつかのライブラリコンポーネントによって、クライアントは、一つ以上のＳＰＳステ
ージのストリーム処理動作を実行できるさまざまなワーカーノードの所望の特質を、選択
、ＳＰＳ管理サービスを用いて記録、または指定することができる。例えば、あるクライ
アントは、ワーカーノードのために、プロバイダネットワークの仮想コンピューティング
サービスにおいて実施されるコンピュートインスタンスの自身のセットを使用することを
所望し、一方で、別のクライアントは、ストリームレコードの処理のために、クライアン
トが所有するデータセンタに設置されたコンピューティングデバイス（例えば、プロバイ
ダネットワークによってサポートされない専用デバイス）の使用を所望できる。クライア
ントは、ワーカーノードを必要に応じてオンラインで特有の設備に届ける、または所望に
応じて、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

10

できる。ワーカーノードのそのようなオンデマンドのインスタンス化に追加的にまたは代
替的に、いくつかの実施形態では、クライアントは、必要に応じて配置することができる
、潜在的に再使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
の実施では、その後の制御プレーン動作をＳＰＳ管理サービスによって処理することがで
きるように、クライアントは、ライブラリコンポーネントを実行してまたは呼び出して、
指定されたステージのワーカーノードとしてクライアントによって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、ＳＰＳ管理サービスを用いて記録することができる。
一実施形態において、クライアントは、ワーカーノードのためのＳＰＳ管理サービスによ
って処理される種々のレベルの制御プレーン責務の中からそれを選択することもできる。
例えば、あるクライアントは、ワーカーノードの調子を監視するために自身のカスタムモ

20

ジュールの使用を所望し得、別のクライアントは、ワーカーノードの調子を監視し、障害
が検出された場合に適切なアクションをとるためにＳＰＳ管理サービスの活用を所望でき
る。
【００９３】
ＳＰＳ管理サービスは、特定のＳＰＳステージＰＳ１のワーカーノード及び／または制
御プレーン動作を構成するためにクライアントライブラリの使用を特定のクライアントが
所望することの表示を受信することができる（要素１８５４）。（ＰＳ１それ自体は、ラ
イブラリに含まれるプログラマチックインターフェース、または図４に示すウェブベース
のインターフェースに類似するＳＰＳ管理サービスによって公開されるプログラマチック
インターフェースを使用して指定することができる。）クライアントは、そのデータがＰ

30

Ｓ１による入力として使用するために検索されるストリームも示すことができる。選択的
に、少なくともいくつかの実施形態では、クライアントは、ＰＳ１についての制御プレー
ン設定、例えば、そのクライアントが、ノードについてのサービスの調子監視機能を使用
することを所望するか否か、またはカスタム調子監視ツールを使用することをいとわない
か否かを示すことができる（要素１８５７）。クライアントによって示される嗜好に応じ
て、クライアントが使用するために構成される一つ以上のＳＭＳのノード及び／またはＳ
ＰＳを決定することができる（要素１８６０）。ネットワークの接続性を、クライアント
のワーカーノードとＳＭＳ／ＳＰＳノードとの間に確立することができ、かつ／または所
望に応じて、データレコードを流し、結果を処理することができる他の構成動作を実行す
ることができる。検索リクエストを受信したときにＳＰ１ワーカーノードにデータレコー

40

ドを提供でき、そして必要に応じて、（もしクライアントによってリクエストされた場合
には）所望の制御プレーン動作を実行することができる。少なくともいくつかの実施形態
において、クライアントが、ＳＭＳ管理サービスのさまざまなサブシステムの制御プレー
ンの機能性の使用を所望する範囲を制御できる類似のアプローチもまたは代わりとして実
施でき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従う、ストリーム処理のための一つ以上の
リカバリポリシを実施するように実行できる動作の態様を示すフロー図である。要素１９
０１に示すように、ＳＰＳ制御ノードは、ワーカーノードが無反応もしくは不調となった
可能性がある、進行中のノードの作業負荷レベルがフェイルオーバーについての閾値に到
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達した可能性がある、ワーカーノードにおいて検出されたエラーの数が閾値を超えた可能
性がある、またはワーカーノードの何らかの他の予期されない状態が特定された可能性が
あるなどの、特定のワーカーノードを取り換えるためのトリガ基準が満たされたことを確
定することができる。取り換えワーカーノードを特定またはインスタンス化することがで
きる（要素１９０４）。いくつかの実施形態において、そこから取り換えとして選択でき
る、例えば、またはそこから新規のスレッドもしくはプロセスを立ち上げることができる
、利用可能なワーカースレッドのプールを設定することができる。
【００９５】
（要素１９０７において決定されたように）特定のワーカーノードがアクティブである
ＳＰＳステージにおいてベストエフォートのリカバリポリシを使用する場合には、取り換

10

えワーカーノードは、それらが利用可能になったときに追加のデータレコードの処理を簡
単に開始することができ（要素１９１６）、例えば、取り換えられたワーカーノードの進
行のレコードを分析する必要は全くない。チェックポイントベースのリカバリポリシが使
用される場合には、取り換えられたワーカーノードによって保存された進捗レコードに、
取り換えワーカーノードがアクセスできる位置の表示（例えば、ストレージデバイスアド
レスまたはＵＲＬ）を提供することができる（要素１９１０）。取り換えワーカーノード
は、取り換えられたノードによって保存された最近の進捗レコードを検索し、その進捗レ
コードを使用して、取り換えワーカーノードがステージの冪等動作を実行すべきデータレ
コードのセット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
ベースのリカバリポリシでは、最後の進捗レコードと取り換えワーカーノードがインスタ

20

ンス化された時刻との間の期間、並びに取り換えられたワーカーノードが、進捗レコード
が保存された後に追加のレコードを処理した速度に応じて、二つ以上のいくつかのデータ
レコードを処理することができる。少なくともいくつかの実施形態では、実行される動作
が冪等である場合には、そのような繰り返しの動作は悪影響を全く受けないことがある。
少なくともいくつかの実施形態では、取り換えワーカーノードが、以前に保存された進捗
レコードに基づいて繰り返しのリカバリ動作を実行した後に、取り換えワーカースレッド
が、リカバリが完了したことを示す自身の進捗レコードを保存し、そして正常なワーカー
スレッド動作を、新規に受信したデータレコードに開始することができる（要素１９１６
）。
【００９６】

30

図２０は、少なくともいくつかの実施形態に従う、データストリームのための複数のセ
キュリティオプションを実施するように実行できる動作の態様を示すフロー図である。要
素２００１に示すように、例えば、種々の機能別カテゴリのノード（例えば、取り込み、
保存、検索、処理または制御ノード）についての配置宛先タイプオプションを含む、デー
タストリーム管理及び処理についての様々なセキュリティオプションからクライアントが
選択できる一つ以上のプログラマチックインターフェースを実装することができる。配置
宛先タイプは、セキュリティプロファイルのさまざまな態様において互いに異なってもよ
い。いくつかの実施形態において、ＳＭＳまたはＳＰＳノードに使用されるリソースの物
理的な位置は、宛先タイプごとに異なってもよい。例えば、ノードのためにプロバイダネ
ットワークデータセンタに設置されたインスタンスホストなどのリソース、クライアント

40

所有の設備におけるリソース、または第三者リソースを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、ネットワーク分離レベルまたは他のネットワーキング特性は
、宛先タイプごとに異なってもよい。例えば、いくつかのＳＭＳまたはＳＰＳノードを、
隔離された仮想ネットワーク内において、または専用の孤立した物理リンクによってプロ
バイダネットワークに接続されたクライアント所有の設備においてインスタンス化するこ
とができる。一実施形態において、クライアントは、これも利用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、特定のタイプのＳＭＳまたはＳＰＳノードがプロ
バイダネットワークのシングルテナントインスタンスホストにおいて確立されたことを示
すことができる。少なくともいくつかの実施形態では、さまざまな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マチックインターフェースによって選択することが
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できる。
【００９７】
ストリームＳ１に関する一つ以上の機能別カテゴリのノードについてのクライアントの
セキュリティプロファイルの選択または嗜好を、セキュリティ関連のプログラマチックイ
ンターフェースを通じて受信することができる。例えば、クライアントは、機能別カテゴ
リＦＣ１のノードについてあるセキュリティプロファイルを選択し（例えば、クライアン
トは、クライアント所有の設備にＳＰＳワーカーノードを実装することを所望できる）、
そして異なる機能別カテゴリＦＣ２のノードについて異なるセキュリティプロファイルを
選択する（例えば、クライアントは、プロバイダネットワークデータセンタにＳＭＳ取り
込みノードまたは保存ノードを実装することをいとわないことがある）ことができる（要

10

素２００４）。場合によっては、クライアントは、すべての異なる機能別カテゴリのノー
ドに、同じセキュリティプロファイルを設定することを決定できる。いくつかの実施形態
においてＳＭＳ及び／またはＳＰＳは、さまざまな機能別カテゴリについてデフォルト配
置宛先タイプを規定することができる。例えば、クライアントが他のものを示さない限り
、すべての機能別カテゴリのノードを、プロバイダネットワークの隔離された仮想ネット
ワーク内に設定することができる。
【００９８】
次に、セキュリティプロファイル及び／または位置についてのクライアントの嗜好に基
づいて（または、クライアントが嗜好を提供しないときには機能別カテゴリについてのデ
フォルト設定に基づいて）、種々の機能別カテゴリのノードを構成することができる（要

20

素２００７）。構成は、例えば、適切な物理ホストまたはマシンの選択、種々の機能別カ
テゴリのノードについての適切なコンピュートインスタンス、仮想マシン、プロセス及び
／またはスレッドについてのインスタンス化、並びにノード間の適切なネットワーク接続
の構築を含むことができる。いくつかの実施形態において、構成の一部としてプロバイダ
ネットワーク外部のホストにおけるインストールのために、種々のストリーム管理及び処
理機能についての実行可能なライブラリコンポーネントを提供することができる。
【００９９】
少なくともいくつかの実施形態に従い、例えば、クライアントが示した暗号化の嗜好に
従い、またはデフォルト暗号化設定に基づいて、ノードの一つ以上のカテゴリにおいて暗
号化モジュールをアクティブにすることができる（要素２０１０）。次に、さまざまな機

30

能別カテゴリのノードをアクティブにすることによって、所望に応じて、クライアントに
よってストリームデータの取り込み、保存、検索及び／または処理を行うことができる（
要素２０１３）。
【０１００】
図２１は、少なくともいくつかの実施形態に従う、データストリームのためのパーティ
ショニングポリシを実施するように実行できる動作の態様を示すフロー図である。要素２
１０１に示すように、データストリームについてのパーティショニングポリシを決定する
ことができる。ポリシは、例えば、データプロデューサによって供給されたキーまたは提
示されたデータレコードのさまざまな属性並びにデータストリームを再パーティショニン
グするための一つ以上のトリガ基準に基づいた、パーティションへのデータレコードの初

40

期のマッピングを含むことができる。いくつかの実施形態において、例えば、一つ以上の
パーティションキーにハッシュ関数を適用し、１２８ビット整数のハッシュ値を生じさせ
ることができる。可能性がある１２８ビット整数の範囲は、ストリームのＮ個のパーティ
ションのうちの一つにその各々が相当するＮ個の隣接するサブ範囲に分割することができ
る。いくつかの実施形態において、サブ範囲のパーティションの数及び／または相対的サ
イズは、ストリームごとに異なってもよい。少なくともいくつかの実施形態では、クライ
アントは、自身のストリームを構成するために、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ニング機能の所望の特性などの、使用するパーティショニングスキー
ムについての入力を提供することができる。少なくとも一つの実施形態では、クライアン
トは、提示されたデータレコードのいくつかのサブセットまたはすべてについてのパーテ
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ィション識別子またはパーティション名を提供することができる。
【０１０１】
ストリームのデータレコードを受信すると、供給されたキー及び／または他の属性に基
づいてそれぞれのパーティションを決定し、特定されたパーティションについての取り込
み、保存及び検索ノードの適切なセットを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、例えば、所与のパーティションのレコードが受信された
シーケンスを示す、データレコードについてのそれぞれのシーケンス番号を生成すること
ができる（要素２１０７）。いくつかの実施では、シーケンス番号は、タイムスタンプ値
（例えば、１９７０年１月１日の００：００：００ＵＴＣなどの既知のエポックから経過
した秒数）、保存サブシステムから入手したサブシーケンス値、ＳＭＳソフトウェアのバ

10

ージョン番号、及び／またはパーティション識別子などの多くの要素を含むことができる
。いくつかの実施形態において、例えば、提示されたデータレコードの成功裏の取り込み
を通知するために、データプロデューサにシーケンス番号を提供することができる。いく
つかの実施形態において、シーケンス番号は、ストリームまたはパーティションのデータ
レコードを取り込み順序で検索するためにもデータコンシューマによって使用することが
できる。
【０１０２】
少なくともいくつかの実施形態では、パーティショニングポリシに基づいて、データレ
コードが導かれた保存ノードに、そのデータレコードをシーケンス番号順に保存すること
ができる（要素２１１０）。回転磁気ディスクストレージデバイスが使用される実施形態

20

では、通常、受信したデータレコードをディスクにセーブするのに順次書き込みを使用す
ることによって、ディスクの探し出しに要する待ち時間を回避することができる。少なく
ともいくつかの実施において、例えば、ディスクの探し出しの見込みをさらに減少するた
めに、レコードをディスクに保存する前に、不揮発性バッファを書き込みキャッシュとし
て使用することができる。シーケンス番号によって順序付けられた複数のデータレコード
を読み出す（例えば、ｇｅｔＮｅｘｔＲｅｃｏｒｄｓまたは類似のインターフェースを起
動する）ためのリクエストに応答して、後に、ストレージデバイスからの順次読み出しを
使用してデータレコードを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従う、データストリームの動的再パーティ
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ショニングを実施するように実行できる動作の態様を示すフロー図である。要素２２０１
に示すように、（例えば、ＳＭＳまたはＳＰＳの制御コンポーネントにおいて）ストリー
ムを動的に再パーティションすることを決定できる。取り込み、保存、検索、処理または
制御ノードの一つ以上における過負荷の検出、種々のノードの作業負荷レベルにおけるア
ンバランスの検出、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）から受信できる再パーティショニングリクエストなどの多くの異なるトリガ条
件によって、ストリームを再パーティションすることを決定できる。いくつかの実施では
、クライアントの再パーティショニングリクエストは、生成される変更されたマッピング
のさまざまなパラメータなどの、リクエストされた再パーティショニングの具体的な詳細
（例えば、追加または削除するパーティションの数、どの具体的なパーティションを結合
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または分割すべきかなど）を含むことができる。一つの実施において、クライアントの再
パーティショニングリクエストは、クライアントが解決を所望する問題のある状態（例え
ば、負荷アンバランス）を示すことができ、そしてＳＭＳまたはＳＰＳは、適切な再パー
ティショニング動作における問題のある状態の記述の翻訳に関与することができる。場合
によっては、再パーティショニングをリクエストする、または問題のある状態を記述する
代わりに、クライアントは、再パーティショニングに使用するトリガ基準を指定すること
ができる。いくつかの実施形態において、データストリームのデータ永続性要件に対する
変更を決定することによって再パーティショニングをトリガし、例えば、ストリームレコ
ードについてのストレージデバイスの異なるセットまたは異なる保存技術を選択すること
ができる。場合によっては、データストリームの使用パターン（例えば、データレコード
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が生産または消費される速度）の変更を検出することによっても再パーティショニングを
起こすことができ、これはまた、変更された使用パターンに、より適切な異なる保存技術
またはストレージデバイスの異なるセットを使用することもできる。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ついて予期される読み出
し及び書き込みの速度についての決定に基づき得、ＳＳＤが、回転磁気ディスクよりも適
切な保存技術であり得る。一実施形態において、スケジュール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バージョン変更によって、再パーティショニングを
トリガすることができる。場合によっては、クライアントが、保存についての異なるパー
ティショニングアプローチ、または異なるアプローチを使用するときにより有効に満足し
得る予算制約を示すときには、価格または請求額を考慮して再パーティショニングをトリ

10

ガすることができる。少なくともいくつかの実施形態では、性能目標の変更によっても、
再パーティショニングをトリガすることができる。図２２に描写する実施形態では、再パ
ーティショニング後に割り当てられたシーケンス番号に使用される初期タイムスタンプ値
（例えば、１９７０年１月１日の００：００：００ＵＴＣからの秒数の補正値、通常、い
くつかのオペレーティングシステムにおけるシステムコールによって利用可能なエポック
値）を選択することができる（要素２２０４）。いくつかの実施では、プロバイダネット
ワークに実装されたグローバル状態マネージャが、ｇｅｔＥｐｏｃｈＶａｌｕｅ

ＡＰＩ

をサポートし、これにより例えば、ＳＭＳ及び／またはＳＰＳのさまざまなコンポーネン
トは、シーケンス番号生成に使用される一貫性のあるタイムスタンプ値を入手できる。他
の実施では、他の時間ソースを使用することができる。例えば、ＳＭＳまたはＳＰＳ制御

20

ノードを、一貫して順序付けられたタイムスタンプ値を他のコンポーネントに提供するよ
うに用意する、またはローカルシステムコールの起動を使用することができる。いくつか
の実施形態において、タイムスタンプ値は、必ずしも、任意の特定のホストにおける掛け
時計の時間に対応しなくてもよい。例えば、単調に増大する整数カウンタ値を簡単に使用
してもよい。
【０１０４】
再パーティショニングの決定時に使用されるマッピングとは異なる、ストリームについ
ての、変更されたパーティションマッピングを生成することができる（要素２２０７）。
少なくともいくつかの実施形態では、変更されたマッピングにおいて、特定のパーティシ
ョンキーを持つデータレコードを、再パーティショニング前にマッピングされた同じキー

30

を持つデータレコードとは異なるパーティションにマッピングすることができる。再パー
ティショニングについてのトリガ条件及び／または観測された作業負荷メトリクスに応じ
て、いくつかのパーティション（通常、頻繁に使用されるパーティション）を分割し、そ
の一方で、他の（通常、あまり使用されない）パーティションを統合することができる。
いくつかの実施形態において、再パーティショニング前ではなく再パーティショニング後
に、異なるパーティショニング機能を使用することができる。例えば、異なるハッシュ関
数、またはハッシュ関数結果のパーティションへの再分割についての異なるアプローチを
使用することができる。例えば、パーティションが１２８ビット整数の隣接範囲に対応す
るいくつかの実施では、１２８ビット整数空間を、再パーティショニング後に、サブ範囲
の異なるセットに分配することができる。少なくともいくつかの実施形態では、取り込み

40

、保存、検索、処理または制御ノードの新規のセットを、新規に作製されたパーティショ
ンに割り当てることができる。いくつかの実施では、空間効率のよい組み合わせのデータ
構造を使用して、初期のマッピング及び変更されたマッピングの両方を示すことができる
（要素２２０８）。例えば、各入力がパーティショニング機能出力範囲（例えば、所与の
パーティションに対応するパーティショニングハッシュ関数の結果の範囲）、及び有効時
間範囲の表示を含むことによって、変更されたパーティションに対応するレコードのみを
再パーティショニングの結果として修正する必要がある有向非巡回グラフまたはツリー構
造を保存することができる。再パーティショニング中に変更されないパーティションの入
力については、データ構造を変更しなくてもよい。新規のノードは、変更されたパーティ
ションマッピングを実施するように構成できる（要素２２１０）。少なくともいくつかの
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実施形態では、先のマッピングに基づいて保存されたデータレコードについての検索リク
エストの受信を少なくともいくらかの時間継続できるので、以前のノード及び以前のマッ
ピングをいくらかの時間保持することができる。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リクエストが受信される（要素２２１３）と、新規のパーティシ
ョンマッピングまたは以前のパーティションマッピングを使用して、読み出しリクエスト
が満たされたか否かについての決定を（例えば、制御ノードまたは検索ノードにおいて）
為すことができる。次に、選択されたマッピングを使用して、リクエストされたデータを
そこから入手する適切な保存ノードを特定することができる。
【０１０５】
図２３は、少なくともいくつかの実施形態に従う、データストリームレコードのための

10

少なくとも１回レコード取り込みポリシを実施するように実行できる動作の態様を示すフ
ロー図である。要素２３０１に示すように、いくつかの取り込みポリシオプションの中か
ら、データストリームについてのレコード取り込みポリシをクライアントが選択できる一
つ以上のプログラマチックインターフェースを実装することができる。このオプションは
、例えば、（ａ）肯定応答が受信されるまで１回以上レコード提示者がレコードを提示す
ることに従う少なくとも１回ポリシ、または（ｂ）少なくともいくつかのレコード提示に
対して応答が提供されないことに従うベストエフォート取り込みポリシを含む。一部のデ
ータ生産クライアントは、他のアプローチのように、レコードのごく一部分の損失の可能
性について憂慮しなくてもよく、したがって、ベストエフォート取り込みアプローチを選
ぶことができる。いくつかの実施では、ベストエフォート取り込みのために構成されたス

20

トリームでさえも、ＳＭＳは、それでもなお、いくつかのデータレコードのサブセットに
ついての応答を提供し、さらには、ベストエフォートポリシがあらゆるデータレコードに
ついての応答を必要としない場合でさえも、すべてのデータレコードについての応答の提
供を試みることができる。
【０１０６】
指定されたストリームにおいて使用される特定の取り込みポリシを示すリクエストを、
プログラマチックインターフェースの一つを通じて受信することができる（要素２３０４
）。取り込みノードは、ストリームに実施されるパーティショニングポリシに従いインス
タンス化することができる（要素２３０７）。同じデータレコードの一つ以上の提示が取
り込みノードにおいて受信される（要素２３１０）と、実施される取り込みポリシに応じ

30

て種々のアクションをとることができる。（要素２３１３において決定されるような）少
なくとも１回取り込みポリシが使用される場合には、一つ以上の提示の各々についての応
答がデータプロデューサに送信され得るが、データレコードは、保存サブシステムに１回
のみセーブすればよい（２３１６）。（ストリームにおいて実施される持続性ポリシに従
い、場合によっては所与のレコードのＮ個のレプリカを保存できるが、所与のデータレコ
ードがＭ回提示された場合には、レプリカは、提示のうちの一つについてのみ生成すれば
よい、すなわち、レコードレプリカが保存される総数が、Ｎ×Ｍ個ではなく、それでもな
おＮ個であることに留意されたい。）（これも要素２３１３において検出されるような）
ベストエフォート取り込みポリシが実施される場合には、ここでもなお、データレコード
は、ストレージデバイスに１回セーブされ得るが、応答をデータプロデューサに送信する

40

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、選択的に、選択された取り込みポリシに少なくともある程度基づいて決定すること
ができる（要素２３２２）。前述したように、いくつかの実施形態において、少なくとも
１回取り込みポリシの二つのバージョンをサポートすることができる。図２３に示すもの
に類似する一つのバージョンでは、ＳＭＳは、データレコードの重複排除に関与すること
ができる（すなわち、データが、二つ以上の提示のセットのうちの一つのみに応答してＳ
ＭＳ保存サブシステムに保存されることが保証される）。少なくとも１回取り込みの異な
るバージョンでは、ＳＭＳによるデータレコードの重複を許可することができる。後者の
アプローチは、データレコード重複の否定的な結果が少ないもしくは全くないストリーム
アプリケーション、及び／または自身で重複削除を実行するストリームアプリケーション
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に有用であり得る。
【０１０７】
図２４は、少なくともいくつかの実施形態に従う、データストリームのための複数の持
続性ポリシを実施するように実行できる動作の態様を示すフロー図である。要素２４０１
に示すように、複数の持続性ポリシの中から、ストリームデータレコードについての持続
性ポリシをクライアントが選択できる一つ以上のプログラマチックインターフェースを実
装することができる。持続性ポリシは、さまざまな事項のいずれかに関して互いに異なっ
てもよい。例えば、（ａ）セーブされるレプリカの数は異なってもよい（例えば、Ｎ個の
レプリカポリシ、２つのレプリカポリシまたは１つのレプリカポリシをサポートすること
ができる）、（ｂ）使用される保存場所またはデバイスタイプ（例えば、回転磁気ディス

10

ク、ＳＳＤ、ＲＡＭ、またはデータベースサービスもしくはマルチテナントストレージサ
ービス）は、異なってもよい、かつ／または（ｃ）ポリシは、大規模な障害に対する予期
される回復力の範囲内において異なってもよい（例えば、マルチデータセンタポリシ、ま
たは単一データセンタポリシをサポートすることができる）。指定されたストリームにつ
いての特定の持続性ポリシのクライアントの選択を示すリクエストを受信することができ
る（要素２４０４）。いくつかの実施形態において、クライアントによって選択された持
続性ポリシに応じて、所与のストリームのそれぞれのパーティションのために種々の保存
場所タイプまたはデバイスタイプを使用することができる。一実施形態において、クライ
アントではなくＳＭＳが、ストリームレベルまたはパーティションレベルのいずれかに応
じて、保存場所タイプまたはデバイスタイプを選択することができる。いくつかの実施形

20

態では、クライアントは、いくつかの実施形態において持続性ポリシを選択するときに、
データ永続性目標及び／または性能目標（例えば、所望の読み出しまたは書き込みのスル
ープットまたは待ち時間）を示すことができる。そしてこれらの目標を、適切なストレー
ジデバイスタイプまたは位置を選択するために、ＳＭＳによって使用することができる。
例えば、低遅延が所望される場合には、一つ以上のパーティションまたはストリームのデ
ータレコードを保存するために、回転磁気ディスクの代わりにＳＳＤを使用することがで
きる。
【０１０８】
取り込みノードのセットを、データプロデューサから選択されたストリームのデータレ
コードを受信するように決定または構成し、保存ノードのセットを、選択された持続性ポ

30

リシを実施するように構成できる（要素２４０７）。データレコードが取り込みノードに
おいて受信される（要素２４１０）と、データレコードの一つ以上のコピーを、選択され
た持続性ポリシに基づいて、データレコードが属するパーティションに関与する保存ノー
ドによって、選択されたストレージデバイスに保存することができる（要素２４１３）。
少なくともいくつかの実施において、選択的に（かつ／または非同期に）、クライアント
によって選択された具体的な持続性ポリシに基づいて請求額を決定することができる（要
素２４１６）。
【０１０９】
ストリーム処理のための分散的作業負荷管理
いくつかの実施形態において、ＳＰＳの制御プレーンの機能性のかなりの部分またはす

40

べては、例えば、データベーステーブルなどの共有データ構造を通じてさまざまな制御動
作（例えば、ワーカーノードへのパーティションの割り当て、動的再パーティショニング
に対する応答、調子の監視及び／または負荷バランシング）を調整する、所与のＳＰＳス
テージ内のワーカーノードによって、分散的様式において実施することができる。所与の
ワーカーノードＷ１が、共有データ構造内の入力を検査して、例えば、ステージの入力ス
トリームのどのパーティションが、（もしそうであれば）現在処理されていないかを決定
することができる。そのようなパーティションＰ１が発見された場合には、Ｗ１は、共有
データ構造内の入力を更新して、Ｗ１がステージの処理動作をＰ１のレコードに実行する
ことを示すことができる。他のワーカーノードは−Ｐｌレコードを処理するためにＷ１が
割り当てられたことを知り、したがって、それら自身に異なるパーティションを割り当て
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ることができる。ワーカーノードは、周期的にまたは時々、入力ストリームに有効な進行
中のパーティションマップを決定するためのクエリをＳＭＳ制御プレーンに提示し、必要
に応じて、（例えば、再パーティショニングの結果として）マップ変更を示すために共有
データ構造を更新することができる。後述するように、さまざまな実施形態において、共
有データ構造を通じて負荷バランシング及び他の動作も調整することができる。いくつか
のそのような分散的な実施では、ＳＰＳのための専用の制御ノードを必要としないので、
ＳＰＳワークフローを実施するのに必要な諸経費を減少することができる。そのような分
散的なＳＰＳ制御プレーンの実装は、例えば、顧客に割り当てられたプロバイダネットワ
ーク内の、またはプロバイダネットワーク外部に位置するコンピュートインスタンスにお
いてさまざまな態様のストリーム処理を実施するためにＳＰＳクライアントライブラリを

10

活用する予算意識の高い顧客に特に好評であり得る。分散的なＳＰＳ制御プレーン技術は
、例えば、ＳＭＳ及びＳＰＳに使用されるすべてのリソースがプロバイダネットワーク内
に構成されるときに、クライアントライブラリを使用しない実施形態にも使用することが
できる。ワーカーノードが少なくともいくつかの処理ステージについてのＳＰＳ制御プレ
ーン機能のいくつかまたはすべてを実施するＳＰＳは、本明細書において「分散的制御Ｓ
ＰＳ」と称され得る。
【０１１０】
図２５は、少なくともいくつかの実施形態に従う、処理ステージ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。分散的制御ＳＰＳ２５９０内において、ワーカーノードのそれぞれのセットをその各

20

々が有する二つのステージ２１５Ａ及び２１５Ｂが画定される。ステージ２１５Ａは、ワ
ーカーノード２５４０Ａ及び２５４０Ｂを備えており、ステージ４１５Ｂは、ワーカーノ
ード２５４０Ｋ及び２５４０Ｌを備えている。各ステージ２１５Ａ及び２１５Ｂにおいて
、ステージ２１５ＡのためのＰＡテーブル２５５０Ａ及びステージ２１５ＢのためのＰＡ
テーブル２５５０Ｂなどの対応するパーティション割当（ＰＡ）テーブル２５５０が、デ
ータベースサービス２５２０において作製される。いくつかの実施形態において、所与の
ステージのためのＰＡテーブル２５５０は、例えば、クライアントライブラリコンポーネ
ントまたは機能の起動に応答して、ステージ初期化中に作製することができる。各ＰＡテ
ーブル２５５０には、ステージの入力ストリームが割り当てられていないパーティション
（すなわち、ワーカーノードが現在全く割り当てられていないパーティション）を表す入

30

力または行の初期セットを投入することができる。ＰＡテーブル入力の実施例の列または
属性を、図２６に示し、後述する。ステージにおいて立ち上げられたワーカーノード２５
４０（例えば、コンピュートインスタンスまたは他のサーバにおいて立ち上げられたプロ
セスもしくはスレッド）には、ステージのＰＡテーブルへの読み出し／書き込みアクセス
が付与され得る。ワーカーノードからＰＡテーブルに導かれる読み出し及び書き込みは、
図２５において、それぞれ、ワーカーノード２５４０Ａ、２５４０Ｂ、２５４０Ｋ及び２
５４０Ｌに対応する矢印２５６４Ａ、２５６４Ｂ、２５６４Ｋ及び２５６４Ｌによって表
される。
【０１１１】
所与のワーカーノード２５４０は、ＰＡテーブルにおける入力を調査することによって
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ステージの処理動作を実行するための特定のパーティションを選択するように構成できる
。一つの実施において、ワーカーノード２５４０Ａは、割り当てられていないパーティシ
ョンＰｋの入力を見つけるまで、ＰＡテーブルにおける入力２５５０Ａを走査し、そして
入力を更新する、例えば、ワーカーノードの識別子を入力の列のうちの一つに挿入するこ
とによって、パーティションＰｋをそれ自身に割り当てることを試みることができる。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キングすることに類似す
るとみなされ得る。使用されるデータベースサービスのタイプに応じて、（例えば、ほぼ
同じペースで、割り当てられていないパーティションをたまたま特定する二つ以上のワー
カーノードによって）ＰＡテーブル入力に可能性として並行して書き込むことを管理する
異なるアプローチを使用することができる。

50

(53)

JP 6450756 B2 2019.1.9

【０１１２】
一実施形態において、プロバイダネットワーク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することができる。これは、リレーショナルデータベーストラン
ザクション意味論を必ずしもサポートせず、強い一貫性の及び条件付き書き込み動作をサ
ポートする。条件付き書き込み動作は、ワーカーノードによって更新される場合に使用す
ることができる。ＰＡテーブルにおける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のに列「ワーカーノードＩＤ」が使用される実施例を考慮すると、
パーティションにワーカーノードが全く割り当てられない列の値は、「ゼロ」に設定され
る。そのようなシナリオでは、識別子ＷＩＤ１を持つワーカーノードは、以下の論理等価
をリクエストすることができる。「パーティションＰｋについての入力においてワーカー
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ノードＩＤがゼロである場合には、その結果、その入力についてのワーカーノードＩＤを
ＷＩＤ１に設定する」。そのような条件付き書き込みリクエストが成功した場合には、識
別子ＷＩＤ１を持つワーカーノードは、そこにパーティションＰｋが割り当てられたこと
を推測することができる。次に、ワーカーノードは、例えば、矢印２５５４（例えば、そ
れぞれ、ワーカーノード２５４０Ａ、２５４０Ｂ、２５４０Ｋ及び２５４０Ｌに対応する
矢印２５５４Ａ、２５５４Ｂ、２５５４Ｋ及び２５５４Ｌ）に示すように、ＳＭＳ検索サ
ブシステム２０６のレコード検索インターフェースを使用して、パーティションＰｋのデ
ータレコードの検索を開始し、検索されたレコードに処理動作を実行することができる。
条件付き書き込みが失敗した場合には、ワーカーノードは、別の割り当てられていないパ
ーティションについての探索を再開することができる。他の実施形態では、トランザクシ
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ョンをサポートするデータベースサービス（例えば、リレーショナルデータベース）を使
用し、そしてトランザクション機能性を使用して、条件付き書き込み動作と同等のものを
実施することができる。例えば、パーティションをワーカーノードに割り当てるための複
数の並行（または、ほぼ並行）の試みのうちの一つのみが成功し、そのような並行の試み
に関与したワーカーノードが、それらの成功または失敗を確実に通知されることが保証さ
れる。いくつかの実施形態において、条件付き書き込みもトランザクションサポートにも
依存しない同期技術を使用することができる。いくつかの実施では、データベースサービ
スを使用せず、代わりに、ＰＡテーブルに類似する永続的データ構造における入力を更新
するための排他的アクセスを取得するために、ワーカーノードによってロッキングサービ
スを使用することができる。
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【０１１３】
他のワーカーノード２５４０は、ＰＡテーブルにおける入力を分析し、どのパーティシ
ョンが割り当てられていないかを決定し、一つ以上のパーティションをそれ自身に割り当
てることに最終的に成功することができる。このようにして、ステージの一つ以上の入力
ストリームのパーティションについての処理作業負荷を、最終的に、ステージのワーカー
ノードによってそれら自身の中で分配することができる。
【０１１４】
任意の所与のストリームの初期のパーティションマッピングは、例えば、前述の動的再
パーティショニング動作の結果として経時的に変更することができる。それ故に、図２５
に描写する実施形態では、ワーカーノード２５４０の一つ以上が、時々（または、後述す
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るようなトリガ条件に応答して）、進行中のパーティションメタデータを入手するための
リクエストを、ステージの入力ストリーム（複数可）のＳＭＳ制御サブシステム２１０に
提示することができる。いくつかの実施では、そのようなリクエストは、矢印２５４４Ａ
、２５４４Ｂ、２５４４Ｋ及び２５４４Ｌによって示されるｇｅｔＳｔｒｅａｍＩｎｆｏ
ＡＰＩの起動などのＳＭＳ制御プレーンＡＰＩの起動を含むことができる。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リスト、及び／またはパー
ティションの有効な期間などの他の詳細に応答することができる。ＳＭＳ制御サブシステ
ム２１０によって提供されるパーティション情報がＰＡテーブルにおける入力に一致しな
い場合には、例えば、ワーカーノードによって、一つ以上のパーティションについての入
力を挿入または削除することによってＰＡテーブルを変更することができる。少なくとも
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いくつかの実施形態では、ＳＭＳ制御サブシステムへのそのようなリクエスト２５５４は
、通常、矢印２５５４Ａのラベル「低頻度」に示すように、レコード検索リクエスト２５
５４（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）よりも遥かに
頻度が少なくなり得る。例えば、パーティションが一旦割り当てられると、ワーカーノー
ドは、通常、パーティションデータが完全に消費されるまで（例えば、ストリームの所有
者がストリームを閉じる場合、または動的再パーティショニングの結果としてパーティシ
ョンが閉じられる場合）、または何らかの他の可能性が低い状況に直面するまで（例えば
、後述するように、別のワーカーノードが、検出された負荷アンバランスの故に、パーテ
ィションの転送をリクエストする場合）、そのパーティションのデータレコードの検索及
び処理を維持することができる。それ故に、さまざまな実施形態においてｇｅｔＳｔｒｅ

10

ａｍＩｎｆｏまたは類似のＡＰＩの起動に関連する諸経費は、通常、（ステージの入力ス
トリームに何百または何千ものパーティションが画定される場合のように）任意の所与の
起動に応答してかなりの量の情報が提供される場合でさえも、極めて小さくすることがで
きる。
【０１１５】
それ故に、図２５に描写する実施形態では、分散的制御ＳＰＳ環境のキー作業負荷管理
動作のいくつかは、次の通りに要約することができる。すなわち、（ａ）ストリーム処理
ステージの第一のワーカーノードによるデータベーステーブルへのアクセスに少なくとも
ある程度基づいて、そのステージに関して特徴づけられた処理動作のセットを実施するた
めの、ストリーム処理ステージ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し
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、（ｂ）テーブルに保存される特定の入力に、第一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インジケータを書き込み、（ｃ）第一のワーカーノードによって、マ
ルチテナントストリーム管理サービスに実装されたプログラマチックレコード検索インタ
ーフェースを使用して、特定のパーティションのレコードを検索し、（ｄ）第一のワーカ
ーノードによって、処理動作のセットを特定のパーティションのレコードに実施し、（ｅ
）第二のワーカーノードによって、特定のデータベーステーブルにおける特定の入力に少
なくともある程度基づいて、処理動作のセットを特定のパーティションに実行するのに割
り当てられる第一のワーカーノードを決定し、（ｆ）第二のワーカーノードによって、処
理動作のセットを実行するための異なるパーティションを選択する。ワーカーノードが、
そこに割り当てられたパーティションにレコードがそれ以上保持されないことを決定した

30

場合及び時に、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における
メタデータをリクエストし、メタデータが不一致を示す場合には、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従う、作業負荷調整に使用されるパーティ
ション割当テーブル２５５０に保存できる実施例の入力を示す。示すように、テーブル２
５５０は、四つの列、すなわち、パーティション識別子列２６１４、割り当てられたワー
カーノード識別子列２６１８、ワーカーノード調子インジケータ列２６２０、及び作業負
荷レベルインジケータ列２６２２を備えることができる。他の実施では、他の列のセット
を実装することができる。例えば、いくつかの実施形態では、パーティション作製時間ま
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たはパーティショニング機能出力値範囲を表す列を使用することができる、または作業負
荷レベルインジケータ列を使用しなくてもよい。
【０１１７】
いくつかの実施形態において、ＳＭＳ制御サブシステムによって（例えば、パーティシ
ョン入力ツリー、グラフまたは他の前述の組み合わせのデータ構造の一部として）維持さ
れるパーティションリスト２６５０が、少なくともある時点において、ＰＡテーブル２５
５０に含まれるよりも多くのパーティションを含み得ることに留意されたい。描写した実
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及びＰ４が再パーティショニングの結果として閉じられた状
態において示され、一方で、Ｐ２、Ｐ３及びＰ５がアクティブ（すなわち、現在、そのデ
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ータレコードが検索及び処理されているパーティション）として示される。描写した実施
形態では、ＰＡテーブル２６５０は、アクティブパーティションについての入力を含み、
閉じられたパーティションについての入力は含まない（例えば、再パーティショニングが
実行された後のｇｅｔＳｔｒｅａｍＩｎｆｏ起動に対する応答を入手したときにワーカー
ノードによって削除され得る）。少なくともいくつかの実施では、ストリームの現在開か
れているパーティションのすべてが、必ずしも所与の時点においてＰＡテーブルにおける
それぞれの入力を有さなくてもよい。代わりに、例えば、現在割り当てられているまたは
処理されているそれらのパーティションのサブセットのみを示してもよい。
【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、それぞれ、識別
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子Ｗ７及びＷ３を持つワーカーノードに割り当てられ、一方で、Ｐ５は、現在、割り当て
られていない。種々の実施において、調子インジケータ列２６２０は、異なるタイプの値
を保存することができる。いくつかの実施では、ワーカーノードは、ワーカーノードがア
クティブであり、検索及び処理動作を継続できることを示すために、割り当てられたパー
ティションのＰＡ入力における調子インジケータ列のコンテンツの更新に周期的に（例え
ば、Ｎ秒ごとに１回、またはヒューリスティックのいくつかのセットに基づくスケジュー
ルに従い）関与することができる。図２６において、ワーカーノードがその入力について
調子インジケータ列を更新した最近の時刻（「最終変更時刻」）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日の０２時２４分５４秒５３に入
力が変更されたものとして示される。いくつかの実施形態において、他のワーカーノード
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は、最終変更時刻の値を使用して、割り当てられたワーカーノードの調子がよいか否かを
決定することができる。例えば、ステージについてのフェイルオーバーポリシに規定され
ているように、Ｘ秒または分が経過した場合には、割り当てられたワーカーノードは、不
調またはアクセスできないと考えられ得、パーティションを再び割り当てることができる
。他の実施では、カウンタを調子インジケータとして使用することができる（例えば、カ
ウンタ値がＹ秒の間に変化しなかった場合には、割り当てられたワーカーノードがフェイ
ルオーバーを行う候補と判断することができる）、または割り当てられたワーカーノード
が入力を最後に読み出したときを示す「最終読み出し時刻」の値を使用することができる
。
【０１１９】
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少なくともいくつかの実施形態では、例えば、ある程度最近の期間（例えば、最終変更
時刻前の５分間）に処理されたレコードの数、ＣＰＵ使用レベル、メモリ使用量、ストレ
ージ使用量などの、ワーカーノードの最近の性能関連メトリクスなどの作業負荷レベルイ
ンジケータ値２６２２を、例えば、割り当てられたワーカーノードによって入力に保存す
ることができる。いくつかの実施形態において、そのような作業負荷レベルインジケータ
値は、図２９に関して後述するように、負荷アンバランスが存在するか否か、及び検出さ
れたアンバランスに応答してアクションをとるか否かを決定するために、ワーカーノード
によって使用することができる。例えば、ワーカーノードＷｋは、その作業負荷レベルが
平均作業負荷レベルを上回ることを決定し、そしてそのパーティションの一つに割り当て
ないことができる、または動的再パーティショニングをリクエストすることができる。代
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替的に、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
ンのそれと比較して過度に低いことを決定し、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。それ故に、描写した実施形態では、図２６に示すＰＡテーブルの列を
使用して、ワーカーノードは、通常、集中制御ＳＰＳの実装における専用のＳＰＳ制御ノ
ードによって実行できる同じタイプの制御プレーン機能のいくつか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従う、そこにおいて処理動作を実行するた
めのパーティションを選択するための、ストリーム処理ステージのワーカーノードによっ
て実行できる動作の態様を示す。要素２７０１に示すように、ＰＡテーブルＰＡＴ１は、
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分散的制御ＳＰＳ処理ステージＳＰ１におけるデータベースサービスにおいて初期化する
ことができる。テーブルは、例えば、クライアント設備におけるホスト、またはプロバイ
ダネットワークデータセンタにおけるコンピュートインスタンスなどからＳＰＳクライア
ントライブラリコンポーネントが呼び出されたときに作製することができる。クライアン
トライブラリは、さまざまな目的のために使用することができる。例えば、ＳＰＳステー
ジにおいて実施される特定の処理動作のための、ＪＡＲ（Ｊａｖａ（商標）アーカイブ）
ファイルなどの実行可能コンポーネントを提供するため、ワーカーノードの特定に使用で
きるラベル（例えば、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）を
示すため、ステージについての入力として使用されるストリームを示すため、（もしあれ
ば）ステージの出力宛先を示すためなどに使用することができる。いくつかの実施形態に
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おいて、ＰＡＴ１は、初期に、ステージの入力ストリーム（複数可）において規定された
パーティションの少なくともサブセット（Ｐ１、Ｐ２〜）についての入力または行を満た
すことができる。いくつかの実施では、テーブルは、初期には空欄であってもよく、一つ
以上のワーカーノードが、例えば、ＳＭＳ制御サブシステムからのパーティションメタデ
ータの入手の結果として、割り当てられていないパーティションについてのテーブルの行
を満たしてもよい。ワーカーノードの初期セット（Ｗ１、Ｗ２〜）は、例えば、プロバイ
ダネットワーク内のさまざまなコンピュートインスタンス、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において立ち上げることができる（要素２７０４）。描写した
実施形態では、ワーカーノードには、ＰＡＴ１への読み出し及び書き込みアクセスが付与
され得る。

20

【０１２１】
ワーカーノードがオンライン化されると、それらの各々は、割り当てられていないパー
ティションの発見を試みるために、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を分析して、パーティションＰ１が割り当てられていないこ
とを発見することができる（要素２７０７）。次に、Ｗ１は−ＰｌがＷ１に割り当てられ
たことを示すために、使用されるデータベースサービスのタイプに応じて、例えば、条件
付き書き込みリクエストまたはトランザクションの更新リクエストを使用して、ＰＡＴ１
におけるＰ１の入力を更新することができる（要素２７１０）。Ｗ１は、テーブルを更新
すると、ＳＭＳ検索サブシステムインターフェースを使用して−Ｐｌのデータレコードの
検索を起動し（要素２７１３）、検索されたレコードにステージの処理動作ＰＳ１を実行
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することができる。
【０１２２】
それと同時に、ある時点において、異なるワーカーノードＷ２が、割り当てられていな
いパーティションを発見するために、自身の試みにおいてＰＡＴ１にアクセスすることが
できる（要素２７１６）。Ｗ２は、Ｗ１のより先の更新に基づいて−Ｐｌは既に割り当て
られているが、異なるパーティションＰ２が割り当てられていないことを決定することが
できる。いくつかの実施形態において、Ｐ２の現在割り当てられているワーカーノードが
不調または非アクティブであることの（例えば、Ｐ２の入力における調子インジケータ列
に基づく）Ｗ２による決定によっても、Ｗ２はＰ２を選択することができる。それ故に、
少なくともいくつかの実施形態では、進行中のワーカーノードの割り当てられていない状

40

態または不健全な状態の決定のいずれかを使用して、再割り当て（または、初期の割り当
て）のための所与のパーティションを選択することができる。次に、Ｗ２は、Ｐ２をそれ
自身に割り当てるためのＰＡＴ１の更新を試みることができる（要素２７１９）。更新が
成功した場合には、Ｗ２は、ＳＭＳ検索インターフェースを使用してＰ２レコードの検索
を開始し（要素２７２２）、ステージについての規定された適切な処理動作を実行するこ
とができる。
【０１２３】
前述のように、分散的制御ＳＰＳにおけるワーカーノードは、ＳＭＳからパーティショ
ンマッピング情報を入手し（通常、頻度は低い）、必要に応じて、そのような情報を使用
して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に
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従う、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
ョン割当テーブルを更新するための、ストリーム処理ステージのワーカーノードによって
実行でき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中、
またはそこに割り当てられたパーティションの一つの閉鎖などのさまざまなトリガ条件に
応答して、ワーカーノードＷ１は、最後のもしくは進行中のパーティションリスト、また
はアクティブパーティションリストを入手するためのリクエストを、ＳＭＳ制御サブシス
テムに提示することができる。いくつかの実施では、ｇｅｔＳｔｒｅａｍＩｎｆｏまたは
類似のＡＰＩを、この目的のために呼び出すことができる。いくつかの実施形態では、他
のトリガ条件を使用することができる。例えば、ワーカーノードは、ランダムな時間後に
または作業負荷レベルの予期されない低下もしくは増加に応答して新たなパーティション

10

リストを入手するように、その各々を構成できる。描写した実施形態では、ＳＭＳによっ
て戻されるパーティションリストを、パーティションについてのＰＡテーブルにおける入
力と比較することができる（要素２８０７）。不一致が発見された場合（例えば、新たに
入手したパーティションリスト内に、ＰＡテーブルにはないいくつかのパーティションが
存在する場合、またはＳＭＳのリストにはない、ＰＡテーブルにおける入力が存在する場
合）には、ワーカーノードは、不一致を解決するために、ＰＡテーブルに入力を挿入また
は入力を削除することができる（要素２８１０）。（いくつかの実施では、削除を目的と
される入力が、現在、割り当てられたワーカーノードを有する場合には、追加の調整が必
要となり得る、例えば、直接にまたはＰＡテーブルそれ自身によって、割り当てられたワ
ーカーノードに通知することができる。）
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【０１２４】
不一致の修正後、または不一致が検出されなかった場合には、ワーカーノードＷ１は、
ステージの処理動作を実行すべきパーティションのセットを選択し（要素２８１３）、そ
れに従いＰＡテーブルを更新することができる。場合によっては、検索されるパーティシ
ョンリストに導かれたトリガ条件に応じて、Ｗ１は、そこに割り当てられた一つ以上のパ
ーティションを既に有することができ、その割り当てを変更またはＰＡテーブルを更新す
る必要がない。次に、Ｗ１は、ＳＭＳ制御サブシステムとの相互作用、またはＰＡテーブ
ルにおける入力の数の変更を行う必要なく、その割り当てられた一つ以上のパーティショ
ンのデータレコードを検索し、レコードを処理するように進行することができる（要素２
８１６）。最終的に、トリガ条件が検出されたとき（例えば、検索リクエストに対してパ

30

ーティションが閉じられていることを表す「パーティションの終了に至る」応答と同等の
ものが受信されたとき）に、Ｗ１は、新たなパーティション情報を求めるリクエストをＳ
ＭＳ制御サブシステムに再び送信し、要素２８０１以降の動作を繰り返すことができる。
【０１２５】
図２９は、少なくともいくつかの実施形態に従う、ストリーム処理ステージのワーカー
ノードによって実行できる負荷バランシング動作の態様を示す。要素２９０１に示すよう
に、ワーカーノードＷ１は、高いリソース使用レベルの検出などの様々なトリガ条件のい
ずれかの検出時にまたは設定可能なスケジュールに基づいて、そのステージにおいて負荷
バランシング解析を実行することを決定できる。Ｗ１は、ＰＡテーブルにおける入力を分
析し（要素２９０４）、ステージについてのさまざまな作業負荷メトリクスを決定するこ
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とができる。そのようなメトリクスは、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、（作業負荷レベルインジケータがテーブルにセーブされる実施形態では）ワー
カーノードまたは異なるパーティションの平均作業負荷レベル、ワーカーノードあたりの
作業負荷の範囲または分配などを含むことができる
【０１２６】
次に、Ｗ１は、（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
ーティションあたりの作業負荷レベルインジケータに基づいた）自身の作業負荷と、メト
リクスのいくつかまたはすべてとを比較することができる。通常、三つのタイプの結論、
すなわち、Ｗ１が過負荷である、Ｗ１の負荷が不十分である、またはＷ１の作業負荷が過
度に高くも過度に低くもない、のいずれかを導き出すことができる。「過度に高い」また
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は「過度に低い」作業負荷レベルは、いくつかの実施形態では、ステージを構成するため
にクライアントによって選択されたポリシによって、または他の実施形態では、ヒューリ
スティックのいくつかのデフォルト設定を使用して規定することができる。Ｗ１が、その
作業負荷が過度に低い、例えば、いくつかの最小負荷閾値Ｔ１未満であることを決定した
場合には（要素２９０７）、より忙しいまたはより高負荷のワーカーノードＷｋを特定す
ることができる（要素２９１０）。次に、Ｗ１は、例えば、ＰＡテーブルにおけるＰｍ入
力の変更を試みる、（Ｗｋのために生成される通知を生じることができる）そのような変
更をリクエストする、またはＷｋに直接にリクエストすることによって、Ｗｋからそれ自
身に一つ以上のパーティションＰｍを転送する処理を起動することができる（要素２９１
10

３）。
【０１２７】
Ｗ１が、その作業負荷が過度に高い、例えば、最大閾値Ｔ２超であることを決定した場
合には（要素２９１６）、手放すための（すなわち、他のワーカーノードに割り当てるた
めに放出するための）、その割り当てられたパーティションＰｎの一つ以上を特定するこ
とができる（要素２９１９）。次に、Ｗ１は、例えば、Ｐｎについての入力の割り当て列
からその識別子を取り除くことによって、適切なＰＡテーブルにおける入力を変更するこ
とができる（要素２９２２）。Ｗ１の作業負荷が過度に高くも過度に低くもない場合、ま
たはＷ１が、その作業負荷を増大もしくは減少するための前述の種類のアクションをとっ
た後に、Ｗ１は、そこに割り当てられたパーティションのレコードの処理を再開すること
ができる（要素２９２５）。別の負荷バランシング解析をトリガする条件が満たされると
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き及び場合に、要素２９０１以降に対応する動作を繰り返すことができる。図２９に示し
た動作において、Ｗ１が、自身の作業負荷に関するアンバランスを検出したときのみに作
業負荷の変更を起動するものとして示されることに留意されたい。他の実施形態では、Ｗ
１は、それ自身ではなく他のワーカーノード間でアンバランスを検出した場合、例えば、
Ｗ２がＷ３よりも遥かに低い作業負荷レベルを有することを決定した場合には、再バラン
シングアクションを起動することができる。いくつかの実施では、Ｗ１は、作業負荷アン
バランスを検出した場合及び検出したときに、（例えば、図３に示すなどのｒｅｐａｒｔ
ｉｔｉｏｎＳｔｒｅａｍ

ＳＭＳ

ＡＰＩ、またはその均等物を起動することによって）

動的再パーティショニングをリクエストまたは起動することができる。いくつかの実施形
態において、図２９に示す種類の動作は、例えば、ステージがいくらかの時間既に動作し
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ている後に、新規のノードがステージに追加されたときに、新規に構成されたワーカーノ
ードによって実行することができる。この新規のノードは、高負荷の既存のノードからの
パーティションの再割り当てをリクエストすることによって、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。いくつかの実施形態において、ＳＰＳワーカーノード
のための、前述のものに類似する分散的制御技術もまたは代わりとして、一つ以上のＳＭ
Ｓサブシステムにおいて使用することができる。例えば、取り込み、保存または検索サブ
システムのノードは、ＰＡテーブルに類似する共有データ構造を使用して自身の作業負荷
を調整することができる
【０１２８】
さまざまな実施形態において、図１７〜図２４及び図２７〜図２９のフロー図に示す以
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外の動作を使用して、前述のストリーム管理サービス及び／またはストリーム処理機能性
を実施できることに留意されたい。いくつかの実施形態において、示す動作のいくつかは
、実施しなくてもよく、異なる順序で実施してもよく、連続的ではなく並行して実施して
もよい。さまざまな実施形態において、プログラマチックインターフェースをサポートす
るためのＳＭＳ及びＳＰＳ機能の各々に関して、インターフェースを実装するための一つ
以上の技術の任意の組み合わせを使用できることにも留意されたい。この技術は、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、モバイルアプリケーション（ａｐｐ）、タブレット
アプリケーションなどの使用を含む。
【０１２９】
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使用事例
ストリームデータレコードの収集、保存、検索及び段階的な処理のための、スケーラブ
ルパーティショニングベースの、動的に構成可能な管理されたマルチテナントサービスを
構築する前述の技術は、多くのシナリオにおいて有用であり得る。例えば、大規模プロバ
イダネットワークは、何万ものクライアントのための、多くの異なるマルチテナントまた
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施する何千ものインスタンスホ
ストを同時に備えることができる。さまざまな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／または請求エージェントは、正確な請求レコードを生産する、プロバイダ
ネットワークのデータセンタについての効果的なプロビジョニング計画を決定する、ネッ
トワーク攻撃を検出することなどができる、保存及び解析する必要が生じ得る何千ものメ

10

トリクスレコードを迅速に生成することができる。監視レコードは、スケーラブル取り込
み及び保存のための入力ストリームをＳＭＳに形成し、記述するＳＰＳ技術を、収集した
メトリクスの解析のために実施することができる。同様に、幾多のログソースから多数の
ログレコード（例えば、分配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
たはデータセンタにおけるホストもしくはコンピュートインスタンスからのシステムログ
）を収集及び解析するためのアプリケーションも、ＳＭＳ及びＳＰＳ機能性を活用するこ
とができる。少なくともいくつかの環境において、ＳＰＳ処理動作は、リアルタイムＥＴ
Ｌ（抽出、変換、ロード）処理動作（すなわち、オフラインで変換する代わりに、宛先に
ロードするために受信したデータレコードをリアルタイムで変換する動作）またはデータ
ウェアハウスに挿入するためのデータレコードの変換を含むことができる。データをデー
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タウェアハウスにリアルタイムでロードするためにＳＭＳとＳＰＳとの組み合わせを使用
することによって、通常、データを解析するためにウェアハウスに挿入し得る前に、一つ
以上のデータソースからのデータをクリーンにする及び監督するのに必須の遅延を回避す
ることができる。
【０１３０】
多くの異なる「ビッグデータ」アプリケーションも、ＳＭＳ及びＳＰＳ技術を使用して
作製することができる。例えば、さまざまな形態のソーシャルメディア相互作用における
トレンドの解析を、ストリームを使用して能率的に実行することができる。携帯電話また
はタブレットコンピュータから収集した、ユーザの位置情報などのデータは、ストリーム
レコードとして管理することができる。例えば、監視カメラの集合から収集した音声また
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は映像情報は、スケーラブルな様式において収集及び処理できるストリーミングデータセ
ットの別のカテゴリを表し、これは、さまざまな種類の攻撃を防ぐことを支援する可能性
がある。例えば、気象衛星、海洋ベースのセンサ、森林ベースのセンサ、天体望遠鏡から
収集された、ますます増加するデータセットの解析が必要な科学的アプリケーションも、
本明細書に記述するストリーム管理及び処理性能から利益を得ることができる。適応性の
あるポリシベースの構成オプション及び価格決定オプションは、異なるタイプのユーザが
、自身の具体的な予算及びデータ永続性または有用性要件に合うように、ストリーミング
の機能性をカスタマイズすることを支援できる。
【０１３１】
本開示の実施形態は、以下の条項を考慮して記述することができる。
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〔１〕
指定されたデータストリームに関連する特定の処理ステージに対応する、マルチテナン
トストリーム処理サービスのクライアントが、（ａ）パーティショニングポリシに従い、
指定されたデータストリームのデータレコードに実行される処理動作、及び（ｂ）処理動
作の結果についての出力分配記述子を示すことができる一つ以上のプログラマチックイン
ターフェースを実装し、
一つ以上のプログラマチックインターフェースを通じて特定のクライアントから、特定
の処理ステージにおいて特定のデータストリームのデータレコードに実行される特定の処
理動作の表示、及び特定の処理動作の結果についての特定の出力分配記述子を受信し、
パーティショニングポリシに少なくともある程度基づいて、かつ処理ステージのための
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ワーカーノードとして配置されたリソースの推定の実行能力に少なくともある程度基づい
て、指定されたデータストリームのためのワーカーノードの初期の数を決定し、
（ａ）特定のデータストリームの一つ以上のパーティションのデータレコードを受信し
、（ｂ）受信したデータレコードに特定の処理動作を実行し、（ｃ）ワーカーノードにお
いて処理された一つ以上のパーティションの一部分を示す進捗レコードを保存し、（ｄ）
特定の処理動作の結果を、特定の出力分配記述子に従い一つ以上の宛先に転送するための
、初期の数のワーカーノードのうちから特定のワーカーノードを構成し、
特定のワーカーノードの調子状態を監視し、かつ
特定のワーカーノードが望ましくない状態にあるという決定に応答して、特定のワーカ
ーノードと取り換えるための取り換えワーカーノードであって、特定のワーカーノードに

10

よって保存された進捗レコードにアクセスして、特定の処理動作が取り換えワーカーノー
ドによって実行される、一つ以上のパーティションの少なくとも一つのデータレコードを
特定する取り換えワーカーノードを構成するように構成された一つ以上のコンピューティ
ングデバイスを備えた、システム。
〔２〕
特定の処理動作の結果が、異なるデータストリームのデータレコードとして、異なるパ
ーティショニングポリシに従い、異なるデータストリームのために構成された以上の取り
込みノードに分配されることを、特定の出力分配記述子が示す、条項１に記載のシステム
。
〔３〕
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一つ以上のコンピューティングデバイスが、さらに、
特定のデータストリームのデータレコードが入力として提供される別の処理ステージの
表示を、特定のクライアントから受信し、ここで、異なる処理動作が他の処理ステージに
おいて実行され、
他の処理ステージのためのワーカーノードの追加のセットを構成するように構成された
、条項１に記載のシステム。
〔４〕
一つ以上のコンピューティングデバイスが、さらに、
別の処理ステージについての別の処理動作を実行するように構成された異なるワーカー
ノードが望ましくない状態にあるという決定に応答して、進捗レコードにアクセスせずに
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、他の処理動作を一つ以上のその後に受信したデータレコードに実行するための異なる取
り換えワーカーノードを構成するように構成された、条項１に記載のシステム。
〔５〕
一つ以上のコンピューティングデバイスが、さらに、
処理ステージの異なるワーカーノードにおける作業負荷レベルがトリガ基準を満たすこ
との決定に応答して、（ａ）ストリームの追加のデータレコードが処理され続けている間
に実行される特定のデータストリームの動的再パーティショニング、（ｂ）異なるワーカ
ーノードにおいて以前に処理された少なくとも一つのパーティションへの代替ワーカーノ
ードの割り当て、（ｃ）処理ステージのために構成されたワーカーノードの数の変更、ま
たは（ｄ）あるサーバから別のサーバへのワーカーノードの転送の一つ以上を含むステー
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ジ再構成動作を実施するように構成された、条項１に記載のシステム。
〔６〕
特定のクライアントからのマルチテナントストリーム処理サービスにおいて、指定され
た処理ステージにおいて特定のデータストリームのデータレコードに実行される特定の動
作の表示、及び特定の動作の結果についての特定の出力分配記述子を受信することと、
特定の動作に少なくともある程度基づいて、指定された処理ステージのために構成され
たワーカーノードの初期の数を決定することと、
（ａ）特定のデータストリームの一つ以上のパーティションの受信したデータレコード
に特定の動作を実行し、（ｂ）ワーカーノードにおいて処理された一つ以上のパーティシ
ョンの一部分を示す進捗レコードを保存し、（ｃ）特定の動作の結果を、特定の出力分配
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記述子に従い一つ以上の宛先に転送するように、初期の数のワーカーノードのうちから特
定のワーカーノードを構成することと、及び
特定のワーカーノードが不健全な状態にあるという決定に応答して、特定のワーカーノ
ードと取り換えるための取り換えワーカーノードであって、特定のワーカーノードによっ
て保存された進捗レコードにアクセスして、特定の動作が取り換えワーカーノードによっ
て実行される、一つ以上のパーティションの少なくとも一つのデータレコードを特定する
取り換えワーカーノードを選択することと、を一つ以上のコンピューティングデバイスに
よって実行することを含む、方法。
〔７〕
パラメータとして、リクエストされたデータレコードのパーティション内のシーケンス

10

番号の表示を含む特定のプログラマチックデータレコード検索インターフェースを含む、
マルチテナントストリーム管理サービスによって実装された一つ以上のプログラマチック
データレコード検索インターフェースを起動して、一つ以上のパーティションのデータレ
コードを受信することを、一つ以上のコンピューティングデバイスによって実行すること
をさらに含む、条項６に記載の方法。
〔８〕
一つ以上のデータストリームのデータレコードについての処理ステージの有向非巡回グ
ラフを、ストリーム処理サービスのクライアントが指定できる一つ以上のプログラマチッ
クインターフェースを実装することを、一つ以上のコンピューティングデバイスによって
実行することをさらに含む、条項６に記載の方法。

20

〔９〕
特定のデータストリームのデータレコードの保存に関与するマルチテナントストリーム
管理サービスから、特定のデータストリームに使用されるパーティショニングポリシの表
示を入手することと、及び
パーティショニングポリシに少なくともある程度基づいて、ワーカーノードの初期の数
を決定することと、を一つ以上のコンピューティングデバイスによって実行することをさ
らに含む、条項６に記載の方法。
〔１０〕
特定の動作の結果が、異なるデータストリームのデータレコードとして、異なるパーテ
ィショニングポリシに従い、異なるデータストリームのために構成された以上の取り込み

30

ノードに分配されることを、特定の出力分配記述子が示す、条項６に記載の方法。
〔１１〕
別の処理ステージについての別の動作を実行するように構成された異なるワーカーノー
ドが望ましくない状態にあるという決定に応答して、進捗レコードにアクセスせずに、他
の動作を一つ以上のその後に受信したデータレコードに実行するための異なる取り換えワ
ーカーノードを構成することを、一つ以上のコンピューティングデバイスによって実行す
ることをさらに含む、条項６に記載の方法。
〔１２〕
処理ステージの異なるワーカーノードにおける作業負荷レベルがトリガ基準を満たすこ
との決定に応答して、（ａ）特定のデータストリームの動的再パーティショニング、（ｂ

40

）異なるワーカーノードにおいて以前に処理された少なくとも一つのパーティションへの
代替ワーカーノードの割り当て、（ｃ）処理ステージのために構成されたワーカーノード
の数の変更、または（ｄ）あるサーバから別のサーバへのワーカーノードの転送の一つ以
上を実施することを、一つ以上のコンピューティングデバイスによって実行することをさ
らに含む、条項６に記載の方法。
〔１３〕
特定の動作の結果が、別のストリーム処理システムと互換性がある入力フォーマットに
従いフォーマットされ、一つ以上の宛先のうちの特定の宛先が、他のストリーム処理シス
テムの入力ノードを含む、条項６に記載の方法。
〔１４〕
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特定のワーカーノードが、特定のワーカーノードにおいて処理された複数のデータレコ
ードに対応する累積されたアプリケーション状態情報を表す入力を永続的なデータリポジ
トリに保存し、進捗レコードにおける入力の表示を含むように構成された、条項６に記載
の方法。
〔１５〕
動作が、ログレコード解析動作、リソース監視メトリクス解析、請求額計算、センサデ
ータ解析、ソーシャルメディア相互作用解析、リアルタイムＥＴＬ（抽出、変換、ロード
）処理動作、またはデータウェアハウスに挿入する前のデータレコードの変換の一つを含
む、条項６に記載の方法。
〔１６〕

10

クライアントライブラリコンポーネントの起動によってストリーム処理構成リクエスト
に応答して、マルチテナントストリーム処理サービスにおいて、異なる処理ステージのた
めのワーカーノードとして指定されたリソースを記録することを、一つ以上のコンピュー
ティングデバイスによって実行することをさらに含む、条項６に記載の方法。
〔１７〕
クライアントライブラリコンポーネントの起動によってストリーム処理構成リクエスト
に応答して、マルチテナントストリーム処理サービスにおいて、異なる処理ステージにお
いて実施される制御プレーン機能の一つ以上のカテゴリを決定することを、一つ以上のコ
ンピューティングデバイスによって実行することをさらに含む、条項６に記載の方法。
〔１８〕

20

動作が冪等動作である、条項６に記載の方法。
〔１９〕
マルチテナントストリーム処理サービスにおいて、特定のクライアントから、異なる処
理ステージにおいて異なるデータストリームのデータレコードに実行される特定の非冪等
動作の表示を受信することと、及び
受信したデータレコードに非冪等動作を実行するための、異なる処理ステージの第一の
ワーカーノードを構成することと、を一つ以上のコンピューティングデバイスによって実
行することをさらに含む、条項６に記載の方法。
〔２０〕
（ａ）フラッシュ動作を実行して非冪等動作の結果を一つ以上の宛先に保存し、かつ（

30

ｂ）フラッシュ動作のタイミングの表示を永続的保存場所にセーブするように、異なる処
理ステージの第一のワーカーノードを構成することと、及び
フラッシュ動作のタイミングの表示を使用して、第一のワーカーノードの障害後のリカ
バリ期間に、フラッシュ動作をリプレイするように取り換えワーカーノードを構成するこ
とと、を一つ以上のコンピューティングデバイスによって実行することをさらに含む、条
項１９に記載の方法。
〔２１〕
一つ以上のプロセッサにおいて実行されるときにマルチテナントストリーム処理サービ
スの制御ノードを実施するプログラム命令を保存する非一時的コンピュータアクセス可能
ストレージ媒体であって、制御ノードが、

40

プログラマチックインターフェースを通じて特定のクライアントから、特定のデータス
トリームのデータレコードに実行される特定の動作の表示を受信し、
特定のデータストリームに関連するパーティショニングポリシに少なくともある程度基
づいて、処理ステージにおける指定されたデータストリームのためのワーカーノードの初
期の数を決定し、
特定のデータストリームの一つ以上のパーティションの受信したデータレコードに特定
の動作を実行するための、初期の数のワーカーノードのうちから特定のワーカーノードを
構成し、かつ
特定のワーカーノードが不健全な状態にあるという決定に応答して、特定のワーカーノ
ードと取り換えるための取り換えワーカーノードを構成するように動作する、非一時的コ
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ンピュータアクセス可能ストレージ媒体。
〔２２〕
制御ノードが、異なるデータストリームの異なるパーティションのデータレコードを処
理するための複数のワーカーノードを備える冗長グループを構成するように動作し、複数
のワーカーノードのうちの少なくとも一つのワーカーノードが、異なるパーティションの
データレコードを受信するためのプライマリノードとして用意され、そして複数のワーカ
ーノードのうちの少なくとも別のワーカーノードが、トリガ事象に応答してプライマリノ
ードの責務を引き受けるスタンドバイノードとして構成される、条項２１に記載の非一時
的コンピュータアクセス可能ストレージ媒体。
10

〔２３〕
制御ノードが、処理ステージの異なるワーカーノードにおける作業負荷レベルがトリガ
基準を満たすことの決定に応答して、（ａ）特定のデータストリームの動的再パーティシ
ョニング、（ｂ）異なるワーカーノードにおいて以前に処理された少なくとも一つのパー
ティションへの代替ワーカーノードの割り当て、（ｃ）処理ステージのために構成された
ワーカーノードの数の変更、または（ｄ）あるサーバから別のサーバへのワーカーノード
の転送の一つ以上を実行するように動作する、条項２１に記載の非一時的コンピュータア
クセス可能ストレージ媒体。
〔２４〕
特定の動作の結果が、永続ストレージデバイスを必要としない保存のための一時的デー
タストリームのデータレコードとして、異なるパーティショニングポリシに従い、一時的

20

データストリームのために構成された以上の取り込みノードに分配されることを、特定の
出力分配記述子が示す、条項２１に記載の非一時的コンピュータアクセス可能ストレージ
媒体。
〔２５〕
一つ以上のデータストリームのデータレコードについての処理ステージの有向非巡回グ
ラフを、ストリーム処理サービスのクライアントが指定できる一つ以上のプログラマチッ
クインターフェースを実装するように制御ノードが動作する、条項２１に記載の非一時的
コンピュータアクセス可能ストレージ媒体。
【０１３２】
30

実例となるコンピュータシステム
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、取り込み、保存、
検索及び制御サブシステム）のコンポーネントを実装する技術を含む、本明細書に記述す
る技術の一つ以上の一部またはすべてを実施するサーバ、並びにＳＰＳワーカー及び制御
ノードは、一つ以上のコンピュータアクセス可能媒体、またはそれにアクセスするように
構成された汎用コンピュータシステムを含むことができる。図３０は、そのような汎用コ
ンピューティングデバイス９０００を示す。示す実施形態において、コンピューティング
デバイス９０００は、入出力（Ｉ／Ｏ）インターフェース９０３０を通じてシステムメモ
リ９０２０に連結された一つ以上のプロセッサ９０１０を含む。コンピューティングデバ
イス９０００は、さらに、Ｉ／Ｏインターフェース９０３０に連結されたネットワークイ

40

ンターフェース９０４０を含む。
【０１３３】
さまざまな実施形態において、コンピューティングデバイス９０００は、一つのプロセ
ッサ９０１０を含むユニプロセッサシステムであってもよいし、いくつか（例えば、二つ
、四つ、八つまたは別の適切な数）のプロセッサ９０１０を含むマルチプロセッサシステ
ムであってもよい。プロセッサ９０１０は、命令を実行する能力がある任意の適切なプロ
セッサであってもよい。例えば、さまざまな実施形態において、プロセッサ９０１０は、
×８６、ＰｏｗｅｒＰＣ、ＳＰＡＲＣまたはＭＩＰＳ

ＩＳＡもしくは任意の他の適切な

ＩＳＡなどの、様々な命令セットアーキテクチャ（ＩＳＡ）のいずれかを実装する汎用ま
たは組み込みプロセッサであってもよい。マルチプロセッサシステムにおいて、プロセッ
サ９０１０の各々は、通例、必ずしも同じＩＳＡを実装しなくてもよい。いくつかの実施
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では、従来のプロセッサの代わりにまたはそれに加えて、グラフィック処理ユニット（Ｇ
ＰＵ）を使用してもよい。
【０１３４】
システムメモリ９０２０は、プロセッサ（複数可）９０１０によってアクセス可能な命
令及びデータを保存するように構成できる。さまざまな実施形態において、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）、シンクロナスダイナ
ミックＲＡＭ（ＳＤＲＡＭ）、非揮発性もしくはフラッシュタイプのメモリ、または任意
の他のタイプのメモリなどの任意の適切なメモリ技術を使用して実施することができる。
示す実施形態では、前述の方法、技術及びデータなどの一つ以上の所望の機能を実施する
プログラム命令及びデータを、コード９０２５及びデータ９０２６としてシステムメモリ

10

９０２０内に保存されるものとして示す。
【０１３５】
一実施形態において、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、並びにデータオブジェクトパーティションの物理レプリカを保存す
るのに使用されるさまざまなタイプの持続性及び／または揮発性ストレージデバイスなど
の、ネットワークインターフェース９０４０または他の周辺インターフェースを含む、デ
バイスにおける任意の周辺デバイス間のＩ／Ｏトラフィックを調整するように構成できる
。いくつかの実施形態において、Ｉ／Ｏインターフェース９０３０は、あるコンポーネン
ト（例えば、システムメモリ９０２０）からのデータ信号を、別のコンポーネント（例え
ば、プロセッサ９０１０）による使用に適したフォーマットに変換するための任意の必須

20

のプロトコル、タイミングまたは他のデータ変換を実行することができる。いくつかの実
施形態において、Ｉ／Ｏインターフェース９０３０は、例えば、周辺コンポーネント相互
接続（ＰＣＩ）バス標準またはユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）標準の変形などのさ
まざまなタイプの周辺バスを通じて取り付けられる、デバイスのためのサポートを含むこ
とができる。いくつかの実施形態において、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の二つ以上の別個のコンポーネントに分
割することができる。また、いくつかの実施形態において、システムメモリ９０２０との
インターフェースなどのＩ／Ｏインターフェース９０３０の機能性のいくつかまたはすべ
ては、プロセッサ９０１０に直接に組み込むことができる。
30

【０１３６】
ネットワークインターフェース９０４０は、コンピューティングデバイス９０００と、
例えば、図１〜図２９に示すような他のコンピュータシステムまたはデバイスなどの、一
つ以上のネットワーク９０５０に取り付けられた他のデバイス９０６０との間でデータを
交換できるように構成できる。さまざまな実施形態において、ネットワークインターフェ
ース９０４０は、例えば、イーサネット（登録商標）ネットワークのタイプなどの任意の
適切な有線または無線の一般のデータネットワークを通じ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、アナログボイスネットワーク
もしくはデジタルファイバ通信ネットワークなどの遠距離通信もしくは電話通信ネットワ
ーク、Ｆｉｂｒｅ

Ｃｈａｎｎｅｌ

ＳＡＮなどのストレージエリアネットワーク 、ま

たは任意の他の適切なタイプのネットワーク及び／もしくはプロトコルを通じて通信をサ

40

ポートすることができる。
【０１３７】
いくつかの実施形態において、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の図１〜図２９に関する前述のようなプログラム命令及びデータを
保存するように構成された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。
しかしながら、他の実施形態では、プログラム命令及び／またはデータは、異なるタイプ
のコンピュータアクセス可能媒体において受信、送信または保存することができる。一般
的に言えば、コンピュータアクセス可能媒体は、例えば、磁気または光学媒体、例えば、
Ｉ／Ｏインターフェース９０３０を通じてコンピューティングデバイス９０００に連結さ
れたディスクまたはＤＶＤ／ＣＤなどの非一時的ストレージ媒体または記憶媒体を含むこ
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とができる。非一時的コンピュータアクセス可能ストレージ媒体は、コンピューティング
デバイス９０００のいくつかの実施形態においてシステムメモリ９０２０または別のタイ
プのメモリとして含ませることができる、例えば、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
媒体も含むことができる。さらに、コンピュータアクセス可能媒体は、例えば、ネットワ
ークインターフェース９０４０を通じて実装できる、ネットワーク及び／または無線リン
クなどの通信媒体を通じて搬送される、電気、電磁もしくはデジタル信号などの伝送媒体
または信号を含むことができる。さまざまな実施形態において、図３０に示すなどの複数
のコンピューティングデバイスの一部またはすべてを使用して、記述した機能性を実施す
ることができる。様々な種々のデバイス及びサーバにおいて実行されるソフトウェアコン

10

ポーネントを、機能性を提供するように協同させることができる。いくつかの実施形態に
おいて、記述した機能性の一部を、汎用コンピュータシステムを使用して実施するのに追
加的にまたは代替的に、ストレージデバイス、ネットワークデバイスまたは専用のコンピ
ュータシステムを使用して実施することができる。本明細書に使用される「コンピューテ
ィングデバイス」という用語は、少なくともすべてのこれらのタイプのデバイスを指し、
かつこれらのタイプのデバイスに限定されない。
【０１３８】
結論
さまざまな実施形態は、さらに、先の記述に従い実装された命令及び／またはデータを
、コンピュータアクセス可能媒体において受信、送信または保存することを含むことがで
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きる。一般的に言えば、コンピュータアクセス可能媒体は、例えば、磁気または光学媒体
、例えば、ディスクまたはＤＶＤ／ＣＤ−ＲＯＭ、例えば、ＲＡＭ（例えば、ＳＤＲＡＭ
、ＤＤＲ、ＲＤＲＡＭ、ＳＲＡＭなど）、ＲＯＭなどの揮発性または不揮発性媒体などの
ストレージ媒体または記憶媒体、並びにネットワーク及び／または無線リンクなどの通信
媒体を通じて搬送される、電気、電磁またはデジタル信号などの伝送媒体または信号を含
むことができる。
【０１３９】
図面に示し、本明細書に記述するさまざまな方法は、方法の例示の実施形態を示す。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において実施することがで
きる。方法の順序は変更でき、さまざまな要素を、追加、再順序付け、結合、削除、変更
することなどができる。
【０１４０】
本開示の利益を有する当業者に明らかであるようなさまざまな修正及び変更を為すこと
ができる。すべてのそのような修正及び変更を含み、それ故に、前の記述が、限定的な意
味ではなく実例としてみなされることが意図される。
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