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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１つ以上の計算装置による、データストリーム管理サービスのクライアントが特定のス
トリームのために、前記データストリーム管理サービスのノードの１つ以上の機能カテゴ
リのための配置オプションを選択することを可能にするプログラムインターフェイス群を
実装することであって、前記データストリーム管理サービスは、少なくとも（ａ）データ
採集ノードおよび（ｂ）データ処理ノードを含む複数の機能カテゴリのノードを利用して
前記実装すること、
　前記プログラムインターフェイス群のプログラムインターフェイスを介した、特定のス
トリームのために選択される配置オプションであって、それに従って第１の機能カテゴリ
のノードは、第１のセキュリティプロファイルを有するリソースを利用して構成され、第
２の機能カテゴリのノードは、異なるセキュリティプロファイルを有するリソースを利用
して構成されるような前記配置オプションを含む要求を受信すること、
　前記第１のセキュリティプロファイルを有する第１の選択されたリソースで、前記第１
の機能カテゴリの１つ以上のノードの構成を起動すること、
　前記異なるセキュリティプロファイルを有する第２の選択されたリソースで、前記第２
の機能カテゴリの１つ以上のノードの構成を起動すること、を、
　１つ以上の計算装置によって実行すること、
　を含む方法。
【請求項２】
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　前記複数の機能カテゴリは、
　（ａ）データ記憶ノード、（ｂ）データ検索ノードおよび（ｃ）制御ノード、の１つま
たは複数を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記要求に従って前記第１の選択されたリソースは、プロバイダーネットワークのデー
タセンターにおいて実装され、
　第２の選択されたリソースは、前記プロバイダーネットワークの外部設備において実装
される、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記プロバイダーネットワークの前記外部設備は、特定のクライアントによる利用専用
の非共有物理リンクを介して前記プロバイダーネットワークにリンクされる、請求項３に
記載の方法。
【請求項５】
　前記第１の機能カテゴリは、データ採集ノードを含み、
　ノードの前記第２の機能カテゴリは、データ処理ノードを含む、請求項３に記載の方法
。
【請求項６】
　前記要求に従って前記第１の選択されたリソースは、プロバイダーネットワークの仮想
計算サービスの第１の計算インスタンスにおいて実装され、
　第２の選択されたリソースは、前記仮想計算サービスの第２の計算インスタンスにおい
て実装され、
　前記第１の機能カテゴリは、クライアントの提供による実行可能なプログラムを利用し
て実行され、
　前記第１の機能カテゴリの前記第１の計算インスタンスにおける実行は、前記データス
トリーム管理サービスによって管理され、
　前記第２の機能カテゴリの操作は、前記クライアントによって管理される、請求項１に
記載の方法。
【請求項７】
　前記要求に従って、プロバイダーネットワークにおいて実装された前記クライアントの
隔離された仮想ネットワーク内で、前記第１の選択されたリソースが実装される、請求項
１に記載の方法。
【請求項８】
　プロバイダーネットワークは、複数のインスタンスホストを利用してマルチテナント計
算サービスを実装し、
　前記複数のインスタンスホストのうちの少なくともいくつかのインスタンスホストは、
それぞれ、複数のクライアントの代わりに計算インスタンスを起動するように構成可能で
あり、
　前記第１の選択されたリソースは、前記要求に従って、２つ以上のクライアントの代わ
りに計算インスタンスを起動するように構成可能であるインスタンスホストを含む、請求
項１に記載の方法。
【請求項９】
　データレコードのネットワークを用いた送信前に、１つ以上の機能カテゴリのノードに
おける前記データレコードの暗号化をクライアントが要求することを可能にするプログラ
ムインターフェイスを実装すること、を、
　前記１つ以上の計算装置が実行すること、をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記複数の機能カテゴリの１つ以上の機能カテゴリのノードの機能のサブセットを少な
くとも実装するための、プロバイダーネットワークの外部設備の１つ以上の計算装置にお
いてインストール可能である、実行可能なモジュールのライブラリを提供すること、を、
　前記１つ以上の計算装置が実行すること、をさらに含む、請求項１に記載の方法。
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【請求項１１】
　前記第１の機能カテゴリの１つ以上のノードの前記構成の前記起動は、可用性要件にし
たがった、複数のデータセンターのそれぞれにおける少なくとも１つのノードの前記構成
の起動を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　１つ以上の計算装置を含むシステムであって、
　前記１つ以上の計算装置は、
　データストリーム管理サービスのクライアントが特定のストリームのために、前記デー
タストリーム管理サービスのノードの１つ以上の機能カテゴリのための配置オプションを
選択することを可能にするプログラムインターフェイス群を実装することであって、前記
データストリーム管理サービスは、少なくとも（ａ）データ採集ノードおよび（ｂ）デー
タ処理ノードを含む複数の機能カテゴリのノードを利用して前記実装すること、
　前記プログラムインターフェイス群のプログラムインターフェイスを介した、特定のス
トリームのために選択される配置オプションであって、それに従って第１の機能カテゴリ
のノードは、第１のセキュリティプロファイルを有するリソースを利用して構成され、第
２の機能カテゴリのノードは、異なるセキュリティプロファイルを有するリソースを利用
して構成されるような前記配置オプションを含む要求を受信すること、
　前記第１のセキュリティプロファイルを有する第１の選択されたリソースで、前記第１
の機能カテゴリの１つ以上のノードの構成を起動すること、
　前記異なるセキュリティプロファイルを有する第２の選択されたリソースで、前記第２
の機能カテゴリの１つ以上のノードの構成を起動すること、
　を実行するように構成される、システム。
【請求項１３】
　前記複数の機能カテゴリは、
　（ａ）データ記憶カテゴリ、（ｂ）データ処理カテゴリまたは（ｃ）制御カテゴリ、
の１つまたは複数を含む、請求項１２に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記第１の選択されたリソースは、プロバイダーネットワーク内に位置し、
　前記第２の選択されたリソースは、前記プロバイダーネットワーク外に位置する、請求
項１２に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記要求に従って、前記第１の機能カテゴリの１つ以上のノードは、プロバイダーネッ
トワークにおいて実装される隔離された仮想ネットワーク内の計算装置において構成され
る、請求項１２に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　データ記憶のコストが長年にわたって低下し、計算インフラストラクチャの様々な要素
を相互接続する能力が向上するにつれて、多種多様なアプリケーションに関連するますま
す多くのデータが収集され、分析される可能性が出てきた。例えば、携帯電話はその位置
や電話ユーザが利用するアプリケーションなどを示すデータを生成することができ、カス
タマイズしたクーポン、広告などをユーザに提示するためにその少なくとも一部を収集し
、分析することが可能である。監視カメラから収集されたデータの分析は、犯罪の抑止、
及び／または解決に役立つ可能性があり、また航空機のエンジン、自動車または複雑な機
械の内部の様々な位置に組み込まれたセンサーから収集されるデータは、予防保守、効率
性の向上やコストの低減などの様々な目的で利用することができる。
【０００２】
　コモディティハードウェアの利用の増加に伴い、ストリーミングデータ量が増加してい
る（また、場合によっては増加が可能となっている）。コモディティハードウェアのため
の仮想化技術の出現によって様々な計算リソースを効率的かつ確実に複数の顧客によって
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共有することが可能になり、多くの種類のアプリケーションのための大規模計算リソース
の管理に関して利点がもたらされている。例えば、単一の物理計算機によりホスティング
され、かつ、そのそれぞれが、自身が所定のハードウェア計算リソースの唯一の操作者お
よび管理者であるかのような錯覚をユーザに与える個別の論理計算システムとして作動す
るソフトウェアシミュレーションである１つ以上の仮想マシンを各ユーザに提供すること
ができる。また一方で、様々な仮想マシンの間でアプリケーションを隔離させてセキュリ
ティを提供することで、仮想化技術は単一の物理計算機を複数のユーザ間で共有させるこ
とができる。さらに、いくつかの仮想化技術により、複数の個別の物理計算システムに及
ぶ複数の仮想プロセッサを有する単一の仮想マシンなどの、２つ以上の物理リソースに及
ぶ仮想リソースの提供が可能である。計算プラットフォームに加えて、いくつかの大規模
な組織も仮想化技術を利用して構築された様々な種類の記憶サービスを提供する。そのよ
うな記憶サービスを利用して、大量のデータを所望の持続性レベルで記憶させることがで
きる。
【０００３】
　様々なプロバイダからの比較的コストの低い仮想化された計算、及び／または記憶リソ
ースが利用可能であるにもかかわらず、動的に変動する大規模なデータストリームの収集
、記憶および処理の管理および統合は、様々な理由から、依然として困難な課題である。
大規模なデータストリームの処理のために設定されたシステムにより多くのリソースが追
加されるにつれ、例えば、システムの異なる部分の間で作業負荷の不均衡が生じる可能性
がある。この状況を放置すると、他のリソースの未活用（およびそれによる浪費）に加え
て、そのような不均衡がいくつかのリソースにおける重大な性能問題につながる可能性が
ある。またクライアントのストリーミングデータまたはストリーミングデータの分析結果
が、クライアントが制御していない設備において記憶されている場合に、クライアントが
そのようなデータまたは結果のセキュリティに関して懸念を抱く可能性もある。分散した
システムの規模が大きくなるにつれて必然的に発生頻度が高まる傾向にある、時折起こる
接続の喪失、及び／またはハードウェアの故障などの障害についてはまた、費用が掛かる
ストリームデータの収集、記憶または分析の中断を防止するために、効果的に対処しなけ
ればならない可能性がある。
【図面の簡単な説明】
【０００４】
【図１】少なくともいくつかの実施形態による、データストリームの概念の簡便な概要を
示している。
【図２】少なくともいくつかの実施形態による、ストリーム管理システム（ＳＭＳ）およ
びストリーム処理ステージの収集を含むストリーム処理システム（ＳＰＳ）の様々なサブ
コンポーネントの間のデータの流れの概要を示している。
【図３】少なくともいくつかの実施形態による、ＳＭＳおよびＳＰＳに実装されてもよい
それぞれのプログラムインターフェイス群の実施例を説明する。
【図４】少なくともいくつかの実施形態による、ＳＰＳクライアントによるストリーム処
理ステージのグラフの生成を可能にするために実装されてもよい、ウェブベースのインタ
ーフェイスの実施例を説明する。
【図５】少なくともいくつかの実施形態による、ＳＭＳに実装されてもよいプログラムレ
コード送信インターフェイスおよびレコード検索インターフェイスの実施例を説明する。
【図６】少なくともいくつかの実施形態による、ＳＭＳの採集サブシステムの例示的な要
素を説明する。
【図７】少なくともいくつかの実施形態による、ＳＭＳの記憶サブシステムの例示的な要
素を説明する。
【図８】少なくともいくつかの実施形態による、ＳＭＳの検索サブシステムの例示的な要
素および検索サブシステムのＳＰＳとの対話の実施例を説明する。
【図９】少なくともいくつかの実施形態による、ＳＭＳまたはＳＰＳのノードのために設
定されてもよい冗長グループの実施例を説明する。
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【図１０】少なくともいくつかの実施形態による、所定の冗長グループのノードが複数の
データセンターの間で分散されてもよいプロバイダーネットワーク環境を説明する。
【図１１】少なくともいくつかの実施形態による、ＳＭＳまたはＳＰＳのノードのために
選択されてもよい複数の配置先を説明する。
【図１２ａ－１２ｂ】少なくともいくつかの実施形態による、ＳＰＳクライアントおよび
ＳＭＳクライアントによってそれぞれ送信されてもよいセキュリティオプション要求の実
施例を説明する。
【図１３ａ】少なくともいくつかの実施形態による、ストリームデータプロデューサとＳ
ＭＳの採集ノードとの間の対話の実施例を説明する。
【図１３ｂ】少なくともいくつかの実施形態による、採集されたデータレコードのために
ＳＭＳにおいて生成されてもよいシーケンス番号の例示的な要素を説明する。
【図１４】少なくともいくつかの実施形態による、ＳＭＳにおけるストリームデータレコ
ードの順序付けられた記憶および検索の実施例を説明する。
【図１５】少なくともいくつかの実施形態による、ストリームのパーティションマッピン
グならびに、ＳＭＳおよびＳＰＳノードのために行われてもよい対応する構成決定の実施
例を説明する。
【図１６】少なくともいくつかの実施形態による、動的ストリーム再分割の実施例を説明
する。
【図１７】少なくともいくつかの実施形態による、ストリームレコード採集およびストリ
ームレコード検索のためのそれぞれのプログラムインターフェイス群をサポートするため
に実行されてもよい操作の態様を説明する流れ図である。
【図１８ａ】少なくともいくつかの実施形態による、ストリーム処理ステージを構成する
ために実行されてもよい操作の態様を説明する流れ図である。
【図１８ｂ】少なくともいくつかの実施形態による、ストリーム処理ワーカーノードの構
成のためのクライアントライブラリのコンポーネントの呼び出しに応じて実行されてもよ
い操作の態様を説明する流れ図である。
【図１９】少なくともいくつかの実施形態による、ストリーム処理のための１つ以上の回
復ポリシーを実装するために実行されてもよい操作の態様を説明する流れ図である。
【図２０】少なくともいくつかの実施形態による、データストリームのための複数のセキ
ュリティオプションを実装するために実行されてもよい操作の態様を説明する流れ図であ
る。
【図２１】少なくともいくつかの実施形態による、データストリームのための分割ポリシ
ーを実装するために実行されてもよい操作の態様を説明する流れ図である。
【図２２】少なくともいくつかの実施形態による、データストリームの動的再分割を実装
するために実行されてもよい操作の態様を説明する流れ図である。
【図２３】少なくともいくつかの実施形態による、データストリームレコードのための少
なくとも１回のレコード採集ポリシーを実装するために実行されてもよい操作の態様を説
明する流れ図である。
【図２４】少なくともいくつかの実施形態による、データストリームのための複数の永続
性ポリシーを実装するために実行されてもよい操作の態様を説明する流れ図である。
【図２５】少なくともいくつかの実施形態による、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利用してそれらの作業負荷を調整するストリーム処理システムの実施
例を説明する。
【図２６】少なくともいくつかの実施形態による、作業負荷調整のためにパーティション
割り当てテーブルに記憶されてもよい例示的なエントリを説明する。
【図２７】少なくともいくつかの実施形態による、ストリーム処理ステージのワーカーノ
ードによって、処理操作を実行するためのパーティションの選択のために実行されてもよ
い操作の態様を説明する。
【図２８】少なくともいくつかの実施形態による、ストリーム処理ステージのワーカーノ
ードによって、ストリーム管理サービス制御サブシステムから取得した情報に基づいてパ
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ーティション割り当てテーブルを更新するために実行されてもよい操作の態様を説明する
。
【図２９】少なくともいくつかの実施形態による、ストリーム処理ステージのワーカーノ
ードによって実行されてもよいロードバランシング操作の態様を説明する。
【図３０】少なくともいくつかの実施形態で利用されてもよい計算装置の実施例を説明す
るブロック図である。
【０００５】
　本明細書内の実施形態は、いくつかの実施形態の実施例および例示のための図面を用い
て記載される。しかし、実施形態は、本明細書に記載された実施形態または図面に限定さ
れないことが当業者には理解されよう。図面およびその詳細な記述は、実施形態を開示さ
れた特定の形態に限定することを意図するものではなく、反対に添付された特許請求の範
囲によって定められるような趣旨および範囲に入るすべての修正、均等物および代替例を
包括することを意図していることが理解されるべきである。本明細書にて利用されている
見出しは、構成上の目的のためであり、説明または特許請求の範囲を限定するために利用
されることを意図するものではない。本出願の全体において、「ｍａｙ」の用語は強制の
意味（すなわち、しなければならないことを意味する）ではなく許可の意味（すなわち、
可能性を有することを意味する）で用いられる。同様に、「ｉｎｃｌｕｄｅ」、「ｉｎｃ
ｌｕｄｉｎｇ」および「ｉｎｃｌｕｄｅｓ」の用語は含むことを意味するが、それに限定
されない。
【発明を実施するための形態】
【０００６】
　数百あるいは数千もの同時並行的データプロデューサおよ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を作成、記憶、検索および処理を管理す
るための方法および装置の様々な実施形態を説明する。「データストリーム」の用語は、
本明細書内で用いられるように、１つ以上のデータプロデューサによって生成され、また
１つ以上のデータコンシューマによってアクセスされてもよく、各データレコードを変更
不能なバイト列とする、データレコードのシーケンスを指す。いくつかの実施形態におい
て、ストリーム管理サービス（ＳＭＳ）はストリームの作成、構成および削除、ならびに
ストリームデータレコードの送信、記憶および検索を可能にするプログラムインターフェ
イス（例、アプリケーションプログラミングインターフェイス（ＡＰＩ）、ウェブページ
もしくはウェブサイト、グラフィックユーザーインターフェイス、またはコマンドライン
ツール）を提供してもよい。ＳＭＳ制御コンポーネントと対話するものであるストリーム
操作（ストリーム作成もしくは削除、または以下に述べる動的再分割操作の種類など）の
いくつかのタイプは、本明細書内で「制御プレーン」操作と称することがある。一方、デ
ータレコード送信、記憶および検索などの通常（例、正常な動作状態において）制御コン
ポーネントとの対話を要求しない操作は、本明細書内では「データプレーン」操作と称る
ることがある。動的にプロビジョニングされた計算、記憶およびネットワーキングリソー
ス群は、そのような実施形態のいくつかにおいて、例えば、以下でさらに詳細に述べるよ
うに、多数のサービスコンポーネントの間でスケーラブルな形式でストリーム管理の作業
負荷を分散させることができる様々な分割ポリシーに基づいて、サービスを実装するため
に利用されてもよい。本明細書において、ストリーム管理サービス、また、ストリーム管
理サービスを実装するために利用される仮想及び／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を指すために、ＳＭＳの頭字語が用いられることがある。
【０００７】
　ＳＭＳの顧客の一部は、様々な実施形態においてＳＭＳプログラムインターフェイスを
直接呼び出すアプリケーションを開発してもよい。しかし少なくともいくつかの実施形態
では、ＳＭＳインターフェイスに加えて、ＳＭＳに直接サポートされた下位ストリーム管
理関数を利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、ス
トリーム処理の様々な態様を簡略化することができる高抽象度またはアプリケーションレ
ベルの処理のフレームワークが顧客のために提供されてもよい。そのようなフレームワー
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クは、顧客が下位ストリーム管理操作よりもストリームレコードを利用して実装されるビ
ジネスロジックにより重点を置くことを可能にする（例えばＳＭＳインターフェイス上に
構築された）それ自体のプログラムインターフェイスを提供してもよい。いくつかの実施
形態において、それ自体の制御プレーンおよびデータプレーンコンポーネントを有する、
ストリーム処理のためのリソースの自動供給、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する条件に基づく動的再分割、などの高度機能を提供
することができるストリーム処理サービス（ＳＰＳ）として、上位フレームワークが実装
されてもよい。少なくともいくつかの実施形態では、ストリーム管理サービス、ストリー
ム処理サービス、または両方のサービスのいずれかが、マルチテナント管理のネットワー
クアクセス可能サービスとして仮想化環境において実装されてもよい。すなわちそのよう
な実施形態において、少なくとも場合によってはリソースが共有されている方法を必ずし
も顧客に正確に認識させることなく、または所定のリソースが共有されていることを一切
顧客に認識させることなく、様々な物理リソース（コンピュータサーバまたはホスト、記
憶装置、ネットワーキング装置など）が異なる顧客のストリーム間で共有されてもよい。
管理されたマルチテナントストリーム管理及び／または処理管理サービスの制御コンポー
ネントは、クライアントによる選択が一部可能な様々な適用可能なポリシーに基づいて、
特定のストリームのために利用されるノードまたはリソースを動的に追加し、取り除き、
または再構成してもよい。加えて、制御コンポーネントもまた、（例えば、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が両方のクライアントによって共有されること
が可能であるにもかかわらず、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ように万全を期すために）様々な種類のセキュリ
ティプロトコルの透明な形での実装、請求のためのリソースの使用の監視、監査またはデ
バッグのために利用可能なロギング情報の生成などの役割を担ってもよい。（１つ以上の
）管理されたマルチテナントサービスのクライアントのパースペクティブから、（１つ以
上の）サービスによって実装される制御／管理機能により、大規模ストリーミングアプリ
ケーションのサポートに関わる複雑性の大部分を解消することができる。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が少なくともいくつかのタイプのス
トリーム関連の操作のためのリソースの共有を望まないことを示すことができる可能性が
あり、その場合少なくとも一時的に、それらのタイプの操作のための（すなわち、単一の
顧客またはクライアントのために実行される操作に限定される）シングルテナントとして
、いくつかの物理リソースが指定されてもよい。
【０００８】
　様々な実施形態において、ＳＭＳ及び／またはＳＰＳ制御プレーンならびにデータプレ
ーン操作の実装のためにいくつかの異なる手法が取られてもよい。例えば制御プレーン操
作に関して、いくつかの実装において、制御サーバまたはノードの冗長グループが設定さ
れてもよい。冗長グループは、複数の制御サーバを含んでもよく、それら複数の制御サー
バにおいては、あるサーバが様々なストリームに関する管理要求への応答の役割を担うプ
ライマリサーバとして指定される。一方で、現在のプライマリにおける障害（またはその
接続の喪失）などのトリガする条件の場合に、プライマリとして引き継ぐために別のサー
バが指定されてもよい。別の実装においては、ネットワークアクセス可能データベースサ
ービスにおいて作成される１つ以上のテーブルが、様々なストリームのための（パーティ
ションマップなどの）制御プレーンメタデータを記憶させるために利用されてもよく、様
々な採集、記憶または検索ノードが、データプレーン操作のために要求されるメタデータ
のサブセットを取得するために必要なテーブルにアクセスすることができる可能性がある
。異なる実施形態におけるＳＰＳおよびＳＭＳデータプレーンならびに制御プレーン機能
の様々な態様に関する詳細については、以下で説明する。ストリーム管理サービスが実装
されるいくつかの実施形態においては、上位プリミティブを提供するストリーム処理サー
ビスが必ずしも実装され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ムインターフェイスのみが顧客に公開されてもよく
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、によって利用される下位ストリーム管理インターフェイスがクライアントに利用可能に
されなくてもよい。
【０００９】
　いくつかの実施形態によると、ストリーム管理システムは、データレコードの取得また
は収集の役割を主に担うレコード採集サブシステム、適用可能な永続性または持続性ポリ
シーにしたがうデータレコードの内容の保存の役割を主に担うレコード記憶サブシステム
、および記憶するレコードに向けられる読み出し要求への応答の役割を主に担うレコード
検索サブシステムを含む、複数の独立的に構成可能なサブシステムを含んでもよい。いく
つかの実施形態では、制御サブシステムも、例えば、仮想または物理サーバなどの選択さ
れたリソースにおいて、採集、記憶および検索サブシステムのそれぞれのために要求され
たノード数を動的に決定及び／または初期化することにより、残りのサブシステムを構成
する役割を担う１つ以上の管理または制御コンポーネントを含んで、実装されてもよい。
採集、記憶、検索および制御サブシステムのそれぞれが、それぞれの複数のハードウェア
及び／またはソフトウェアコンポーネントを利用して実装されてもよい。利用されるもの
は、サブシステムの「ノード」または「サーバ」と総称される場合がある、。従ってＳＭ
Ｓの様々なリソースについては、採集、記憶、検索または制御の４つの機能カテゴリの１
つに属すると論理的に言うことができる。いくつかの実装においては、他のサブシステム
の各々について、それぞれの制御コンポーネント群が構築されてもよく、例えば、独立し
た採集制御サブシステム、記憶制御サブシステム及び／または検索制御サブシステムが実
装されてもよい。そのような制御サブシステムのそれぞれが、対応するサブシステムの他
のノードのために利用されるリソースの識別、及び／またはクライアントからのまたは他
のサブシステムからの管理クエリへの応答、の役割を担ってもよい。いくつかの実装にお
いては、様々な種類のＳＭＳ、及び／またはＳＰＳ関数の実行が可能であるノードのプー
ルが事前に設定されてもよく、それらのプールのうちの選択された構成要素が、必要に応
じて新しいストリームまたは新しい処理ステージに割り当てられてもよい。
【００１０】
　少なくともいくつかの実施形態では、例えば、採集、記憶、検索及び／または制御ノー
ドの異なる群の間にデータレコードのサブセットを分散させるために、ストリーム分割ポ
リシーおよび関連するマッピングが実装されてもよい。例えば、特定のデータストリーム
のために選択された分割ポリシーに基づき、また、レコード採集率及び／または検索率の
予測などの他の要因に基づき、いくつのノード（例、処理またはスレッド）が最初に（す
なわちストリーム作成時に）採集、記憶および検索のために構築されるべきかを、また、
それらのノードがどのようにして仮想及び／または物理マシンにマッピングされるべきか
を、制御コンポーネントが決定してもよい。時間と共に、所定のストリームに関連する作
業負荷が増加するか、または減少することがあり、それが（他のトリガする条件の間で）
ストリームの再分割につながる可能性がある。そのような再分割は、レコードのパーティ
ション、利用される分割キー、パーティションの総数、採集ノード、記憶ノードもしくは
検索ノードの数、または異なる物理または仮想リソース上のノードの配置を決定するため
に利用される関数などの様々なパラメータを変更するものであってもよい。少なくともい
くつかの実施形態では、以下に詳細に述べる技術を利用して、データレコードの流れを中
断することなく、再分割が動的に実装されてもよい。いくつかの実施形態では、異なる分
割スキームおよび再分割トリガ基準が、例えばクライアントが提供するパラメータに基づ
いて、またはＳＭＳ制御ノードのヒューリスティックに基づいて、異なるデータストリー
ムのために利用されてもよい。いくつかの実施形態では、例えばクライアントの選好、ス
トリームの予測生存時間または他の要因に基づいて、再分割の数及び／または頻度を制限
することが可能な場合がある。
【００１１】
　異なる実施形態では、いくつかの異なるレコード採集ポリシーおよびインターフェイス
が実装されてもよい。例えば、いくつかの実施形態では、クライアント（例えば、ＳＭＳ
の顧客のためにＳＭＳのプログラムインターフェイスを呼び出すよう構成された実行可能
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コンポーネントまたはモジュール）が、インライン送信インターフェイスまたはバイリフ
ァレンス送信インターフェイスのいずれかを利用してもよい。そのような実施形態では、
インライン送信のため、データレコードの内容または本体の一部として送信要求が含まれ
てもよい。対照的にバイリファレンス送信要求においては、データレコードの内容または
本体をそこから取得することができるアドレス（記憶装置アドレス、データベースレコー
ドアドレスまたはＵＲＬ（ユニフォームレコードロケータなど））が提供されてもよい。
いくつかの実装においては、ハイブリッド送信インターフェイスも同様に、またはハイブ
リッド送信インターフェイスが代わりにサポートされてもよく、そのようなハイブリッド
送信インターフェイスにおいては、データレコードの第１のＮバイト列がインラインで含
まれてもよく、一方で残りのバイト列（もしあれば）が参照用に提供され得る。そのよう
なシナリオでは、（Ｎバイト列の長さより本体が短い）短いレコードの送信要求によって
完全に特定されてもよく、一方で、より長いレコードの一部を対応するアドレスから取得
しなければならない場合もあり得る。
【００１２】
　いくつかの実施形態では、採集中にレコード内容を特定するための異なる代替例に加え
て、多様な応答また重複排除に関する採集ポリシーが実装されてもよい。例えば、いくつ
かのストリームアプリケーションのために、あらゆるデータレコードがＳＭＳによって確
実に採集されることをクライアントが求める場合がある。大規模な分散ストリーム管理環
境では、データプロデューサと採集ノードとの間のパスにおいて、パケットが失われるか
、または様々な障害が時に生じる場合があり、その結果いくつかの送信データが失われる
可能性がある。従っていくつかの実施形態では、ＳＭＳが少なくとも１回の採集ポリシー
を実装し、それに従って採集サブシステムから肯定応答を受信するまで、レコードサブミ
ッタが同じレコードを１回以上送信してもよい。正常な動作状態において、レコードは１
回送信され、受信する採集ノードがレコードを取得し記憶させた後にサブミッタが応答を
受信してもよい。応答が失われるかまたは遅延した場合、またはレコード送信要求自体が
失われた場合は、応答が最終的に受信されるまでサブミッタが同じデータレコードを１回
以上再送信してもよい。採集ノードは、例えば、応答がサブミッタにより受信されていれ
ばレコードは再送信されないという予測に基づいて、それが重複であるかどうかに関わら
ず各送信のための応答を生成してもよい。しかし、少なくともいくつかの実施形態におい
て、同じデータレコードが複数回送信されたことを認識し、重複データの新しいコピーを
不必要に記憶させることを回避する役割を採集ノードが担ってもよい。１つの実施形態に
おいて、少なくとも１回の採集ポリシーの少なくとも２つのバージョンがサポートされて
もよい。すなわち、ＳＭＳがデータレコードの重複を排除する（すなわち、２つ以上の送
信群のうちの１つのみを受けてデータが確実にＳＭＳ記憶サブシステムに記憶されるよう
にする）役割を担う１つのバージョン（「少なくとも１回の採集、重複なし」と称される
場合がある）と、ＳＭＳによるデータレコード記憶の重複が許可される１つのバージョン
（「少なくとも１回の、重複が許可された」と称される場合がある）である。少なくとも
１回の、重複が許可された手法は、データレコード重複の否定的な結果がほとんど、ある
いはまったくないストリームアプリケーションにとって、及び／または自身の重複削除を
実行するストリームアプリケーションにとって有用である場合がある。送信されるすべて
のデータレコードごとに応答が要求されるわけではないベストエフォート型採集ポリシー
などの他の採集ポリシーもまた、サポートされてもよい。少なくともいくつかの実施形態
では、ベストエフォート型採集ポリシーが有効である場合、少数のデータレコードの喪失
は容認されることがある。様々な実施形態においてクライアントは、自身が様々なストリ
ームについてどの採集ポリシーの利用を望むか選択してもよい。
【００１３】
　ストリームレコードの記憶に関しては、少なくともいくつかの実施形態において、いく
つかの代替的なポリシーもまたサポートされてもよい。例えば、クライアントは、記憶さ
れる所定のデータレコードのコピー数、コピーのために利用される記憶技術のタイプ（例
、揮発性または不揮発性ＲＡＭ、回転式ディスクベースの記憶装置、ソリッドステート装
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置（ＳＳＤ）、ネットワーク接続型記憶装置など）などのレコード記憶の態様を左右する
、ＳＭＳにサポートされたいくつかの中から１つの永続性ポリシーを選択することができ
る場合がある。例えば、クライアントがディスクベースの記憶装置にＮ個のレプリカの永
続性ポリシーを選択する場合、Ｎ個のレコードのコピーがＮ個それぞれのディスク装置に
安全に書き込まれるまでデータレコード送信は完了したものとみなされないことがある。
ディスクベースの記憶装置が利用される少なくともいくつかの実施形態では、例えば、デ
ィスクシークによる性能への影響を回避するために、ＳＭＳ記憶サブシステムが所定のパ
ーティションの受信データレコードをディスクに順次書き込むことを試みてもよい。例え
ば、採集時間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を用いた
技術を含む、以下に述べる様々な技術を利用して、シーケンス番号がデータレコードのた
めに（また、データレコードと共に記憶されても）生成されてもよい。少なくともいくつ
かの実施形態では、所定のパーティションのデータレコードが、例えば、ディスク上に隣
接して、また他のパーティションのデータレコードから離れて、ともに記憶されてもよい
。いくつかの実装においては、（クライアントによって、またはＳＭＳによって選択され
た）保持ポリシーまたは（いくつかの重複が送信されたとしても、所定のデータレコード
が重複してＳＭＳ記憶サブシステムに記憶されないように万全を期すようＳＭＳに要求し
てもよい期間に、その所定のデータレコードのいずれかの送信に続く時限を示す）重複排
除時間窓ポリシーに従って、少なくともいくつかのデータレコードが異なるタイプの記憶
サービスへとアーカイブされ、及び／または時限後にＳＭＳから削除されてもよいそのよ
うな除去操作は、本明細書内でストリーム「トリミング」と称することがある。いくつか
の実施形態において、クライアントは、ストリームトリミング要求を送信してもよい。こ
れは、例えば、特定のデータレコードがもはや必要とされなくなったために、トリミング
要求を送信するクライアントのパースペクティブから、その特定のデータレコードを削除
することが可能であることをＳＭＳに通知する、または特定のデータレコードの削除を明
示的に要求することである。所定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においては、ＳＭＳが関係するすべてのコンシューマによって
アクセスされる前に所定のレコードが早まって削除される、あるいはトリミングされるこ
とがないよう万全を期す役割を担ってもよい。いくつかの実装においては、所定のストリ
ームのＮ個のデータコンシューマがある場合、ＳＭＳは、自身がＮ個のデータコンシュー
マすべてが、ストリームの所定のレコードＲの読み出しまたは処理を行ったと判定するま
で、レコードＲの削除を待ってもよい。例えばコンシューマからのそれぞれのトリミング
要求に基づいて、またはストリームにおいてデータコンシューマがどこまで進行したかに
関するそれぞれの指示に基づいて、すべてのコンシューマによってＲが読み出されたとＳ
ＭＳが判定してもよい。いくつかの実施形態では、いくつかのタイプのデータコンシュー
マ（試験関連のアプリケーションなど）が、少なくともデータレコードの小規模なサブセ
ットのアクセスされる前の削除を容認してもよい。従って、少なくともいくつかの実施形
態において、アプリケーションは検索前にデータ削除の容認性に関する通知をＳＭＳに行
うことが可能である場合があり、ＳＭＳがその通知にしたがって削除をスケジュールして
もよい。いくつかの実施形態では、例えばストリームデータレコードのコピー先となるべ
きタイプの記憶装置を示すデータ保持ポリシーおよびそのようなコピーに利用されるスケ
ジューリングポリシーの一部として、アーカイバルポリシーが実装されてもよい。
【００１４】
　少なくともいくつかの実施形態では、複数のプログラムインターフェイスもまたレコー
ド検索のためにサポートされてもよい。１つの実施形態においては、１つのプログラムイ
ンターフェイス（例、ｇｅｔＩｔｅｒａｔｏｒ）がイテレータまたはカーソルをインスタ
ンス化しストリームのパーティション内の（例えば、シーケンス番号またはタイムスタン
プに基づく）特定の論理オフセットに位置付けるために利用されてもよい、あるいは、イ
テレータを用いた手法が利用されてもよい。異なるプログラムインターフェイス（ｇｅｔ
ＮｅｘｔＲｅｃｏｒｄｓなど）がその後、イテレータの現在の位置から順次開始される特
定の数のデータレコードを読み出すために利用されてもよい。イテレータのインスタンス
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化により、クライアントによるストリームパーティション内のレコード検索の任意のまた
はランダムな開始位置の特定が事実上可能になることがある。そのような実施形態におい
て、クライアントがデータレコードをランダムアクセスパターンで読み出すことを望む場
合、クライアントが新しいイテレータを繰り返し作成しなければならない可能性がある。
回転式ディスクを用いた記憶システムにおいては、頻繁なランダムアクセスのために要求
されたディスクシークが、Ｉ／Ｏ応答時間に深刻な影響を与える場合がある。従って、少
なくともいくつかの実施形態では、クライアントがストリームデータレコードのランダム
ではなく順次の読み出しを行う動機として、順次読み出しアクセスに適用される課金率と
は異なる（例えば、より高い）課金率がランダム読み出しアクセスに適用される可能性が
ある。従って、いくつかの実装においては、Ｘ＞Ｙとして、クライアントが例えば、ｇｅ
ｔＩｔｅｒａｔｏｒの呼び出しごとにＸ通貨単位を、また、ｇｅｔＮｅｘｔＲｅｃｏｒｄ
ｓを介して検索されるレコードごとにＹ通貨単位を請求されることがある。代替的なクラ
イアントインターフェイスが他の操作カテゴリ（採集など）のためにサポートされるとき
、少なくともいくつかの実施形態では、代替例のための課金率または価格が異なる場合が
ある。例えば、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高い料金を請
求される場合があるように、クライアントがオンライン送信要求よりもバイリファレンス
送信要求により高い料金を請求される場合がある。様々な実施形態において、データレコ
ードの大きさ、時間の経過による書き込み対読み出し要求の分散、選択された永続性ポリ
シーなどの他の要因も請求に影響を与える可能性がある。
【００１５】
　いくつかの実施形態によると、ストリーム処理サービス（ＳＰＳ）により、クライアン
トが多数の処理ステージを含む、所定のステージにおいて実行される処理の出力が０個以
上の他のステージのための入力として利用されてもよい複雑な処理ワークフローを任意に
特定することが可能になる場合がある。分割ポリシー（データレコードの採集、記憶およ
び検索のためのＳＭＳについて説明するポリシーと同様に）は、いくつかの実施形態にお
ける様々なステージで、複数のワーカーノード間の処理作業負荷を分割するために利用さ
れてもよい。そのような１つの実施形態において、例えば、ステージのための（１つ以上
の）入力データソース（例えば、ストリームのための分割ポリシーと共にデータレコード
が検索される１つ以上のストリーム）、ステージにおいて実行される処理操作、およびス
テージからの出力または結果の分散のための記述子または特定（例えば、出力が記憶位置
に保存され、ネットワークエンドポイントに送信され、または１つもしくは複数の他の処
理ステージに異なるストリームの形式で入力されるか否か）を含む所与のステージのため
の様々な構成設定を特定することを、クライアントが可能にするプログラムＳＰＳインタ
ーフェイスが実装されてもよい。少なくともいくつかの実施形態では、ＳＰＳステージの
ために特定された処理操作は、冪等であってもよい。すなわち所定の処理操作が同じ入力
データにおいて複数回実行される場合、その操作の結果は操作が１回のみ実行された場合
に取得されていたであろう結果と異ならない。以下に詳細に述べるように、処理操作が冪
等である場合、障害（例、ＳＰＳステージにおけるワーカーノード障害）からの回復は簡
略化されてもよい。いくつかの実施形態によると、ＳＰＳステージの一部またはすべてに
おいて非冪等処理操作が許可されてもよい。
【００１６】
　入力ストリーム分割ポリシー、次いでＳＰＳプログラムインターフェイスを介して受信
される処理操作の性質などの構成情報に少なくとも部分的に基づき、様々な実施形態にお
いて、処理ワークフローの様々なステージのために最初に設定されるワーカーノードの数
をＳＰＳ制御サーバが決定してもよい。ワーカーノードのために利用されるリソースの性
能もまた（例、利用されている仮想または物理マシン）、ワーカーノードの初期数および
配置の決定の際に考慮されてもよい。（いくつかの実装において、それぞれが実行可能ス
レッドまたは実行可能処理を含んでもよい）選択された数のワーカーノードがインスタン
ス化されてもよい。例えば、適切な入力ソースから（例えば、１つ以上のストリームパー
ティションの検索ノードから）データレコードを取得し、データレコード上で特定の処理
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操作を実行し、また処理の結果を（１つ以上の）特定の出力先に送信するために、各ワー
カーノードが構成されてもよい。加えて、少なくともいくつかの実施形態では、チェック
ポイントスキームが実装されてもよく、それに従って、パーティションレコードが順次処
理されていることを前提として、そのワーカーノードにおいて処理されているパーティシ
ョンの一部を示すプログレスレコードまたはチェックポイントを記憶させるために、所定
のワーカーノードが構成されてもよい。ワーカーノードは、例えば、いくつかの実装にお
いてプログレスレコードを永続性記憶装置に周期的に（例えば、Ｎ秒に１回またはＲ個の
データレコードが処理されるごとに１回）、及び／またはＳＰＳ制御サーバからのチェッ
クポイント要求に応じて書き込んでもよい。
【００１７】
　いくつかの実施形態では、ワーカーノード障害からの迅速な回復のためにプログレスレ
コードが利用されてもよい。例えば、ハートビート機構を利用して、及び／またはリソー
ス利用レベル（ＣＰＵ利用、Ｉ／Ｏ装置利用またはネットワーク利用レベルなど）を監視
することで、ＳＰＳ制御サーバが時間の経過に伴う様々なワーカーノードの健全性状態を
監視するなどしてもよい。特定のワーカーノードが所望のまたは不健全な状態（例えば、
応答しないまたは過負荷である場合）にあることをＳＰＳ制御サーバが判定することに応
じて、置換ワーカーノードが特定のワーカーノードの役割を引き継ぐためにインスタンス
化されてもよい。置換ワーカーノードは、置換ワーカーノードが処理するべきデータ、レ
コード群を識別するために、置換されたワーカーノードによって記憶された最新のプログ
レスレコードにアクセスしてもよい。処理操作が冪等である実施形態において、いくつか
の操作が繰り返されたとしても（例えば、最新のプログレスレコードが置換ワーカーのイ
ンスタンス化のしばらく前に書き込まれたために）、処理の全体的な結果は障害および置
換による影響を受けない。いくつかの実装においては、それによって処理される所定のス
トリームまたはパーティションのサブセットを示すプログレスレコードの記憶に加えて、
ワーカーノードもまた蓄積されたアプリケーション状態の情報を記憶させるよう構成され
てもよい。例えば、ストリーム処理ワークフローがサービス使用メトリクスを示すストリ
ーミングデータレコードの分析に基づいて特定のサービスのためのクライアントの課金額
を決定する役割を担う場合、ワーカーノードが、様々なクライアントのために決定された
累積課金額を周期的に記憶してもよい。
【００１８】
　少なくともいくつかの実施形態では、ＳＰＳ制御サーバがまた、様々なステージのため
の入力ストリームの動的再分割の要求、所定のステージにおいて所定のパーティションに
割り当てられたワーカーノード数の変更、より高性能なワーカーノードのいくつかのステ
ージへの割り当て、またはワーカーノードある物理リソースから異なる性能を有する別の
物理リソースへの転送などの他のアクションの起動によって、変化する作業負荷レベルま
たは検知される作業負荷の不均衡（例えば、あるパーティションのための採集率が他の採
集率よりも不釣り合いに高い）などの様々な他のトリガに応答するように構成されてもよ
い。いくつかの実施形態では、例えば、ＳＰＳ制御サーバによるチェックポイントを用い
た回復ポリシーではなく、ベストエフォート型回復ポリシーが所定のステージのために実
装されることの決定を受けて、上述のタイプのプログレスレコードが、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記憶されない可能性がある。そのようなベ
ストエフォート型回復ポリシーのいくつかの実装においては、置換ワーカーノードは、プ
ログレスレコードへのアクセスを要求することなく、新しいデータレコードを受信された
とおりに、単純に処理してもよい。いくつかの実施形態では、クライアントがベストエフ
ォート型回復ポリシーをＳＰＳステージにおいて実装することを望む場合、ステージにお
いて実行されるストリーム処理操作が必ずしも冪等である必要はない。非冪等処理操作が
、ＳＰＳステージのストリームレコードにおいて実行されるいくつかの実施形態では、チ
ェックポイントを用いた回復がサポートされない場合があり、ベストエフォート型回復な
どの異なる回復スキームが利用されてもよい。少なくとも１つの実施形態では、冪等スト
リーム処理操作のみが、ＳＰＳステージにおいて可能である場合がある。
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【００１９】
　いくつかのストリームのデータレコードが慎重な扱いを要する機密情報を含む場合があ
り、またはＳＰＳステージにおいて実行される処理操作が競合者により発見されると問題
となる可能性がある独自のアルゴリズムを含む場合がある。従って、特にクライアント自
身によって完全制御されないプロバイダーネットワークデータセンターに位置するリソー
スを利用して操作が実行される場合に、クライアントがストリーム管理および処理操作の
様々なカテゴリのセキュリティに関して懸念を抱く可能性がある。会社または公的部門の
組織などの法人によって１つ以上のインターネット及び／または他のネットワークを介し
て分散されたクライアント群へとアクセス可能なネットワークアクセス可能サービス（様
々な種類のクラウドベースのデータベース、計算または記憶サービスなど）を提供するよ
う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ーネットワークと称する場合
がある。いくつかの実施形態では、クライアントが、複数のセキュリティ関連のオプショ
ンから自身のデータストリームのためのものを選択することができる場合がある。上述の
ように、ＳＰＳおよびＳＭＳの組み合せられた構成は、ＳＭＳ及び／またはＳＰＳのため
の制御ノード、ＳＭＳ採集ノード、ＳＭＳ記憶ノード、ＳＭＳ検索ノードおよびＳＰＳ処
理またはワーカーノードなどの、いくつかの異なる機能カテゴリに属するノードを含んで
もよい。いくつかの実施形態において、クライアントが行うことができるセキュリティ関
連の選択は、様々な種類のノードの配置または位置のためのオプションを含んでもよい。
例えば、１つの実施形態において、ストリームレコードがプロバイダーネットワークに位
置するリソースを利用して最初に収集され、及び／または記憶される場合であっても、ス
トリームワークフローの１つ以上の処理ステージのためのＳＰＳワーカーノードのクライ
アント所有の設備に位置する計算装置における実装を、クライアントが要求できる可能性
がある。そのような配置要求に応じて、所定のストリームのための異なる機能カテゴリの
ノードが、それぞれの異なるセキュリティ特徴またはプロファイルを有するリソース群に
おいてインスタンス化されてもよい。
【００２０】
　リソース群については、異なる実施形態において様々なセキュリティ関連の特徴、例え
ば、物理位置、利用される（例えば、リソースへの物理アクセスを有する）物理セキュリ
ティプロトコル、（例えば、エンティティにとってリソースのネットワークアドレスが可
視である程度の）ネットワーク隔離レベル、マルチテナンシー対シングルテナンシーなど
を含めて互いに異なってもよい。いくつかの実施形態では、クライアントが隔離された仮
想ネットワーク（ＩＶＮ）を、所定のクライアントをそのクライアントのＩＶＮ内に含ま
れる様々な装置のネットワーキング構成への所定の実質的制御として、プロバイダーネッ
トワーク内に構築することができる場合がある。特に、クライアントは、自身のＩＶＮ内
の様々なサーバまたは計算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、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場合
がある。そのような実施形態では、自身のＳＭＳまたはＳＰＳノードの特定のサブセット
が特定のＩＶＮ内でインスタンス化されるようにクライアントが要求してもよい。（通常
はマルチテナントホストとして構成されてもよい）仮想化インスタンスホストなどのプロ
バイダーネットワークリソースが、ＳＭＳまたはＳＰＳノードの様々なカテゴリのために
利用されている実施形態においては、いくつかのノード群がそのクライアント単体に属す
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上でインスタンス化されるように
クライアントが要求してもよい（すなわち、いくつかのＳＭＳまたはＳＰＳノードが、シ
ングルテナントホストとして構成されるインスタンスホストにおいて実装されてもよい）
。
【００２１】
　いくつかの実施形態では、別のセキュリティ関連のオプションとして、特定のストリー
ムのデータレコードがネットワークリンクで送信される前に、例えば、ＳＭＳにおいて採
集される前に、採集および記憶サブシステムの間で、記憶および検索サブシステムの間で
、検索サブシステムとＳＰＳワーカーノードとの間で、及び／またはワーカーノードとＳ
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ＰＳ出力先との間で暗号化されるように、クライアントが要求してもよい。クライアント
は、いくつかの実施形態において利用される暗号化アルゴリズムを特定してもよい。１つ
の実施形態において、ＴＬＳ（トランスポートレイヤーセキュリティ）またはＳＳＬ（セ
キュアソケットレイヤー）プロトコルなどの安全なネットワーキングプロトコルが、デー
タレコード送信のために、及び／またはＳＰＳ処理結果の送信のために利用されてもよい
。
【００２２】
データストリームの概念および概要
　図１は少なくともいくつかの実施形態による、データストリームの概念の簡便な概要を
示している。図示のように、ストリーム１００は、ＤＲ１１０Ａ、１１０Ｂ、１１０Ｃ、
１１０Ｄおよび１１０Ｅなどの複数のデータレコード（ＤＲ）１１０を含んでもよい。デ
ータプロデューサ１２０Ａおよび１２０Ｂなどの１つ以上のデータプロデューサ１２０（
データソースとも称される場合がある）は、ストリーム１００のデータレコードの内容を
生成するための書き込み操作１５１を実行してもよい。いくつか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、センサーアレイ
、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、様々な種類の監視エージェントなどの異なる実施形態におけるデー
タのストリームを生成してもよい。１つ以上のデータコンシューマ１３０（データコンシ
ューマ１３０Ａおよび１３０Ｂなど）が、データプロデューサ１２０によって生成された
データレコードの内容にアクセスするための読み出し操作１５２を実行してもよい。いく
つかの実施形態では、データコンシューマ１３０が、例えば、ストリーム処理ステージの
ワーカーノードを含んでもよい。
【００２３】
　少なくともいくつかの実施形態では、ＳＭＳに記憶されるような所定のデータレコード
１１０が、データ部分１０１（例、ＤＲ１１０Ａ、１１０Ｂ、１１０Ｃ、１１０Ｄおよび
１１０Ｅのそれぞれのデータ部分１０１Ａ、１０１Ｂ、１０１Ｃ、１０１Ｄおよび１０１
Ｅ）およびシーケンス番号ＳＮ１０２（例、ＤＲ１１０Ａ、１１０Ｂ、１１０Ｃ、１１０
Ｄおよび１１０ＥのそれぞれのＳＮ１０２Ａ、１０２Ｂ、１０２Ｃ、１０２Ｄおよび１０
２Ｅ）を含んでもよい。図示する実施形態において、ストリーム管理システムにおいて（
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が受信される順序を、シー
ケンス番号１０２が示してもよい。データ部分１０１は、いくつかの実装において、変更
不能な解釈されないバイト列を含んでもよい。すなわち、書き込み操作１５２が完了する
と、書き込み結果として生成されたＤＲの内容をＳＭＳによって変更することはできず、
また一般的にはＳＭＳがデータの意味論を認識することはできない。いくつかの実装にお
いては、所定のストリーム１００の異なるデータレコードが異なる量のデータを含んでも
よい。一方、他の実装においては、所定のストリームのすべてのデータレコードが同じ大
きさであってもよい。少なくともいくつかの実装において、ＳＭＳのノード（例えば、採
集サブシステムノード及び／または記憶サブシステムノード）が、ＳＮ１０２を生成する
役割を担ってもよい。以下に詳細に述べるように、データレコードのシーケンス番号が、
常に必ずしも連続している必要はない。１つの実装では、クライアントまたはデータプロ
デューサ１２０が、書き込み要求の一部として対応するデータレコードのために利用され
る最小のシーケンス番号の指示を出してもよい。いくつかの実施形態では、例えば、デー
タ部分が取得されてもよい記憶装置アドレス（装置内のデバイス名およびオフセットなど
）またはネットワークアドレス（ＵＲＬなど）を提供することによって、データプロデュ
ーサ１２０が、データレコードのデータ部分へのポインタ（またはそのアドレス）を含む
書き込み要求を送信してもよい。
【００２４】
　ストリーム管理サービスは、様々な実施形態においてデータプロデューサ１２０からの
データを受信し、データを記憶し、またデータコンシューマ１３０が１つ以上のアクセス
パターンでデータにアクセスすることを可能にする役割を担ってもよい。少なくともいく
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つかの実施形態では、データレコードの受信、記憶および検索の作業負荷を分散するため
にストリーム１００が分割されるかまたは「共有され」てもよい。そのような実施形態に
おいては、データレコードの１つ以上の属性に基づく受信データレコード１１０のために
パーティションまたは分割データベースが、選択されてもよい。また、データレコードを
採集する、記憶させる、または検索する特定のノードが、パーティションに基づいて識別
されてもよい。いくつかの実装においては、データプロデューサ１２０が、明示的な分割
キーに分割属性としての役割を果たす各書き込み操作を提供してもよく、そのようなキー
が、パーティション識別子へとマッピングされてもよい。他の実装においては、データプ
ロデューサ１２０の識別、データプロデューサのＩＰアドレスなどの要因に基づいて、ま
たは送信されるデータの内容に基づいて、ＳＭＳがパーティションＩＤを推定してもよい
。データストリームが分割されるいくつかの実装においては、シーケンス番号がパーティ
ション単位で割り当てられてもよい。例えば、シーケンス番号が特定のパーティションの
データレコードが受信される順序を示してもよいが、異なる２つのパーティションにおけ
るデータレコードＤＲ１およびＤＲ２のシーケンス番号は、ＤＲ１およびＤＲ２が受信さ
れた相対順序を必ずしも示すとは限らない。他の実装においては、データレコードＤＲ１
に割り当てられるシーケンス番号ＳＮ１が、データレコードＤＲ２に割り当てられるシー
ケンス番号ＳＮ２より小さい場合、ＤＲ１およびＤＲ２が属するパーティションに関わら
ず、ＤＲ１がＳＭＳによってＤＲ２より先に受信されたことが、これにより示されるよう
に、シーケンス番号が、パーティション単位ではなくストリーム全体に割り当てられても
よい。
【００２５】
　様々な実施形態において、ＳＭＳによってサポートされる検索または読み出しインター
フェイスにより、データコンシューマ１３０が、データレコードに順次及び／またはラン
ダムにアクセスすることが可能になる場合がある。１つの実施形態において、イテレータ
を用いた読み出しアプリケーションプログラミングインターフェイス（ＡＰＩ）群がサポ
ートされてもよい。データコンシューマ１３０は、特定の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初期位置でデータストリームのための
イテレータを取得するための要求を送信してもよい。イニシエータがインスタンス化され
た後、データコンシューマは、データレコードをストリームまたはパーティション内のそ
の初期位置から順次読み出すための要求を送信してもよい。データコンシューマが、いく
つかのランダムな順序でデータレコードの読み出しを望む場合、そのような実施形態の各
読み出しのために新しいイテレータが、インスタンス化されなければならない可能性があ
る。少なくともいくつかの実装において、所定のパーティションまたはストリームのデー
タレコードが、ディスクシークを回避する順次書き込み操作を通常利用して、シーケンス
番号順にディスクベースの記憶装置に書き込まれてもよい。順次読み出し操作はまた、デ
ィスクシークのオーバーヘッドを回避してもよい。従って、いくつかの実施形態では、例
えば、イテレータのインスタンス化などのランダムアクセス読み出し操作に関連する課金
率が順次アクセス読み出し操作よりも高い場合があるなど、価格に関する動機のために、
データコンシューマにランダム読み出しよりも順次読み出しの実行がより求められる場合
がある。
【００２６】
（例示的なシステム環境）
　図２は、少なくともいくつかの実施形態による、ストリーム管理システム（ＳＭＳ）お
よびストリーム処理ステージの収集を含むストリーム処理システム（ＳＰＳ）の様々なサ
ブコンポーネントの間のデータの流れの概要を示している。図示のように、ＳＭＳ２８０
は、採集サブシステム２０４、記憶サブシステム２０６、検索サブシステム２０８および
ＳＭＳ制御サブシステム２１０を含んでもよい。ＳＭＳサブシステムの各々は、例えば、
以下に述べるようにプロバイダーネットワーク（またはクライアント所有のもしくはサー
ドパーティの設備）の様々なリソースにおいて、それぞれの実行可能スレッドまたはイン
スタンス化された処理を利用して実装される１つ以上のノードまたはコンポーネントを含
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んでもよい。採集サブシステム２０４のノードは、（例えば、ＳＭＳ制御サブシステム２
１０のノードによって）データプロデューサ１２０（１２０Ａ、１２０Ｂおよび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、ストリームのために利用されて
いる分割ポリシーに基づいて取得するようするよう構成されてもよく、各採集ノードが受
信されたデータレコードを、記憶サブシステム２０６の対応するノードへと伝えてもよい
。記憶サブシステムノードは、ストリームのために選択される永続性ポリシーに従って、
様々な種類の記憶装置のいずれかにデータレコードを保存してもよい。検索サブシステム
２０８のノードは、ＳＰＳ２９０のワーカーノードなどのデータコンシューマからの読み
出し要求に応答してもよい。ＳＰＳ２９０のステージ２１５Ａ、２１５Ｂ、１２１５Ｃお
よび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を
用いて構築されてもよい。各ステージ２１５は、ＳＰＳ制御サブシステム２２０によって
構成される、受信されたデータレコード上の処理操作群を実行するための１つ以上のワー
カーノードを含んでもよい。図示のように、いくつかのステージ２１５（２１５Ａおよび
２１５Ｂなど）は、データレコードをＳＭＳ２８０から直接取得してもよい。一方、他の
ステージ２１５（２１５Ｃおよび２１５Ｄなど）が、それ以外のステージからそれらの入
力を受信してもよい。いくつかの実施形態では、複数のＳＰＳステージ２１５が並列に動
作してもよい。例えば、ステージ２１５Ａおよび２１５Ｂにおいて、同じストリームから
検索されたレコード上の異なる処理操作が、同時に実行されてもよい。図２において説明
されるサブシステムおよび処理ステージに類似した、特定のストリームのためのそれぞれ
のサブシステムおよび処理ステージが、他のストリームと同様にインスタンス化されても
よいことに留意されたい。
【００２７】
　少なくともいくつかの実施形態では、図２に示されるサブシステムおよび処理ステージ
の少なくともいくつかのノードが、プロバイダーネットワークリソースを利用して実装さ
れてもよい。上述のように、インターネット及び／または他のネットワークを介して分散
したクライアント群にアクセス可能な１つ以上のネットワークアクセス可能サービス（様
々な種類のクラウドベースのデータベース、計算または記憶サービスなど）を提供するた
めに、会社または公的部門の組織などの法人によって設定されたネットワークは、本明細
書内でプロバイダーネットワークと称する場合がある。上位サービスを構築するために、
いくつかのサービスが利用されてもよい。例えば、計算、記憶またはデータベースサービ
スが、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構築ブロックとし
て利用されてもよい。プロバイダーネットワークの少なくともいくつかのコアサービスが
、「インスタンス」と呼ばれるサービスユニットのクライアントの利用のために実装され
てもよい。例えば、仮想化された計算サービスによってインスタンス化された仮想マシン
が、「計算インスタンス」を表す場合があり、記憶サービスによってインスタンス化され
たブロックレベルのなどの記憶装置が、「ストレージインスタンス」と称されることがあ
るか、またはデータベース管理サーバが、「データベースインスタンス」と称されること
がある。プロバイダーネットワークの様々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計算装置は、本明細書において「インスタンスホ
スト」または単に「ホスト」と称することがある。いくつかの実施形態では、採集サブシ
ステム２０４、記憶サブシステム２０６、検索サブシステム２０８、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のノードは、
複数のインスタンスホスト上の様々な計算インスタンスにおいて実行するスレッドまたは
処理を含んでもよい。所定のインスタンスホストは、いくつかの計算インスタンスを含ん
でもよく、特定のインスタンスホストにおける計算インスタンスの収集は、１つ以上のク
ライアントの様々な異なるストリームのためのノードを実装するために利用されてもよい
。いくつかの実施形態では、ストレージインスタンスは、様々なストリームのデータレコ
ードの記憶のために、またはストリーム処理ステージの結果の宛先として利用されてもよ
い。時間の経過に従って、例えば、図１５および図１６を参照して以下に述べるように、
データレコードの受信、記憶および処理の継続中にノードの追加もしくは除去、ノードの
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処理または計算インスタンスもしくはインスタンスホストへのマッピングの変更、または
所定のストリームの再分割を行うことで、制御サブシステムノードは、他のサブシステム
群を様々なトリガする条件に応じて動的に修正してもよい。
【００２８】
　プロバイダーネットワークリソースが、ストリーム関連の操作のために利用される実施
形態の文脈では、「クライアント」の語は、所定の通信のソースまたは宛先として利用さ
れる際に、プロバイダーネットワークの少なくとも１つのネットワークアクセス可能サー
ビスへのアクセスおよびその利用が可能な法人（複数のユーザまたは単一のユーザを有す
る組織、グループなどの）によって所有され、管理され、またそのような法人に割り当て
られる計算装置、処理、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
かを指す場合がある。あるサービスのクライアントは、それ自体が別のサービスのリソー
スを利用して実装されてもよい。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）が、計算インスタンス（仮想化された計算サービスによって
提供されるリソース）を含んでもよい。
【００２９】
　所定のプロバイダーネットワークは、物理及び／または仮想化されたコンピュータサー
バ、１つ以上の記憶装置を各々が有する記憶サーバ、ネットワーク装置などの収集などの
様々なリソースプールをホスティングし、プロバイダによって提供されるインフラストラ
クチャおよびサービスの実装、構成および分散のために必要とされる（異なる地域に分散
されてもよい）多数のデータセンターを含んでもよい。様々な実施形態において、その一
部が、異なるデータセンターまたは異なる地域においてインスタンス化されるかまたは実
行されてもよい、いくつかの異なるハードウェア及び／またはソフトウェアコンポーネン
トは、各サービスを実装するためにまとめて利用されてもよい。クライアントは、クライ
アント所有の、またはクライアントが管理する敷地もしくはプロバイダーネットワークの
外部のデータセンターに位置する装置から、及び／またはプロバイダーネットワーク内の
装置からのプロバイダーネットワークにおけるリソースおよびサービスと対話してもよい
。プロバイダーネットワークは、本明細書内に記載のストリーム管理および処理技術の多
くが実装されてもよい１つの例示的なコンテキストとしての役割を果たす。しかし、これ
らの技術はまた、プロバイダーネットワーク以外のタイプの分散システムに、例えば、単
一の事業体によってそれ自体のアプリケーションのために操作される大規模分散環境に適
用されてもよいことに留意されたい。
【００３０】
　プログラムインターフェイス実施例
　上述のように、少なくともいくつかの実施形態では、様々なストリームを用いたアプリ
ケーションのための所望のビジネスロジックを実装するために、ＳＰＳクライアントがよ
り容易に利用することが可能な上位機能を構築するために、ＳＰＳがＳＭＳプログラムイ
ンターフェイスを利用してもよい。ＳＰＳとＳＭＳ機能との間の違いを考慮すると、類似
が有用である場合がある。ＳＰＳ関数は、一般にＣ＋＋などの上位言語におけるプログラ
ム言語構造と比較されることがあり、一方ＳＭＳ関数は、一般にプログラム言語構造がコ
ンパイラによって翻訳されるアセンブリ言語命令と比較されることがある。アセンブリ言
語命令を直接利用して同じ操作を実装することが可能である場合があるが、上位言語のプ
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ること
がある。同様に、ＳＭＳによって提供されるプリミティブを利用して様々なアプリケーシ
ョンを実装することが可能である場合があるが、ＳＰＳの特徴を利用するとその実行がよ
り容易であることがある。ＳＰＳ処理操作（データレコード上で実行される冪等処理操作
など）が、ストリームレコードのデータ内容において実装されてもよく、一方ＳＭＳ操作
は、レコードの内容を考慮せずにレコード自体を取得し、記憶させ、検索するために実行
される。図３は、少なくともいくつかの実施形態による、ＳＭＳおよびＳＰＳに実装され
てもよいそれぞれのプログラムインターフェイス群の実施例を説明する。いくつかの異な
るアプリケーションプログラミングインターフェイス（ＡＰＩ）がＳＭＳおよびＳＰＳの
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両方のために例として示される。説明されるＡＰＩは、任意の所与の実装においてサポー
トされるそれらＡＰＩの網羅的なリストであることを意図されておらず、説明されるＡＰ
Ｉの一部は、所定の実装においてサポートされない場合がある。
【００３１】
　矢印３５０によって示すように、ＳＰＳクライアント３７５は、処理ステージを構成す
るＳＰＳプログラムインターフェイス３０５を呼び出してもよい。様々な種類のＳＰＳプ
ログラムインターフェイス３０５が、異なる実施形態において実装されてもよい。例えば
、ステージのワーカーノードが、インターフェイス呼び出しにおいて特定される冪等操作
群を実行するようにする場合がある。また、出力分布記述子またはポリシーによって示さ
れた宛先へと結果を分散させるように、クライアントが、それぞれ構成される特定の入力
ストリームのための新しい処理ステージ２１５の構成を要求することを、ｃｒｅａｔｅＳ
ｔｒｅａｍＰｒｏｃｅｓｓｉｎｇＳｔａｇｅ　ＡＰＩが可能にする場合がある。ｃｒｅａ
ｔｅＳｔｒｅａｍＰｒｏｃｅｓｓｉｎｇＳｔａｇｅ　ＡＰＩ　またはその等価物のいくつ
かのバージョンにおいては、クライアントが、入力ストリームの作成を同様に要求するこ
とができ、一方他のバージョンにおいては、処理ステージが作成される前に入力ストリー
ムを作成しなければならない場合がある。回復ポリシーがワーカーノードのために特定さ
れ、例えば、チェックポイントを用いた回復技術が利用されるか、またはベストエフォー
ト型回復技術が選好されるかを示してもよい。いくつかの実施形態では、ｉｎｉｔｉａｌ
ｉｚｅＷｏｒｋｅｒＮｏｄｅ　ＡＰＩがサポートされ、特定のステージでのワーカーノー
ドの明示的なインスタンス化を要求してもよい。チェックポイントを用いた回復が実装さ
れる実施形態においては、ｓａｖｅＣｈｅｃｋｐｏｉｎｔ　ＡＰＩがサポートされ、プロ
グレスレコードがワーカーノードによって生成されるよう、クライアントが要求すること
を可能にしてもよい。
【００３２】
　特定のステージにおいて実行される処理操作結果を利用して作成される１つ以上のスト
リームおよび新しく作成されるストリームのために利用される特定の分割ポリシーをクラ
イアントが示すことができるｓｅｔＯｕｔｐｕｔＤｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ　ＡＰＩなど
の様々な種類のＳＰＳ出力管理ＡＰＩが、異なる実施形態においてサポートされてもよい
。いくつかの処理ステージが主に再分割のために構成されてもよい。例えば、レコード属
性集合Ａ１に基づいてデータレコードをＮ１パーティションへとマッピングする１つの分
割関数ＰＦ１が、入力ストリームＳ１のために利用されてもよく、これらの同じデータレ
コードをＮ２パーティションへと（異なる属性集合Ａ２または同じ属性集合Ａ１のいずれ
かを利用して）マッピングする異なる分割関数ＰＦ２を実装するために、処理ステージが
利用されてもよい。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
構成するために、ｌｉｎｋＳｔａｇｅｓなどのいくつかのＳＰＳ　ＡＰＩが利用されても
よい。いくつかの実施形態では、サードパーティもしくはオープンソースのストリーム処
理フレームワークまたはサービスへのコネクタがサポートされてもよい。そのような１つ
の実施形態においては、既存のサードパーティのまたはオープンソースのシステムによっ
て消費する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操作結
果を適切にフォーマットすることによって）準備するために、ＳＰＳステージが利用され
てもよい。図示する実施形態においては、そのようなコネクタを設定するためにｃｒｅａ
ｔｅＴｈｉｒｄＰａｒｔｙＣｏｎｎｅｃｔｏｒなどのＡＰＩが利用されてもよく、ＳＰＳ
ステージの結果のサードパーティのシステムと互換性のあるフォーマットへの適切な変換
が、ｃｒｅａｔｅＴｈｉｒｄＰａｒｔｙＣｏｎｎｅｃｔｏｒの呼び出し結果としてインス
タンス化された１つ以上のコネクタモジュールによって実行されてもよい。
【００３３】
　ＳＰＳは、その少なくともいくつかの関数を実行するために、矢印３５２で示されるよ
うにＳＭＳ　ＡＰＩ３０７を呼び出してもよい。図示する実施形態において、ＳＭＳ　Ａ
ＰＩ３０７は、例えば、（ストリームをそれぞれ作成し削除する）ｃｒｅａｔｅＳｔｒｅ
ａｍおよびｄｅｌｅｔｅＳｔｒｅａｍならびに（所定のパーティションの役割を担う様々
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な種類のノードのネットワークアドレスなどの、ストリームのためのメタデータを取得す
る）ｇｅｔＳｔｒｅａｍＩｎｆｏを含んでもよい。データレコードを書き込むために、ｐ
ｕｔＲｅｃｏｒｄインターフェイスが利用されてもよく、一方、ｇｅｔＩｔｅｒａｔｏｒ
およびｇｅｔＮｅｘｔＲｅｃｏｒｄｓインターフェイスが、それぞれ非順次および順次読
み出しのために利用されてもよい。いくつかの実施形態では、特定のストリームの動的再
分割を要求するために、ｒｅｐａｒｔｉｔｉｏｎＳｔｒｅａｍインターフェイスが利用さ
れてもよい。矢印３５４で示すように、その実行を望むクライアント３７０がＳＭＳ　Ａ
ＰＩ３０７を直接呼び出してもよい。上述のように、他の実施形態において、様々な他の
ＳＭＳ及び／またはＳＰＳ　ＡＰＩがまた実装されてもよく、図３に示すいくつかのＡＰ
Ｉはいくつかの実施形態においては実装されない可能性がある。
【００３４】
　様々な実施形態において、ＳＰＳまたはＳＭＳのいずれかのために、ＡＰＩ以外のプロ
グラムインターフェイスが、同様にまたは代わりに実装されてもよい。そのようなインタ
ーフェイスは、グラフィックユーザーインターフェイス、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イスなどを含んでもよい。場合によっては、ウェブベー
スのインターフェイスまたはＧＵＩが、ＡＰＩを構築ブロックとして利用してもよい。例
えば、ウェブベースの対話が、結果的にＳＭＳまたはＳＰＳの制御コンポーネントにおい
て１つ以上のＡＰＩの呼び出しを行ってもよい。図４は、少なくともいくつかの実施形態
による、ＳＰＳクライアントによるストリーム処理ステージのグラフの生成を可能にする
ために実装され得るウェブベースのインターフェイスの実施例を説明する。図示のように
、インターフェイスはメッセージ領域４０２、グラフメニュー領域４０４およびグラフデ
ザイン領域４０３を有するウェブページ４００を含む。
【００３５】
　メッセージ領域４０２内のストリーム処理グラフの構築に関する汎用命令と同様にスト
リームの概念およびプリミティブに関して詳細に知るために利用することが可能なリンク
が、ユーザに提供されてもよい。いくつかのグラフィックアイコンが、メニュー領域４０
４においてストリーム処理グラフのツールセットの一部として提供されてもよい。例えば
、クライアントは、様々なＳＰＳ処理ステージの入力または出力として、永続性ストリー
ム４５１、一時ストリーム４５２、またはサードパーティの処理環境へのコネクタ４５３
を示すことができる場合がある。ウェブベースのインターフェイスが実装されるＳＰＳ／
ＳＭＳに関して、永続性ストリーム４５１は、ディスク、不揮発性ＲＡＭまたはＳＳＤな
どの永続性記憶装置上にそのデータレコードが記憶されるストリームとして定義されても
よく、一時ストリーム４５２は、そのデータレコードが永続性記憶装置に記憶される必要
がないストリームとして定義されてもよい。一時ストリームは、例えば、ベストエフォー
ト型回復ポリシーが実装される異なるＳＰＳステージによって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成されてもよい。
【００３６】
　チェックポイントを用いたワーカーノード回復が利用されるステージ４５５（例えば、
各ワーカーノードが間隔を置いてプログレスレコードを保存し、また特定のワーカーノー
ドの障害時には、処理を開始するデータレコードを決定するために置換ノードが障害の起
きたノードのプログレスレコードを参照する）およびベストエフォート型回復が利用され
るステージ４５６（例えば、置換ワーカーノードがプログレスレコードを参照せず、単純
に新しいデータレコードの処理を受信されたまま開始する）の２つのタイプの処理ステー
ジが、例示的なＳＰＳグラフ構築ウェブページ４００においてサポートされる。メッセー
ジ領域４０２の指示によって示される通り、各ステージにおいて実行される処理操作に関
する詳細が、グラフ構築領域４０３の対応するアイコンのクリックによって入力されても
よい。ストリーム、コネクタおよび処理ステージのためのアイコンに加えて、メニュー領
域４０４もまたサードパーティのまたは外部のストリーム処理システムを示すアイコンタ
イプ４５９およびそのリソースが、処理ステージのために利用中であるプロバイダーネッ
トワークにおいて実装されてもよい記憶サービスのノードを示すアイコンタイプ４６０を
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含む。
【００３７】
　図４に示される例示的なシナリオにおいては、クライアントが３つの処理ステージ４１
２、４１５および４１６を含むグラフ４０５をグラフデザイン領域４０３内に構築してい
る。チェックポイントを用いた回復を利用するよう構成される処理ステージ４１２は、永
続性ストリーム４１１を入力として利用する。ステージ４１２における処理の出力または
結果は、ステージ４１５の入力を形成する異なる永続性ストリーム４１３のフォーマット
で、またステージ４１６の入力を形成する一時ストリーム４１４のフォーマットで２つの
宛先に送信される。ステージ４１５および４１６の両方それらのワーカーノードのための
ベストエフォート型回復ポリシーを利用する。ステージ４１５の出力が、一時ストリーム
の形式で記憶サービスノード４１９に送信される。ステージ４１５の出力が、コネクタ４
１７を介してサードパーティの処理システム４１８に送信される。処理ステージグラフの
表示を保存するために、「グラフ保存」ボタン４２０が、例えば、ＪＳＯＮ（ＪＡＶＡス
クリプト・オブジェクト・ノーテーション）、ＸＭＬ（エクステンシブル・マークアップ
・ランゲージ）またはＹＡＭＬなどの任意の適切なフォーマットで利用されてもよい。様
々な実施形態において、図４に示されるツールと同様のツールを利用して任意に複雑な処
理ワークフローが構築されてもよい。そのようなツールを利用して作成されるワークフロ
ーが続いて起動されてもよく、そのような起動が、結果的にＳＭＳ　ＡＰＩを呼び出して
もよい。例えば、図４のステージ４１２などの処理ステージのためのデータレコードを取
得するために、ｇｅｔＩｔｅｒａｔｏｒ及び／またはｇｅｔＮｅｘｔＲｅｃｏｒｄｓイン
ターフェイスがストリーム４１１において呼び出されてもよい。
【００３８】
　図５は、少なくともいくつかの実施形態による、ＳＭＳに実装されてもよいプログラム
レコード送信インターフェイスおよびレコード検索インターフェイスの実施例を説明する
。図示する実施形態においては、示されるＤＲ１１０Ｋおよび１１０Ｑなどのデータレコ
ードが様々な種類のプログラム採集インターフェイス５１０を介してＳＭＳへと送信され
てもよい。いくつかの実施形態では、（ストリーム「Ｓ１」のための）５０１Ａまたは（
ストリーム「Ｓ２」のための）５０１Ｂなどのストリーム識別子、レコードのデータまた
は本体の指示、（５０４Ａまたは５０４Ｂなどの）任意のパーティションキー５０４およ
び（シーケンシング優先インジケータ５０６Ａおよび５０６Ｂなどの）任意のシーケンシ
ング優先インジケータ５０６の４つのタイプの要素をＤＲ１１０が含んでもよい。いくつ
かのデータレコード（例、ＤＲ１１０Ｋのインラインデータ５０２）においては、データ
自体がインラインで提供されてもよく、一方他のデータレコードのためには、ポインタま
たはアドレス５０３が提供され、ＳＭＳにネットワークアクセス可能な位置（またはネッ
トワーク転送を要求しないローカルデバイスのアドレス）を示してもよい。いくつかの実
施形態では、所定のストリームがインラインおよび（アドレスを用いた）リファレンスに
よる両方のデータレコード送信をサポートしてもよい。他の実施形態では、すべてのデー
タをインラインで、またはすべてのデータをリファレンスにより供給するために、所定の
ストリームが、データプロデューサを要求してもよい。いくつかの実装においては、デー
タレコード送信が、レコードのために利用されるパーティション識別子を含んでもよい。
【００３９】
　図示する実施形態において、受信データレコード１１０は、分割ポリシーに基づいてそ
れぞれの採集及び／または記憶ノードに向けられてもよい。同様に、レコード検索はまた
、パーティションに基づいてもよい。例えば、所定のパーティションのレコードに向けら
れた読み出し要求に応答するために、１つ以上の検索ノードが指定されてもよい。いくつ
かのストリームについては、データプロデューサが、明示的なパーティションキーに各デ
ータレコードの書き込み要求を提供するように要求されてもよい。他のストリームについ
ては、明示的に供給されるパーティションキー以外のメタデータまたは属性に依拠する分
割スキームに従って、ＳＭＳがデータレコードを分散させることが可能である場合がある
。例えば、データプロデューサの送信に関連する識別情報が、パーティションキーとして
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利用されてもよいか、またはデータプロデューサのＩＰアドレスの送信の一部もしくは全
部が利用されてもよいか、または送信中のデータの一部が利用されてもよい。いくつかの
実装においては、例えば１２８ビットの整数などの特定の大きさの整数値を取得するため
に、ハッシュ関数が、パーティションキーに適用されてもよい。その大きさの正の整数の
全範囲（例えば、０から２＾１２８－１）が、各サブレンジがそれぞれのパーティション
を表すＮ個の連続したサブレンジに分割されてもよい。従って、そのような実施例では、
データレコードのために決定されるかまたは供給される所与のパーティションキーが対応
する１２８ビットの整数にハッシュされ、またその整数が属する１２８ビットの整数の連
続したサブレンジが、データレコードが属するパーティションを示してもよい。分割ポリ
シーおよびそれらの利用に関する詳細を、図１５を参照して以下に示す。
【００４０】
　特定のパーティションのデータレコードを採集しまたは受け入れ、データレコードを記
憶し、特定のパーティションのための読み出し要求に応答する役割を担うノード群は、図
５においてパーティションのためのＩＳＲ（採集、記憶および検索）ノードと総称される
。ストリームＳiのｋ番目のパーティションを示すためにＳｊ～Ｐｋの表記が利用される
。説明する実施形態においては、パーティションＳ１～Ｐ１のレコードの採集、記憶およ
び検索のためにＩＳＲノード５２０Ａが構成され、ＩＳＲノード５２０Ｂ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～Ｐ１
のレコードのために設定され、また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では、２つ以上のパーティション（ま
たは２つ以上のストリームの２つ以上のパーティション）のデータレコードを処理するよ
うに、採集サブシステム、記憶サブシステムまたは検索サブシステムの所与のノードが構
成されてもよい。いくつかの実施形態では、所定のストリームの単一のパーティションの
レコードが、２つ以上のノードによって採集され、記憶され、または検索されてもよい。
所定のパーティションＳｊ～Ｐｋのために指定される採集ノード数は、少なくともいくつ
かの場合には、異なるパーティションＳｊ～Ｐlのために指定される採集ノードと異なっ
てもよく、またＳｊ～Ｐｋのために指定される記憶ノード数及び／またはＳｊ～Ｐｋのた
めに指定される検索ノード数とも異なってもよい。採集及び／または検索に関連して、い
くつかの実施形態では、どのノードがどのパーティションのための役割を担うかをクライ
アントが決定することを可能にするために、ＳＭＳ制御ノードが、ＡＰＩ（ｇｅｔＳｔｒ
ｅａｍＩｎｆｏなど）を実装してもよい。データレコードとパーティションとの間の、パ
ーティションと構成されるＩＳＲノード（または制御ノード）との間のマッピングは、動
的再分割に関して以下に述べるように時間の経過に応じて修正されてもよい。
【００４１】
　いくつかの実施形態では、いくつかの異なるプログラムインターフェイス５８０が、所
定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実装
されてもよい。図５に示すように、（特定のシーケンス番号を有するデータレコードにお
いてまたはその後に、イテレータをインスタンス化するか、またはカーソルを読み出すた
めの）ｇｅｔＩｔｅｒａｔｏｒまたは（特定のシーケンス番号を有するデータレコードを
読み出すための）ｇｅｔＲｅｃｏｒｄなどの非順次アクセスのために、いくつかの検索イ
ンターフェイス５８１が実装されてもよい。ｇｅｔＮｅｘｔＲｅｃｏｒｄｓ（Ｎ個のレコ
ードをイテレータの現在の位置からシーケンス番号順に読み出すように要求するインター
フェイス）などの順次検索のために、他の検索インターフェイス５８２が実装されてもよ
い。回転式ディスクベースの記憶装置システムにおいては上述のように、Ｉ／Ｏについて
平均的に要求されるディスクヘッドのシーク数は、順次Ｉ／ＯについてはランダムＩ／Ｏ
よりも通常はるかに小さい可能性があるため、順次Ｉ／Ｏが、ランダムＩ／Ｏよりも多く
の場合はるかに効率的である可能性がある。多くの実施形態において、所定のパーティシ
ョンのデータレコードがシーケンス番号順に書き込まれてもよく、結果的に（例えば、ｇ
ｅｔＮｅｘｔＲｅｃｏｒｄｓまたは同様のインターフェイスを利用する）シーケンス番号
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順の順次読み出し要求が、ランダム読み出し要求よりもはるかに効率的である場合がある
。従って、少なくともいくつかの実施形態では、順次対非順次検索インターフェイスのた
めに異なる課金率が設定されてもよい。例えば、クライアントが非順次読み出しについて
より多く課金されてもよい。
【００４２】
　（採集サブシステム）
　図６は、少なくともいくつかの実施形態による、ＳＭＳの採集サブシステム２０４の例
示的な要素を説明する。図示する実施形態においては、採集操作が、データプロデューサ
１２０（例、１２０Ａ、１２０Ｂ、又は１２０Ｃ）と対話するものであるフロントエンド
関数、およびＳＭＳ記憶サブシステムと対話するものであるバックエンド関数に、論理的
に分割される。そのようなフロントエンド／バックエンドの分割は、記憶サブシステムの
セキュリティの向上およびデータプロデューサに分割ポリシーを提供する必要性の回避な
ど、いくつかの利点を有する場合がある。ＳＭＳクライアントライブラリ６０２が、様々
なデータプロデューサ１２０においてインストールのために提供されてもよく、データプ
ロデューサが、ライブラリ６０２に含まれるプログラムインターフェイスを呼び出して、
採集のためのデータを送信してもよい。例えば、１つの実施形態において、データプロデ
ューサ１２０が、数百または数千のプロバイダーネットワークの物理及び／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監視エージェントを含んでもよい。そ
のようなエージェントは、そのそれぞれのサーバにおける様々なログメッセージ及び／ま
たはメトリクスを収集し、収集されたメッセージまたはメトリクスを、フロントエンド負
荷分散機６０４の、ＳＭＳの１つ以上の採集制御ノード６６０によってインスタンス化さ
れたエンドポイントへと周期的に送信してもよい。いくつかの実施形態では、データプロ
デューサが、ストリームデータを送信する宛先であってもよい負荷分散機のために、１つ
以上の仮想ＩＰアドレス（ＶＩＰ）が構築されてもよい。１つの実装においては、データ
が、データプロデューサ１２０によって送信される宛先であるいくつかの同等に構成され
る負荷分散機の間から、ＶＩＰが特定の負荷分散機を選択するために、ラウンドロビンＤ
ＮＳ（ドメイン名システム）技術が利用されてもよい。
【００４３】
　図示する実施形態においては、受信されたデータレコードがいくつかのフロントエンド
ノード６０６（例、６０６Ａ、６０６Ｂまたは６０６Ｃ）のいずれかに向けられてもよい
。少なくともいくつかの実施形態では、負荷分散機６０４が、データレコードのために利
用中である分割ポリシー６５０を認識しない場合がある。従って、所定のデータレコード
のために、パーティションを用いたロードバランシングではなくラウンドロビンロードバ
ランシング（またはいくつかの汎用ロードバランシングアルゴリズム）を利用して、フロ
ントエンドノード６０６が選択される可能性がある。フロントエンドノード６０６は、様
々なストリームのための分割ポリシー６５０を認識してもよく、所定のパーティションの
データレコードのために構成される特定のバックエンド採集ノード６０８（例、６０８Ａ
、６０８Ｂおよび６０８Ｃ）の識別情報を取得するための採集制御ノード６６０と対話し
てもよい。従って、図示する実施形態においては、データレコードが属するそれぞれのパ
ーティションに基づいて、フロントエンドノード６０４が、複数のバックエンドノード６
０６へとデータレコードをそれぞれ送信してもよい。上述のように、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識別情報またはアドレスなどの１つ以上の他の属性、またはデータの
内容などの様々な要因の任意の組み合わせに基づいて決定されてもよい。
【００４４】
　バックエンドノード６０６は、１つ以上のストリームの１つ以上のパーティションに属
するデータレコードをそれぞれ受信し、データレコードを記憶サブシステムの１つ以上の
ノードへと送信してもよい。データがＨＴＴＰ（ハイパーテキスト・トランスファー・プ
ロトコル）「ＰＵＴ」ウェブサービスＡＰＩを介して送信されるいくつかの実施形態にお
いて、バックエンドノードは、「ＰＵＴサーバ」と称されることがある。（異なるサブシ
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ステムのための制御関数が個別のノード群によって処理される実施形態において、次に記
憶サブシステムの制御ノードへと対応するクエリを送信してもよい）制御ノード６６０へ
とクエリを送信することにより、そのデータレコードが送信される宛先である記憶サブシ
ステムノード群を、所定のバックエンドノードが決定してもよい。
【００４５】
　少なくともいくつかの実施形態では、少なくとも１回の採集ポリシーまたはベストエフ
ォート型採集ポリシーなどのいくつかの異なる採集応答ポリシー６５２がサポートされて
もよい。少なくとも１回のポリシーにおいては、データプロデューサ１２０が、送信され
た各データレコードのための肯定応答を要求してもよく、（第１の送信の応答が受信され
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送信しても
よい。ベストエフォート型採集ポリシーにおいては、（採集サブシステムが時折応答を提
供してもよいか、またはデータプロデューサからの応答のための明示的な要求に応答して
もよいが）送信された少なくともいくつかのデータレコードのために、肯定応答が要求さ
れない場合がある。採集サブシステム２０４が、データプロデューサに応答を提供するこ
とを要求されるいくつかの実施形態では、所定のデータレコードのための役割を担うバッ
クエンド採集ノード６０８は、（例えば、ストリームのために構築される永続性ポリシー
に従って）要求される数のデータレコードのレプリカが、応答の生成前に記憶サブシステ
ムにおいて正常に作成されるまで待ってもよい。様々な実施形態においては、例えば、受
信された各データレコードのための採集サブシステムによって同じパーティションまたは
ストリームの他のレコードに対して、レコードが採集された順序を示すシーケンス番号が
生成されてもよく、またそのようなシーケンス番号が応答として、または応答の一部とし
て、データプロデューサへと返されてもよい。シーケンス番号に関するさらなる詳細が、
図１３ａおよび図１３ｂを参照して以下に示される。いくつかの実装において、応答及び
／またはシーケンス番号が、フロントエンドノード６０６を介してデータプロデューサへ
と送信し返されてもよい。少なくとも１つの実装においては、少なくとも１回のポリシー
が採集サブシステム自体のフロントエンドとバックエンドノードとの間で実装されてもよ
い。例えば、バックエンドノードが応答を提供するまで、所定のフロントエンドノード６
０６がデータレコードを適切なバックエンドノード６０８へと繰り返し送信してもよい。
【００４６】
　採集制御ノード６６０は、他の関数の間で、ストリームの動的再分割から生じる採集関
連の構成操作のためにフロントエンドおよびバックエンドノードを起動し、ノードの健全
性および作業負荷レベルを監視し、必要に応じてフェイルオーバーを統合し、どのノード
が所定のパーティションのための役割を担うかに関するクエリへの、またはポリシー関連
のクエリへの応答を提供する役割を担ってもよい。いくつかの実施形態では、時間の経過
に従って、所定の１つ以上のストリーム群のために指定される採集制御ノードの数自体が
変更されてもよい。例えば、１つ以上の主制御ノードが、必要に応じて制御ノードプール
を再構成する役割を担ってもよい。採集フロントエンドまたはバックエンドノードのため
に冗長グループが設定されるいくつかの実施形態では、図９および図１０を参照して以下
に詳細に述べるように、制御ノード６６０は、どのノードがプライマリであり、どれが非
プライマリであるかを把握し、フェイルオーバーのためのトリガする条件を検知し、また
選択し、フェイルオーバーを要求されている際に置換を選択する役割を担ってもよい。図
６で説明する多層採集サブシステム構造は、いくつかの実施形態では実装されない可能性
があることに留意されたい。例えば、いくつかのシナリオでは、単一の採集ノード群のみ
が構成されてもよい。
【００４７】
　記憶サブシステム
　図７は、少なくともいくつかの実施形態による、ＳＭＳの記憶サブシステムの例示的な
要素を説明する。図示のように、採集ノード６０８（例、異なるノード群によってフロン
トエンドおよびバックエンド採集の役割が果たされる実施形態におけるバックエンド採集
ノード）が、ストリームの１つ以上のパーティションのデータレコードをこれらのパーテ
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ィションのために構成されるそれぞれの記憶ノード７０２へと送信してもよい。例えば、
パーティションＳ１～Ｐ１のデータレコード１１０Ａが、記憶ノード７０２Ａへと送信さ
れ、パーティションＳ２～Ｐ３のデータレコード１１０Ｂが、記憶ノード７０２Ｂおよび
７０２Ｃへと送信され、パーティションＳ３～Ｐ７のデータレコード１１０Ｃが、記憶ノ
ード７０２Ｄへと送信され、また、パーティションＳ４～Ｐ５のデータレコード１１０Ｄ
が、最初に記憶ノード７０２Ｅへと送信される。図示する実施形態においては、異なるス
トリームのデータレコードに適用される永続性ポリシー７５０を実行し、必要に応じて記
憶ノードを構成しかつ再構成し、記憶ノード状態を監視し、フェイルオーバーを管理し、
記憶構成クエリまたは記憶ポリシークエリに応答し、また様々な他の管理タスクを行う役
割を、記憶制御ノード７８０が担ってもよい。
【００４８】
　永続性ポリシー７５０は、異なる実施形態において、様々な方法で互いに異なってもよ
い。例えば、ストリームＳｊに適用される永続性ポリシーＰ１は、（ａ）記憶される各デ
ータレコードのレプリカ数、（ｂ）レプリカが記憶される記憶装置またはシステムのタイ
プ（例えば、揮発性メモリ、不揮発性キャッシュ、回転式ディスクベースの記憶装置、半
導体ドライブ（ＳＳＤ）、様々な種類の記憶装置、様々な種類のＲＡＩＤ（低価格ディス
クの冗長アレイ）に、データベース管理システムに、プロバイダーネットワークによって
実装される記憶サービスのノードなどにレプリカが記憶されるかどうか）、（ｃ）レプリ
カの地理的分布（例えば、レプリカを異なるデータセンターに配置してストリームデータ
が大規模障害または特定のタイプの災害から回復できるようにするかどうか）、（ｄ）書
き込み応答プロトコル（例えばＮ個のレプリカが記憶される場合、応答が採集ノードに提
供されなければならなくなる前に、Ｎ個のうちいくつのコピーが正常に書き込まれなけれ
ばならないか）、及び／または（ｅ）データレコードの複数のレプリカが記憶される場合
に、レプリカが並列かまたは順次のいずれによって作成されるべきか、という点において
、ストリームＳｋに適用されるポリシーＰ２と異なってもよい。データレコード１１０Ｄ
の場合のように、複数のレプリカが記憶される他の場合においては、所定の記憶ノードが
データレコードを別の記憶ノードに送信してもよい（例えば、記憶ノード７０２Ｅが、デ
ータレコード１１０Ｄをさらなる複製のために記憶ノード７０２Ｆに送信し、記憶ノード
７０２Ｆが、それを記憶ノード７０２Ｇへと送信する）。２つのインメモリレプリカが記
憶されるデータレコード１１０Ｂの場合のように、複数のレプリカ永続性ポリシーが利用
される他の場合には、採集ノードは、複数の複製を並列に起動してもよい。少なくともい
くつかの実施形態では、クライアントが選択する永続性ポリシーが、ストリームデータレ
コードのために利用される記憶位置のタイプを特定しない可能性があり、代わりにコスト
、パフォーマンス、データソースへの近接性、持続性要件などの様々な基準に基づき、Ｓ
ＭＳが記憶技術及び／または位置の適切なタイプを選択してもよい。１つの実施形態にお
いて、クライアントまたはＳＭＳのいずれかが所定のストリームの異なるパーティション
のために、または異なるストリームのために異なる記憶技術または記憶位置タイプを利用
することを決定してもよい。
【００４９】
　図７における実施例においては、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～Ｐ１）に適用される永続性ポリシーは、単一のレプリカインメモリ
ポリシーであり、一方ストリームＳ２については、２つの並行レプリカインメモリポリシ
ーが適用される。従って、データレコード１１０Ａのインメモリレプリカ７０４Ａが、記
憶ノード７０２Ａにおいて作成され、一方データレコード１１０Ｂに対応する２つのイン
メモリレプリカ７０５Ａおよび７０５Ｂが、記憶ノード７０２Ｂおよび７０２Ｃにおいて
並列に作成される。ストリームＳ３のデータレコード１１０Ｃについては、単一のオンデ
ィスクレプリカ７０６Ａが作成される。ストリームＳ４については、ディスク上の順次の
３つのレプリカポリシーが適用可能であり、結果的にそれぞれのオンディスクレプリカ７
０７Ａ、７０７Ｂおよび７０７Ｃが、記憶ノード７０２Ｅ、７０２Ｆおよび７０２Ｇにお
いて順次に作成される。様々な他のタイプの永続性ポリシーが、異なる実施形態において
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データストリームに適用されてもよい。データコンシューマによる様々な種類の検索ＡＰ
Ｉの呼び出しに応じて、検索サブシステムのノードが、適切な記憶ノードからデータレコ
ードを取得してもよい。
【００５０】
　検索サブシステムおよび処理ステージ
　図８は、少なくともいくつかの実施形態による、ＳＭＳの検索サブシステムの例示的な
要素および検索サブシステムのＳＰＳとの対話の実施例を説明する。図示のように、検索
サブシステム２０６は、検索ノード８０２Ａ、８０２Ｂおよび８０２Ｃなどの複数の検索
ノード８０２を、検索制御ノード８８０群と同様に含んでもよい。各検索ノード８０２は
、以下に述べるようにＳＰＳのワーカーノード８４０などの様々なクライアントまたはデ
ータコンシューマ１３０からのストリームデータ検索要求に応答するよう構成されてもよ
い。異なる実施形態において、上述の非順次および順次検索インターフェイスなどの多様
なプログラム検索インターフェイス８０２は、検索ノードによって実装されてもよい。い
くつかの実施形態では、ＨＴＴＰ　ＧＥＴ要求などのウェブサービスＡＰＩが、データレ
コード検索のために利用されてもよく、従って、検索ノード８０２は、ＧＥＴサーバと称
される場合がある。所定の検索ノード８０２は、例えば、検索制御ノード８８０によって
、図示する実施形態における記憶ノード７０２Ａおよび７０２Ｂなどの適切な記憶サブシ
ステムノード７０２群から、１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取
得するよう構成されてもよい。
【００５１】
　図示する実施形態においては、検索ノード８０２が、１つ以上の記憶ノード７０２と対
話し、また１つ以上のＳＰＳワーカーノード８４０から受信された検索要求に応答しても
よい。例えば、パーティションＳ４～Ｐ５のデータレコード（例、データレコード１１０
Ｋ）およびＳ５～Ｐ８のデータレコード（例、データレコード１１０Ｌ）が、検索ノード
８０２Ａによって記憶ノード７０２Ａから読みだされ、ワーカーノード８４０Ａおよび８
４０Ｋのそれぞれに提供される。１１０ＭなどのパーティションＳ６～Ｐ７のデータレコ
ードが、検索ノード８０２Ｂによって記憶ノード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のデータレコードが、検索ノード８
０２Ｃによって記憶ノード７０２Ｂから読み出され、ワーカーノード８４０Ｂおよび他の
データコンシューマ１３０（例、ＳＰＳを介してＳＭＳと対話する代わりにＳＭＳ検索Ａ
ＰＩを直接呼び出すデータコンシューマ）に提供される。
【００５２】
　少なくともいくつかの実施形態では、今後の検索要求を予期して様々なパーティション
のデータレコードが一時的に保持されてもよい、それぞれのキャッシュ８０４（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８０４
Ｂ、および検索ノード８０２Ｃにおけるキャッシュ８０４Ｃなど）を検索ノード８０２の
一部または全部が実装してもよい。例えば、キャッシングポリシー（例えば、所定のパー
ティションのためにどのような大きさのキャッシュが構成されるべきか、どのような長さ
のデータレコードがキャッシュされるべきか）、記憶ノード選択ポリシー（例えば、デー
タレコードの複数のレプリカが記憶されるシナリオにおいて、所定のデータレコードを取
得するためにまずどの特定の記憶ノードが連絡されるべきか）などを含めて、いくつかの
検索ポリシー８８２を実装する役割を、検索制御ノード８８０が担ってもよい。加えて、
検索制御ノードが、検索ノード８０２をインスタンス化および監視し、どの検索ノードが
どのパーティションのための役割を担うかに関するクエリに応答し、再分割操作を起動し
それに応答する、などの役割を担ってもよい。
【００５３】
　説明する実施例においては、ＳＰＳ２９０が、２１５Ａおよび２１５Ｂの２つの処理ス
テージを含む。ＳＰＳ制御ノード８８５は、様々な処理ステージ２１５において、パーテ
ィションＳ４～Ｐ５のレコードを処理するためのワーカーノード８４０Ａ、パーティショ
ンＳ４～Ｐ７のレコードを処理するためのワーカーノード８４０Ｂ、およびパーティショ
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ンＳ５～Ｐ８およびＳ６～Ｐ７のレコードを処理するためのワーカーノード８４０Ｋを含
むワーカーノード８０４、をインスタンス化する役割を担ってもよい。ＳＰＳ制御ノード
８８５は、ＳＰＳクライアントによる処理ワークフローの設計を可能にするプログラムイ
ンターフェイス（図３および図４において説明されるプログラムインターフェイスなど）
を実装してもよい。ワーカーノードがプログレスレコードを記憶するかどうか、またそれ
がいつかを示し、それらのそれぞれのパーティションをどの程度処理するかを示す、異な
る処理ステージまたはワークフロー、プログレスレコードのために利用される記憶装置の
タイプなどのために、様々なチェックポイントポリシー８５０が実装されてもよい。フェ
イルオーバー／回復ポリシー８５２は、ワーカーノードの異なるノードへの交換につなが
るトリガする条件または閾値を示し、また、所定の処理ステージのためにベストエフォー
ト型回復が利用されるか、またはチェックポイントを用いた回復が利用かどうかを示して
もよい。少なくともいくつかの実施形態では、例えば、所定のストリームのデータレコー
ドが取得される検索ノードを識別するため、また特定の処理ワークフローのために要求さ
れてもよい新しい一時または永続性ストリームを構築するなどのために、ＳＰＳ制御ノー
ド８８５は、様々な種類のＳＭＳ制御ノードと対話してもよい。少なくとも１つの実施形
態において、ストリームをインスタンス化するために、クライアントは、ＳＰＳ制御ノー
ドと対話してもよい。例えば、ＳＭＳ制御インターフェイスを利用する代わりに、いくつ
かのクライアントが、上位ＳＰＳインターフェイスのみの呼び出しを望む場合がある。図
６、７および８において、ＳＭＳ採集、記憶および検索サブシステムのために、またＳＰ
Ｓステージのために、個別の制御ノード群が示されるが、少なくともいくつかの実施形態
では、いくつかのサブシステム及び／またはＳＰＳのために、所定の制御ノードが利用さ
れてもよい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がＳＭＳの１つ以上のサブ
システムのために構成されてもよい。すなわち、例えば、ストリームパーティションＳｊ
～Ｐｋのためのデータレコードを検索するための１つの検索ノードを構成する代わりに、
２つ以上のノードが、そのような検索のために構築され、所定の時点において１つのノー
ドに「プライマリ」またはアクティブな役割が授けられ、一方他の１つ以上のノードが「
非プライマリ」ノードとして指定されてもよい。現在のプライマリノードが、例えば、ク
ライアントまたは他のサブシステムのノードのいずれかから受信される要求などの作業要
求に応答する役割を担ってもよい。フェイルオーバーがトリガされるまで、例えば、障害
、プライマリへの接続の喪失または他のトリガする条件のために、前のプライマリの役割
を引き継ぐために、選択される非プライマリが制御ノードによって通知されてもよい時点
まで、１つ以上の非プライマリノードが、休止状態のままであってもよい。従って、フェ
イルオーバー中に現在のプライマリノードからプライマリの役割が取り消されて、現在の
非プライマリノードに授けられてもよい。いくつかの実施形態では、フェイルオーバーが
発生することが決定される、例えば、明示的な通知が要求されない場合に、非プライマリ
ノード自体がプライマリとして引き継いでもよい。様々な実施形態のＳＭＳにおいて、採
集、記憶、検索及び／または制御関数のためにノードのそのような冗長グループが設定さ
れてもよく、また少なくともいくつかの実施形態のＳＰＳにおいて、ワーカーノードのた
めに同様の手法がとられてもよい。いくつかの実施形態では、所定の関数のために、少な
くとも１つのプライマリノードおよび少なくとも１つの非プライマリノードを含むそのよ
うなグループは、「冗長グループ」または「複製グループ」と称されることがある。記憶
ノードの冗長グループが記憶させるデータレコードの物理コピーの数とは独立的に実装さ
れてもよいことに留意されたい。例えば、記憶されるデータレコードのレプリカ数は、永
続性ポリシーによって決定するされてもよく、一方、対応するパーティションのために構
成される記憶ノード数は、冗長グループポリシーに基づいて決定されてもよい。
【００５５】
　図９は、少なくともいくつかの実施形態による、ＳＭＳまたはＳＰＳのノードのために



(27) JP 6250189 B2 2017.12.20

10

20

30

40

50

設定されてもよい冗長グループの実施例を説明する。図示する実施形態においては、所定
のストリームパーティションＳｊ～Ｐｋのために、それぞれの冗長グループ（ＲＧ）９０
５、９１５、９２５および９３５が、採集ノード、記憶ノード、検索ノードおよび制御ノ
ードのために設定される。いくつかの実施形態では、採集制御ノード、記憶制御ノードま
たは検索制御ノードのための個別のＲＧが実装されてもよいが、制御ノードのための共通
のＲＧ９３５が、説明する実施形態において実装される。各ＲＧは、プライマリノード（
例、プライマリ採集ノード９１０Ａ、プライマリ記憶ノード９２０Ａ、プライマリ検索ノ
ード９３０Ａおよびプライマリ制御ノード９４０Ａ）および少なくとも１つの非プライマ
リノード（例、非プライマリ採集ノード９１０Ｂ、非プライマリ記憶ノード９２０Ｂ、非
プライマリ検索ノード９２０Ｃおよび非プライマリ検索ノード９２０Ｄ）を含む。それぞ
れの（採集ノードのための）フェイルオーバーポリシー９１２、（記憶ノードのための）
９２２、（検索ノードのための）９３２および（制御ノードのための）９４２に従って、
プライマリの役割は取り消され、また現在の非プライマリに授けられてもよい。フェイル
オーバーポリシーは、例えば、プライマリまたは非プライマリの健全性状態が監視される
かどうか、またその方法、所定の冗長グループにおいて構成される非プライマリの数など
の、プライマリ状態の変更につながるトリガする条件を左右してもよい。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のために単一のＲＧが構築されてもよい。例
えば、ＲＧ９０５が、パーティションＳｊ～ＰｋおよびＳｐ～Ｐｑのレコードの採集を処
理する役割を担ってもよい。いくつかの実装においては、あるパーティションのためにプ
ライマリとして指定されるノードが、別のパーティションのための非プライマリとして同
時に指定されてもよい。１つの実施形態において、所定のＲＧ内で複数のノードが、プラ
イマリノードとして同時に指定されてもよい。例えば、いずれかのプライマリの障害時に
１つのノードが、プライマリ非プライマリとして指定され、所定のパーティションの採集
関連の作業負荷が、２つのプライマリノードの間で分散されてもよい。所定のＲＧにおい
てインスタンス化されるノード数が、対応する関数のために所望される可用性または回復
力レベルに（例えば、いくつの同時並行的または重複する障害にグループが耐えられるよ
うに意図されているかに）依存してもよい。いくつかの実施形態では、ＳＭＳノードのた
めの利用に加えて、またはその代わりに、冗長グループが、ＳＰＳ処理ステージのワーカ
ーノードのために設定されてもよい。図１０で説明するように、所定のＲＧの構成要素が
、時に、例えば、いくつかのデータセンターにまたがって地理的に分散されてもよい。い
くつかの実施形態では、例えば、ハートビート機構または他の健全性モニタリング技術を
利用して選択される制御ノードが、フェイルオーバーをトリガする条件を検知するよう構
成されてもよく、適切な非プライマリノードを故障したプライマリの置換として選択し、
選択された置換ノードを通知し／起動することなどによって、そのような制御ノードがフ
ェイルオーバーを統合してもよい。
【００５６】
　いくつかの実施形態では、プロバイダーネットワークが複数の地域に組織されてもよく
、各地域には、本明細書内で「アベイラビリティゾーン」と称する場合がある１つ以上の
可用性コンテナを含んでもよい。同様に、所定の可用性コンテナにおけるリソースが、他
の可用性コンテナにおいては障害から隔離されるような（例えば、電源関連の機器、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
ントを利用する）方法で操作される、１つ以上の別々の位置またはデータセンターを可用
性コンテナが含んでもよい。ある可用性コンテナにおける障害は、他の任意の可用性コン
テナにおける障害につながることを予期できない場合がある。従って、リソースインスタ
ンスまたは制御サーバの可用性プロファイルは、異なる可用性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可用性プロファイルから独立するよう意図される。それ
ぞれの可用性コンテナにおいて複数のアプリケーションインスタンスを起動するか、また
は（いくつかのＳＭＳおよびＳＰＳの場合において）所定の冗長グループのノードを複数
の可用性コンテナに分散させることによって、様々な種類のアプリケーションが、単一の
位置における障害から保護されてもよい。同時にいくつかの実装においては、同じ地域に
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存在するリソース（ＳＭＳおよびＳＰＳノードのために利用されるホストまたは計算イン
スタンスなど）間で安価かつレイテンシの低いネットワーク接続性が提供されてもよく、
また、同じ可用性コンテナのリソース間のネットワーク送信がより早い場合がある。例え
ば、地域レベル、可用性コンテナレベルまたはデータセンターレベルのいずれかで、それ
らのアプリケーションが実行される様々なコンポーネントの正確な位置の、所望される制
御程度を維持するために、それらのストリーム管理またはストリーム処理リソースが確保
され、及び／またはインスタンス化される位置の特定を、いくつかのクライアントが望む
場合がある。リソースが、例えば、パフォーマンス、高可用性などのためのクライアント
要件に適合する限り、リソースが確保され、またはインスタンス化される正確な位置に他
のクライアントが、興味を示さない場合がある。いくつかの実施形態では、１つの可用性
コンテナ（またはデータセンター）に位置する制御ノードが、他の可用性コンテナ（また
は他のデータセンター）において他のＳＭＳまたはＳＰＳノードを遠隔で構成することが
できる場合がある。すなわち、特定の可用性コンテナまたはデータセンターは、ＳＭＳ／
ＳＰＳノードを管理するローカル制御ノードを有する必要がない場合がある。
【００５７】
　図１０は、少なくともいくつかの実施形態による、所定の冗長グループのノードが複数
のデータセンターの間で分散されてもよいプロバイダーネットワーク環境を説明する。図
示する実施形態において、プロバイダーネットワーク１００２は、コンテナ１００３Ａ、
１００３Ｂおよび１００３Ｃの３つの可用性を含む。各可用性コンテナは、１つ以上のデ
ータセンターの一部または全部を含む。例えば、可用性コンテナ１００３Ａはデータセン
ター１００５Ａおよび１００５Ｂを含み、可用性コンテナ１００３Ｂはデータセンター１
００５Ｃを含み、また可用性コンテナ１００３Ｃはデータセンター１００５Ｄを含む。Ｓ
ＭＳ及び／またはＳＰＳノードのいくつかの異なる冗長グループ１０１２が示される。い
くつかのＲＧ１０１２は、データセンター１００５Ａ内に位置するＲＧ１０１２Ａの場合
のように、単一のデータセンター内で完全に実装されてもよい。可用性コンテナ１００３
Ａのデータセンター１００５Ａおよび１００５Ｂに及ぶＲＧ１０１２Ｂなどの他のＲＧは
、所定の可用性コンテナ内の複数のデータセンター内のリソースを利用してもよい。異な
る可用性コンテナに広がるリソースを利用して、さらに別のＲＧが実装されてもよい。例
えば、ＲＧ１０１２Ｃは、可用性コンテナ１００３Ａおよび１００３Ｂのそれぞれのデー
タセンター１００５Ｂおよび１００５Ｃに位置するリソースを利用し、ＲＧ１０１２Ｄは
、可用性コンテナ１００３Ａ、１００３Ｂおよび１００３Ｃそれぞれのデータセンター１
００５Ｂ、１００５Ｃおよび１００５Ｄにおけるリソースを利用する。１つの実施例の展
開においては、ＲＧ１０１２が、１つのプライマリおよび２つの非プライマリノードを含
む場合、３つのノードのそれぞれが異なる可用性コンテナに位置してもよく、それによっ
て、２つの異なる可用性コンテナにおいて同時に大規模障害事象が発生したとしても少な
くとも１つのノードが機能したままでいる可能性が高くなる。
【００５８】
　図示する実施形態において、ストリーム関連の設定をプロバイダーネットワーク１００
２内で構成するために、ＳＭＳおよびＳＰＳそれぞれに関連するコンソールサービス１０
７８および１０７６が使いやすいウェブベースのインターフェイスを提供してもよい。そ
のうち少なくともいくつかが、ＳＭＳ及び／またはＳＰＳによって利用されてもよいいく
つかの付加的なサービスが、１つ以上のデータセンターまたは１つ以上の可用性コンテナ
に広がるリソースを利用して、プロバイダーネットワーク１００２において実装されても
よい。例えば、クライアントが様々な異なる能力レベルの計算インスタンスとして実装さ
れる、選択された度合いの計算能力を利用することを可能にする仮想計算サービス１０７
２が実装されてもよく、そのような計算インスタンスが、ＳＭＳ及び／またはＳＰＳノー
ドを実装するために利用されてもよい。クライアントが、例えば、ブロックデバイスボリ
ュームインターフェイスまたはウェブサービスインターフェイスのいずれかを介して、所
望のデータ持続性レベルでデータオブジェクトを記憶させ、それにアクセスすることを可
能にする、１つ以上の記憶サービス１０７０が実装されてもよい。いくつかの実施形態で
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は、記憶オブジェクトがサービス１０７２の計算インスタンスに取り付け可能であり、そ
れからアクセス可能であってもよく、またＳＭＳ記憶サブシステムにおいて様々なストリ
ーム永続性ポリシーを実装するために利用されてもよい。１つの実施形態において、高性
能キー値データベース管理サービス１０７４または関係するデータベースサービスなどの
１つ以上のデータベースサービスが、プロバイダーネットワーク１００２において実装さ
れてもよく、ＳＭＮＳ記憶サブシステムによってストリームデータレコードを記憶させる
ため、及び／または制御サブシステム、採集サブシステム、記憶サブシステム、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記憶させるために、そのようなデータベー
スサービスが利用されてもよい。
【００５９】
　ストリームセキュリティオプション
　少なくともいくつかの実施形態では、ＳＭＳ及び／またはＳＰＳのユーザにデータスト
リームのためのいくつかのセキュリティ関連のオプションが提供され、クライアントが採
集、記憶、検索、処理及び／または制御などの様々な機能カテゴリのために利用されるリ
ソース（例、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を可能
にしてもよい。そのようなオプションは、例えば、様々なノードのために利用されるリソ
ースの物理的位置のタイプに関する選択（例えば、プロバイダーネットワーク設備が利用
されるか、またはプロバイダーネットワーク設備とは異なるセキュリティ特徴を有しても
よいクライアント所有の設備が利用されるかのどちらか）、ストリームデータの暗号化に
関する選択、及び／またはストリーム処理インフラストラクチャの様々な部分におけるネ
ットワーク隔離の選択を含んでもよい。例えば、侵入者または攻撃者が価値のある独自の
ビジネスロジックまたはアルゴリズムへのアクセスを取得する可能性に関して一部のクラ
イアントが懸念を抱き、クライアント所有の敷地内の計算装置を利用するストリーム処理
ワーカーノードの実装を望む可能性がある。ＳＭＳ及び／またはＳＰＳノード群を実装す
るために利用されるリソースのタイプは、本明細書内でこれらのノードのための「配置先
タイプ」と称する場合がある。図１１は、少なくともいくつかの実施形態による、ＳＭＳ
またはＳＰＳのノードのために選択されてもよい複数の配置先を説明する。
【００６０】
　図示する実施形態においては、いくつかのタイプのＳＭＳ／ＳＰＳ機能カテゴリ（例、
採集、記憶、検索、制御または処理）のためのプロバイダーネットワーク１１０２内で、
また他のタイプのＳＭＳ／ＳＰＳ機能カテゴリのためのプロバイダーネットワーク１１０
２外で、配置先が選択されてもよい。プロバイダーネットワーク１１０２内では、マルチ
テナント・インスタンスホスト１１０３を利用して、計算インスタンス、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いくつかのリソースが実装されてもよい
。そのそれぞれにおいて１つ以上のクライアントのためのＳＭＳまたはＳＰＳノードがイ
ンスタンス化されてもよい、そのようなマルチテナント・インスタンスホストは、配置先
タイプの第１のカテゴリ「Ａ」を形成してもよい。物理リソースを他のクライアントと共
有する必要性を回避するため、それらのＳＭＳ／ＳＰＳノードが、単一のクライアントに
制限されるインスタンスホストを利用して実装されることを、いくつかのクライアントが
要求してもよい。そのようなシングルテナント・インスタンスホストは、配置カテゴリタ
イプ「Ｂ」を形成してもよい。シングルテナント・インスタンスホストは、いくつかの理
由により一部のクライアントの観点から望ましい場合がある。マルチテナント・インスタ
ンスホストが、他のクライアントに属する計算インスタンスを含んでもよいため、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、マルチテナント・インス
タンスホストにおいては、シングルテナント・インスタンスホストよりも高い場合がある
。加えてシングルテナント・インスタンスホストが利用される際には、マルチテナントホ
スト上で動作する、あるクライアントの計算インスタンスＣＩ１が、その作業負荷の急増
を経験してホストの計算サイクルまたは他のリソースの大半の消費を開始し、従って、異
なる計算インスタンスＣＩ２上で動作する別のクライアントのアプリケーションのパフォ
ーマンスに潜在的に影響を与える「ノイジーネイバー」現象もまた回避されてもよい。
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【００６１】
　図示する実施形態においては、ＩＶＮ１１０６Ａおよび１１０６Ｂなどの隔離された仮
想ネットワーク（ＩＶＮ）１１０６は、配置先タイプの別のカテゴリ「Ｃ」を表してもよ
い。いくつかの実施形態では、ＩＶＮ１１０６は、プロバイダーネットワーククライアン
トの要求において、プロバイダーネットワークリソースを利用するがクライアントによっ
て大部分を制御されるネットワーク構成を有して構築されるプライベートネットワークの
論理的等価物として作成されてもよい。例えば、クライアントは、ＩＶＮの外部ですでに
利用されている場合があるＩＰアドレスの複製の可能性について懸念する必要なく、ＩＶ
Ｎ１１０６内で利用されるＩＰアドレスを決定してもよい。図示する実施形態においては
、１つ以上のＩＶＮにおける様々な種類のＳＭＳおよびＳＰＳノードの実装により、クラ
イアントのストリームデータの管理及び／または処理により高いレベルのネットワークセ
キュリティが追加されてもよい。場合によっては、ＳＭＳ／ＳＰＳノードの１つの機能カ
テゴリを１つのＩＶＮ１１０６に、また異なる機能カテゴリを異なるＩＶＮに配置するこ
とを所定のクライアントが望む場合がある。様々な実施形態において、所定のＩＶＮ１１
０６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含んでもよい。いくつかの実施
形態では、図１１に示されない、プロバイダーネットワークのリソースを利用した配置先
タイプの別の一連の選択（またはセキュリティプロファイルの選択）が、少なくとも一部
のクライアントにとって利用可能であってもよい。クライアントが、ストリーム関連の操
作のためのプロバイダーネットワークの仮想化された計算サービスから計算インスタンス
を取得し利用することができる実施形態においては、計算インスタンスが、１つまたは２
つのモードで利用されてもよい。１つのモードでは、クライアントがＳＰＳまたはＳＭＳ
に、ＳＰＳワーカーノードとして（または採集、記憶もしくは検索ノードにおいて）構成
される計算インスタンスにおいて実行される、１つ以上の実行可能プログラムまたはプロ
グラムを提供してもよく、また、ＳＭＳまたはＳＰＳにプログラムを実行させてノードを
管理させてもよい。この第１のモードは、ストリーム操作のための計算インスタンスの利
用の「ストリームサービス管理」モードと称されることがある。他のモードでは、クライ
アントが、ＳＰＳまたはＳＭＳからのサポートを減らした実行可能プログラムの実行およ
び計算インスタンスの管理を望む場合がある。この第２のモードは、ストリーム操作のた
めの計算インスタンスの利用の「クライアント管理」モードと称することがある。従って
、操作のこれらの２つのモードは、クライアントによる選択が可能な配置先タイプまたは
セキュリティプロファイルに関連する付加的な選択を表してもよい。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目的物の専門家によって最適に実行することができ
る（シングルステップを含む）デバッグを要求する可能性がある場合に、クライアントが
クライアント管理モードを選んでもよい。一方で、ストリームサービス管理モードが、デ
バッグを要求する可能性があるより成熟したコードにとって合理的な選択であってもよい
。いくつかの実施形態では、異なる価格ポリシーが、これら２つのモードに適用してもよ
い。
【００６２】
　図１１に示す実施形態においては、いくつかの配置オプションがプロバイダーネットワ
ークの外部の設備においてサポートされてもよい。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るホスト１１６０が、プロバイ
ダーネットワークへの接続方法が異なる２つのタイプのクライアント設備であるクライア
ント設備（例、クライアント所有のデータセンターまたは敷地）１１１０Ａまたは１１１
０Ｂ内からのストリーム管理または処理のために利用されてもよい。クライアント設備１
１１０Ａは、少なくともいくつかの共有インターネットリンク１１５１を介してプロバイ
ダーネットワーク１１０２にリンクされる（すなわち、クライアント設備１１１０Ａとプ
ロバイダーネットワーク１１０２との間のリンクの一部で他の法人のネットワークトラフ
ィックも流れてもよい）。対照的にいくつかのクライアント設備（１１１０Ｂなど）は、
（「直接接続」リンクと時に称される場合がある）特別な非共有の専用物理リンク１１０
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６を介してプロバイダーネットワークにリンクされてもよい。これら２つの異なるタイプ
のクライアントの敷地は、図１１において利用される用語で、それぞれ配置先オプション
「Ｄ」および「Ｅ」を含む。いくつかの実施形態では、ＳＭＳ及び／またはＳＰＳの一部
もまた、サードパーティの設備（例えば、ＳＭＳ／ＳＰＳのクライアントによって利用さ
れるが所有も管理もされていないデータセンター）において実装可能であってもよく、ま
たそのようなサードパーティの敷地が、配置先タイプ「Ｆ」として指定されてもよい。少
なくともいくつかのクライアント及び／またはサードパーティの敷地において、ＳＭＳ及
び／またはＳＰＳライブラリがプロバイダーネットワークから取得され、ＳＭＳ／ＳＰＳ
ノードのために利用されるホストにおいてインストールされなければならない可能性があ
る。少なくとも１つの実施形態においては、すべての異なる機能カテゴリのノードが、適
切なライブラリを用いてプロバイダーネットワークの外部で実装されてもよい。
異なる配置先タイプについては、実装されるネットワーク隔離の特徴、サポートされる侵
入検知機能、実装される物理セキュリティポリシー、サポートされる暗号化レベルなどの
、異なる実施形態における様々なセキュリティ関連の態様が互いに異なってもよい。従っ
て、様々な宛先タイプのそれぞれが、他の配置先のセキュリティプロファイルと１つ以上
の方法で異なる可能性があるそれぞれのセキュリティプロファイルを有すると見なされて
もよい。いくつかの実施形態では、図１２ａおよび１２ｂにおいて説明するように、例え
ば、ＳＭＳまたはＳＰＳの１つ以上の制御ノードに要求を送信することにより、ＳＭＳ及
び／またはＳＰＳのクライアントが異なるサブシステムまたはノード群のための、それぞ
れの配置先タイプをプログラムで選択してもよい。いくつかの実施形態において、またス
トリームアプリケーションの特定のタイプのために、セキュリティ上の理由のみのためで
はなく、同様にパフォーマンス及び／または機能上の理由から、クライアントが配置先タ
イプの制御を望んでもよいことに留意されたい。例えば、専用のクライアント敷地のリソ
ースまたはシングルテナント・インスタンスホストを利用することで、上述のノイジーネ
イバー現象が回避されてもよい。いくつかの実施形態では、ＳＰＳステージまたはＳＭＳ
ノードのために利用することをクライアントが望む、そのようなコンポーネントを利用す
ることで達成可能な機能またはパフォーマンスレベルはプロバイダーネットワークにおい
て容易に複製することができず、またはプロバイダーネットワークにおいて単純にサポー
トされない、専用または独自のハードウェア及び／またはソフトウェアをクライアントが
有してもよい。クライアントは外部のデータセンターにおいて、例えば、プロバイダーネ
ットワークリソースのみを利用した場合に可能であるよりもはるかに高い割合でＳＰＳ処
理を実行することができる場合がある、スーパーコンピュータレベルの処理能力を用いた
コンピュータサーバへのアクセスを有してもよい。クライアントによる様々なノードのた
めの配置先の選択を可能にすることにより、そのような専用装置またはソフトウェアが利
用できるようになる場合がある。
【００６３】
　図１２ａおよび１２ｂは、少なくともいくつかの実施形態による、ＳＰＳクライアント
およびＳＭＳクライアントによってそれぞれ送信されてもよいセキュリティオプション要
求の実施例を説明する。図１２ａは、クライアントが識別子１２１０を有する１つ以上の
処理ステージのために、ステージ（要素１２１２）の制御ノードのために要求される配置
先タイプ（ＰＤＴ）およびワーカーノード（要素１２１４）のために要求されるＰＤＴを
示す、ＳＰＳセキュリティオプション要求１２００を説明する。少なくとも１つの実施形
態において、クライアントはまた、例えば、特定のアルゴリズムまたはプロトコルを利用
した、様々なネットワークリンクでの送信前のデータレコードの暗号化または様々な制御
または管理上の対話の暗号化を要求することによって、それらのストリームデータレコー
ドまたはストリーム処理結果のための暗号化設定を構成するための要求を送信することが
可能である場合がある。例えば、図１２ａにおいては、ステージのための暗号化設定が、
ステージ処理操作結果及び／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
の間の通信のために利用される暗号化に適用される暗号化技術を示してもよい。
【００６４】
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　同様に図１２ｂにおいては、クライアントのＳＭＳセキュリティオプション要求１２５
０が、特定の識別子１２５２を有する１つ以上のストリームに対するクライアントのセキ
ュリティの選好を示すいくつかの要素を含む。採集ノード、記憶ノードおよび検索ノード
に対する配置先タイプの選好が、要素１２５４、１２５８および１２６２のそれぞれにお
いて示されてもよい。採集制御ノード、記憶制御ノードおよび検索制御ノードに対するＰ
ＤＴの選好が、要素１２５６、１２６０および１２６４のそれぞれによって示されてもよ
い。例えば、データレコードがあるカテゴリのノードから別のカテゴリのノードに送信さ
れる際にデータレコードのために暗号化が実装されるかどうか、及び／またはその方法な
どの、データレコードに対する暗号化の選好が、要素１２６６を介して示されてもよい。
図１２ａおよび１２ｂに示されるようなセキュリティオプション要求を利用して、クライ
アントはそれらのストリーム管理および処理環境の異なる部分のための位置（例、プロバ
イダーネットワーク内、またはプロバイダーネットワークの外部）および様々な他のセキ
ュリティプロファイルコンポーネントを選択することができる場合がある。
【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からノード配置先の選択
が提供されてもよいことに留意されたい。例えば、（例えば、「ノイジーネイバー」問題
を回避するためなどの、主にセキュリティ上の理由よりも早期に示されるパフォーマンス
上の理由から、クライアントがシングルテナントホストにおいて実装されるいくつかのタ
イプのＳＭＳまたはＳＰＳノードを有することを望む場合がある。少なくともいくつかの
実施形態では、ストリームの生存時間中に配置選択が変更されてもよい。例えば、クライ
アントが最初にマルチテナント・インスタンスホストにおけるＳＭＳノードのインスタン
ス化を可能にしてもよいが、ノードの少なくともいくつかのサブセットのシングルテナン
ト・インスタンスホストへの移動をその後に望んでもよい。少なくともいくつかの実施形
態では、異なる価格ポリシーが異なるセキュリティ関連のオプションに適用されてもよい
。例えば、ＩＶＮにおいて特定の機能カテゴリのＳＭＳノードを実装する方がＩＶＮ外の
マルチテナント・インスタンスホストにおいて実装するよりも費用がかかる場合があるか
、またはシングルテナント・インスタンスホストにおいてＳＭＳノードを実装する方が、
マルチテナント・インスタンスホストにおいて実装するよりも費用がかかる場合がある。
【００６６】
　（ストリームレコードの順次記憶および検索）
　多くの種類のストリームアプリケーションのために、データレコードがＳＭＳにおいて
複数のデータプロデューサ１２０から非常に高い割合で受信されてもよく、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記憶されたデータレコードにアクセスするこ
とを望む可能性がある。上述のように、特に回転式磁気ディスクが、ストリームデータレ
コードのための記憶装置として利用される環境においては、（読み書き両方のための）順
次Ｉ／Ｏアクセスパターンが、ランダムＩ／Ｏアクセスパターンに対して重大な性能優位
性を有してもよい。いくつかの実施形態、ストリームに特有の、または、パーティション
に特有のシーケンス番号が、ＳＭＳから受信されたようにデータレコードに割り当てられ
てもよく、シーケンス番号に基づく順次検索操作がサポートされてもよい。図１３ａは、
少なくともいくつかの実施形態によるストリームデータプロデューサとＳＭＳの採集ノー
ドとの間の対話の実施例を説明する。ストリームデータプロデューサは、データレコード
１１０を採集サブシステムへと送信してもよく、また図示する実施形態においては、採集
サブシステムが送信されるレコードのために選択されたシーケンス番号１０２を用いて応
答してもよい。少なくともいくつかの実施形態では、採集ノードがシーケンス番号の一部
を記憶サブシステムから取得してもよい。例えば、そのような実施形態においては、受信
されるデータレコードの記憶に続き、シーケンス番号１０２が適用可能な永続性ポリシー
に従って決定されてもよく、記憶サブシステムがデータレコードのためのそれ自体の番号
順のインジケータを生成し、採集ノードによってデータレコードに割り当てるさらに大き
なシーケンス番号に含めるためにそのインジケータを提供してもよい。
【００６７】
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　様々な実施形態において、データレコードの安定した順序付け、一貫した順序付けを提
供し、データコンシューマによるレコードの繰り返すことができる反復を可能にするため
に、シーケンス番号が実装されてもよい。少なくともいくつかの実装において、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るシーケンス番号は連続している必要はな
いが、時間と共に単調に増加してもよい。様々な実施形態において、シーケンス番号が以
下の意味論の少なくともいくつかのサブセットと共に割り当てられてもよい。（ａ）シー
ケンス番号がストリーム内で固有である、すなわち、同じシーケンス番号が割り当てられ
る所定のストリームのデータレコードが２つあってはならない、（ｂ）シーケンス番号が
ストリームのデータレコードへのインデックスとしての役割を果たしてもよく、データレ
コードを所定のストリームパーティション内で反復させるために利用されてもよい、（ｃ
）所与のデータプロデューサのために、データプロデューサがデータレコードを正常に送
信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、また、（ｄ
）所定のパーティションキー値を用いたデータレコードのためのシーケンス番号付けが、
動的再分割操作にまたがって単調増加する意味論を保持する。例えば、再分割後にデータ
レコードに割り当てられるパーティションキー値Ｋ１を用いたシーケンス番号はそれぞれ
、動的再分割の前にそのパーティションキー値Ｋ１を用いてデータレコードに割り当てら
れた任意のシーケンス番号よりも大きくてもよい（動的再分割については図１６を参照し
て以下に詳細に説明する）。
【００６８】
　いくつかの実施形態では、データプロデューサが少なくともいくつかのデータレコード
のために選択されるシーケンス番号１０２の選択に影響を与えることを望む場合がある。
例えば、データプロデューサ１２０が、割り当てられるストリームのシーケンス番号内の
境界またはセパレータの境を定め、ストリームの特定のサブセットにおいて目標とされる
読み出し要求のそのストリームのデータコンシューマによる送信をより容易にすることを
望む場合がある。いくつかの実装においては、データプロデューサ１２０が、レコードと
共に最小のシーケンス番号の指示を送信してもよく、上述のシーケンス番号の意味論にも
従い、要求される最小値に従ってＳＭＳがシーケンス番号を選択してもよい。
【００６９】
　図１３ｂは、少なくともいくつかの実施形態による、採集されたデータレコードのため
にＳＭＳにおいて生成されてもよいシーケンス番号の例示的な要素を説明する。図示する
実施形態においては、シーケンス番号が、ｎ１ビットのＳＭＳバージョン番号１３０２、
ｎ２ビットのタイムスタンプまたはエポック値１３０４、ｎ３ビットのサブシーケンス番
号１３０６およびｎ４ビットのパーティション番号１３０８の４つの要素を含んでもよい
。いくつかの実装においては、１２８ビットのシーケンス番号が利用されてもよい。例え
ば、ｎ１、ｎ２、ｎ３およびｎ４は、それぞれ４、４４、６４および１６ビットであって
もよい。バージョン番号１３０２は、単純にＳＭＳソフトウェアバージョンの展開におけ
る混乱を回避し、例えば、シーケンス番号を生成するためにＳＭＳソフトウェアのどのバ
ージョンが利用されたかを明らかにできるようにするために利用されてもよい。少なくと
もいくつかの実装においては、バージョン番号１３０２が頻繁に変化することを予期され
ない場合がある。タイムスタンプ値１３０４は、例えば、ローカルクロックソースまたは
世界中から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ーネットワークの状態
管理システム）から採集サブシステムノードによって取得されてもよい。少なくともいく
つかの実装において、周知の時点からのオフセット（例えば、Ｕｎｉｘ（商標）を利用し
たオペレーティングシステムにおける様々な時間関連のシステムを呼び出すことで取得可
能である、１９７０年１月１日００:００:００ＡＭ　ＵＴＣから経過した秒数）が、タイ
ムスタンプ値１３０４のために利用されてもよい。いくつかの実施形態では、サブシーケ
ンス番号１０３６が記憶サブシステムによって生成されてもよく、また、特定のパーティ
ションのデータレコードが記憶装置に書き込まれる順序を示してもよい。従って、多数の
データレコードが所定の秒内で受信され、タイムスタンプ値１３０４が約１秒の間隔で変
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化するのみである実装においては、サブシーケンス番号１３０６が、同じ秒内で到着した
ために同じタイムスタンプ値が割り当てられることになるデータレコードのためのレコー
ドの到着（または記憶）順序のインジケータとしての役割を果たしてもよい。いくつかの
実施形態では、パーティション番号１３０８が所定のストリーム内でパーティションを一
意的に識別してもよい。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採
集された（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装においては、
特定のタイプの時間に基づく検索要求のためのインデックス機構にシーケンス番号が利用
されてもよい。例えば、クライアントが特定の日または特定の時間範囲において生成され
るか、または採集されたストリームレコードを検索することを望む場合があり、シーケン
ス番号が適切なデータレコード群を検索するための暗黙の２次インデックスのキーとして
利用されてもよい。従って、少なくともいくつかの実施形態では、順序付けられた記憶お
よび検索のためのタイムスタンプを含むシーケンスの利用に、記憶されるデータレコード
群に一時的なインデックスを提供するという付加的な利点があってもよい。
【００７０】
　所定のパーティションのデータレコードはしばしばラージシーケンシャル書き込み操作
を利用して、通常シーケンス番号順に（例えば、ディスクに）書き込まれてもよい。上述
のように、いくつかの実施形態では、データコンシューマがシーケンス番号順にデータレ
コードを読み出すことができるよう、イテレータを用いたプログラムインターフェイスが
実装されてもよい。図１４は、少なくともいくつかの実施形態による、ＳＭＳにおけるス
トリームデータレコードの順序付けられた記憶および検索の実施例を説明する。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）６つのデータレコード１
１０Ａ～１１０Ｆが記憶されるシーケンス番号順に示される。説明するように少なくとも
いくつかの実施形態では、例えば、値が上述のタイムスタンプ部１３０４またはサブシー
ケンス番号１３０６に割り当てられる方法が、これら要素のための連続した値に必ずしも
つながらない可能性があるため、シーケンス番号は連続していない場合がある。
【００７１】
　図１４に示す実施例では、データコンシューマが作成されるイテレータを要求し、開始
シーケンス番号「８６５」を特定する。要求に応じて、要求される開始シーケンス番号以
上である最も近いシーケンス番号を有するデータレコードに位置するＩｔｅｒａｔｏｒ１
をＳＭＳが初期化している。この場合コンシューマの要求において、次に近いシーケンス
（データレコード１１０Ｂに割り当てられる８６０）が開始シーケンス番号より小さいた
め、シーケンス番号８７０を有するデータレコード１１０Ｃがイテレータの開始位置とし
て選択されている。ｇｅｔＩｔｅｒａｔｏｒインターフェイスは、パーティション内の要
求位置でカーソルを設定するための要求の論理的等価物と見なされてもよく、例えば、ス
トリームに沿ってシーケンス番号順にカーソルを移動させるためのカーソル位置から開始
されるデータレコードをその後読み出すために、ｇｅｔＮｅｘｔＲｅｃｏｒｄｓインター
フェイスが利用されてもよい。説明する実施例においては、Ｉｔｅｒａｔｏｒ１に設定さ
れる「イテレータ」および３に設定される「ｍａｘＮｕｍＲｅｃｏｒｄｓ」（戻されるデ
ータレコードの最大数）のパラメータを有するｇｅｔＮｅｘｔＲｅｃｏｒｄｓインターフ
ェイスを、データコンシューマが呼び出している。従って、ＳＭＳ検索サブシステムが、
データレコード１１０Ｃ、１１０Ｄおよび１１０Ｅを、その順序でデータコンシューマに
戻す。イテレータであるＩｔｅｒａｔｏｒ１は、ｇｅｔＮｅｘｔＲｅｃｏｒｄｓの呼び出
し後に、新しい位置に、例えば、データレコード１１０Ｆへと動かされてもよい。同じイ
テレータのための次に続くｇｅｔＮｅｘｔＲｅｃｏｒｄｓの呼び出しは、１１０Ｆから始
まるデータレコードを返してもよい。いくつかの実施形態では、ｇｅｔＩｔｅｒａｔｏｒ
の呼び出しの意味論が異なってもよい。いくつかの実施形態では、例えば、特定の順序付
けられた数以上の最も近いシーケンス番号を有するデータレコードにおいて、イテレータ
を位置づける代わりに、要求されるシーケンス番号以下で最大のシーケンス番号を有する
最も近いデータレコードにおいて、イテレータが位置付けられてもよい。別の実施形態に
おいて、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
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番号を特定しなければならない場合がある。例えば、要求されるシーケンス番号を有する
レコードがストリームに存在しない場合に、エラーが戻されてもよい。
【００７２】
　パーティションマッピング
　上述のように様々な実施形態において、所定のストリームのレコードの採集、記憶、検
索および処理に関連する作業負荷は、様々な分割および再分割ポリシーに従って、いくつ
かのノードの間でさらに分割され、分散させられてもよい。図１５は、少なくともいくつ
かの実施形態による、ストリームのパーティションマッピング１５０１ならびに、ＳＭＳ
およびＳＰＳノードのために行われてもよい、対応する構成決定の実施例を説明する。例
えば、ｃｒｅａｔｅＳｔｒｅａｍＡＰＩのクライアントによる呼び出しに応じて特定のデ
ータストリームが作成されるか、または初期化されると、分割ポリシーが起動されてもよ
い。それによってストリームの所与のデータレコードが、その構成要素であると見なされ
るパーティションを決定するために利用されてもよい。採集サブシステム２０４、記憶サ
ブシステム２０６、検索サブシステム２０８および所定のデータレコードのための操作を
実行する関連する任意のＳＰＳステージ２１５の特定のノードがレコードのパーティショ
ンに基づいて選択されてもよい。１つの実施形態において、少なくとも所定のデータレコ
ードのために利用される制御ノードのサブセットが、同様にパーティションに基づいて選
択されてもよい。少なくともいくつかの実施形態では、例えば、ポリシーにおいて示され
るトリガする条件に応じて、または明示的な要求に応じて、データストリームの動的再分
割が分割ポリシーの一部としてサポートされてもよい。
【００７３】
　様々な実施形態において、データプロデューサによってその値が直接的に（例えば、書
き込みまたはｐｕｔ要求のパラメータとして）、または間接的に（例えば、ＳＭＳがデー
タプロデューサクライアント、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
の実際の内容の一部の識別子または名称などのメタデータをパーティションキーとして利
用してもよい）供給されてもよいレコードのための分割キーに、所定のデータレコードの
ために選択されるパーティションが依存してもよい。図１５に示される実施形態では、デ
ータレコードパーティション識別子１５１０を決定するために、１つ以上のマッピング関
数１５０６がデータレコードパーティションキーまたは属性１５０２に適用されてもよい
。１つの実装では、例えば、所定のパーティション識別子１５１０が、１２８ビットの整
数値のスペースの連続した範囲を表してもよい。その範囲は、ストリームのすべてのパー
ティションのための範囲の集合が、１２８ビットの整数が仮定できるすべての潜在的な値
を包括してもよいような範囲であり得る。そのような例示的なシナリオにおいては、１つ
の単純なマッピング関数１５０６が、データレコードの（１つ以上の）パーティションキ
ー値または（１つ以上の）選択される属性値から１２８ビットのハッシュ値を生成しても
よく、またハッシュ値が収まることになる特定の連続した範囲に基づいて、パーティショ
ン識別子が決定されてもよい。いくつかの実装においては、連続した範囲が少なくとも当
初は等しい規模であってもよい。他の実装においては、異なるパーティションが互いに規
模が異なる可能性のある連続した範囲に対応してもよい。再分割はまた、１つの実装にお
いて範囲境界を調整する結果となってもよい。他の分割関数１０６が異なる実装において
利用されてもよい。
【００７４】
　（以下に詳細に述べるように）データストリームが動的再分割を受ける場合、特定のキ
ーを有するレコードがマッピングされるパーティションが変化してもよい。従って少なく
ともいくつかの実施形態では、ＳＭＳ及び／またはＳＰＳ制御ノードが、ストリームの生
存時間中にストリームに適用するいくつかの異なるマッピングを把握しなければならない
場合がある。いくつかの実施形態では、タイムスタンプの有効性の範囲１５１１またはa
シーケンス番号の有効性の範囲などのメタデータが、各パーティションマッピングのため
の制御ノードによって記憶されてもよい。タイムスタンプの有効性の範囲１５１１は例え
ば、ストリームの作成時から時間Ｔ１まで特定のマッピングＭ１が適用すること、Ｔ１か
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らＴ２まで異なるマッピングＭ２が適用することなどを示してもよい。ストリームに向け
られた読み出し要求への応答時には、（例えば読み出し要求において示されるシーケンス
番号によって）どのマッピングが利用されるべきかを検索ノードがまず決定し、次いで適
切な記憶ノードの識別のためにそのマッピングを利用しなければならない場合がある。
【００７５】
　少なくともいくつかの実施形態では、パーティションをいくつかの異なるの粒度のリソ
ースへとマッピングする役割をＳＭＳおよびＳＰＳ制御ノードが担ってもよい。例えば、
図１５の実装例１５９９において示されるように、１つの実装において、各採集、記憶、
検索または処理（ワーカー）ノードが、Ｊａｖａ（商標）仮想マシン（ＪＶＭ）または計
算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の処理またはそれぞれのスレ
ッドとして実装されてもよい。各ＪＶＭまたは計算インスタンスは、特定の物理ホストに
おいてインスタンス化されてもよい。いくつかの実施形態では、複数のＪＶＭが単一の計
算インスタンス内で起動され、リソースマッピングの決定に別の層を追加してもよい。従
って、所定のパーティションのために、どの特定のリソースが、採集ノード１５１５、記
憶ノード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、ステージＰＳ１またはＰＳ２のそれぞれのためのノード１５３０Ａまたは１５３
０Ｂ）として利用されるべきかを、１つ以上の制御ノードが選択してもよい。制御ノード
はまた、これらのノードのサーバ（採集サーバ１５３５、記憶サーバ１５４０、検索サー
バ１５４５、または処理サーバ１５５０など）へのマッピング、サーバとホスト（採集ホ
スト１５５５、記憶ホスト１５６０、検索ホスト１５６５またはＳＰＳホスト１５７０Ａ
／１５７０Ｂなど）との間のマッピングを決定してもよい。いくつかの実装においては、
パーティションマッピングが、説明される様々なそれぞれのリソースの粒度（例、ノード
、サーバおよびホストの粒度）の識別情報（例、リソースの識別子）、１つ以上の関数１
５０６へ入力および関数１５０６自体として利用されているデータレコード属性の指示、
を含むよう見なされてもよい。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
ータ記憶装置に記憶させてもよく、またいくつかの実施形態では、様々なＡＰＩ（ｇｅｔ
ＰａｒｔｉｔｉｏｎＩｎｆｏ　ＡＰＩなど）または他のプログラムインターフェイスが、
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へと、または、ＳＭＳサブシ
ステムもしくはＳＰＳのノードへと提供するために公開されてもよい。
【００７６】
　いくつかの実施形態では、（ａ）所定のノード、サーバまたはホストがいくつかの実施
形態において複数のパーティションの役割を担うよう指定されてもよいか、または（ｂ）
障害または他のトリガにより、新しいノード、サーバまたはホストが所定のパーティショ
ンまたはパーティション群に割り当てられてもよい、などの様々な要因のため、データレ
コードのパーティションへの、またパーティションからリソースへのマッピングが、さら
に複雑である場合がある。加えて、上述のように、また以下に述べるように、所定のスト
リームのためのパーティションマッピングが、ストリームレコードがＳＭＳ及び／または
ＳＰＳノードによって継続して処理される間に、時間の経過と共に動的に修正されてもよ
い。結果的にいくつかの実施形態では、マッピングのメタデータのいくつかのバージョン
が異なる時間にそれぞれ対応して、所定のストリームのために少なくとも一時的に保持さ
れてもよい。
【００７７】
　動的ストリーム再分割
　図１６は、少なくともいくつかの実施形態による、動的ストリーム再分割の実施例を説
明する。図１６において説明するタイムラインの時間Ｔ１において、ストリームＳ１が作
成されるかまたは初期化される。パーティションマッピングＰＭ１がストリームＳ１のた
めに作成され、時間間隔Ｔ１からＴ２の間で有効であり続ける。Ｔ１とＴ２との間でＳＭ
Ｓによって受信される３つのデータレコードが例として示される。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」を用いて
送信され、ＤＲ１１０Ｂがクライアント供給のパーティションキー値「Ｂｉｌｌ」を用い
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て送信され、またＤＲ１１０Ｃがクライアント供給のパーティションキー値「Ｃｈａｒｌ
ｉｅ」を用いて送信される。初期のマッピングＰＭ１では、３つのデータレコード１１０
Ａ、１１０Ｂおよび１１０Ｃのすべてが、パーティション識別子「Ｐ１」を有する同じパ
ーティションへとマッピングされる。Ｐ１データレコードについては、単一のノードＩ１
が採集を扱うよう構成され、単一のノードＳ１が記憶を扱うよう構成され、単一のノード
Ｒ１が検索を扱うよう構成され、単一のワーカーノードＷ１がＳＰＳ処理を扱うよう構成
される。マッピングＰＭ１の有効性の範囲のための開始タイムスタンプがＴ１に設定され
る。
【００７８】
　図１６の例示的なタイムラインにおいて、ストリームＳ１が時間Ｔ２で動的に再分割さ
れる。図示する実施形態においては再分割がいつ行われるかに関わらず、データレコード
が継続して到着し、ＳＭＳおよびＳＰＳによって処理され、ＳＭＳあるいはＳＰＳのいず
れもオフラインにする必要がない。例えば、採集、記憶、検索または処理ノードにおける
過負荷状態の検知に応じて、様々なサブシステムの異なるホストでの作業負荷レベル間の
スキューまたは不均衡の検知に応じて、またはデータコンシューマまたはデータプロデュ
ーサクライアントからの要求に応じて、いくつかの要因のいずれかの結果として再分割が
起動されてもよい。図示する実施形態においては、ＰＭ２のために示す有効性の範囲の開
始タイムスタンプ設定によって示されるように、新しいマッピングＰＭ２が時間Ｔ２（ま
たはＴ２の少し後）で有効となる。少なくともいくつかの実装において、異なるデータレ
コード属性群が、再分割の前に利用されたよりも分割データレコードのために利用されて
もよい。場合によっては、追加的な分割属性が（例えば、ＳＭＳの要求において）データ
プロデューサによって送信されてもよい。一方、他の場合では、付加的な属性がＳＭＳ採
集ノードによって生成されてもよい。そのような付加的な属性は、「塩漬けにされた」属
性と称することがあり、再分割のための付加的な属性を利用する技術は、「塩漬け」と称
することがある。１つの実装例において、過負荷採集サーバはデータプロデューサに（例
えば、データプロデューサによって実行されるＳＭＳクライアントライブラリコードに）
、再分割のために、前に利用されたパーティションキーに加えてランダムに選択される小
さな整数値が提供されるよう示してもよい。採集作業負荷を異なる採集ノード群の間で分
散させるために、当初のパーティションキーと塩漬けにされた付加的な整数の組み合わせ
が続いて利用されてもよい。いくつかの実施形態では、検索ノード及び／またはデータコ
ンシューマが、再分割のために利用されている付加的な属性に関して知らされなければな
らない場合がある。少なくともいくつかの実装において、そのような付加的な属性が再分
割のために利用されない場合がある。
【００７９】
　図１６に示される実施形態では、新しいパーティションマッピングが結果的に、Ｔ２の
前に同じキーのために選択されるパーティションに対して、Ｔ２の後に受信される少なく
ともいくつかのデータレコードのために選択される異なるパーティションとなる。Ｔ２の
後にパーティションキー値「Ａｌｉｃｅ」を用いてＤＲ１１０Ｐが送信され、Ｔ２の後に
パーティションキー値「Ｂｉｌｌ」を用いてＤＲ１１０Ｑが送信され、Ｔ２の後にパーテ
ィションキー値「Ｃｈａｒｌｉｅ」を用いてＤＲ１１０Ｒが送信される。説明する例示的
なシナリオにおいては、ＰＭ２マッピングを利用して、ＤＲ１１０Ｐがパーティション「
Ｐ４」の構成要素に指定され、ＤＲ１１０Ｑがパーティション「Ｐ５」の構成要素に指定
され、一方でＤＲ１１０Ｒがパーティション「Ｐ６」の構成要素に指定される。図示する
実施形態においては、Ｔ２の後に受信されるよう示されるデータレコードはいずれも前に
利用されたパーティション「Ｐ１」の構成要素として指定されず、かわりに全く新しいパ
ーティションが再分割後に利用されてもよい。いくつかの実施形態では、少なくともいく
つかの前に利用されたパーティションが再分割後に継続して利用されてもよい。新しいパ
ーティションＰ４、Ｐ５およびＰ６のそれぞれについて、採集、記憶、検索及び／または
処理のために異なるノードが指定されてもよい。例えば、ノードＩ４、Ｓ４、Ｒ４および
Ｗ４がパーティションＰ４、ノードＩ５、Ｓ５、Ｒ５のために構成されてもよく、Ｐ５が
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パーティションＰ５のために構成されてもよく、またノードＩ６、Ｓ６、Ｒ６およびＰ６
がパーティションＰ６のために構成されてもよい。いくつかの実施形態では、同じ記憶ノ
ードが再分割後に特定のパーティションキーまたは属性を有するレコードのために、再分
割前にそのようなレコードのために利用されたように利用されてもよいが、そのノード内
の異なる記憶位置（例、異なるディスク、異なるディスクパーティション、異なるＳＳＤ
）が再分割後に利用されてもよい。
【００８０】
　Ｔ２での動的再分割後の少なくともしばらくの時間、再分割の前にＳＭＳ採集及び／ま
たは記憶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に検索要求が継続的に検
索されてもよい。少なくともいくつかの場合においては、要求されたデータレコードを、
データレコードが採集された時に有効であったＰＭ１マッピングに基づいて検索しなけれ
ばならない場合がある。従って、図１６に示されるようにデータ検索の目的のために、Ｐ
Ｍ１およびＰＭ２の両方がＴ２の後のしばらくの間継続して利用されてもよい。少なくと
もいくつかの実装において、データレコードは古くなると最終的にストリームから削除さ
れてもよく、例えば、対応するデータレコードのすべて自体が削除される際に、古くなっ
たパーティションマッピングもまた、最終的に処分されてもよい。いくつかの実施形態で
は、削除される代わりに（またはその前に）、ＳＭＳによって利用されるパーティション
マッピングがアーカイブ後にレコードを検索するために依然として利用可能であってもよ
いように、ストリームレコードが（例えば、クライアントに選択されたアーカイバルポリ
シーに基づいて）異なる記憶位置または装置のセットへとアーカイブされてもよい。その
ような実施形態では、ＰＭ１およびＰＭ２などのパーティションマッピングは、保存用記
憶装置に向けられる検索要求をサポートする必要がある限り保持されてもよい。いくつか
のアーカイブの実装においては、ストリームのパーティションマッピングが保持されるこ
とを要求しない（例えば、アーカイブされるデータレコードのために新しいインデックス
が作成されてもよい）異なる検索手法が利用されてもよい。いくつかの実施形態では、Ｐ
２などの再分割前に利用されていたが再分割後には書き込みが向けられる先にはならない
パーティションがある時点で読み出しに対して「閉じられた」状態にあってもよい。例え
ば、「パーティションの終わりに達しました」とのエラーメッセージの等価物が検索要求
に応じて提供されてもよい。
【００８１】
　いくつかの実装においては、所定のデータストリームが多数の（例、数百または数千の
）パーティションに分割されてもよい。ストリームＳ１が初めにＰ１、Ｐ２、・・・、Ｐ
１０００の１０００のパーティションに分割される例示的な場合について考慮する。１つ
のパーティション、例えば、Ｐ７に対応する過負荷状態が検知される場合には、データレ
コードのＰ７への初期マッピングを変更する価値があるかもしれないが、他のパーティシ
ョンのマッピングを変更する必要はない。１つの手法では、２つの新しいパーティション
Ｐ１００１およびＰ１００２が再分割操作を介して作成されてもよい。再分割後に受信さ
れた、属性がもともとは（すなわち、もとのマッピングに基づいて）Ｐ７の構成要素とな
る結果になったレコードが再分割後にＰ１００１またはＰ１００２のいずれかへとマッピ
ングされ、従ってＰ７の作業負荷を２つのパーティションの間で分散してもよい。例えば
、Ｐ１～Ｐ６およびＰ８～Ｐ１０００の残りのパーティションを修正する必要がない場合
がある。パーティションの小さなサブセットのみがそのような再分割による影響を受ける
とき、少なくともいくつかの実施形態では、パーティションエントリの有向非巡回グラフ
などの組み合わせられたデータ構造（すなわちパーティションエントリのツリー）が生成
され、記憶されてもよい。各エントリは、分割関数の出力範囲および有効時間範囲（エン
トリの分割情報が有効であると見なされる時限）を示してもよい。上記の実施例において
、Ｐ７を含む再分割が時間Ｔ２において実行され、一方でストリームＳ１（およびその初
期マッピング）が時間Ｔ１において作成されたと仮定する。そのようなシナリオにおいて
は、Ｐ７に関するエントリのための有効時限が「Ｔ１からＴ２」となり、Ｐ１００１およ
びＰ１００２のための有効時限が「Ｔ２以降」となり、残りのパーティションのための有
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効時間の時限が「Ｔ１以降」となる。少なくともいくつかの実装において、そのような組
み合わせられたデータ構造の利用はパーティションマッピングメタデータのために利用さ
れるメモリまたは記憶量の大幅な低減につながる可能性がある。上記の実施例においては
、パーティションＰ７の２つの新しいパーティションへの分割が説明された。少なくとも
いくつかの実装において、複数のパーティションがまた、再分割の間に組み合わせられて
もよい。例えば、受信された検索要求が比較的少数であったか、または送信されたレコー
ドが比較的少数であった２つの隣接するパーティションが、単一のパーティションへと組
み合わせられてもよい。所与の時点で、データレコードが属するパーティションが分割関
数および有効時間範囲の情報を利用して明確に決定されてもよい。時間の経過と共により
多くの分割及び／または組み合わせが実行されるにつれ、組み合わせられたデータ構造が
発展してもよいが、メタデータの分割のために求められる全体のスペースが（もちろん分
割の頻度および、分割により影響される平均的なパーティションの数によるが）劇的に増
大しない場合がある。対照的に異なる実装においては、再分割のたびに毎回、ストリーム
のために変更されないメタデータ群の全体が複製され、再分割による影響を受けるパーテ
ィションのためのエントリと組み合わせられてもよい。特に上述のように再分割後、少な
くともしばらくの間古くなったマッピングが保持されなければならない場合に、パーティ
ションマッピングのメタデータのための記憶およびメモリ要件が後者の実装においてはは
るかに速い速度で増大してもよい。
【００８２】
　タイムスタンプ値（図１３ｂに示されるタイムスタンプ値１３０４など）を含むシーケ
ンス番号が利用される少なくともいくつかの実施形態では、特別なタイプのシーケンス番
号の推移が動的再分割のために実装されてもよい。例として図１３ｂに示されるのと同様
のタイムスタンプを用いたシーケンス番号スキームが、新しいタイムスタンプ値がシーケ
ンス番号に含められるために毎秒生成されるストリームＳ１のために利用されていると仮
定する。動的再分割がサポートされる少なくともいくつかの実装において、動的再分割後
に割り当てられるシーケンス番号がすべて、動的再分割前に利用されるものとは異なる（
再分割事象に対応する、選択された初期タイムスタンプ値から始まる）タイムスタンプ値
のセットを利用してもよい。例えば、動的再分割が完遂される（すなわち実施される）時
に利用されるタイムスタンプ値がＴｋである場合、完遂後に発行される新しいシーケンス
番号はいずれも、タイムスタンプ値Ｔｋ＋１以降の利用を要求されてもよい。図１３ｂで
利用されるスキームにおける、少なくともいくつかの上位ビットにおいて、シーケンス番
号値がタイムスタンプ値をコード化するため、記載のようにタイムスタンプ境界に対応す
る再分割事象が次に検索要求に応じて利用されるマッピングの識別に関与する記憶処理を
簡略化するように万全を期されてもよい。従って、そのような実装において、特定のシー
ケンス番号を特定する検索要求が受信される際に、タイムスタンプ値がそのシーケンス番
号から抽出されてもよく、また、再分割後のマッピングが利用されるべきか、または再分
割前のマッピングが利用されるべきかが容易に決定されてもよい。抽出されたタイムスタ
ンプ値が再分割のために選択された初期タイムスタンプよりも小さい場合、再分割前のマ
ッピングが利用されてもよく、抽出されたタイムスタンプ値が再分割のために選択された
初期タイムスタンプ値以上である場合、再分割後のマッピングが利用されてもよい。
【００８３】
　ストリーム管理および処理方法
　図１７は、少なくともいくつかの実施形態による、ストリームレコード採集およびスト
リームレコード検索のためのそれぞれのプログラムインターフェイス群をサポートするた
めに実行されてもよい操作の態様を説明する流れ図である。要素１７０１に示されるよう
に、データストリームを作成するかまたは初期化するための要求が、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されてもよい。ストリームのた
めに利用される初期パーティションマッピングが決定されてもよい（要素１７０４）。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識別するために利用される（１つ
以上の）関数および（１つ以上の）関数のために利用される入力パラメータが、分割ポリ
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シーに基づいて識別されてもよい。上述のように様々な実施形態において、ＳＭＳの制御
コンポーネントが、ストリーム作成要求を受信し、それに応答する役割を担ってもよい。
ストリーム作成および初期化（および他の制御プレーン操作）が実装される方法が、実施
形態によって異なってもよい。１つの実施形態において、例えば、制御サーバの冗長グル
ープが構築されてもよく、永続性記憶位置における新しいストリーム（例、初期パーティ
ションマッピング、採集、記憶および検索のノードの初期セットなど）のための適切なメ
タデータを生成し記憶させることによって、その冗長グループのプライマリ制御サーバが
、ストリーム作成要求に応答してもよい。ストリーム（例、所定のパーティションのため
の役割を担うバックエンドノードに関するフロントエンド採集ノードからの要求）に関す
る次に続くクエリへの応答が、記憶されるメタデータを利用するプライマリ制御サーバに
よって生成されてもよい。ＳＭＳ制御プレーン機能の別の実装においては、少なくともい
くつかの採集、記憶、または検索サブシステムのノードによって、ストリーム構成メタデ
ータが、直接アクセス可能であるデータベースに記憶されてもよい。ストリームが作成さ
れ、初期化された後、レコード送信、記憶および検索などのデータプレーン操作が開始さ
れてもよく、通常、制御コンポーネントとの付加的な対話なしで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処理されてもよい。
【００８４】
　いくつかの実施形態では、データプロデューサが書き込み要求を有する明示的なパーテ
ィションキーを送信するよう要求されてもよい。一方、他の実施形態では、データプロデ
ューサ、データレコードがそこから受信されるＩＰアドレスの識別などの書き込み要求に
関連するメタデータに基づいて、またはデータレコード自体の内容から、分割関数のため
に利用される入力が決定されてもよい。少なくとも１つの実装において、クライアントは
データレコード送信におけるパーティション識別子を任意に供給してもよく、追加的な分
割関数がそのような実装においては要求されない場合がある。
【００８５】
　ストリームのための採集、記憶および検索関数のためのノードの初期セットを決定する
かまたは構成する際にいくつかの異なる要因が考慮されてもよい（要素１７０７）。例え
ば、（ストリームが分割されるパーティションの数およびパーティションの予想される相
対的な大きさを決定してもよい）パーティションマッピング自体、もしも利用可能であれ
ば、予想される採集率及び／または検索率に関する情報、ストリームデータレコードのた
めの持続性／永続性要件、及び／または（図９および１０において説明するものと同様の
冗長グループを結果的に設定してもよい）様々なサブシステムのための高可用性要件が、
異なるサブシステムのノードの数および配置に影響する場合がある。加えて、（図１１、
１２ａおよび１２ｂで説明するように）クライアントがノードの様々なカテゴリのための
配置先タイプの選好を示してもよい実施形態においては、そのような選好がまた、ＳＭＳ
及び／またはＳＰＳノードのために利用されるリソースを決定する役割を果たしてもよい
。少なくともいくつかの実施形態では、採集、記憶及び／または検索関数を実行すること
ができるノードのそれぞれのプールが事前に設定されてもよく、制御コンポーネントがそ
のようなプールの選択される構成要素を、作成される新しいストリームそれぞれに割り当
ててもよい。他の実施形態では、少なくともいくつかの場合に、ストリームが作成される
か、または初期化される際に、新しい採集、記憶または検索ノードをインスタンス化しな
ければならない場合がある。
【００８６】
　図示する実施形態の採集ノードにおいて、例えば（データが送信要求に含まれる）イン
ライン送信インターフェイスおよび（アドレスが送信要求において提供され、そこから例
えばウェブサービス要求または他のインターフェイスを利用してＳＭＳ採集ノードまたは
ＳＭＳ記憶ノードがデータを検索することができる、）バイリファレンス送信インターフ
ェイスを含む、データレコード送信のために実装される任意のプログラムインターフェイ
ス群を介して、レコードが受信されてもよい（要素１７１０）。それぞれのレコードの送
信方法のための異なる実施形態において、いくつかの異なるタイプのプログラムインター
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フェイスのいずれかが提供されてもよい。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イス（ＡＰＩ）がインライン対バイリファレンス送信のためにサポー
トされてもよく、ウェブページまたはウェブサイトが構築されてもよく、グラフィックユ
ーザーインターフェイス実装されてもよく、またはコマンドラインツールが開発されても
よい。少なくともいくつかの実施形態では、ＳＭＳがシーケンス番号を採集されたレコー
ドそれぞれに割り当てて、例えば、レコードが採集されるか、または記憶される順序を示
してもよく、また、シーケンス番号がデータコンシューマによる検索要求のために利用可
能であってもよい。検索サブシステムノードにおいて、実装される任意のプログラム検索
インターフェイス群を介してレコード検索要求が受信されてもよく、それに応じて要求さ
れるデータレコード内容が提供されてもよい（要素１７１３）。非順次アクセスのために
、例えば、（ｇｅｔＩｔｅｒａｔｏｒの呼び出しにおいて示されるシーケンス番号に基づ
いてパーティション内で選択される位置においてインスタンス化されるイテレータを要求
する）ｇｅｔＩｔｅｒａｔｏｒまたは（特定のシーケンス番号を有するデータレコードを
取得する）ｇｅｔＲｅｃｏｒｄＷｉｔｈシーケンスＮｕｍｂｅｒを、インターフェイスが
含んでもよい。順次アクセスのために、（イテレータの現在の位置から、または特定のシ
ーケンス番号から始まる順序のいくつかのレコードを要求する）ｇｅｔＮｅｘｔＲｅｃｏ
ｒｄｓなどのインターフェイスが実装されてもよい。少なくともいくつかの実施形態では
、異なる検索インターフェイスが、それらに関連する異なる課金率を有してもよい。例え
ば、順次検索のためのレコードごとの課金率が、非順次検索のためのレコードごとの課金
率よりも低く設定されてもよい。いくつかの実施形態では、異なる送信インターフェイス
もまた、異なる課金率を有してもよい。例えば、バイリファレンス送信についてはインラ
イン送信よりもレコードあたり高いコストがかかる場合がある。
【００８７】
　時間の経過と共に、制御ノードまたはまたは特定の請求サーバが、ストリーム管理サー
ビスの様々なサブシステムにおいて実装される異なるプログラムインターフェイスのため
の使用メトリクスを収集してもよい（要素１７１６）。例えば、異なるプログラムインタ
ーフェイスの起動カウント、（単一起動を利用する複数のレコードを検索するために利用
することができるｇｅｔＮｅｘｔＲｅｃｏｒｄｓなどの少なくともいくつかのインターフ
ェイスのための起動カウントとは異なってもよい）採集されるまたは検索されるレコード
の総数、採集されるまたは検索されるデータの総量などをメトリクスがを含んでもよい。
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データを生成し、及び／また
は消費するクライアントに請求される課金額は、使用メトリクスおよびプログラムインタ
ーフェイスに関連するそれぞれの課金率に少なくとも部分的に基づいて任意に生成されて
もよい（要素１７１９）。少なくともいくつかの実施形態では、課金アクティビティはス
トリーム採集／検索操作に対して非同期であってもよい。例えば、月間に収集されたメト
リクスに基づいて、請求書が請求月末に生成されてもよい。
【００８８】
　図１８ａは、少なくともいくつかの実施形態による、ストリーム処理（ＳＰＳ）ステー
ジを構成するために実行されてもよい操作の態様を説明する流れ図である。要素１８０１
に示されるように、クライアントがストリームデータレコードのためのいくつかの処理ス
テージを構成することを可能にするプログラムインターフェイスが実装されてもよい。特
定のステージを構成するために、例えば、ステージにおける分割されたストリームデータ
レコード上で実行される（１つ以上の）処理操作、処理操作の出力のための分散ポリシー
、および、処理されるデータがそこから取得される入力ストリームの識別などの他のパラ
メータを、クライアントが示してもよい。いくつかの実施形態では、ＳＰＳステージにお
ける処理操作が冪等であるよう要求されてもよい。他の実施形態では、非冪等操作がまた
、少なくともいくつかのステージのためにサポートされてもよい。所定のステージにおい
て実行される処理が非冪等である場合、いくつかの実施形態において、いくつかの永続的
な外部位置へと操作の出力を周期的にフラッシュするワーカーノードを構成し、レコード
検索シーケンスに関してフラッシュ操作がいつ実行されたかを記録し、その後回復中にフ
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ラッシュ操作をリレーする置換ワーカーノードを構成することによって、クライアントが
依然として冪等性による回復関連の利点を得ることができる場合がある。少なくともいく
つかの実施形態では、ストリームデータに並列に、また他のステージのための入力ストリ
ームとして利用されているいくつかのステージの結果に作用するいくつかの異なる状態を
用いて、クライアントが有向非巡回グラフ（ＤＡＧ）または処理ステージの他のグラフを
構成することができる場合がある。いくつかの実施形態では、永続性ストリームではなく
１つ以上の一時ストリームが異なるステージ間で作成されてもよい。例えば、１つのステ
ージからのデータレコード出力は異なるステージへの入力として供給される前に必ずしも
永続性記憶装置に記憶される必要はない。
【００８９】
　いくつかの実施形態では、例えば、チェックポイントを用いた回復ポリシーまたはベス
トエフォート型回復ポリシーを含む任意のいくつかの異なる回復ポリシーがＳＰＳステー
ジのために実装されてもよい。１つの実施形態において、クライアントは異なるＳＰＳス
テージのための回復ポリシーを選択するために、プログラムインターフェイスを利用して
もよい。チェックポイントを用いた回復が利用されるステージにおいては、自身がストリ
ームパーティションにおいてどこまで達したかを示す間隔を置いて、ワーカーノードがプ
ログレスレコードまたはチェックポイントを記憶させるよう構成されてもよい（例えば、
直近で処理されたレコードのシーケンス番号が進捗のインジケータとして記憶されてもよ
い）。その後プログレスレコードが障害後の回復操作の間に、図１９を参照して以下に述
べるように利用されてもよい。ベストエフォート型回復ポリシーにおいては、プログレス
レコードが記憶される必要はなく、障害に応じて構成される置換ワーカーノードが、新し
いデータレコードを受信されるままに単に処理してもよい。いくつかの実施形態では、所
定のＳＰＳステージグラフまたはワークフロー内において、異なる回復ポリシーが異なる
ステージに適用されてもよい。
【００９０】
　ＳＰＳ制御サーバは、例えば、要素１８０１に示されるプログラムインターフェイスの
１つを介して、ストリームＳ１の特定のステージＰＳ１において分割ポリシーＰＰｏｌ１
に従って実行される冪等操作Ｏｐ１の指示を出力分布記述子ＤＤｅｓｃ１に従って分散さ
れる処理結果と共に受信してもよい（要素１８０４）。例えば、ｐｏｌ１、冪等操作Ｏｐ
１の複雑性およびワーカーノードのために利用されるリソースの性能などの様々な要因に
基づいて、状態ＰＳ１のために構成されるワーカーノード数およびノードのために必要と
される仮想または物理リソースが決定されてもよい（要素１８０７）。
【００９１】
　ワーカーノードがその後、例えば、選択された仮想または物理マシンリソースの処理ま
たはスレッドとしてインスタンス化され構成されてもよい（要素１８１０）。１つの単純
な実装においては、例えば、Ｓ１の各パーティションのために１つのワーカーノードが初
めに割り当てられてもよい。所定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）受信されたデータレコード上でＯＰ１を
実行し、（ｃ）例えば、ＰＳ１のための回復ポリシーに基づいて、どのパーティションレ
コード群が処理されたかを示すプログレスレコード／チェックポイントを任意に記憶させ
、（ｄ）ＤＤｅｓｃ１によって示される宛先に（例えば、中間の永続性もしくは一時スト
リームへの、または他の処理ステージもしくは記憶システムへの直接の入力として）出力
を送信する、ように構成されてもよい。少なくともいくつかの実施形態では、ＳＰＳ処理
が他の場所に継続的に送信される必要がある出力を、必ずしも生成しない場合があること
に留意されたい。例えば、いくつかのＳＰＳアプリケーションが単にデータレコードの一
時的なレポジトリとしての役割を果たしてもよく、及び／またはユーザによるデータレコ
ードの閲覧を可能にするクエリインターフェイスを実装してもよい。そのようなアプリケ
ーションがそれ自体の出力を管理してもよい。例えば、分散記述子に従ってではなく、受
信されるクエリに応じて出力が生成されてもよい。ロギング関連のＳＰＳアプリケーショ
ンは、大規模分散システムから収集された最終日のログレコードを保持し、例えば、デバ
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ッグまたは分析目的でのクライアントによるロギングデータの閲覧を可能にしてもよい。
従って、いくつかの実施形態では、ＳＰＳの少なくともいくつかのステージのため、少な
くともいくつかのストリームのため、または少なくともいくつかのパーティションのため
に、出力分布記述子を特定する必要がない。ワーカーノードはその後、それらのそれぞれ
の構成設定ごとのデータレコードの検索および処理を起動してもよい（要素１８１３）。
少なくともいくつかの実施形態では、ＳＰＳ制御ノードが（例えば、ハートビートプロト
コルなどの応答性チェックを利用して）ワーカーノードの健全性状態およびワーカーノー
ドのために利用されているリソースにおけるリソース利用レベルなどの様々な他のメトリ
クスを監視してもよい（要素１８１６）。例えば、ワーカーノードが置換され、回復ポリ
シーが以下に述べるように実装される場合、フェイルオーバーが要求されるかどうかを決
定するために、ワーカーノードから収集された情報が利用されてもよい。
【００９２】
　いくつかの実施形態では、クライアント所有の敷地において、及び／またはクライアン
ト選択のプロバイダーネットワークのリソースにおいてＳＰＳワーカーノードを実装する
ことを望むこれらのクライアントに、インストール可能なＳＰＳクライアントライブラリ
が提供されてもよい。クライアントライブラリはまた、健全性モニタリング関数、自動化
された作業負荷の監視およびバランシング、セキュリティ管理、動的再分割などのＳＰＳ
管理サービスの様々な制御プレーン特徴を利用することを自身が望む程度を、ＳＰＳクラ
イアントが選択することを可能にしてもよい。図１８ｂは、少なくともいくつかの実施形
態による、ストリーム処理ワーカーノードの構成のためのクライアントライブラリのコン
ポーネントの呼び出しに応じて実行されてもよい操作の態様を説明する流れ図である。要
素１８５１に示されるように、例えば、（図１８ａで説明する種類の操作を実行するよう
構成可能なマルチテナントＳＰＳ管理サービスのウェブサイトからのダウンロードを介し
て）ＳＰＳクライアントライブラリが提供されてもよい。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いくつかの実行可能コンポーネント、及び／またはコンポーネ
ントをライブラリは含んでもよい。いくつかのライブラリコンポーネントは、クライアン
トがＳＰＳ管理サービスを選択し、それを用いて登録を行うか、または１つ以上のＳＰＳ
ステージのストリーム処理操作が実行される様々なワーカーノードの所望のプロパティを
特定することを可能にしてもよい。例えば、あるクライアントがワーカーノードのために
プロバイダーネットワークの仮想計算サービスにおいて実装される自身の計算インスタン
ス群の利用を望み、一方で別のクライアントがストリームレコードの処理のためにクライ
アント自体のデータセンターに位置する計算装置（プロバイダーネットワークによってサ
ポートされない専用装置など）の利用を望む場合がある。クライアントは必要に応じて所
望の通り、自身の敷地においてワーカーノードをオンラインにするか、または仮想計算サ
ービスの計算インスタンスを利用してもよい。ワーカーノードのそのような所望に応じた
インスタンス化に加えてまたはその代わりに、いくつかの実施形態では、クライアントが
必要な時に展開することができる潜在的に再利用可能なワーカーノードのプールを予め構
成してもよい。いくつかの実装においては、クライアントがＳＰＳ管理サービスを用いて
、クライアントによってインスタンス化された特定の処理またはスレッドを次に続く制御
プレーン操作が、ＳＰＳ管理サービスによってそのために処理されてもよい特定のステー
ジのワーカーノードとして登録することを可能にするために、ライブラリコンポーネント
が実行され、または呼び出されてもよい。１つの実施形態において、クライアントがまた
、ワーカーノードのためにＳＰＳ管理サービスによって処理される異なるレベルの制御プ
レーンの役割から選択を行うことが可能であってもよい。例えば、あるクライアントがワ
ーカーノードの健全性を監視するために自身の独自モジュールの利用を望み、一方で障害
が検知される場合にワーカーノードの健全性を監視し適切なアクションを行うために、別
のクライアントがＳＰＳ管理サービスの利用を望む場合がある。
【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
御プレーン操作を構成するためのクライアントライブラリの利用を特定のクライアントが



(44) JP 6250189 B2 2017.12.20

10

20

30

40

50

望むことの指示を受信してもよい（要素１８５４）（ライブラリに含まれるプログラムイ
ンターフェイスを利用して、また図４で説明するウェブベースのインターフェイスと同様
のＳＰＳ管理サービスによって公開されるプログラムインターフェイスを利用して、ＰＳ
１自体が設計されてもよい）。クライアントはまた、ＰＳ１による入力としての利用のた
めにそのデータが検索されるストリームを示してもよい。少なくともいくつかの実施形態
では、例えば、クライアントがノードのためのサービスの健全性モニタリング能力の利用
を望むか、または独自健全性モニタリングツールの利用を望むかなどの、ＰＳ１のための
制御プレーン設定をクライアントが任意に示してもよい。（要素１８５７）。クライアン
トによって示される選好により、クライアントによる利用のために構成されるＳＭＳ及び
／またはＳＰＳの１つ以上のノードが決定されてもよい。（要素１８６０）。ネットワー
ク接続性がクライアントのワーカーノード間でＳＭＳ／ＳＰＳノードへと構築されてもよ
く、及び／またはデータレコードの流れおよび処理結果を所望の通り可能にするように他
の構成操作が実行されてもよい。受信検索要求の際にデータレコードがＳＰ１ワーカーノ
ードに提供されてもよく、また（クライアントに要求されるプレーン操作がある場合には
）所望の制御プレーン操作が必要に応じて実行されてもよい。少なくともいくつかの実施
形態では、ＳＭＳ管理サービスの様々なサブシステムの制御プレーン機能の利用を望む程
度をクライアントが制御することを可能にする同様の手法もまた、代わりに実装されても
よいことに留意されたい。
【００９４】
　図１９は、少なくともいくつかの実施形態による、ストリーム処理のための１つ以上の
回復ポリシーを実装するために実行されてもよい操作の態様を説明する流れ図である。要
素１９０１に示されるように、ＳＰＳ制御ノードは、特定のワーカーノードの置換のため
のトリガ基準が満たされたと判定してもよい。例えば、ワーカーノードが応答しないまた
は不健全な状態になったか、現在のノードの作業負荷レベルがフェイルオーバーの閾値に
達したか、ワーカーノードにおいて検知されたエラー数が閾値を超えたか、またはワーカ
ーノードのいくつかの他の予期せぬ状態が識別される場合がある。置換ワーカーノードは
識別されるか、またはインスタンス化されてもよい（要素１９０４）。いくつかの実施形
態では、例えば、そこから１つが置換として選択されてもよいか、または新しいスレッド
または処理が起動されてもよい、利用可能なワーカースレッドのプールが設定されてもよ
い。
【００９５】
　特定のワーカーノードがアクティブであったＳＰＳステージにおいてベストエフォート
型回復ポリシーが利用される場合（要素１９０７において決定されるように）、付加的な
データレコードが利用可能になると、置換ワーカーノードが単に付加的なデータレコード
の処理を開始してもよく（要素１９１６）、例えば、置換されたワーカーノードの進捗の
レコードを調べる必要がない。チェックポイントを用いた回復ポリシーが利用される場合
、置換ワーカーノードが置換されたワーカーノードによって記憶されるプログレスレコー
ドにアクセスしてもよい位置（例えば、記憶装置アドレスまたはＵＲＬ）の指示が提供さ
れてもよい。（要素１９１０）。置換ワーカーノードが置換されたノードによって記憶さ
れる最新のプログレスレコードを検索してもよく、置換ワーカーノードがステージの冪等
操作を実行するべきデータレコード群を決定するプログレスレコードを利用してもよい（
要素１９１３）。そのようなチェックポイントを用いた回復ポリシーにおいては、最新の
プログレスレコードと置換ワーカーノードがインスタンス化される時間との間の長さによ
って、また、置換されたワーカーノードが記憶されているプログレスレコードに続く付加
的なレコードを処理した割合によって、いくつかのデータレコードが２回以上処理されて
もよい。少なくともいくつかの実施形態では、実行中の操作が冪等である場合、そのよう
な繰り返し操作には悪影響がない場合がある。少なくともいくつかの実施形態では、前に
記憶されたプログレスレコードに基づいて置換ワーカーノードが繰り返し回復操作を実行
した後、置換ワーカースレッドが、回復が完了したことを示すそれ自体のプログレスレコ
ードを記憶させてもよく、また、新しく受信されるデータレコード上で通常のワーカース
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レッド操作を開始してもよい（要素１９１６）。
【００９６】
　図２０は、少なくともいくつかの実施形態による、データストリームのための複数のセ
キュリティオプションを実装するために実行されてもよい操作の態様を説明する流れ図で
ある。要素２００１に示されるように、例えば、異なる機能カテゴリのノード（例、採集
、記憶、検索、処理または制御ノード）のための配置先タイプのオプションを含む、デー
タストリーム管理および処理のための多様なセキュリティオプションからクライアントが
選択を行うことを可能にする１つ以上のプログラムインターフェイスが実装されてもよい
。配置先タイプは、セキュリティプロファイルの様々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ノードのために利用されるリソー
スの物理位置は、宛先タイプごとに互いに異なってもよい。例えば、プロバイダーネット
ワークデータセンターに位置するインスタンスホストなどのリソースがノードのために利
用されてもよいか、またはクライアント所有の設備におけるリソースが利用されてもよい
か、またはサードパーティのリソースが利用されてもよい。少なくともいくつかの実施形
態では、ネットワーク隔離レベルまたは他のネットワーキングの特徴は、宛先タイプごと
に互いに異なってもよい。例えば、隔離された仮想ネットワーク、または隔離された専用
物理リンクによってプロバイダーネットワークに接続されたクライアント所有の設備内で
、いくつかのＳＭＳまたはＳＰＳノードがインスタンス化されてもよい。１つの実施形態
において、特定のタイプのＳＭＳまたはＳＰＳノードが同様に利用可能である場合がある
マルチテナント・インスタンスホストの利用の代わりにプロバイダー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構築されることを、クライアントが示しても
よい。少なくともいくつかの実施形態では、様々な種類の暗号化オプションもまた、セキ
ュリティ関連のプログラムインターフェイスを介して選択可能である場合がある。
【００９７】
　セキュリティ関連のプログラムインターフェイスを介して、ストリームＳ１のための１
つ以上の機能カテゴリのノードに関するクライアントのセキュリティプロファイルの選択
または嗜好が受信されてもよい。機能カテゴリＦＣ１のノードのための１つのセキュリテ
ィプロファイル（例えば、クライアントがクライアント所有の敷地においてＳＰＳワーカ
ーノードを実装することを望む場合がある）および異なる機能カテゴリＦＣ２のノードの
ための異なるセキュリティプロファイル（例えば、クライアントがＳＭＳ採集ノードまた
は記憶ノードをプロバイダーネットワークデータセンターにおいて実装することを望む場
合がある）を、例えば、クライアントが選択してもよい（要素２００４）。場合によって
は、クライアントが同じセキュリティプロファイルを有する異なる機能カテゴリすべての
ノードを設定することを決定してもよい。いくつかの実施形態では、ＳＭＳ及び／または
ＳＰＳは、様々な機能カテゴリのためのデフォルトの配置先タイプを定義してもよい。例
えば、クライアントが別に示さない限り、機能カテゴリすべてのノードがプロバイダーネ
ットワークの隔離された仮想ネットワーク内で設定されてもよい。
【００９８】
　異なる機能カテゴリのノードがその後、セキュリティプロファイル及び／または位置に
対するクライアントの選好に基づいて（またはクライアントが選好しない機能カテゴリの
ためのデフォルトの設定に基づいて）構成されてもよい（要素２００７）。例えば、構成
については、適切な物理ホストまたはマシンの選択ならびに異なる機能カテゴリのノード
のための適切な計算インスタンス、仮想マシン、処理及び／またはスレッドのインスタン
ス化、ならびノード間の適切なネットワーク接続の構築を行うものであってもよい。いく
つかの実施形態では、プロバイダーネットワークの外部のホストにおけるインストールの
ために、異なるストリーム管理および処理関数のための実行可能ライブラリコンポーネン
トが提供されてもよい。
【００９９】
　少なくともいくつかの実施形態によって、例えば、クライアントが表明した暗号化の選
好に従って、またはデフォルトの暗号化設定に基づいて、ノードの１つ以上のカテゴリに
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おいて暗号化モジュールが起動されてもよい。（要素２０１０）。その後、様々な機能カ
テゴリのノードが、クライアントの所望のように、ストリームデータが採集され、記憶さ
れ、検索され、及び／または処理されるように、起動されてもよい（要素２０１３）。
【０１００】
　図２１は、少なくともいくつかの実施形態による、データストリームのための分割ポリ
シーを実装するために実行されてもよい操作の態様を説明する流れ図である。要素２１０
１に示されるように、分割ポリシーがデータストリームのために決定されてもよい。例え
ば、データプロデューサにより供給されたキーに基づいて、または送信されたデータレコ
ードの様々な属性およびデータストリームの再分割のための１つ以上のトリガ基準に基づ
くデータレコードのパーティションへの初期マッピングを、ポリシーに含めてもよい。い
くつかの実施形態では、例えば、ハッシュ関数がパーティションキーまたはキーに適用さ
れ、１２８ビットの整数のハッシュ値を供給してもよい。潜在的な１２８ビットの整数の
範囲は、それぞれがストリームのＮ個のパーティションの１つを表すＮ個の連続したサブ
レンジに分割されてもよい。いくつかの実施形態では、パーティション数及び／またはサ
ブレンジの相対的な大きさがストリームごとに互いに変化してもよい。少なくともいくつ
かの実施形態では、そのためにストリームが構成されるクライアントが、例えば、所望の
パーティション数、または利用される分割関数の所望の特徴などの利用される分割スキー
ムに関する入力を提供してもよい。少なくとも１つの実施形態において、クライアントが
いくつかのサブセットまたは送信されたすべてのデータレコードのためのパーティション
識別子または名称を提供してもよい。
【０１０１】
　ストリームのデータレコードが受信されると、供給されるキー及び／または他の属性に
基づいてそれらのそれぞれのパーティションが決定されてもよく、また適切な採集、記憶
および検索ノード群が識別されたパーティションのために選択されてもよい（要素２１０
４）。少なくともいくつかの実施形態では、例えば、所定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のためにそれぞれのシーケンス番号が生成さ
れてもよい（要素２１０７）。シーケンス番号は、いくつかの実装において、タイムスタ
ンプ値（例えば、１９７０年１月１日００:００:００ＡＭ　ＵＴＣなどの周知の日時から
経過した秒数）、記憶サブシステムから取得されたサブシーケンス値、ＳＭＳソフトウェ
アのバージョン番号、及び／またはパーティション識別子などのいくつかの要素を含んで
もよい。いくつかの実施形態では、例えば、送信されたデータレコードの成功した採集に
応答するために、シーケンス番号がデータプロデューサに提供されてもよい。いくつかの
実施形態では、シーケンス番号はまた、データコンシューマによって、ストリームまたは
パーティションのデータレコードを採集順に検索するために利用されてもよい。
【０１０２】
　少なくともいくつかの実施形態では、データレコードはそれらが向けられる記憶ノード
において、分割ポリシーに基づきシーケンス番号順に記憶されてもよい（要素２１１０）
。回転式磁気ディスク記憶装置が利用される実施形態においては、順次書き込みは通常、
受信されたデータレコードをディスクに保存し、それによってディスクシークのレイテン
シを回避するために利用されてもよい。少なくともいくつかの実装において、レコードを
ディスクへ記憶する前に不揮発性バッファが、例えば、ディスクシークの可能性をさらに
削減するために書き込みキャッシュとして利用されてもよい。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の読み出しのための要求（例、ｇｅｔＮｅｘｔＲｅｃ
ｏｒｄｓまたは同様のインターフェイスの呼び出し）に応じて、データレコードが後に記
憶装置からの順次読み出しを利用して読み出されてもよい（要素２１１３）。
【０１０３】
　図２２は、少なくともいくつかの実施形態による、データストリームの動的再分割を実
装するために実行されてもよい操作の態様を説明する流れ図である。要素２２０１に示さ
れるように、（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
が動的に再分割されることが判定されてもよい。１つ以上の採集、記憶、検索、処理また
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は制御ノードにおける過負荷の検知、または異なるノードの作業負荷レベルの不均衡の検
知、またはクライアント（例、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
されてもよい再分割要求などのいくつかの異なるトリガする条件が、ストリームを再分割
するための決定につながってもよい。いくつかの実装において、クライアント再分割要求
は、生成される修正されたマッピングの様々なパラメータなどの要求される再分割の特定
の詳細（例、追加されるまたは取り除かれるパーティション数、どの特定のパーティショ
ンが組み合わせられるか、または分割されるかなど）を含んでもよい。１つの実装におい
て、クライアント再分割要求は、クライアントが解決することを望む問題状態（負荷の不
均衡など）を示してもよく、ＳＭＳまたはＳＰＳが問題状態の記述の適切な再分割操作へ
の翻訳の役割を担ってもよい。場合によっては、再分割の要求または問題状態の記述の代
わりに、クライアントが再分割のために利用されるトリガ基準を特定してもよい。いくつ
かの実施形態では、データストリームのデータ持続性要件を変更する決定が再分割をトリ
ガすることがある。それにより、例えば、結果的にストリームレコードのために異なる記
憶装置群または異なる記憶技術が選択されてもよい。場合によっては、データストリーム
の利用パターンの変更（例えば、データレコードが生成されるまたは消費される割合）の
検知もまた再分割につながってもよく、また利用パターンの変更のためにより適切な異な
る記憶技術または異なる記憶装置群の利用につながってもよい。例えば、再分割の決定は
、所定のパーティションまたはストリーム全体の予想される読み書きの割合のために、Ｓ
ＳＤが回転式磁気ディスクよりも適切な記憶技術であってもよいという決定に基づいても
よい。１つの実施形態においては、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が再分割をトリガしてもよい。場合によっては
、異なる分割手法または異なる記憶手法を利用して、より効率的に満たすことができる予
算の都合をクライアントが示す際に、価格または請求への懸念が再分割をトリガしてもよ
い。少なくともいくつかの実施形態では、変更された性能目標がまた、再分割をトリガし
てもよい。図２２に示される実施形態では、再分割後に割り当てられたシーケンス番号の
ために利用される初期タイムスタンプ値（１９７０年１月１日００:００:００ＡＭ　ＵＴ
Ｃからの秒のオフセット、いくつかのオペレーティングシステムにおいてシステム呼び出
しを介して通常利用可能であるエポック値など）が選択されてもよい（要素２２０４）。
いくつかの実装においては、プロバイダーネットワークにおいて実装されるグローバル状
態マネージャが、ｇｅｔＥｐｏｃｈＶａｌｕｅ　ＡＰＩをサポートし、例えば、シーケン
ス番号生成のために利用される一貫したタイムスタンプ値をＳＭＳ及び／またはＳＰＳの
様々なコンポーネントが取得することを可能にしてもよい。他の実装においては、他の時
刻源が利用されてもよい。例えば、ＳＭＳまたはＳＰＳ制御ノードが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ために指定されてもよいか、また
はローカルシステムコール呼び出しが利用されてもよい。いくつかの実施形態では、タイ
ムスタンプ値は必ずしもどのような特定のホストにおける壁時計時刻にも対応する必要は
ない。例えば、単調増加する整数のカウンタ値が単純に利用されてもよい。
【０１０４】
　再分割決定時に利用されるマッピングとは異なる修正されたパーティションマッピング
がストリームのために生成されてもよい（要素２２０７）。少なくともいくつかの実施形
態では、変更されたマッピングが、再分割前にマッピングされた同じキーを有するデータ
レコードではなく特定のパーティションキーを有するデータレコードを異なるパーティシ
ョンへとマッピングしてもよい。再分割のためのトリガする条件によって、及び／または
監視された作業負荷メトリクスによって、いくつかのパーティション（通常、多用される
パーティション）が分割されてもよく、一方で他の（通常、やや利用される）パーティシ
ョンが組み合わせられてもよい。いくつかの実施形態では、再分割後に再分割前とは異な
る分割関数が利用されてもよい。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の異なる手法が利用されてもよい。例えば、パーティション
が１２８ビットの整数の連続範囲に対応するいくつかの実装においては、再分割後に１２
８ビットの整数空間が異なるサブレンジ群に分割されてもよい。少なくともいくつかの実
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施形態では、新しい採集、記憶、検索、処理または制御ノード群が新しく作成されたパー
ティションに割り当てられてもよい。いくつかの実装においては、初期マッピングおよび
修正されたマッピングの両方を表すために空間効率よく組み合わせられたデータ構造が利
用されてもよい（要素２２０８）。再分割の結果として修正されたパーティションに対応
するレコードのみを変更すればよいように、例えば、分割関数の出力範囲（例えば、所定
のパーティションに対応する分割ハッシュ関数の結果の範囲）および有効時間範囲の指示
を各エントリが含む有向非巡回グラフまたはツリー構造が記憶されてもよい。再分割の間
に変更されないままでいるパーティションのためのエントリは、データ構造において修正
される必要がない場合がある。新しいノードは、修正されたパーティションマッピングを
実装するよう構成されてもよい（要素２２１０）。少なくともいくつかの実施形態では、
前のマッピングに基づいて記憶されるデータレコードのための検索要求が少なくともしば
らくの間は受信され続けてもよいため、前のノードおよび前のマッピングがしばらくの間
保持されてもよい。特定のシーケンス番号またはタイムスタンプを特定する読み出し要求
が受信される際（要素２２１３）、（例えば、制御ノードにおいてか、または検索ノード
において）新しいパーティションマッピングまたは前のパーティションマッピングのどち
らを利用して読み出し要求を満たすかに関する決定が行われてもよい。選択されたマッピ
ングがその後、要求されるデータが取得された適切な記憶ノードを識別するために利用さ
れてもよい。
【０１０５】
　図２３は少なくともいくつかの実施形態による、データストリームレコードのための少
なくとも１回のレコード採集ポリシーを実装するために実行されてもよい操作の態様を説
明する流れ図である。要素２３０１に示されるように、例えば、（ａ）それに従って肯定
応答が受信されるまでレコードサブミッタがレコードを１回以上送信する少なくとも１回
のポリシー、または（ｂ）それに従って少なくともいくつかのレコード送信のための応答
が提供されないベストエフォート型採集ポリシー、を含めたいくつかの採集ポリシーオプ
ションからクライアントがデータストリームのためのレコード採集ポリシーを選択するこ
とを可能にするために、１つ以上のプログラムインターフェイスが実装されてもよい。い
くつかのデータを作成するクライアントは自身のレコードのごく一部を喪失する可能性に
関して他のクライアントほどには懸念しない場合があり、従って、ベストエフォート型採
集手法を選ぶことがある。いくつかの実装においては、ベストエフォート型採集のために
構成されるストリームについても、ＳＭＳが依然としてデータレコードのいくつかのサブ
セットのための応答を提供してもよいか、またはベストエフォート型ポリシーがすべての
データレコードのための応答を要求しなくても、すべてのデータレコードのための応答の
提供を試みてもよい。
【０１０６】
　特定のストリームのために利用される特定の採集ポリシーを示すプログラムインターフ
ェイスの１つを介して、要求が受信されてもよい（要素２３０４）。ストリームのために
有効である分割ポリシーに従って、採集ノードがインスタンス化されてもよい（要素２３
０７）。採集ノードにおいて同じデータレコードの１つ以上の送信が受信される際に（要
素２３１０）、有効である採集ポリシーに依存して異なるアクションが行われてもよい。
（要素２３１３において判定されるように）少なくとも１回の採集ポリシーが利用されて
いる場合、１つ以上の送信のそれぞれのために応答がデータプロデューサにに送信されて
もよいが、データレコードが記憶サブシステムにおいて１回だけ保存されてもよい（２３
１６）。（場合によってはストリームのために有効である永続性ポリシーに従って、所定
のレコードのＮ個のレプリカが記憶されてもよいが、所定のデータレコードがＭ回送信さ
れる場合、１回の送信のみのために複数のレプリカが生成されてもよく、すなわち記憶さ
れるレコードレプリカの総数がＮ×Ｍ個ではなく依然としてＮ個であってもよいことに留
意されたい）（要素２３１３で同様に検知されるように）ベストエフォート型採集ポリシ
ーが有効であった場合に、データレコードが依然として記憶装置に１回保存されてもよい
が、データプロデューサに応答が送信される必要はない（要素２３１９）。少なくともい
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くつかの実施形態では、クライアントの課金額が任意に決定されてもよい（要素２３２２
）。上述のようにいくつかの実施形態では、少なくとも１回の採集ポリシーの２つのバー
ジョンがサポートされてもよい。１つのバージョンでは、図２３で説明するのと同様に、
ＳＭＳがデータレコードの重複を排除する（すなわち、２つ以上の送信群の１つのみに応
じて、データがＳＭＳ記憶サブシステムにおいて確実に記憶されるようにする）役割を担
ってもよい。少なくとも１回の採集の異なるバージョンにおいては、データレコードのＳ
ＭＳによる重複が許可されてもよい。データレコードの重複の否定的な結果がほとんどあ
るいはまったくないストリームアプリケーションにとって、及び／または自身の重複削除
を実行するストリームアプリケーションにとって、後者の手法が有用である場合がある。
【０１０７】
　図２４は、少なくともいくつかの実施形態による、データストリームのための複数の永
続性ポリシーを実装するために実行されてもよい操作の態様を説明する流れ図である。要
素２４０１に示されるように、クライアントがストリームデータレコードのための永続性
ポリシーを複数の永続性ポリシーから選択することを可能にする１つ以上のプログラムイ
ンターフェイスが実装されてもよい。様々な観点のいずれかにおいて、永続性ポリシーは
互いに異なってもよい。例えば、（ａ）保存されるレプリカ数が異なってもよく（例、Ｎ
個のレプリカ対２つのレプリカ対単一のレプリカのポリシーがサポートされてもよい）、
（ｂ）利用される記憶位置／装置タイプが異なってもよく、（例、回転式磁気ディスク対
ＳＳＤ対ＲＡＭ対データベースサービスまたはマルチテナント記憶サービス）及び／また
は（ｃ）大規模障害に対する障害回復力の予想される程度に関するポリシーが異なっても
よい（例えば、複数のデータセンター対単一のデータセンターのポリシーがサポートされ
てもよい）。特定のストリームのための特定の永続性ポリシーのクライアントの選択を示
す要求が受信されてもよい（要素２４０４）。いくつかの実施形態では、クライアントに
よって選択される永続性ポリシーが結果的に所定のストリームのそれぞれのパーティショ
ンのための異なる記憶位置タイプまたは装置タイプの利用につながってもよい。１つの実
施形態において、クライアントではなくＳＭＳが記憶位置タイプまたは装置タイプをスト
リームレベルでまたはパーティションレベルで選択してもよい。いくつかの実施形態では
永続性ポリシーの選択時に、クライアントがデータの持続性目標及び／またはパフォーマ
ンス目標（所望の読み出しもしくは書き込み処理能力またはレイテンシなど）をいくつか
の実施形態では示してもよく、またこれらの目標は適切な記憶装置タイプまたは位置を選
択するためにＳＭＳによって利用されてもよい。例えば、低レイテンシが所望される場合
、１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記憶させるために回転
式磁気ディスクの代わりにＳＳＤが利用されてもよい。
【０１０８】
　採集ノード群が選択されたストリームのデータレコードをデータプロデューサから受信
するように決定されるか、または構成されてもよく、記憶ノード群が選択された永続性ポ
リシーを実装するよう構成されてもよい（要素２４０７）。データレコードが採集ノード
において受信される際に（要素２４１０）、データレコードが属するパーティションの役
割を担う記憶ノードによって選択された記憶装置において選択された永続性ポリシーに基
づき、データレコードの１つ以上のコピーが記憶されてもよい（要素２４１３）。少なく
ともいくつかの実装においては、クライアントによって選択された特定の永続性ポリシー
に基づいて、課金額が任意に（及び／または非同期に）決定されてもよい（要素２４１６
）。
【０１０９】
　ストリーム処理のための分散作業負荷の管理
　いくつかの実施形態では、例えば、様々な制御操作（パーティションのワーカーノード
への割り当て、動的再分割への応答、健全性モニタリング及び／またはロードバランシン
グなど）を調整する所定のＳＰＳステージ内のワーカーノードによって、データベーステ
ーブルなどの共有されたデータ構造を介して、ＳＰＳの制御プレーン機能の大部分または
すべてが分散的方法で実装されてもよい。例えば、ステージの入力ストリーム（もしあれ
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ば）のどのパーティションが現在処理されていないかを判定するために。所定のワーカー
ノードＷ１が共有されたデータ構造内のエントリを調べてもよい。そのようなパーティシ
ョンＰ１が発見される場合、Ｗ１がＰ１のレコード上でステージの処理操作を実行するこ
とを示すためにＷ１が共有されたデータ構造内のエントリを更新してもよい。他のワーカ
ーノードがＰ１レコードを処理するためにＷ１が割り当てられることを認識してもよく、
またそれによって異なるパーティションを自身に割り当ててもよい。入力ストリームに有
効である現在のパーティションマップを決定するためにワーカーノードが周期的にまたは
時にクエリをＳＭＳ制御プレーンに送信してもよい。また、必要に応じてマップの変更を
（例えば、再分割結果として）示すために共有されたデータ構造を更新してもよい。様々
な実施形態において、以下に述べるようにロードバランシングおよび他の操作がまた、共
有されたデータ構造を介して調整されてもよい。そのようないくつかの分散実装において
、専用制御ノードがＳＰＳのために要求されず、そのためにＳＰＳワークフローを実装す
るために求められるオーバーヘッドが削減される場合がある。そのような分散ＳＰＳ制御
プレーンの実装が特に、例えば、顧客に割り当てられるプロバイダーネットワーク内の計
算インスタンスにおける、またはプロバイダーネットワーク外の位置における、ストリー
ム処理の様々な態様を実装するためにＳＰＳクライアントライブラリを利用する、予算を
気にする顧客に人気が高い場合がある。例えば、ＳＭＳおよびＳＰＳのために利用される
すべてのリソースがプロバイダーネットワーク内で構成される場合にクライアントライブ
ラリが利用されない実施形態において、分散ＳＰＳ制御プレーン技術がまた利用されても
よい。少なくともいくつかの処理ステージのためにワーカーノードがＳＰＳ制御プレーン
関数の一部または全部を実装するＳＰＳは、本明細書において「分散制御ＳＰＳ」と称す
る場合がある。
【０１１０】
　図２５は、少なくともいくつかの実施形態による、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利用してそれらの作業負荷を調整するストリーム処理システムの実
施例を説明する。分散制御ＳＰＳ２５９０内で、２つのステージ２１５Ａおよび２１５Ｂ
の各々が、それぞれのワーカーノード群と共に定義される。ステージ２１５Ａはワーカー
ノード２５４０Ａおよび２５４０Ｂを含み、一方でステージ４１５Ｂがワーカーノード２
５４０Ｋおよび２５４０Ｌを含む。ステージ２１５Ａおよび２１５Ｂのそれぞれのために
、ステージ２１５ＡのためのＰＡテーブル２５５０Ａおよびステージ２１５ＢのためのＰ
Ａテーブル２５５０Ｂなどの対応するパーティション割り当て（ＰＡ）テーブル２５５０
がデータベースサービス２５２０において作成される。いくつかの実施形態では、例えば
、クライアントライブラリコンポーネントまたは関数の呼び出しに応じて、ステージの初
期化中に所定のステージのためのＰＡテーブル２５５０が作成されてもよい。各ＰＡテー
ブル２５５０はエントリの初期セットまたはステージの入力ストリームの割り当てられな
いパーティション（すなわち、ワーカーノードが現在割り当てられていないパーティショ
ン）を表す行を与えられてもよい。ＰＡテーブルエントリの例示的な列または属性を図２
６に示し、以下に述べる。ステージのために起動されるワーカーノード２５４０（例、計
算インスタンスまたは他のサーバにおいて起動される処理またはスレッド）は、ステージ
のＰＡテーブルへの読み書きアクセスを許可されてもよい。図２５において、ワーカーノ
ードからＰＡテーブルに向けられた読み書きが矢印２５６４Ａ、２５６４Ｂ、２５６４Ｋ
および２５６４Ｌによって、ワーカーノード２５４０Ａ、２５４０Ｂ、２５４０Ｋおよび
２５４０Ｌのそれぞれのために表される。
【０１１１】
　ＰＡテーブルにおいてエントリを検証することで、所定のワーカーノード２５４０がス
テージの処理操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構成されてもよ
い。１つの実装においては、ワーカーノード２５４０Ａは、割り当てられないパーティシ
ョンＰｋのエントリを発見するまでＰＡテーブル２５５０Ａにおいて、エントリをスキャ
ンしてもよく、例えば、ワーカーノードの識別子をエントリの列に１つに挿入することに
よってエントリを更新してパーティションＰｋのそれ自体への割り当てを試みてもよい。
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そのような挿入はワーカーノードによるパーティションのロックに類似していると見なさ
れる場合がある。利用中のデータベースサービスのタイプによって、ＰＡテーブルエント
リへの同時並行的書き込みを潜在的に管理するための異なる手法が（例えば、割り当てら
れないパーティションをほぼ同時に識別することになる２つ以上のワーカーノードによっ
て）利用されてもよい。
【０１１２】
　１つの実施形態において、関係するデータベースのトランザクション・セマンティクス
を必ずしもサポートすることなく強い整合性および条件付き書き込み操作をサポートする
プロバイダーネットワークの無関係なマルチテナントデータベースサービスが利用されて
もよい。ワーカーノードによる更新のためのそのような場合には、条件付き書き込み操作
が利用されてもよい。列「ｗｏｒｋｅｒ－ｎｏｄｅ－ＩＤ」がＰＡテーブルにおいてパー
ティションに割り当てられる特定のワーカーノードの識別子を示すために利用され、ワー
カーノードがパーティションに割り当てられない場合に列の値が「ｎｕｌｌ」に設定され
る実施例について考慮する。そのようなシナリオにおいては、識別子ＷＩＤ１を有するワ
ーカーノードが以下の論理的等価物を要求してもよい。「パーティションＰｋのためのエ
ントリにおいて、ｗｏｒｋｅｒ－ｎｏｄｅ－ＩＤがｎｕｌｌである場合、その後そのエン
トリのためのｗｏｒｋｅｒ－ｎｏｄｅ－ＩＤをＷＩＤ１に設定する」そのような条件付き
書き込み要求が成功する場合、パーティションＰｋがそれに割り当てられると識別子ＷＩ
Ｄ１を有するワーカーノードが仮定してもよい。ワーカーノードはその後、例えば、ＳＭ
Ｓ検索サブシステム２０６のレコード検索インターフェイスを利用して、矢印２５５４（
例えば、ワーカーノード２５４０Ａ、２５４０Ｂ、２５４０Ｋおよび２５４０Ｌそれぞれ
のための矢印２５５４Ａ、２５５４Ｂ、２５５４Ｋおよび２５５４Ｌ）によって示される
ようにパーティションＰｋのデータレコードの検索および検索されるレコード上の処理操
作の実行を開始してもよい。条件付き書き込みが失敗する場合には、ワーカーノードが異
なる割り当てられないパーティションの検索を再開してもよい。他の実施形態では、例え
ば、パーティションをワーカーノードに割り当てる複数の同時並行的（または同時並行的
に近い）試みの１つのみが成功し、そのような同時並行的試みに関与するワーカーノード
がそれらの成功または障害について確実に知らされるように万全を期すために、トランザ
クションをサポートするデータベースサービス（関係するデータベースなど）が利用され
てもよく、条件付き書き込み操作の等価物を実装するためにトランザクション機能が利用
されてもよい。いくつかの実施形態では、条件付き書き込みにもトランザクションのサポ
ートにも依拠しない同期技術が利用されてもよい。いくつかの実装において、ＰＡテーブ
ルに類似している永続性データ構造においてエントリの更新のための排他アクセスを取得
するためにデータベースサービスが利用されず、代わりにロッキングサービスがワーカー
ノードによって利用されてもよい。
【０１１３】
　他のワーカーノード２５４０がＰＡテーブルにおいてエントリを調べて、どのパーティ
ションが割り当てられないかを判定してもよく、また最終的に１つ以上のパーティション
をそれらに割り当てることに成功してもよい。この方法で、ステージの入力ストリームま
たはストリームのパーティションのための処理作業負荷がそれらの間でステージのワーカ
ーノードによって最終的に分散させられてもよい。
【０１１４】
　所与のストリームの初期パーティションマッピングは、例えば、上述の動的再分割操作
の結果として時間の経過と共に変化してもよい。従って図２５に示す実施形態において、
１つ以上のワーカーノード２５４０が時に（以下に述べるように、またはトリガする条件
に応じて）要求を、現在のパーティションメタデータを取得するためにそれらのステージ
の（１つ以上の）入力ストリームのＳＭＳ制御サブシステム２１０へと送信してもよい。
いくつかの実装においては、矢印２５４４Ａ、２５４４Ｂ、２５４４Ｋおよび２５４４Ｌ
によって示されるｇｅｔＳｔｒｅａｍＩｎｆｏ　ＡＰＩの呼び出しなどのＳＭＳ制御プレ
ーンＡＰＩの呼び出しをそのような要求が含んでもよい。ＳＭＳ制御サブシステムは、例
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えば、ストリームのパーティションの最新のリスト、及び／またはパーティションの有効
時限などの他の詳細に応答してもよい。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テーブルにおけるエントリと一致しない場合、例えば、１つ
以上のパーティションのためのエントリを挿入するかまたは削除することでＰＡテーブル
がワーカーノードによって修正されてもよい。少なくともいくつかの実施形態では、矢印
２５５４Ａのラベル「低頻度」によって示されるように、そのようなＳＭＳ制御サブシス
テムへの要求２５５４がレコード検索要求２５５４（及び／またはデータベースの読み出
しもしくは書き込み操作２５６４）よりも通常はるかに頻繁である可能性がある。例えば
、一度パーティションに割り当てられると、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
は動的再分割の結果としてパーティションが閉じられる場合）、または他のいくつかの可
能性が低い状況に直面するまで（例えば、以下に述べるように、検知された負荷の不均衡
のために異なるワーカーノードがパーティションの転送を要求する場合）、パーティショ
ンのデータレコードの検索および処理を継続してもよい。従って、様々な実施形態におい
て、所与の呼び出しに応じて大量の情報が提供される場合であっても（数百または数千の
パーティションがステージの入力ストリームのために定義される場合にありうるものとし
て）、ｇｅｔＳｔｒｅａｍＩｎｆｏまたは同様のＡＰＩの呼び出しに関連するオーバーヘ
ッドは通常、極めて小さくてもよい。
【０１１５】
　従って、図２５に示す実施形態において、分散制御ＳＰＳ環境のいくつかのキー作業負
荷の管理操作は、以下のように要約される。（ａ）ストリーム処理ステージの第１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部分的に基づく、その
ステージのために定義される処理操作群を実装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の選択、（ｂ）特定のパーティションの第１の
ワーカーノードへの割り当てのインジケータの、テーブルに記憶される特定のエントリへ
の書き込み、（ｃ）マルチテナントストリーム管理サービスにおいて実装されるプログラ
ムレコード検索インターフェイスを利用した、第１のワーカーノードによる特定のパーテ
ィションのレコードの検索、（ｄ）第１のワーカーノードによる処理操作群の、特定のパ
ーティションのレコード上での実装、（ｅ）第２のワーカーノードによる、特定のデータ
ベーステーブルにおける特定のエントリに少なくとも部分的に基づく、処理操作群の特定
のパーティション上での実行のために第１のワーカーノードが割り当てられることの判定
、および（f）第２のワーカーノードによる、処理操作群を実行するための異なるパーテ
ィションの選択。ワーカーノードが、それに割り当てられるパーティションにレコードが
これ以上とどまらないことをが判定する場合、ワーカーノードはＳＭＳ制御サブシステム
の入力ストリーム上のメタデータを要求してもよく、またメタデータが矛盾を示す場合に
はＰＡテーブルを更新してもよい。
【０１１６】
　図２６は、少なくともいくつかの実施形態による、作業負荷調整のためにパーティショ
ン割り当てテーブル２５５０に記憶されてもよい例示的なエントリを説明する。図示のよ
うに、テーブル２５５０は、パーティション識別子列２６１４、割り当てられるワーカー
ノード識別子列２６１８、ワーカーノード健全性インジケータ列２６２０および作業負荷
レベルインジケータ列２６２２の４つの列を含んでもよい。他の実装においては、他の列
のセットが実装されてもよい。いくつかの実施形態では、例えば、パーティション作成時
間または分割関数の出力値範囲を示す列が利用されてもよいか、または作業負荷レベルイ
ンジケータ列が利用されない場合がある。
【０１１７】
　いくつかの実施形態では、ＳＭＳ制御サブシステムによって（例えば、上述のように、
パーティションエントリツリー、グラフまたは他の組み合わせられた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が少なくともいくつかの時点において、
ＰＡテーブル２５５０に含まれるよりも多くのパーティションを含んでもよいことに留意
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されたい。示される実施例において、パーティションリスト２６５０はパーティションＰ
１、Ｐ２、Ｐ３、Ｐ４およびＰ５を含み、Ｐ１およびＰ４は再分割の結果として閉じられ
た状態で示され、一方でＰ２、Ｐ３およびＰ５がアクティブ（すなわち、データレコード
が現在検索され、処理されているパーティション）として示される。図示する実施形態に
おいては、ＰＡテーブル２６５０はアクティブなパーティションのためのエントリを含み
、（例えば、再分割が行われた後ｇｅｔＳｔｒｅａｍＩｎｆｏの呼び出しへの応答を取得
した時にワーカーノードによって削除された可能性があってもよい）閉じられたパーティ
ションのためのエントリを含まない。少なくともいくつかの実装においては、ストリーム
の現在開いているすべてのパーティションが所定の時点で必ずしもＰＡテーブルにおいて
それぞれのエントリを有さない場合があってもよく、代わりに、例えば、現在割り当てら
れるか、または処理されているこれらのパーティションのサブセットのみが表されてもよ
い。
【０１１８】
　図２６で説明する例示的なシナリオにおいては、パーティションＰ１およびＰ２が識別
子Ｗ７およびＷ３それぞれを有する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。健全性インジケータ列２６２０は、異なる実装において異なるタイ
プの値を記憶させてもよい。いくつかの実装においては、ワーカーノードがアクティブで
あり、それらの検索および処理操作を行えることを示すために、それらの割り当てられる
パーティションのＰＡエントリにおける健全性インジケータ列の内容を周期的に（例えば
、Ｎ秒ごとに、またはいくつかのヒューリスティック群に基づくスケジュールに応じて）
更新する役割をワーカーノードが担ってもよい。図２６において、そのエントリのための
ワーカーノードが健全性インジケータ列（「ｌａｓｔ－ｍｏｄｉｆｉｅｄ－ｔｉｍｅ」）
を更新した最新時間の指示が記憶されてもよい。例えば、ワーカーＷ７が２０１３年１２
月１日の０２:２４:５４．５３秒においてエントリを修正したとしてが示される。いくつ
かの実施形態では、割り当てられるワーカーノードが健全かまたはそうでないかを判定す
るために他のワーカーノードが最新修正時間値を利用してもよい。例えば、Ｘ秒または分
が経過した場合、ステージのためのフェイルオーバーポリシーにおいて定義されるように
、割り当てられるワーカーノードが不健全またはアクセス不可能であると仮定される場合
、パーティションが再度割り当てられてもよい。他の実装においては、カウンタが健全性
インジケータとして利用されてもよいか（例えば、カウンタ値がＹ秒の間に変更されない
場合、割り当てられるワーカーノードがフェイルオーバーの候補であると見なされてもよ
い）、または割り当てられたワーカーノードがエントリを最後にいつ読み出したかを示す
「ｌａｓｔ－ｒｅａｄ－ｔｉｍｅ」値が利用されてもよい。
【０１１９】
　少なくともいくつかの実施形態では、例えば、割り当てられたワーカーノードによって
、いくつかの最新の時間間隔（例えば、最新修正時間の５分前に）の間に処理されるレコ
ード数、ＣＰＵ利用、メモリ利用、記憶利用などの最新のパフォーマンス関連のワーカー
ノードのメトリクスなどの作業負荷レベルインジケータ値２６２２がエントリにおいて記
憶されてもよい。いくつかの実施形態では、図２９を参照して以下に述べるように、負荷
の不均衡が存在するかどうかを判定するために、また検知された不均衡に応じてアクショ
ンを取るために、そのような作業負荷レベルインジケータ値がワーカーノードによって利
用されてもよい。例えば、ワーカーノードＷｋがその作業負荷レベルが平均的な作業負荷
レベルを超えると判定してもよく、そのパーティションの１つに割り当てなくてもよく、
または動的再分割を要求してもよい。また代替的に、ワーカーノードＷｋがその作業負荷
が他のワーカーノードまたはパーティションの作業負荷に対して低すぎると判定してもよ
く、付加的なパーティションをそれ自体に割り当ててもよい。従って、図示する実施形態
においては、図２６で示されるＰＡテーブルの列を利用して、集中制御ＳＰＳ実装におけ
る専用ＳＰＳ制御ノードによって通常実行されてもよい、いくつかの同じタイプの制御プ
レーン関数をワーカーノードが実行してもよい。
【０１２０】
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　図２７は、少なくともいくつかの実施形態による、ストリーム処理ステージのワーカー
ノードによって、処理操作を実行するためのパーティションの選択のために実行されても
よい操作の態様を説明する。要素２７０１に示されるように、ＰＡテーブルＰＡＴ１はデ
ータベースサービスにおいて分散制御ＳＰＳ処理ステージＳＰ１のために初期化されても
よい。例えば、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る際に、例え
ば、クライアント設備におけるホストから、またはプロバイダーネットワークデータセン
ターにおける計算インスタンスからテーブルが作成されてもよい。例えば、ＳＰＳステー
ジにおいて実装される特定の処理操作のための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し、ワーカーノードを識別するために利用し
てもよいラベル（プログラム名、処理名または計算インスタンス名など）を示し、ステー
ジのための入力として利用されるストリームを示し、ステージの出力先（もしあれば）を
示すなどの様々な目的のためにクライアントライブラリが利用されてもよい。いくつかの
実施形態では、ステージの（１つ以上の）入力ストリームのために定義される、少なくと
もパーティションのサブセット｛Ｐ１、Ｐ２、・・・｝のためにＰＡＴ１が初めにエント
リまたは行を与えられてもよい。いくつかの実装においては、テーブルが初めは空のまま
であってもよく、１つ以上のワーカーノードが割り当てられないパーティションのための
行を、例えば、パーティションのメタデータのＳＭＳ制御サブシステムからの取得結果と
してテーブルに与えてもよい。例えば、プロバイダーネットワーク内の様々な計算インス
タンスにおいて、またはクライアント所有の計算装置において、ワーカーノードの初期セ
ット｛Ｗ１、Ｗ２、・・・｝が起動されてもよい（要素２７０４）。図示する実施形態に
おいては、ワーカーノードはＰＡＴ１への読み書きアクセスを許可されてもよい。
【０１２１】
　ワーカーノードがオンラインになると、割り当てられないパーティションを発見しよう
と試みるために、それらがそれぞれＰＡＴ１にアクセスしてもよい。例えば、ワーカーノ
ードＷ１がＰＡＴ１を調べ、パーティションＰ１が割り当てられないことを発見してもよ
い（要素２７０７）。例えば、利用されるデータベースサービスのタイプにより、条件付
き書き込み要求またはトランザクションの更新要求を利用してＰ１がＷ１に割り当てられ
ることを示すために、Ｗ１がその後Ｐ１のエントリをＰＡＴ１において更新してもよい（
要素２７１０）。テーブルが更新されると、ＳＭＳ検索サブシステムインターフェイスを
利用してＷ１がＰ１のデータレコードの検索を起動してもよく（要素２７１３）、検索さ
れるレコード上でステージＰＳ１の処理操作を実行してもよい。
【０１２２】
　一方で、いくつかの時点において、異なるワーカーノードＷ２が、割り当てられないパ
ーティションを発見する自身の試みにおいてＰＡＴ１にアクセスしてもよい（要素２７１
６）。Ｗ２はＷ１の前の更新に基づいて、Ｐ１がすで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と判定してもよい。いくつかの実施形態では、
Ｗ２による（例えば、Ｐ２のエントリ内の健全性インジケータ列に基づく）、Ｐ２の現在
割り当てられているワーカーノードが不健全または非アクティブであることの判定がまた
、Ｗ２にＰ２を選択させてもよい。従って、少なくともいくつかの実施形態では、割り当
てられない状態または現在のワーカーノードの不健全な状態の判定が、再割り当て（また
は初期割り当て）のための所定のパーティションの選択のために利用されてもよい。Ｗ２
がその後、Ｐ２をそれ自体に割り当てるためにＰＡＴ１の更新を試みてもよい（要素２７
１９）。更新が成功する場合、Ｗ２がＳＭＳ検索インターフェイスを利用してＰ２のレコ
ードの検索を開始し（要素２７２２）、ステージのために定義される適切な処理操作を実
行してもよい。
【０１２３】
　上述のように、分散制御ＳＰＳにおけるワーカーノードは（通常、低頻度で）パーティ
ションマッピング情報をＳＭＳから取得し、必要であればＰＡテーブルを更新するために
そのような情報を利用してもよい。図２８は、少なくともいくつかの実施形態による、ス
トリーム処理ステージのワーカーノードによって、ストリーム管理サービス制御サブシス
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テムから取得した情報に基づいてパーティション割り当てテーブルを更新するために実行
されてもよい操作の態様を説明する。要素２８０１に示されるように、ワーカーノードの
初期化中に、またはそれに割り当てられるパーティションの１つの終了などのトリガする
様々な条件に応じて、最新のまたは現在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取得するために、ワーカーノードＷ１が要求をＳＭＳ制御サブシステ
ムに送信してもよい。いくつかの実装においては、ｇｅｔＳｔｒｅａｍＩｎｆｏまたは同
様のＡＰＩがこの目的のために呼び出されてもよい。いくつかの実施形態では、他のトリ
ガする条件が利用されてもよい。例えば、ワーカーノードがそれぞれ、ランダムな時間の
後に、または作業負荷レベルの予期せぬ下落もしくは上昇に応じて、新しいパーティショ
ンリストを取得するよう構成されてもよい。ＳＭＳによって戻されたパーティションリス
トは、パーティションのためのＰＡテーブルにおけるエントリと比較されてもよい（要素
２８０７）。図示する実施形態においては、矛盾が発見される場合（例えば、新しく取得
されたパーティションリストにＰＡテーブルにはないいくつかのパーティションがある場
合、またはＳＭＳのリストにはないエントリがＰＡテーブルにある場合）、矛盾を解決す
るためにワーカーノードがＰＡテーブルにおけるエントリを挿入するか、または削除して
もよい（要素２８１０）。（いくつかの実装において、削除を目標としたエントリが割り
当てられるワーカーノードを現在有している場合、付加的な調整が要求されてもよい。例
えば、直接またはＰＡテーブル自体を介して、割り当てられるワーカーノードが通知され
てもよい）。
【０１２４】
　矛盾が修正された後、または矛盾が検知されなかった場合、ワーカーノードＷ１がステ
ージの処理操作を実行すべきパーティション群を選択してもよく（要素２８１３）、また
それに従ってＰＡテーブルを更新してもよい。場合によっては、検索されるパーティショ
ンリストにつながったトリガする条件によって、それに割り当てられる１つ以上のパーテ
ィションをＷ１がすでに有している可能性があり、その割り当てに変更を加えるか、また
はＰＡテーブルを更新する必要がない場合がある。Ｗ１はその後、ＳＭＳ制御サブシステ
ムと対話するか、またはエントリ数をＰＡテーブルにおいて変更する必要なく、それに割
り当てられる１つ以上のパーティションのデータレコードの検索およびレコードの処理に
進んでもよい（要素２８１６）。最終的にトリガする条件が検知される際に（例えば、「
パーティションの終わりに達しました」との応答の等価物が検索要求まで受信され、パー
ティションが閉じられたことを示す場合）、Ｗ１は新しいパーティション情報を求める要
求を再度ＳＭＳ制御サブシステムに送信してもよく、要素２８０１以降の操作が繰り返さ
れてもよい。
【０１２５】
　図２９は、少なくともいくつかの実施形態による、ストリーム処理ステージのワーカー
ノードによって実行されてもよいロードバランシング操作の態様を説明する。要素２９０
１に示されるように、高いリソース利用レベルの検知などの多様なトリガする条件のいず
れかの検知時に、または構成可能なスケジュールに基づいて、ロードバランシング分析が
そのステージ上で実行されることをワーカーノードＷ１が判定してもよい。Ｗ１は、ＰＡ
テーブルにおけるエントリを調べ（要素２９０４）、ステージのための様々な作業負荷メ
トリクスを決定してもよい。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
平均的な数のパーティション、（作業負荷レベルインジケータがテーブルに保存される実
施形態における）ワーカーノードの、または異なるパーティションの平均的な作業負荷レ
ベル、ワーカーノードごとの作業負荷の範囲または分散などを含んでもよい。
【０１２６】
　Ｗ１はその後、（例えば、Ｗ１に割り当てられるパーティション数、及び／またはパー
ティションごとの作業負荷レベルインジケータに基づいて）それ自体の作業負荷をメトリ
クスの一部または全部と比較してもよい。一般に、Ｗ１が過負荷であるか、Ｗ１が低負荷
であるか、またはＷ１の作業負荷が高すぎも低すぎもしないとの３つのタイプの結論のい
ずれかに達することができる。「高すぎる」または「低すぎる」作業負荷レベルは、いく
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つかの実施形態においては、そのためにステージが構成されるクライアントが選択するポ
リシーによって、または他の実施形態においては、いくつかのデフォルトのヒューリステ
ィック群を利用して定義されてもよい。例えば、いくつかの最小付加閾値Ｔ１を下回るな
ど、Ｗ１がその作業負荷が低すぎることを判定する場合には（要素２９０７）、よりビジ
ーなまたはより負荷が高いワーカーノードＷｋが識別されてもよい（要素２９１０）。Ｗ
１はその後、例えば、ＰｍのエントリをＰＡテーブルにおいて修正することを試みるか、
そのような修正を要求するか（Ｗｋのために生成されている通知につながる可能性がある
）、またはＷｋを直接要求することによって、１つ以上のパーティションＷｋからＰｍの
それ自体への転送処理を起動してもよい（要素２９１３）。
【０１２７】
　例えば、最大閾値Ｔ２を上回るなど、作業負荷が高すぎることをＷ１が判定する場合（
要素２９１６）、その割り当てられたパーティションのうち放棄する（すなわち、他のワ
ーカーノードによる割り当てのために解放する）ための１つ以上のＰｎが識別されてもよ
い（要素２９１９）。Ｗ１はその後、例えば、その識別子をＰｎのためのエントリの割り
当てられた列から取り除くことによって、ＰＡテーブルにおいて適切なエントリを修正し
てもよい（要素２９２２）。Ｗ１の作業負荷が高すぎも低すぎもしなかった場合、または
Ｗ１がその作業負荷を増加させるかもしくは減少させるために上述の種類のアクションを
取った後、それが割り当てられるパーティションのレコードの処理をＷ１が再開してもよ
い（要素２９２５）。他のロードバランシング分析をトリガする条件が満たされる場合に
、要素２９０１以降に対応する操作が繰り返されてもよい。図２９において説明する操作
においては、Ｗ１がそれ自体の作業負荷に対する不均衡を検知する際にのみ、作業負荷の
変更を起動するように示されることに留意されたい。他の実施形態では、Ｗ１がそれ以外
のワーカーノード間で不均衡を検知する場合、例えば、Ｗ２がＷ３よりもはるかに低い作
業負荷レベルを有すると判定する場合に、にリバランシングアクションを起動してもよい
。いくつかの実装においては、Ｗ１が作業負荷の不均衡を検知する場合に、（例えば、図
３で示すようなｒｅｐａｒｔｉｔｉｏｎＳｔｒｅａｍＳＭＳ　ＡＰＩ、またはその等価物
を呼び出すことにより）動的再分割を要求するか、または起動してもよい。いくつかの実
施形態では、図２９において説明する種類の操作が新しく構成されたワーカーノードによ
って実行されてもよい。例えば、ステージがすでにしばらくの間作動した後に新しいノー
ドがステージに追加される際に、負荷が重い既存のノードからのパーティションの再割り
当てを要求することで、新しいノードがそれらの存在を既存のノードに間接的に通知して
もよい。いくつかの実施形態では、ＳＰＳワーカーノードのための上述と同様の分散制御
技術が同様に、または代わりに、１つ以上のＳＭＳサブシステムにおいて利用されてもよ
い。例えば、採集、記憶または検索サブシステムのノードが、ＰＡテーブルと同様の共有
されたデータ構造を利用して、それらの作業負荷を調整してもよい。
【０１２８】
　様々な実施形態において、図１７～図２４および図２７～２９の流れ図において説明さ
れる以外の操作が、上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を実
装するたえに利用されてもよいことに留意されたい。、いくつかの実施形態では、図示さ
れる操作のいくつかが実装されなくてもよく、または異なる順序で、もしくは順次ではな
く並列に実装されてもよい。様々な実施形態において、プログラムインターフェイスがサ
ポートされるＳＭＳおよびＳＰＳ関数のそれぞれに関して、インターフェイスを実装する
ために、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、グラフィックユーザーインターフェイス、モバイルアプリケーション（ａ
ｐｐ）、タブレットａｐｐなどの利用を含めた１つ以上の技術の任意の組み合わせが利用
されてもよいことにも留意されたい。
【０１２９】
　利用例
　スケーラブルな分割を利用した、ストリームデータレコードの収集、記憶、検索および
段階的処理のための、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上
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述の技術が、いくつかのシナリオにおいて有用である場合がある。例えば、大規模なプロ
バイダーネットワークが、いくつか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数万のクライアントのために同時に実装する数千のインス
タンスホストを含んでもよい。様々なインスタンスおよびホスト上にインストールされた
監視及び／または請求を行うエージェントは、正確な請求レコードを生成するために記憶
され、分析されなければならない可能性がある数千のメトリックレコードを迅速に生成し
、プロバイダーネットワークのデータセンターのための効果的な整備計画を決定し、ネッ
トワーク攻撃を検知するなどしてもよい。監視レコードがスケーラブルな採集および記憶
のためのＳＭＳへの入力ストリームを形成してもよく、記載されるＳＰＳ技術が収集され
たメトリクスの分析のために実装されてもよい。同様に、（例えば、分散したアプリケー
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ーにおけるホストもし
くは計算インスタンスからのシステムログなどの）多数のログソースから多数のログレコ
ードを収集し分析するためのアプリケーションは、また、ＳＭＳおよびＳＰＳ機能を利用
することができる場合がある。少なくともいくつかの環境では、ＳＰＳ処理操作が、リア
ルタイムＥＴＬ（Ｅｘｔｒａｃｔ－Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ－Ｌｏａｄ）処理操作（すなわち
、受信されるデータレコードを宛先にロードするために、オフラインで変換を行う代わり
にリアルタイムで変換する操作）、またはデータウェアハウスへの挿入のためのデータレ
コードの変換を含んでもよい。データをデータウェアハウスにリアルタイムでロードする
ためのＳＭＳ／ＳＰＳの組み合わせの利用により、分析のためにデータがウェアハウスに
挿入することが可能である前に、１つ以上のデータソースからのデータをクリーンにし、
監督するために通常必要とされる遅延が回避される場合がある。
【０１３０】
　いくつかの異なる「ビッグデータ」アプリケーションがまた、ＳＭＳおよびＳＰＳ技術
を利用して構築されてもよい。例えば、様々な形式のソーシャルメディア対話において、
トレンドの分析がストリームを利用して効率的に実行されてもよい。ユーザの位置情報な
どの、携帯電話またはタブレットコンピュータから収集されるデータがストリームレコー
ドとして管理されてもよい。例えば、監視カメラ群から収集される聴覚または視覚情報は
、スケーラブルに収集され、処理されることが可能であり、潜在的に様々な種類の攻撃を
防止する助けとなるストリーミングデータ群の別のカテゴリを表してもよい。例えば、気
象衛星、海に拠点を置くセンサー、森林に拠点を置くセンサー、天体望遠鏡などから収集
される、増加する一方のデータ群の分析を要求する科学的手法が、また、本明細書に記載
のストリーム管理および処理能力により利点を得る場合がある。柔軟なポリシーを用いた
構成オプションおよび価格オプションが、異なるタイプのユーザがそれらの特定の予算お
よびデータ持続性／可用性要件に適合するように、ストリーミング機能をカスタマイズす
る上での助けとなってもよい。
【０１３１】
　本開示の実施形態については、以下の節の観点から記すことが可能である。
　１．
　（ａ）制御ノード、（ｂ）レコード採集ノード、（ｃ）レコード記憶ノード、（ｄ）レ
コード検索ノードおよび（ｅ）レコード処理ノード、を含む１つ以上の機能カテゴリのノ
ードのための配置オプションを含む特定のストリームのデータレコードのための複数のセ
キュリティ関連のオプションからクライアントが選択を行うことを可能にするプログラム
インターフェイス群を実装し、
　前記プログラムインターフェイス群のプログラムインターフェイスを介して、特定のス
トリームのために選択された配置オプションであって、それに従って前記特定のストリー
ムに関連する第１の機能カテゴリのノードがプロバイダーネットワークの１つ以上のデー
タセンターにおいて構成され、前記特定のストリームに関連する第２の機能カテゴリのノ
ードが前記プロバイダーネットワークの外部設備において構成されるような前記配置オプ
ションを含む１つ以上の要求を受信し、
　前記プロバイダーネットワークの１つ以上のデータセンターにおいて前記第１の機能カ
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テゴリの１つ以上のノードを構成し、
　前記プロバイダーネットワークの前記外部設備において前記第２の機能カテゴリの１つ
以上のノードの構成を起動し、また、
　前記特定のストリームのデータレコードの収集を開始するために、前記データストリー
ムに割り当てられた１つ以上のレコード採集ノードを起動する、
　ように構成される１つ以上の計算装置、
　を含むシステム。
　２．
　前記第１の機能カテゴリが、レコード記憶ノードを含み、前記第２の機能カテゴリが、
レコード処理ノードを含む、節１に記載のシステム。
　３．
　前記複数のセキュリティ関連のオプションが、前記クライアントに関連し前記プロバイ
ダーネットワークにおいて実装される隔離された仮想ネットワーク内に、特定の機能カテ
ゴリの１つ以上のノードを構成するためのオプションを含む、節１に記載のシステム。
　４．
　前記プロバイダーネットワークが、複数のインスタンスホストを利用するマルチテナン
ト計算サービスを実装し、
　前記複数のインスタンスホストのうちの少なくともいくつかのインスタンスホストが、
それぞれ、複数のクライアントの代わりに計算インスタンスをインスタンス化するように
構成可能であり、
　　記複数のセキュリティ関連のオプションが、ノードの特定の機能カテゴリの１つ以上
のノードを、１つ以下のクライアントをホスティングするインスタンスホスト上でインス
タンス化するオプションを含む、節１に記載のシステム。
　５．
　前記複数のセキュリティ関連のオプションが、１つ以上の機能カテゴリのノードにおい
て、データレコードのネットワークリンクを用いた送信の前に前記データレコードを暗号
化するオプションを含む、節１に記載のシステム。
　６．
　１つ以上の計算装置による、データストリーム管理サービスのクライアントが特定のス
トリームのために、前記ストリーム管理サービスのノードの１つ以上の機能カテゴリのた
めの配置オプションを選択することを可能にするプログラムインターフェイス群の実装で
あって、前記ストリーム管理サービスは、少なくとも（ａ）データ採集ノードおよび（ｂ
）データ処理ノードを含む複数の機能カテゴリのノードを利用して前記実装すること、
　前記プログラムインターフェイス群のプログラムインターフェイスを介した、特定のス
トリームのために選択される配置オプションであって、それに従って第１の機能カテゴリ
のノードが第１のセキュリティプロファイルを有するリソースを利用して構成され、第２
の機能カテゴリのノードは、異なるセキュリティプロファイルを有するリソースを利用し
て構成されるような前記配置オプションを含む要求を受信すること、
　前記第１のセキュリティプロファイルを有する第１の選択されたリソースで、前記第１
の機能カテゴリの１つ以上のノードの構成を起動すること、
　前記異なるセキュリティプロファイルを有する第２の選択されたリソースで、前記第２
の機能カテゴリの１つ以上のノードの構成を起動すること、を、
　１つ以上の計算装置によって実行すること、
　を含む方法。
　７．
　前記複数の機能カテゴリが、
（ａ）データ記憶ノード、（ｂ）データ検索ノードおよび（ｃ）制御ノード、
の１つまたは複数を含む、節６に記載の方法。
　８．
　前記要求に従って前記第１の選択されたリソースが、プロバイダーネットワークのデー
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タセンターにおいて実装され、
　第２の選択されたリソースが、前記プロバイダーネットワークの外部設備において実装
される、節６に記載の方法。
　９．
　前記プロバイダーネットワークの前記外部設備が、前記プロバイダーネットワークに特
定のクライアントによる利用専用の非共有物理リンクを介してリンクされる、節８に記載
の方法。
　１０．
　前記第１の機能カテゴリが、データ採集ノードを含み、ノードの前記第２の機能カテゴ
リが、データ処理ノードを含む、節８に記載の方法。
　１１．
　前記第２の選択されたリソースが、（ａ）前記プロバイダーネットワークにおいてサポ
ートされない能力を有するハードウェア装置または（ｂ）前記プロバイダーネットワーク
においてサポートされない能力を有するソフトウェアモジュール、の１つまたは複数を含
む、節６に記載の方法。
　１２．
　前記第１の選択されたリソースが、前記要求に従って前記プロバイダーネットワークの
仮想計算サービスの第１の計算インスタンスにおいて実装され、
　第２の選択されたリソースが、前記仮想計算サービスの第２の計算インスタンスにおい
て実装され、
　前記第１の機能カテゴリが、クライアントの提供による実行可能なプログラムを利用し
て実行され、
　前記第１の機能カテゴリの前記第１の計算インスタンスにおける実行が、前記ストリー
ム管理サービスによって管理され、
　前記第２の機能カテゴリの操作が、前記クライアントによって管理される、節６に記載
の方法。
　１３．
　前記要求に従って、前記プロバイダーネットワークにおいて実装された前記クライアン
トの前記隔離された仮想ネットワーク内で、前記第１の選択されたリソースが実装される
、節６に記載の方法。
　１４．
　前記プロバイダーネットワークが複数のインスタンスホストを利用してマルチテナント
計算サービスを実装し、
　前記複数のインスタンスホストのうちの少なくともいくつかのインスタンスホストがそ
れぞれ、複数のクライアントの代わりに計算インスタンスをインスタンス化するように構
成可能であり、
　前記要求に従って、２つ以上のクライアントの代わりに計算インスタンスをインスタン
ス化するように構成可能であるインスタンスホストを前記第１の選択されたリソースが含
む、節６に記載の方法。
　１５．
　データレコードのネットワークを用いた送信前に、１つ以上の機能カテゴリのノードに
おける前記データレコードの暗号化をクライアントが要求することを可能にするプログラ
ムインターフェイスを実装すること、を、
　前記１つ以上の計算装置が実行することをさらに含む、節６に記載の方法。
　１６．
　前記複数の機能カテゴリの１つ以上の機能カテゴリのノードの機能のサブセットを少な
くとも実装するための、前記プロバイダーネットワークの外部設備の１つ以上の計算装置
においてインストール可能である、実行可能なモジュールのライブラリを提供すること、
を、
　前記１つ以上の計算装置が実行することをさらに含む、節６に記載の方法。
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　１７．
　前記第１の機能カテゴリの１つ以上のノードの前記構成の前記起動が、可用性要件にし
たがった、複数のデータセンターのそれぞれにおける少なくとも１つのノードの前記構成
の起動を含む、節６に記載の方法。
　１８．
　１つ以上のプロセッサにおいて実行される際に、
　複数の機能カテゴリのノードが構成される特定のデータストリームのために選択された
セキュリティオプションを含む構成要求であり、前記複数の機能カテゴリが少なくともデ
ータ採集カテゴリおよびデータ検索カテゴリを含み、前記セキュリティオプションが少な
くとも１つの機能カテゴリのノードのために利用されるリソースのセキュリティプロファ
イルを示す前記構成要求を受信し、
　前記選択されたセキュリティオプションを含む前記要求に従って、第１のセキュリティ
プロファイルを有するリソースにおいて第１の機能カテゴリのノードを構成し、
　第２の機能カテゴリのノードの、異なるセキュリティプロファイルを有する異なるリソ
ースにおける構成を起動する、
　プログラム命令を記憶させる持続性コンピュータアクセス可能媒体。
　１９．
　前記複数の機能カテゴリが、
（ａ）データ記憶カテゴリ、（ｂ）データ処理カテゴリまたは（ｃ）制御カテゴリ、
の１つまたは複数を含む、節１８に記載の持続性コンピュータアクセス可能媒体。
　２０．
　前記第１の機能カテゴリに前記ノードのために利用される前記リソースが、プロバイダ
ーネットワーク内に位置し、
　前記第２の機能カテゴリのノードのために利用される前記リソースが、前記プロバイダ
ーネットワーク外に位置する、節１８に記載の持続性コンピュータアクセス可能媒体。
　２１．
　前記第１の機能カテゴリの１つ以上のノードが、前記構成要求に従って、プロバイダー
ネットワークにおいて実装される隔離された仮想ネットワーク内の計算装置において構成
される、節１８に記載の持続性コンピュータアクセス可能媒体。
　２２．
　前記第１の機能カテゴリの少なくとも１つのノードが、前記構成要求に従って、マルチ
テナント仮想計算サービスの特定のインスタンスホストにおいてインスタンス化され、
　前記特定のインスタンスホストが、１つ以下のクライアントに代わって計算インスタン
スを起動するように構成される、節１８に記載の持続性コンピュータアクセス可能媒体。
【０１３２】
　説明す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サブシステムのコンポーネント（例、採集
、記憶、検索および制御サブシステム）を実装する技術、ならびにＳＰＳワーカーおよび
制御ノードを含む、本明細書に記載の１つ以上の技術の一部または全部を実装するサーバ
が、１つ以上のコンピュータアクセス可能媒体を含むかまたはそれにアクセスするよう構
成される汎用コンピュータシステムを含んでもよい。図３０は、そのような汎用計算装置
９０００を説明する。説明する実施形態において、計算装置９０００は、入力／出力（Ｉ
／Ｏ）インターフェイス９０３０を介してシステムメモリ９０２０に連結される１つ以上
のプロセッサ９０１０を含む。計算装置９０００はさらに、Ｉ／Ｏインターフェイス９０
３０に連結されるネットワークインターフェイス９０４０を含む。
【０１３３】
　様々な実施形態において、計算装置９０００は１つのプロセッサ９０１０を含む単一プ
ロセッサシステムであってもよいか、または、いくつかのプロセッサ９０１０（たとば、
２、４、８、または他の好適な数）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、命令を実行することができる任意の好適なプロセッサであってもよ
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い。例えば、様々な実施形態において、プロセッサ９０１０は、ｘ８６、ＰｏｗｅｒＰＣ
、ＳＰＡＲＣ、もしくはＭＩＰＳＩＳＡ、または他の任意の好適なＩＳＡなどの多様な命
令セットアーキテクチャ（ＩＳＡ）を実装する、汎用または組み込み型プロセッサであっ
てもよい。マルチプロセッサシステムにおいては、プロセッサ９０１０のそれぞれが共通
して同じＩＳＡを実装してもよいが、必ずしもそうでなくてもよい。いくつかの実装にお
いては、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スプロセッシン
グユニット（ＧＰＵ）が利用されてもよい。
【０１３４】
　システムメモリ９０２０は、命令および（１つ以上の）プロセッサ９０１０によってア
クセス可能なデータを記憶させるよう構成されてもよい。様々な実施形態において、シス
テムメモリ９０２０が、スタティックランダムアクセスメモリ（ＳＲＡＭ）、同期型ダイ
ナミックＲＡＭ（ＳＤＲＡＭ）、不揮発性／フラッシュタイプメモリ、または任意の他の
タイプのメモリなどの任意の好適なメモリ技術を利用して実装されてもよい。説明する実
施形態においては、上述のこれらの方法、技術およびデータなどの１つ以上の所望の関数
を実装するプログラム命令およびデータが、システムメモリ９０２０内でコード９０２５
およびデータ９０２６として記憶されて示される。
【０１３５】
　１つの実施形態において、プロセッサ９０１０、システムメモリ９０２０、および、デ
ータオブジェクトパーティションの物理レプリカを記憶させるために利用される様々な種
類の永続性及び／または揮発性記憶装置などのネットワークインターフェイス９０４０ま
たは他の周辺インターフェイスを含む任意の周辺装置の間のＩ／Ｏトラフィックを装置内
で調整するようＩ／Ｏインターフェイス９０３０が構成されてもよい。いくつかの実施形
態では、Ｉ／Ｏインターフェイス９０３０が、あるコンポーネント（例、システムメモリ
９０２０）から別のコンポーネント（例、プロセッサ９０１０）による利用に好適なフォ
ーマットにデータ信号を変換するために、任意の必要なプロトコル、タイミングまたは他
のデータ変換を実行してもよい。いくつかの実施形態では、例えば、ペリフェラルコンポ
ーネントインターコネクト（ＰＣＩ）バス標準またはユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ
）標準のバリアントなどの様々な種類の周辺バスを通じて取り付けられた装置のサポート
を、Ｉ／Ｏインターフェイス９０３０が含んでもよい。いくつかの実施形態では、Ｉ／Ｏ
インターフェイス９０３０の関数が、例えば、ノースブリッジおよびサウスブリッジなど
の２つ以上の個別のコンポーネントに分割されてもよい。またいくつかの実施形態では、
システムメモリ９０２０へのインターフェイスなどのＩ／Ｏインターフェイス９０３０の
一部または全部の機能が、プロセッサ９０１０に直接組み込まれてもよい。
【０１３６】
　例えば、図１から図２９において説明するように、計算装置９０００と、１つ以上のネ
ットワーク９０５０に取り付けられる他のコンピュータシステムまたは装置などの他の装
置９０６０との間でデータを交換することができるように、ネットワークインターフェイ
ス９０４０が構成されてもよい。様々な実施形態において、ネットワークインターフェイ
ス９０４０は、例えば、Ｅｔｈｅｒｎｅｔネットワークなどのタイプの任意の好適な有線
または無線の一般的なデータネットワークを介して通信をサポートしてもよい。さらに、
ネットワークインターフェイス９０４０は、アナログ音声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／電話ネットワークを介して、Ｆｉｂｒｅ　
ＣｈａｎｎｅｌＳＡＮなどの記憶領域ネットワークを介して、または他の任意の好適なタ
イプのネットワーク及び／またはプロトコルを介して、通信をサポートしてもよい。
【０１３７】
　いくつかの実施形態では、システムメモリ９０２０が、対応する方法および装置の実施
形態を実装するための図１から図２９に関する上述のプログラム命令およびデータを記憶
させるように構成されるコンピュータアクセス可能媒体の１つの実施形態であってもよい
。しかし他の実施形態では、プログラム命令及び／またはデータが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され、送信されるか、または記憶されてもよい。コ
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ンピュータアクセス可能媒体は、一般的に、例えば、Ｉ／Ｏインターフェイス９０３０を
介して計算装置９０００に連結されるディスクまたはＤＶＤ／ＣＤなどの磁気または光学
媒体のような持続性記憶媒体またはメモリ媒体を含んでもよい。持続性コンピュータアク
セス可能記憶媒体は、また、ＲＡＭ（例えば、ＳＤＲＡＭ、ＤＤＲＳＤＲＡＭ、ＲＤＲＡ
Ｍ、ＳＲＡＭなど）、ＲＯＭなどの、計算装置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れてもよい任意の揮発性また
は不揮発性メディアを含んでもよい。さらに、コンピュータアクセス可能媒体は、ネット
ワークインターフェイス９０４０を介して実装されてもよい、伝送媒体またはネットワー
ク及び／または無線リンクなどの通信媒体を介して伝達される電気、電磁波もしくはデジ
タル信号信号を含んでもよい。図３０で説明するような複数の計算装置の一部または全部
が、様々な実施形態において記載される機能を実装するために利用されてもよい。例えば
、多様な異なる装置およびサーバにおいて作動するソフトウェアコンポーネントが、機能
を提供するために協働してもよい。いくつかの実施形態では、記載された機能の一部また
は全部が、汎用コンピュータシステムを利用しての実装に加えて、またはその代わりに、
記憶装置、ネットワーク装置または専用コンピュータシステムを利用して実装されてもよ
い。「計算装置」の用語は、本明細書内で使用されるように、少なくともこれらのタイプ
の装置すべてを表すが、これらのタイプの装置に限定されない。
【０１３８】
　結論
　様々な実施形態は、コンピュータアクセス可能媒体に関する上述の説明に従って実装さ
れる、受信、送信または記憶命令及び／またはデータをさらに含んでもよい。コンピュー
タアクセス可能媒体は、一般的に、例えば、ディスクまたはＤＶＤ／ＣＤ-ＲＯＭなどの
磁気または光学媒体、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、ならびに伝送媒体またはネットワーク及び
／または無線リンクなどの通信媒体を介して伝達される電気、電磁波、またはデジタル信
号などの信号などの記憶媒体またはメモリ媒体を含んでもよい。
【０１３９】
　図面で説明し、本明細書内に記載する様々な方法は、方法の例示的な実施形態を表す。
方法がソフトウェア、ハードウェアまたはそれらの組み合わせにおいて実装されてもよい
。方法の順序は変更されてもよく、様々な要素が追加され、再び順序付けられ、組み合わ
せられ、省略され、修正されるなどしてもよい。
【０１４０】
　本開示の利益を得る当業者にとって明白であるように、様々な修正および変更が行われ
てもよい。そのような修正および変更を包括することが意図され、従って、上記の説明は
限定的意味ではなく説明的意味であると見なされるべきである。
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