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(57)【要約】
　サービスプロバイダは、リソース（例えばＭａｐＲｅ
ｄｕｃｅクラスタにおける仮想化コンピューティングリ
ソースインスタンスまたは格納リソースインスタンス）
のクラスタに対し、顧客選択または顧客定義自動スケー
リングポリシーを適用し得る。異なるポリシーが、クラ
スタリソースの異なる部分集合（例えば異なる種類また
は異なる役割のノードを含む異なるインスタンスグルー
プ）に対し適用され得る。各ポリシーは、分散アプリケ
ーションの実行中に評価されるべき式、式が真と評価さ
れた場合に取られるべきスケーリング行動、及び容量が
増加または減少されるべき量を定義し得る。式は、アプ
リケーション、クラスタ、またはリソースインスタンス
によりデフォルトで発せられるメトリクス、クライアン
トにより定義され、アプリケーションにより発せられる
メトリクス、または集約を通して作成されるメトリクス
に依拠し得る。メトリク収集、集約、及び規則評価は、
別個のサービスにより、またはクラスタコンポーネント
により実行され得る。ＡＰＩは、自動スケーリングポリ
シー定義に対応し得る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１つまたは複数のコンピュータにより、
　１つまたは複数のコンピューティングリソースインスタンスをそれぞれが含む２つ以上
のインスタンスグループを備えるコンピューティングリソースインスタンスのクラスタを
作成することと、
　前記２つ以上のインスタンスグループのうちの１つにおけるコンピューティングリソー
スインスタンスの数を変更する前記２つ以上のインスタンスグループのうちの前記１つに
対する自動スケーリング動作の実行を、満たされた場合にトリガ条件を定義する自動スケ
ーリングポリシーを、前記２つ以上のインスタンスグループのうちの前記１つに対応付け
る入力を受信することと、
　前記クラスタ上で分散アプリケーションの実行中に、前記トリガ条件が満たされたこと
を検出することと、
　前記検出に応じて、前記２つ以上のインスタンスグループのうちの前記１つに対し前記
自動スケーリング動作の実行を開始することと
　を実行することを含む方法。
【請求項２】
　前記トリガ条件は、真と評価されると前記２つ以上のインスタンスグループのうちの前
記１つに対し前記自動スケーリング動作の前記実行を引き起こす式を含み、前記式は、前
記クラスタ上で前記分散アプリケーションの実行中に生成される１つまたは複数のメトリ
クスに依拠する、
　請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記トリガ条件は、真と評価されると前記２つ以上のインスタンスグループのうちの前
記１つに対し前記自動スケーリング動作の前記実行を引き起こす式を含み、前記式は、曜
日、日付、時刻、経過時間、または推定時間に依拠する、
　請求項の１または２に記載の方法。
【請求項４】
　前記２つ以上のインスタンスグループのうちの別の１つにおけるコンピューティングリ
ソースインスタンスの数を変更する前記２つ以上のインスタンスグループのうちの前記別
の１つに対する第２自動スケーリング動作の実行を、満たされた場合に第２トリガ条件を
定義する別の自動スケーリングポリシーを、前記２つ以上のインスタンスグループのうち
の前記別の１つに対応付ける入力を受信することと、
　前記クラスタ上で前記分散アプリケーションの実行中に、前記第２トリガ条件が満たさ
れたことを検出することと、
　前記第２トリガ条件が満たされたことの検出に応じて、前記２つ以上のインスタンスグ
ループのうちの前記別の１つに対し前記第２自動スケーリング動作の実行を開始すること
と
　をさらに含む、請求項１から３のいずれかに記載の方法。
【請求項５】
　前記自動スケーリング動作は、前記２つ以上のインスタンスグループのうちの前記１つ
に容量を追加する動作を含む、
　請求項１から４のいずれかに記載の方法。
【請求項６】
　前記自動スケーリング動作は、前記２つ以上のインスタンスグループのうちの前記１つ
から容量を削除する動作を含む、
　請求項１から５のいずれかに記載の方法。
【請求項７】
　前記方法はさらに、
　前記２つ以上のインスタンスグループのうちの前記１つから、前記コンピューティング
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リソースインスタンスのうちのどの１つまたは複数を削除するかを特定することと、
　前記２つ以上のインスタンスグループのうちの前記１つから、前記コンピューティング
リソースインスタンスのうちの前記特定した１つまたは複数を削除することと
を含み、
　前記特定は、前記２つ以上のインスタンスグループのうちの前記１つにおける前記コン
ピューティングリソースインスタンスのうちの１つが、前記コンピューティングリソース
が削除された場合に喪失するデータを格納していることを特定すること、前記２つ以上の
インスタンスグループのうちの前記１つにおける前記コンピューティングリソースインス
タンスのうちの１つの削除により、複製要件またはクォーラム要件は満たされなくなるこ
とを特定すること、前記２つ以上のインスタンスグループのうちの前記１つにおける前記
コンピューティングリソースノードのうちの１つが廃止されたことを特定すること、前記
２つ以上のインスタンスグループのうちの前記１つにおける前記コンピューティングリソ
ースノードのうちの１つが、前記分散アプリケーションのためにタスクを現在実行してい
ることを特定すること、または、前記２つ以上のインスタンスグループのうちの前記１つ
における前記コンピューティングリソースインスタンスのうちの１つにおいて現在実行さ
れているタスクの進捗を特定すること、以上のうちの１つまたは複数に依拠する、
　請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記自動スケーリングポリシーはさらに、前記自動スケーリング動作による前記２つ以
上のインスタンスグループのうちの前記１つの容量の変化量、または前記自動スケーリン
グ動作による前記２つ以上のインスタンスグループのうちの前記１つの前記容量の変化率
を定義する、
　請求項１から７のいずれかに記載の方法。
【請求項９】
　前記２つ以上のインスタンスグループの各グループは、各自異なる種類のコンピューテ
ィングリソースインスタンス、または前記クラスタ上での前記分散アプリケーションの前
記実行において各自異なる役割を有するコンピューティングリソースインスタンスを備え
る、
　請求項１から８のいずれかに記載の方法。
【請求項１０】
　前記検出は、コンピューティングリソースインスタンスの前記クラスタの外部のコンピ
ューティングリソース上で実施される外部サービスにより実行され、
　前記開始は、前記トリガ条件が満たされたという開示を前記外部サービスから受信する
ことに応じて行われる、
　請求項１から９のいずれかに記載の方法。
【請求項１１】
　前記クラスタの前記作成は、ＭａｐＲｅｄｕｃｅ分散コンピューティングフレームワー
クに従って、コンピュートノードのクラスタとして、前記２つ以上のインスタンスグルー
プそれぞれに前記１つまたは複数のコンピューティングリソースインスタンスを含むコン
ピューティングリソースインスタンスの集合を構成することを含む、請求項１から１０の
いずれかに記載の方法。
【請求項１２】
　コンピューティングリソースインスタンスの前記クラスタは、１つまたは複数の仮想化
コンピューティングリソースインスタンスもしくは仮想化格納リソースインスタンスを備
える、請求項１から１１のうちのいずれかに記載の方法。
【請求項１３】
　プログラム命令を記憶する非一時的コンピュータアクセス可能記憶媒体であって、前記
プログラム命令は、１つまたは複数のコンピュータ上で実行されると、前記１つまたは複
数のコンピュータに分散コンピューティングサービスを実施させ、
　前記分散コンピューティングサービスは、
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　分散アプリケーションを実行するように構成される仮想化コンピューティングリソース
インスタンスのクラスタと、
　１つまたは複数のクライアントが前記分散コンピューティングサービスと対話する手段
であるインタフェースと、
　自動スケーリング規則エンジンと
　を備え、
　前記分散コンピューティングサービスは、
　前記インタフェースを通して前記分散コンピューティングサービスのクライアントから
、真と評価されると自動スケーリング動作を実行するトリガ条件を表す式を定義する情報
、前記式が真と評価されたことに応じて行われるべきスケーリング行動を指定する情報を
含む自動スケーリングポリシーを定義する入力、並びに前記自動スケーリングポリシーが
適用される前記クラスタの前記仮想化コンピューティングリソースインスタンスの部分集
合を特定する入力を受信する
　ように構成され、
　前記自動スケーリング規則エンジンは、
　前記分散アプリケーションの実行中に、前記実行中に生成された１つまたは複数のメト
リクスに依拠して、前記式が真と評価されることを特定し、
　前記特定に応じて、前記自動スケーリングポリシーが適用される前記クラスタの前記仮
想化コンピューティングリソースインスタンスの前記部分集合に１つまたは複数のインス
タンスを追加する動作、または前記自動スケーリングポリシーが適用される前記クラスタ
の前記仮想化コンピューティングリソースインスタンスの前記部分集合から１つまたは複
数のインスタンスを削除する動作を含む前記自動スケーリング動作の実行を開始する
　ように構成される、
　非一時的コンピュータアクセス可能記憶媒体。
【請求項１４】
　前記式は、前記分散アプリケーションの前記実行中に生成された前記１つまたは複数の
メトリクスのうちの１つの値、前記分散アプリケーションの前記実行中に生成された前記
メトリクスのうちの１つに指定された最小または最大閾値、前記分散アプリケーションの
前記実行中に生成された前記メトリクスのうちの１つの最小または最大閾値が破られた時
間の長さ、曜日、日付、時刻、経過時間、推定時間、リソース使用メトリク、費用メトリ
ク、前記分散アプリケーションのためのタスクを実行完了するための推定時間、または前
記分散アプリケーションのために実行されるべき保留タスクの数、以上のうちの１つまた
は複数に依拠する、請求項１３に記載の非一時的コンピュータアクセス可能記憶媒体。
【請求項１５】
　分散アプリケーションを実行するように構成される仮想化コンピューティングリソース
インスタンスのクラスタと、
　１つまたは複数のクライアントが分散コンピューティングサービスと対話する手段であ
るインタフェースと、
　自動スケーリング規則エンジンと
　を備える分散コンピューティングサービスであって、
　前記分散コンピューティングサービスは、
　前記インタフェースを通して前記分散コンピューティングサービスのクライアントから
、真と評価されると自動スケーリング動作を実行するトリガ条件を表す式を定義する情報
、前記式が真と評価されたことに応じて行われるべきスケーリング行動を指定する情報を
含む自動スケーリングポリシーを定義する入力、並びに前記自動スケーリングポリシーが
適用される前記クラスタの前記仮想化コンピューティングリソースインスタンスの部分集
合を特定する入力を受信する
　ように構成され、
　前記自動スケーリング規則エンジンは、
　前記分散アプリケーションの実行中に、前記実行中に生成された１つまたは複数のメト
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リクスに依拠して、前記式が真と評価されることを特定し、
　前記特定に応じて、前記自動スケーリングポリシーが適用される前記クラスタの前記仮
想化コンピューティングリソースインスタンスの前記部分集合に１つまたは複数のインス
タンスを追加する動作、または前記自動スケーリングポリシーが適用される前記クラスタ
の前記仮想化コンピューティングリソースインスタンスの前記部分集合から１つまたは複
数のインスタンスを削除する動作を含む前記自動スケーリング動作の実行を開始する
　ように構成される、
　分散コンピューティングサービス。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　多数の企業及び他の組織が、例えば同じ場所に配置された（例えばローカルネットワー
クの一部として）、あるいは地理的に多数の別個の場所に配置された（例えば１つまたは
複数のプライベートもしくはパブリック中間ネットワークを介して接続された）コンピュ
ーティングシステム等により、自身の業務を支援するために、多数のコンピューティング
システムを相互接続するコンピュータネットワークを運用している。例えば、単一の組織
により及び単一の組織のために運用される私設データセンタ、並びに顧客すなわちクライ
アントにコンピューティングリソースを提供する事業体により運用される公衆データセン
タ等、著しい数の相互接続されたコンピューティングシステムを収容するデータセンタは
、今ではもう珍しくない。一部の公衆データセンタ運営者は、様々なクライアントが所有
するハードウェアに対しネットワークアクセス、電力、安全な設置施設を提供し、一方他
の公衆データセンタ運営者は、自身のクライアントにより利用可能なハードウェアリソー
スも含む「完全なサービス」施設を提供する。このような大規模システムの実施例には、
オンライン商人、インターネットサービスプロバイダ、写真処理サービス等のオンライン
ビジネス、企業ネットワーク、クラウドコンピューティングサービス（大量及び／または
複雑な計算を実行する高性能コンピューティングサービスを含む）、ウェブベースホステ
ィングサービス等が含まれる。これらのエンティティは、地理的に別々の場所に収容され
、かつ毎日または毎時でも大量（例えば数百万）のトランザクションを処理するように構
成される多数のコンピューティングデバイス（例えば数千のホスト）の形態で、コンピュ
ーティングリソースを保持し得る。
【０００２】
　汎用ハードウェアの仮想化技術の出現により、大規模なコンピューティングリソースの
管理に関連した恩恵が多様なサービス要望を持つ多数の顧客に与えられ、様々なコンピュ
ーティングリソース及びサービスが多数の顧客により効率的かつ安全に共有可能となった
。例えば、仮想化技術は、単一の物理コンピューティングマシンがホスティングする１つ
または複数の仮想マシンを各ユーザに提供することにより、単一の物理コンピューティン
グマシンを多数のユーザ間で共有することを可能にし得る。明確な論理コンピューティン
グシステムとして機能するソフトウェアシミュレーションであるこのような仮想マシンは
各自、ユーザに、自分が所定のハードウェアコンピューティングリソースの唯一の操作者
及び管理者であると錯覚させ、また同時に様々な仮想マシン間におけるアプリケーション
分離と安全性を提供する。さらに、いくつかの仮想化技術は、多数の別個の物理コンピュ
ーティングシステムにわたる、多数の仮想プロセッサを有する単一の仮想マシン等、２つ
以上の物理リソースにわたる仮想リソースを提供可能である。別の実施例として、仮想化
技術は、多数のデータ格納デバイスにわたり分散され得る仮想化データストアを各ユーザ
に提供することにより、データ格納ハードウェアを多数のユーザ間で共有することを可能
にし得る。明確な論理データストアとして機能するこのような仮想化データストアは各自
、ユーザに、自分がデータ格納リソースの唯一の操作者及び管理者であると錯覚させる。
【０００３】
　これらのリソースを利用してデータを処理する１つの従来の手法は、分散、並列コンピ
ューティングを行うＭａｐＲｅｄｕｃｅモデルである。ＭａｐＲｅｄｕｃｅシステムにお
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いて、大きなデータ集合は、より小さいチャンクに分割され、より小さいチャンクは、処
理の初期「マップ」段階のクラスタ内の多数のコンピューティングノードに分散され得る
。多数のノードはまた、マップ段階の結果に基づいて、処理の第２「リデュース」段階を
実行し得る。ＭａｐＲｅｄｕｃｅクラスタを実施するものをいくつか含む様々なクラスタ
ベース分散コンピューティングシステムにおいて、クラスタ内のコンピュートノードによ
りアクセスされるデータは、クラスタの仮想化リソースインスタンス内に、及び／または
クラスタの仮想化リソースインスタンスとは別のデータ格納システムに、記憶され得る。
ＭａｐＲｅｄｕｃｅクラスタを実施する既存のシステムにおいて、容量は、通常コマンド
ラインインタフェースを通してシステムのＡＰＩを呼び出すことにより、通常手動でのみ
追加または削除され得る（例えば個別独立動作として）。従って、ＭａｐＲｅｄｕｃｅク
ラスタは、たびたび過小または過大プロビジョニングされ、遅延（過小プロビジョニング
による）または浪費（過大プロビジョニングによる）をもたらす。
【図面の簡単な説明】
【０００４】
【図１】ＭａｐＲｅｄｕｃｅクラスタの自動スケーリングを実施するサービスプロバイダ
システムの一実施形態を例示するブロック図である。
【図２】ノードのクラスタの自動スケーリングを実行する方法の一実施形態を例示するフ
ロー図である。
【図３】一実施形態による、ＭａｐＲｅｄｕｃｅジョブを実行する例示的システム環境を
示す。
【図４】分散コンピューティングシステムにおいてＭａｐＲｅｄｕｃｅ型データ処理アプ
リケーションを実行する方法の一実施形態を例示するフロー図である。
【図５】一実施形態による、ＭａｐＲｅｄｕｃｅジョブを実行するように構成されるワー
カノードを例示する。
【図６】仮想化コンピューティングリソースインスタンスのクラスタに対する自動スケー
リングポリシーを定義する方法の一実施形態を例示するフロー図である。
【図７】ＭａｐＲｅｄｕｃｅクラスタの自動スケーリングを実行する方法の一実施形態を
例示するフロー図である。
【図８】ＭａｐＲｅｄｕｃｅクラスタにおいてインテリジェント縮小動作を実行する方法
の一実施形態を例示するフロー図である。
【図９】コンピューティングリソースインスタンスのクラスタの自動スケーリングを実施
する際、監視サービスを採用する方法の一実施形態を例示するフロー図である。
【図１０】仮想化格納リソースをサービスとしてクライアントに提供するオブジェクト格
納モデルの例示的実施形態を示す。
【図１１】分散コンピューティングシステムにおいてデータ格納を提供する方法及び装置
の実施形態が実施され得る例示的サービスプロバイダネットワーク環境を示す。
【図１２】いくつかの実施形態による、ブロックベース格納サービスを含む多数のネット
ワークベースサービスを実施するプロバイダネットワークを例示するブロック図である。
【図１３】少なくともいくつかの実施形態による、例示的プロバイダネットワーク環境を
示す。
【図１４】いくつかの実施形態による、ＩＰトンネリング技術を使用してネットワーク基
板上でオーバーレイネットワークを実施する例示的データセンタを示す。
【図１５】少なくともいくつかの実施形態による、格納仮想化サービス及びハードウェア
仮想化サービスをクライアントに提供する例示的プロバイダネットワークのブロック図で
ある。
【図１６】少なくともいくつかの実施形態による、仮想化プライベートネットワークを少
なくともいくつかのクライアントに提供する例示的プロバイダネットワークを示すブロッ
ク図である。
【図１７】少なくともいくつかの実施形態による、本明細書において説明される技術を実
施するように構成される例示的コンピュータシステムを示すブロック図である。
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【発明を実施するための形態】
【０００５】
　本明細書において、実施形態は、いくつかの実施形態及び例示的図面の実施例を通して
説明されるが、説明される実施形態または図面に実施形態は限定されないことを、当業者
は認識するであろう。図面とその詳細説明には、実施形態を開示される特定の形態に限定
する意図はなく、それとは反対に、添付の請求項により定義される趣旨及び範囲に入る全
ての変更、均等物、及び代替案を包含する意図があることを理解されたい。本明細書にお
いて使用される見出しは、構成目的でのみ用いられ、説明または請求項を限定するために
用いられることを意図しない。本出願を通して使用される英単語「ｍａｙ(
してもよい）」は、義務的な意味（すなわち「～しなければならない」という意味）では
なく、許容的な意味（すなわち「～する可能性がある」という意味）で使用される。同様
に、英単語「ｉｎｃｌｕｄｅ（含む）」、「ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ（含んでいる）」、及び
「ｉｎｃｌｕｄｅｓ（含む）」は「含むが、その対象に限定されない」ことを意味する。
【０００６】
　クラスタベースの分散コンピューティングシステム（例えばＡｐａｃｈｅ（商標）Ｈａ
ｄｏｏｐ（登録商標）フレームワーク）におけるコンピューティングリソースインスタン
スの自動スケーリングを実施する方法及び装置の様々な実施形態が、本明細書において説
明される。いくつかの実施形態において、これらの技術は、クライアント（例えばサービ
スの顧客であるエンドユーザ、サービス加入者、または第三者サービスがサービスと対話
する際用いるクライアントアプリケーション）からのクラスタ自動スケーリングを有効化
する要求に応じて、分散コンピューティングサービスにより自動で（例えばプログラムに
より）適用され得る。本明細書においてより詳しく説明されるように、クライアントは、
クラスタに対するアプリケーションの実行中に監視対象となるメトリクスを定義し、自動
スケーリングトリガ条件（例えば監視されるメトリクスに依拠する条件）を含む自動スケ
ーリングポリシーを定義または選択し得る。いくつかの実施形態において、ポリシーは、
条件が満たされた場合に行われるべきスケーリング行動を定義し、クラスタ（またはクラ
スタの部分集合）内の容量で増加または減少されるべき量を指定し、ポリシーが適用され
るクラスタの部分を特定し得る。
【０００７】
　Ｈａｄｏｏｐフレームワークにおける作業負荷は、本来非常に急上昇し急降下する傾向
にあり、多くの場合バッチ指向であり、ある時間内に多くのリソースを消費し、その後自
身のリソース要求を縮小させ得る。さらに、分散コンピューティングシステム（例えばク
ラウドベースシステム）内のリソースは、必要な時にプロセスがリソースを取得し、その
後これらを手放すという点において、多少代替可能である。本明細書において説明される
システム及び方法は、これらのモデルの両方を採用するシステム内のコンピューティング
リソースインスタンスを管理するために使用され得る。例えば、これらは、作業負荷に基
づいて、プログラムによりクラスタを拡張または縮小するために使用され得る。いくつか
の実施形態において、どの程度の容量を必要とするかわからないサービスプロバイダの顧
客は、小さいクラスタ（例えば１つまたは２つのノードを有する１つのクラスタ）を作成
し、本明細書において説明される自動スケーリングを有効化することにより、システムが
実際の需要に基づいて拡張する時と拡張するかどうかを決定することを許可し得る（やみ
くもな推定に基づいて作成時にクラスタを正しいサイズに形成しようとするのではなく）
。
【０００８】
　既存の自動スケーリング解決策は通常、均一のノード（例えば全てが同一のソフトウェ
アを実行しているノード）を有するシステムにおけるステートレス作業負荷のために設計
される。例えば、これらは、データ損失が問題ではないウェブフロントエンドをスケーリ
ングするのに使用され得る。しかしながら、ＭａｐＲｅｄｕｃｅクラスタは、データを含
むノードのいくつかのグループと、データを含まないノードの他のグループとを有し、部
分的にステートレスであり、かつ部分的にステートフルであり得る。従って、既存の自動
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スケーリング手法は、データ（ステート）を損失することの影響が大きくあり得る当状況
において好適ではあり得ない。いくつかの実施形態において、本明細書において説明され
る自動スケーリング技術は、スケーリングを行う時（例えばクラスタ容量を削減する時）
にデータ損失及び／またはジョブ障害の可能性を考慮するように構成され得る。これらの
技術は、ジョブの再スケジューリングを最小化し、データ損失の確率を低減させるために
、使用され得る。いくつかの実施形態において、異なる種類のコンピュートエンジンが、
コンピューティングリソースインスタンスのクラスタ上のコンテナサービス内で実行され
、それぞれが、クラスタスケーリング中に考慮されるべき独自のビヘイビア及び特性を有
する。例えば、一部のクラスタは、一種のエンジンであるＭａｐＲｅｄｕｃｅまたはＨａ
ｄｏｏｐフレームワークを実施し得る。他のクラスタは、ＡｐａｃｈｅからのＳｐａｒｋ
（商標）フレームワークに基づくエンジン、またはＦａｃｅｂｏｏｋ社からのＰｒｅｓｔ
ｏＳＱＬクエリエンジンを実行し得る。これらの例示的エンジンは、ＭａｐＲｅｄｕｃｅ
手法を使用しないため、ＭａｐＲｅｄｕｃｅクラスタと比較すると、異なるクラスタ内ス
テート取扱概念、異なるステートフルまたはステートレス定義方法、並びに異なるステー
ト喪失ペナルティを有する。従って、これらの異なるエンジンの自動スケーリングポリシ
ーは、ＭａｐＲｅｄｕｃｅクラスタにおいて使用されるものと比較すると、異なるステー
ト情報管理方法、異なるスケーリング開示、異なるジョブ進捗開示、及び／または基礎ク
ラスタをスケーリングする時及びスケーリングするかどうかを決定するための異なる主要
指標を有し得る。
【０００９】
　本明細書において説明されるシステムのいくつかの実施形態において、異なる自動スケ
ーリングポリシーが、異なるクラスタに対し、及び／またはクラスタ内の異なるノードに
対し（もしくはクラスタ内の異なるノードグループに対し）適用され、システムは、ノー
ドが重要なステート情報を記憶する場合（例えばノードがデータを記憶しているため問題
なく廃止することは不可能である場合）、あるいはクラスタに対し実行されている分散ア
プリケーションまたはエンジンのビヘイビアと一貫性がなくなる場合、動作中にノードを
削除して容量を削減することを回避し得る。言い換えると、既存の自動スケーリング解決
策とは異なり、本明細書において説明されるシステムは、スケーリング目的でクラスタ内
の全てのノードを同じように処理するのではなく、ノードのうちの少なくとも一部の独特
のビヘイビアに起因して、スケーリング動作にインテリジェンスを適用し得る。
【００１０】
　スケーリング判定を行う時に、既存の解決策の場合のように、マシン内の性能の標準指
標を主に頼りにする（例えばＣＰＵとメモリとＩ／Ｏの性能指標を頼りに、これらの急上
昇のうちの１つの時に拡張する）のではなく、本明細書において説明されるシステムは、
スケーリング判定を行う時に、アプリケーションプロバイダにより選ばれ、及び／または
アプリケーションの特定の活動をより深く調べるヒューリスティックを採用し得る（例え
ば保留のコンテナの数、完了したジョブのパーセント数、現クラスタを拡張せずに現クラ
スタ内でジョブは終了可能か否か等）。いくつかの実施形態において、本明細書において
説明されるシステムは、より設定可能な（及び／または顧客主導の）自動スケーリングポ
リシーを採用し、また顧客により定義される非生産的な自動スケーリングポリシーを実行
することを回避するいくつかの組込安全機能を実施し得る。
【００１１】
　前述のように、ＭａｐＲｅｄｕｃｅフレームワーク内で実施される分散アプリケーショ
ンは、他の分散アプリケーションとは異なる自動スケーリング手法を求め得る。例えば、
これらのアプリケーションの大半には、マスタノードの概念が存在し、クラスタ内にワー
カノードのグループが存在する。マスタノードは、ワーカノード（例えばデータノード）
とは非常に異なった働きをする。このようなアプリケーションでは、クラスタの自動スケ
ーリングポリシーは、例えばマスタノードを削除することを抑制しなければならない。
【００１２】
　いくつかの実施形態において、ＭａｐＲｅｄｕｃｅクラスタ（例えばＨａｄｏｏｐクラ
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スタ）は、分散ファイルシステム（例えばＨａｄｏｏｐ分散ファイルシステム、すなわち
ＨＤＦＳ）を含み得る。クラスタのオペレータは、ファイルシステムの使用率が所定の閾
値を超える場合に、クラスタに対し格納容量を追加することを所望し得る。本明細書にお
いて説明されるシステムにより、オペレータは、使用率が８０％を超えた場合にシステム
が自動で（例えばプログラムにより）オペレータの代わりに容量を追加するような自動ス
ケーリングポリシーを、作成することが可能となり得る。反対に、頻繁にクラスタを立ち
上げる顧客には、クラスタ（またはクラスタの特定ノード）が何もしておらず、その存在
自体が忘れられているという問題がある。本明細書において説明されるシステムにより、
顧客は、ある規則に基づいて容量を削減する（またはクラスタ全体を閉じる）自動スケー
リングポリシーを定義することが可能となり得る。例えば、ある時間にわたってＣＰＵ使
用率が全くなかったこと、またはある時間にわたってジョブの数がゼロであったことを監
視プロセスが観察した場合、システムは、クラスタの容量を削減するスケーリング動作を
引き起こす、またはクラスタを縮小させるもしくは終了させることを記憶すべきクラスタ
動作なしにクラスタを閉じるように構成され得る（顧客定義の自動スケーリングポリシー
を通して）。言い換えると、いくつかの実施形態において、自動スケーリング規則は、時
間以外のデフォルトまたはカスタムのクラスタレベル、ノードレベル、またはアプリケー
ションレベルのメトリクスに加えて（またはその代わりに）、時間構成要素を含み得る。
例えば、２時間を超える時間ＨＤＦＳ使用率が９０％を超える場合にクラスタは拡張しな
ければならないこと、並びに１時間を超える時間クラスタが遊休状態である場合には縮小
しなければならないことを、顧客は指定可能であり得る。いくつかの実施形態において、
自動クラスタスケーリングは、サービスプロバイダの顧客が自身の費用を削減することを
可能にし（例えば余剰容量を取り除くことにより）、顧客が自身の性能目標またはサービ
スレベル合意に合うように手伝う（例えば著しい需要がある場合には自動で容量を追加す
ることにより）。いくつかの実施形態において、所定の時間にわたってデフォルトまたは
カスタムのメトリクの特定閾値を超えた場合、全ての保留ジョブを完了するための推定時
間が指定サービスレベル合意を超える場合、または他の自動スケーリング規則に従って、
ある曜日（または日付）に、及び／またはある時刻に、クラスタが自動で拡張または縮小
しなくてはならないことを指定する自動スケーリングポリシーを、顧客は定義可能であり
得る。
【００１３】
　いくつかの実施形態において、顧客が自身の規則を指定し得るのではなく、システムが
分散コンピューティングシステムまたはサービスプロバイダにより設定されたデフォルト
の規則を適用し得る。例えば、いくつかのシステムは、デフォルトの時間数を超える時間
ＨＤＦＳ使用率がデフォルト最大使用率閾値を超える場合に、システムが自動でクラスタ
に対しＨＤＦＳ容量を追加することを指定するデフォルトの自動スケーリング規則を含み
得る。いくつかの実施形態において、本明細書において説明される自動スケーリング技術
は、顧客が常に自身のクラスタ内に適切な容量を確保できるように支援し得る。いくつか
の実施形態において、自動スケーリング規則は、費用メトリクを含み得る。例えば、顧客
が容量を拡張させたい期間、並びに増加容量に対し顧客が支払う意志のある最大費用を指
定する自動スケーリングポリシーを顧客は定義し、そしてシステムは、指定最大費用を超
えずにクラスタの容量を増加可能な場合にのみ、当期間中にクラスタの容量を増加させる
ように構成され得る（例えば所定の費用閾値未満である、追加リソースインスタンスのオ
ンデマンドまたはスポット市場価格設定を活用することで）。別の実施例において、容量
は特定使用率レベルに維持されるべきであること、または毎時費用を所定の最大費用未満
に維持している間は可能な限り容量を増加させるべきであることを指定する自動スケーリ
ングポリシーを、顧客は定義し得る。いくつかのこのような実施形態において、インスタ
ンス価格設定は毎時１回評価され、各評価後に容量は追加または削除され得る。評価にお
いて、価格変化は、費用閾値を超えずに取得可能な容量に影響を及ぼす。いくつかの実施
形態において、自動スケーリングポリシーは、他の種類の目標ベースまたは対象ベース規
則を含み得る。いくつかの実施形態において、クラスタの障害に応じて、その後任となる
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新たなクラスタが起動され、新たなクラスタは、増える作業負荷に対応するために経時的
に自動で拡張され得る。
【００１４】
　後により詳しく説明されるように、本明細書において説明されるシステムは、分散コン
ピューティングクラスタ（ＭａｐＲｅｄｕｃｅクラスタ等）内の特定インスタンスグルー
プを対象とする顧客定義の自動スケーリングポリシーの使用を支援し、これらポリシーは
、ある種のトリガ（例えば時間、曜日、日付、または費用トリガ）と共に、自動スケーリ
ング規則エンジンに対し発せられる、または自動スケーリング規則エンジンにより利用可
能となったデフォルト及び／もしくはカスタム（ユーザ定義）のメトリクスの任意の組み
合わせに依拠する自動スケーリング規則を含み得る。例えば、Ｈａｄｏｏｐフレームワー
クにより、Ｈａｄｏｏｐ　Ｙａｒｎ（ジョブごとの保留仕事量またはコンテナごとの保留
ジョブ数への洞察を与えるメトリクスを発するＨａｄｏｏｐフレームワークのジョブスケ
ジューリング兼クラスタリソース管理コンポーネント）により、またはＨＤＦＳ（利用可
能容量及び残存容量等のメトリクスを発する）により発せられるデフォルトのメトリクス
のうちのいずれかが、自動スケーリングトリガ条件を定義する自動スケーリングポリシー
内の式において使用され得る（追加カスタムメトリクスの有無にかかわらず）。下記によ
り詳しく説明されるように、いくつかの実施形態において、自動スケーリング技術は、ク
ラスタ内の容量を削減する時に、どのノードが削除にふさわしいかを、ノードの種類、ロ
ール、ビヘイビア、及び／またはノードが対応するように構成される作業負荷に基づいて
、決定し得る。例えば、いくつかの実施形態において、１つまたは複数のインスタンスグ
ループは、コアノード（例えば格納を有し、ジョブを実行するように設計されたノード）
を含み、１つまたは複数の他のインスタンスグループは、タスクノード（例えばジョブを
管理するためだけに設計されたノード）を含み得る。いくつかの実施形態において、Ｍａ
ｐＲｅｄｕｃｅクラスタ内の様々なノードは、異なるデーモン集合を作動させ、各ノード
上で作動するデーモン集合は、ノードが所属するインスタンスグループに基づいて決定さ
れ得る。いくつかの実施形態において、システムは、縮小を行う時にノードを終了させる
順序を、異なる実施形態により、ノードがデータを格納しているか否かに基づいて、分散
アプリケーションのためにノードが現在タスクを実行しているか否かに基づいて、または
分散アプリケーションのために様々なノード上で実行されているタスクの相対的進捗に基
づいて、決定し得る。
【００１５】
　前述のように、本明細書において説明される技術は、自動スケーリングを、ユーザの特
有アプリケーション及びクラスタアーキテクチャと合わせてユーザがカスタマイズ可能な
ように提供し得る。例えば、Ｈａｄｏｏｐクラスタにおいて自動スケーリング判定を行う
のに（例えば本明細書において時にコアノードと称される格納ノードを追加または削除す
る動作を引き起こすために）、ＨＤＦＳ使用率（格納使用メトリク）は役立つメトリクで
あり、これらＨａｄｏｏｐクラスタには、ログのバッチ処理を行うように構成されるＨａ
ｄｏｏｐクラスタが含まれる（顧客が容量不足を望まない場合）。しかしながら、分析（
主にメモリ限界）のためにＰｒｅｓｔｏＳＱＬアプリケーションを採用するシステムにお
いて、自動スケーリング判定を行うのに（すなわちクラスタ範囲メモリ容量を管理するた
めに）使用されるより興味深いメトリクは、メモリ使用率であり得る（例えば「全メモリ
利用可能」）。このようなシステムにおいて、ユーザは、クラスタのサイズ変更を引き起
こす規則をきめ細かく制御することを所望し得る。
【００１６】
　図１は、本明細書において説明される、ＭａｐＲｅｄｕｃｅクラスタの自動スケーリン
グを実施するサービスプロバイダシステムの一実施形態を例示するブロック図である。当
実施例において、プロバイダネットワーク１００は、可用性ゾーン１４０において（例え
ば特定領域または施設において）、ＭａｐＲｅｄｕｃｅクラスタ１２０と、リソースプー
ル１３０内の追加リソースとを含む。別の実施形態において、サービスプロバイダネット
ワーク（及びいくつかの事例ではサービスプロバイダネットワーク内で実施されるＭａｐ
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Ｒｅｄｕｃｅクラスタ）は、多数のこのような可用性ゾーンにわたって分散され得る（図
示せず）。当実施例において、ＭａｐＲｅｄｕｃｅクラスタ１２０は、インスタンスグル
ープ１２１Ａ（少なくともインスタンス１２５Ａ及び１２５Ｃを包含）、インスタンスグ
ループ１２１Ｂ（少なくともインスタンス１２５Ｄ及び１２５Ｆを包含）、及びインスタ
ンスグループ１２１Ｃ（少なくともインスタンス１２５Ｇ及び１２５Ｉを包含）を含む仮
想化リソースインスタンスの多数のグループを備える。ＭａｐＲｅｄｕｃｅクラスタ１２
０はまた、１つまたは複数の監視コンポーネント１２４と、自動スケーリングポリシー情
報１２６とを含む。当実施例において、リソースプール１３０は、予約インスタンスプー
ル１３１Ａ（少なくともインスタンス１３５Ａ及び１３５Ｂを含む）と、オンデマンドイ
ンスタンスプール１３１Ｂ（少なくともインスタンス１３５Ｄ及び１３５Ｅを含む）と、
スポットインスタンスプール１３１Ｃ（少なくともインスタンス１３５Ｇ及び１３５Ｈを
含む）とを備える。いくつかの実施形態において、ＭａｐＲｅｄｕｃｅクラスタ（Ｍａｐ
Ｒｅｄｕｃｅクラスタ１２０等）内のインスタンスグループのうちの１つの容量を増加さ
せる場合、様々なリソースプール（リソースプール１３０等）から１つまたは複数の利用
可能なインスタンスが、当インスタンスグループへ追加され得る。反対に、ＭａｐＲｅｄ
ｕｃｅクラスタ（ＭａｐＲｅｄｕｃｅクラスタ１２０等）内のインスタンスグループのう
ちの１つの容量を減少させる場合、適用リソース管理ポリシー及び／またはサービス合意
に従って、ＭａｐＲｅｄｕｃｅクラスタ内の１つまたは複数のインスタンスが様々なリソ
ースプール（リソースプール１３０等）へ返却され得る。
【００１７】
　図１に例示され、本明細書においてより詳しく説明されるように、いくつかの実施形態
において、プロバイダネットワーク１００は、監視サービス兼メトリクスアグリゲータ１
６０（監視コンポーネント１２４からメトリクス情報を収集または受信し、その後これら
のメトリクスのうちの少なくともいくつかを集約し得る）と、自動スケーリング規則エン
ジン１６５（収集された、受信された、及び／または集約されたメトリクスに依拠し、か
つ自動スケーリングトリガ条件を示す式を、評価し得る）と、リソースマネジャ１５０と
、リソース管理データベース１７０とを備え得る。いくつかの実施形態において、自動ス
ケーリングトリガ条件が真と評価されたとの判断に応じて、自動スケーリング規則エンジ
ン１６５は、自動スケーリングが行われるべきであることを示す通知をリソースマネジャ
１５０へ送信し、これに応じてリソースマネジャ１５０は、作用対象インスタンスグルー
プ（複数可）に対するリソース容量の追加または削除を開始し得る。
【００１８】
　いくつかの実施形態において、リソースマネジャ１５０はクライアントインタフェース
を含み、これを通して１つまたは複数のクライアント１１０は、プロバイダネットワーク
１００と対話して、分散コンピューティングサービス（自動スケーリングサービスを含み
得る）を受け得る。例えば、いくつかの実施形態において、クライアント１１０は（クラ
イアントインタフェース１５５を通して）、ＭａｐＲｅｄｕｃｅクラスタ１２０内のイン
スタンスグループのうちの１つまたは複数の特定インスタンスグループに対し適用される
自動スケーリングポリシーを定義し得る。各ポリシーは、ＭａｐＲｅｄｕｃｅクラスタ１
２０に対し分散アプリケーションを実行する時に評価される式（例えば自動スケーリング
トリガ条件）を定義し、式が真と評価された時に取るスケーリング行動を指定し（例えば
容量の追加または削除）、容量を増加もしくは減少させる量または率を指定し、並びに／
またはポリシーが適用されるクラスタ（及び／またはクラスタのインスタンスグループ（
複数可））を特定し得る。いくつかの実施形態において、ユーザ定義ポリシー（及び／ま
たはサービスにより対応される任意のデフォルトの自動スケーリングポリシー）を示す情
報、並びにポリシーとＭａｐＲｅｄｕｃｅクラスタ１２０（または当クラスタの特定イン
スタンスグループ）との対応付けは、リソース管理データベース１７０に格納され得る。
【００１９】
　いくつかの実施形態において、リソース管理データベース１７０はまた、他の種類のリ
ソース管理情報も格納し得る。例えば、リソース管理データベース１７０は、クライアン
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ト１１０の過去のタスク実行履歴、リソース使用率履歴、課金履歴、及びクライアントの
タスクに使用可能であり得るリソースインスタンスの所定集合に関する全体リソース利用
傾向を含み得るリソース利用状況データを格納し得る。いくつかの事例において、リソー
スマネジャ１５０は、リソースインスタンスの所定集合の過去のリソース利用状況データ
及び傾向を使用して、将来のリソース利用状況の予測を展開し、そして実行計画を展開す
る際、または様々な自動スケーリング行動（例えばクライアント１１０により、またはク
ライアント１１０のために選択及び／または定義された自動スケーリングポリシーに基づ
いて自動スケーリング規則エンジン１６５により引き起こされている行動）を実行する方
法及び／または時を特定する際に、これらの予測を使用し得る。
【００２０】
　ノードのクラスタの自動スケーリングを実行する方法の一実施形態が、図２におけるフ
ロー図により例示される。２１０に示されるように、当実施例において、方法は、サービ
スプロバイダまたはサービスが、１つまたは複数の自動スケーリングポリシーとノードの
クラスタとを対応付ける入力を、クライアントから受信することを含み得る。当実施例に
おいて示されるように、それぞれのポリシーは、１つまたは複数のトリガ条件に依拠し、
トリガ条件が満たされた場合／時に行われるべき特定の自動スケーリング行動を指定し得
る（例えばクラスタ内、またはクラスタの中のインスタンスグループ内のノードの数を増
やすまたは減らす）。本明細書においてより詳しく説明されるように、ノードのクラスタ
は２つ以上の種類のノードをそれぞれのインスタンスグループに含み、異なるインスタン
スグループ内のノードに対し異なる自動スケーリングポリシーが適用され得ることに留意
されたい。様々な実施形態において、自動スケーリングポリシーのうちの少なくともいく
つかは、アプリケーション特有であり、及び／または特定種類の作業負荷への適用に特に
好適であり得る。
【００２１】
　当実施例において示されるように、方法はまた、２２０のように、ノードのクラスタに
対し分散アプリケーションの実行を開始することを含み得る。図２に示されるように、方
法は、２３０のように、アプリケーションの実行中に、トリガ条件（複数可）に関するメ
トリクスを収集及び／または集約することを含み得る。このようなメトリクス（そのうち
のいくつかはアプリケーション特有、作業負荷特有、及び／または特定インスタンスグル
ープ特有であり得る）の実施例が、本明細書において説明される。
【００２２】
　当実施例において示されるように、取得された及び／または集約されたメトリクスに基
づいて自動スケーリングトリガ条件が検出される（または分散アプリケーションの実行が
完了する）まで、またはそうでない限り、方法は、クラスタ内のノード数を全く変えるこ
となく、ノードのクラスタに対し分散アプリケーションの実行を続けることを含み得る。
これは図２において、２４０からの否定的矢印、及び２６０から２３０への肯定的矢印の
フィードバックにより、示される。しかしながら、２４０からの肯定的矢印で示されるよ
うに、取得された及び／または集約されたメトリクスに基づいて自動スケーリングトリガ
条件が検出された場合に及びその際に、方法は、２５０のように、対応自動スケーリング
行動を取ることを開始することを含み得る。例えば、クラスタ内（またはクラスタのイン
スタンスグループ内）のノードの数は、異なる実施形態において、対応自動スケーリング
トリガ条件が満たされたことに応じて、増加または減少され得る。
【００２３】
　当実施例において示されるように、方法は、分散アプリケーションの実行が完了する（
２６０の否定的矢印及び要素２７０で示される）まで、要素２３０～２５０において示さ
れる動作のうちのいずれか、または全てを適宜繰り返すことを含み得る。
【００２４】
　一般に、本明細書において説明される分散コンピューティングシステムにおいて、１つ
または複数のコンピュートノードは、データ格納からデータ集合の部分へアクセスし、デ
ータを処理し、処理したデータをデータ格納へ出力し得る（必ずしもではないが、データ



(13) JP 2018-518744 A 2018.7.12

10

20

30

40

50

集合がアクセスされたのと同一のデータ格納であり得る）。分散コンピューティングシス
テムは、分散コンピューティングフレームワークに従って、実施され得る。このような分
散コンピューティングシステムを実施するフレームワークの非限定的実施例として、Ａｐ
ａｃｈｅ（商標）Ｈａｄｏｏｐ（登録商標）オープンソースソフトウェアライブラリは、
単純なプログラミングモデルを使用してコンピュートノードのクラスタにわたる大きなデ
ータ集合の分散処理を可能にするフレームワークを提供する。当ライブラリは、ＭａｐＲ
ｅｄｕｃｅと呼ばれる分散処理アーキテクチャの実装を提供し、これはクラスタ上で並列
分散アルゴリズムにより大きなデータ集合を処理するプログラミングモデルを含む。
【００２５】
　様々な実施形態において、ＭａｐＲｅｄｕｃｅプログラムは、フィルタリング及び並べ
替えを行うＭａｐ（）プロシージャ（本明細書において時に「マッパプロセス」または「
マッパ」と称される）と、要約動作を行うＲｅｄｕｃｅ（）プロシージャ（本明細書にお
いて時に「リデューサプロセス」または「リデューサ」と称される）とを含み得る。例え
ば、当手法の下、並列アプリケーション（またはアプリケーションの並列計算またはタス
ク）は、処理用のコンピューティングノード（例えばホストまたはサーバ）の集合にマッ
ピングされ得る。これらのコンピューティングノードにより行われる計算の結果は、その
後、単一の出力データ集合にリデュースされ得る。マスタノードとして設計される１つの
ノードは、他のコンピューティングノード（例えば「ワーカノード」とも称され得るスレ
ーブノード）によるタスクの分散を制御し得る。いくつかの実施形態において、サービス
プロバイダは、仮想化リソースインスタンスの集りをＭａｐＲｅｄｕｃｅクラスタ内のコ
ンピューティングノードとしてプロビジョニングし、ＭａｐＲｅｄｕｃｅクラスタのコン
ピューティングノードは、オブジェクト格納サービスを介して仮想化格納リソースからデ
ータを取得し、及び／または仮想化格納リソースへデータを書き込み得る。ＭａｐＲｅｄ
ｕｃｅクラスタは任意の数のコンピューティングノードで作成されるが、ＭａｐＲｅｄｕ
ｃｅクラスタのコンピューティングノードの全てがマッパまたはリデューサとして割り当
てられる（または構成される）必要はないことに留意されたい。また、マッパプロセス（
またはリデューサプロセス）とコンピューティングノードとの間に１対１のマッピングは
（必ずしも）存在し得ないことに留意されたい。例えば、多数のマッパプロセスが、単一
のコンピューティングノード上で実行され得る。
【００２６】
　ＭａｐＲｅｄｕｃｅは、分散コンピューティング環境において、高性能コンピューティ
ング（ＨＰＣ）アプリケーションまたはその大量及び／または複雑な計算（例えば航空宇
宙もしくは機械工学のための計算流体力学シミュレーション、または分子流体力学シミュ
レーション）を実行するために採用され得る並列プログラミング技術である。いくつかの
実施形態において、本明細書において説明されるシステムは、クライアント（例えばクラ
イアントアプリケーション、エンドユーザ、サービス加入者、またはサービスの顧客であ
る第三者サービス）のためにＭａｐＲｅｄｕｃｅクラスタ上でプログラムが実行され得る
フレームワークを提供し得る。
【００２７】
　分散システムにおけるクラスタ（例えばＭａｐＲｅｄｕｃｅクラスタ）の自動スケーリ
ングを実施する方法及びシステムの様々な実施形態が、本明細書において説明される。図
３は、様々な実施形態による、本明細書に説明される自動スケーリング技術が実施され得
る例示的システム環境を示す。例示的システム環境は、分散計算システム３００を実施し
得る。分散計算システム３００は、１つまたは複数のマスタノード３１０と、ワーカノー
ド３２０Ａ～３２０Ｎ等の複数のワーカノード３２０とを含み得る。マスタノード３１０
（複数可）は、ワーカノード３２０により実行される計算を調整する１つまたは複数のコ
ーディネータプロセスを表し得る。ワーカノードはまた、本明細書において「ワーカホス
ト」「ワーカ」、または「ホスト」と称され得る。分散計算システム３００は、１つまた
は複数のネットワークまたは相互接続を使用して、様々なコンポーネントを接続し得る。
分散計算システム３００の構成要素は、同じコンピューティングハードウェア上にホステ
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ィングされる仮想コンピュートインスタンスから、同じデータセンタ内にホスティングさ
れる異なる物理コンピュートインスタンスまでが、地理的に遠隔となるように、相互に任
意の好適な場所に配置され得る。いくつかの実施形態において、マスタノード３１０（複
数可）及びワーカノード３２０は、ワーカノードがマスタノード（複数可）の指示の下で
同時に類似タスクを実行するＭａｐＲｅｄｕｃｅアーキテクチャを実施し得る。しかしな
がら、分散計算システム３００は、ＭａｐＲｅｄｕｃｅの代わりに、またはＭａｐＲｅｄ
ｕｃｅに加えて、他の種類の分散計算アーキテクチャを実施し得ると考えられる。
【００２８】
　分散計算システム３００を使用して、入力データ３６０の集合はワーカノード３２０に
より処理され、出力データ３７０の集合が生成され得る。入力データ３６０は、入力パー
ティション３６０Ａ、３６０Ｂ～３６０Ｎ等、複数のパーティションに分割され得る。入
力データ３６０のパーティションのうちの１つまたは複数は、それぞれのワーカノード３
２０に割り当てられ得る。入力データ３６０は、任意の好適な基準に基づいてパーティシ
ョンに分割され得る。例えば、パーティションの境界は、個々のレコード、個々のデータ
ライン等の間の境界に基づき得る。個別パーティションは、単一のワーカノードにより一
緒に処理されるように意図される関連アイテムまたはアイテムのファミリ等、入力データ
の要素を含み得る。３つのパーティション３６０Ａ、３６０Ｂ、及び３６０Ｎは例示目的
で示されるが、入力データの任意の好適な数のパーティションが分散計算システム３００
を使用して処理され得ると考えられる。図３に示される個別パーティションの個別ワーカ
ノードへの割り当ては、実施例及び例示の目的で示され、個別パーティションの個別ワー
カノードへの任意の好適な割り当てが、分散計算システム３００と共に使用され得ると考
えられる。
【００２９】
　いくつかの実施形態において、マスタノード３１０（複数可）は、例えば入力データの
パーティショニングの態様、及び／または個別パーティションの個別ワーカノードへの割
り当ての態様を行うことにより、入力データ３６０の個別パーティション（複数可）を個
別ワーカノードへ提供し得る。一実施形態において、マスタノード３１０（複数可）は、
パーティション割り当てを示すデータを個別ワーカノードへ送り、各ワーカノードは、任
意の好適な技術を使用して、入力データの自分の１つまたは複数のパーティションを取得
し得る。例を挙げると、ワーカノードは、例えばネットワークを介して、ワーカノードに
よりアクセス可能な１つまたは複数の格納デバイス内の１つまたは複数のファイルまたは
格納場所から、入力データの一部を読み出し得る。あるいは、マスタノード３１０（複数
可）は、ネットワークを使用して、関連パーティション（複数可）を個別ワーカノードへ
直接送り得る。様々な実施形態において、特定のワーカノードを使用して処理予定の入力
データのパーティション（複数可）は、パーティション（複数可）の処理が開始される前
に、部分的または全体的に特定のワーカノードにおけるメモリにロードされ得る。
【００３０】
　それぞれのワーカノード３２０は、入力データ３６０の１つまたは複数のパーティショ
ンに基づいて、出力データ３７０の１つまたは複数のパーティションを生成する任意の好
適な処理タスクを実行し得る。一実施形態において、ワーカノード３２０を使用して実施
される処理タスクは、例えばプログラムコードをワーカノードに送ることにより、または
１つまたは複数の格納場所からプログラムコードをロードするようにワーカノードに指示
することにより、マスタノード３１０（複数可）により提供され得る。ワーカノード３２
０により実行される処理タスクの少なくとも一部は、同時に、すなわちお互いに並列して
行われ得る。いくつかの実施形態において、それぞれのワーカノード３２０は、入力デー
タの自分のパーティション（複数可）を処理するために、類似タスクを実行し、及び／ま
たは類似アルゴリズムを実施し得る。入力データ３６０の処理の結果として、それぞれの
ワーカノード３２０は、出力データ３７０の１つまたは複数のパーティションを生成し得
る。２つの出力パーティション３７０Ａ及び３７０Ｎは例示目的で示されるが、任意の好
適な数の出力パーティションが分散計算システム３００を使用して生成され得ると考えら
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れる。それらがワーカノード３２０により生成されると、出力パーティション３７０Ａ～
３７０Ｎは、ワーカノードによりアクセス可能な１つまたは複数の格納デバイス上の１つ
または複数の格納場所に格納され得る。出力パーティション３７０Ａ～３７０Ｎは、最終
出力データとも称され得る。一実施形態において、出力パーティション３７０Ａ～３７０
Ｎはさらに、マスタノード（複数可）により、例えば個別パーティションを単一出力ファ
イルに集約または連結することで、処理され得る。
【００３１】
　それぞれのワーカノード３２０により実行される計算は、第１段階及び第２段階等の多
数の計算段階を含み得る。第１段階は、ワーカノード３２０Ａにより行われるマップ段階
３３０Ａ、及びワーカノード３２０Ｎにより行われるマップ段階３３０Ｎ等のマップ段階
（マッパプロセスが行われる）であり得る。第２段階は、ワーカノード３２０Ａにより行
われるリデュース段階３４０Ａ、及びワーカノード３２０Ｎにより行われるリデュース段
階３４０Ｎ等のリデュース段階（リデューサプロセスが行われる）であり得る。一実施形
態において、マップ段階は、入力データ３６０に基づいて中間出力を生成する任意の計算
（複数可）を含み得る。一実施形態において、中間出力は、パーティション化され得るが
並び替えられる必要はない。本明細書において使用されるように、用語「ｐａｒｔｉｔｉ
ｏｎｅｄ（パーティション化）」は、データの関連要素がパーティションに一緒にグルー
プ化されることを示す。通常、特定パーティション内のデータの要素は、同じホストを使
用して処理されるように意図される。一実施形態において、リデュース段階は、中間出力
に基づいて最終出力３７０を生成する任意の計算（複数可）を含み得る。例えば、リデュ
ース段階は、マップ段階により生成されるデータの要素を集約し得る。
【００３２】
　図３に例示されるように、いくつかの実施形態において、分散計算システム３００は、
ノードのクラスタの（例えばＭａｐＲｅｄｕｃｅクラスタの）自動スケーリングを実施す
る際採用される監視サービスを含み得る。例えば、様々な実施形態において、それぞれの
マスタノード３１０及び／またはワーカノード３２０は、監視コンポーネントを含み得る
、または同じシステム内の別個の監視コンポーネント（監視コンポーネント３５０等）と
対話し得る。別の実施形態において、監視コンポーネントは、サービスプロバイダネット
ワーク上の別のシステムにおいて実施され（例えば分散計算システム３００のコンピュー
トノード及び／または格納ノードのビヘイビアを特徴付ける関連メトリクスを収集及び／
または分析するサービスにおいて）、そして容量の追加もしくは削減を行う場合と時を決
定するように構成され得る。いくつかの実施形態において、監視コンポーネント３５０は
、このようなメトリクスを収及び分析し得る、またはメトリクスを収集して、それらを分
析のために別個の自動スケーリング規則エンジンへ渡し、その後、自動スケーリング規則
エンジンが、自動スケーリング行動を実行する必要があるか否か、及び必要がある時を決
定し得る（図示せず）。いくつかの実施形態において、自動スケーリング規則エンジンは
、分散計算システム３００の制御プレーンにおいて、または別のサービス（例えばシステ
ム内の格納サービス及び／またはハードウェア仮想化サービス）の制御プレーンにおいて
実施され得る。さらに別の実施形態において、自動スケーリング規則エンジンは、サービ
スプロバイダによる別個の自動スケーリングサービス内で実施され、本明細書において説
明される格納サービス及び／またはハードウェア仮想化サービスは、自動スケーリングサ
ービスのクライアントであり得る。
【００３３】
　分散計算システム３００は、図示されない追加コンポーネント、図示よりも少ないコン
ポーネント、または図示されるコンポーネントの異なる組み合わせ、構成、もしくは数量
を含み得ると考えられる。２つのワーカノード３２０Ａ及び３２０Ｎは例示目的で示され
るが、任意の好適な数のワーカノードが分散計算システム３００と合わせて使用され得る
と考えられる。１つのマスタノード３１０は例示目的で示されるが、任意の好適な数のマ
スタノード３１０が分散計算システム３００と合わせて使用され得ると考えられる。様々
な実施形態において、ワーカノード３２０のうちのいずれか、及び／またはマスタノード



(16) JP 2018-518744 A 2018.7.12

10

20

30

40

50

３１０（複数可）は、仮想コンピュートインスタンスとして、または物理コンピュートイ
ンスタンスとして実施され得る。分散計算システム３００は、１つまたは複数のコンピュ
ーティングデバイスを含み、そのうちのいずれかは、図１７に示される例示的コンピュー
タシステムと同様のコンピューティングデバイスにより実施され得る。様々な実施形態に
おいて、分散計算システム３００の異なるコンポーネントの機能は、同じコンピューティ
ングデバイスにより、または異なるコンピューティングデバイスにより提供され得る。様
々なコンポーネントのうちのいずれかが異なるコンピューティングデバイスを使用して実
施される場合には、それぞれのコンピューティングデバイスは、例えば１つまたは複数の
ネットワークを介して、通信可能に接続され得る。分散計算システム３００の各コンポー
ネントは、後述されるそれぞれの機能を実行するのに使用可能なソフトウェア及びハード
ウェアの任意の組み合わせを表し得る。
【００３４】
　いくつかの実施形態において、分散計算システム３００は、ネットワークアクセス可能
リソースの配分を管理し得る。インターネット及び／または他のネットワークを介してア
クセス可能な１つまたは複数のサービス（様々な種類のクラウドベースコンピューティン
グまたは格納等）を分散されたクライアント集合に提供するために、企業または公的機関
等の事業体により構築されたネットワークは、プロバイダネットワークと称され得る。プ
ロバイダネットワークは、プロバイダにより提供されるインフラストラクチャ及びサービ
スを実施及び配給するのに使用される物理及び／または仮想化コンピュータサーバ、格納
デバイス、ネットワーク機器等の集りといった様々なリソースプールをホスティングする
多数のデータセンタを含み得る。リソースは、いくつかの実施形態において、仮想または
物理コンピュートインスタンスもしくは格納インスタンス等、「インスタンス」と呼ばれ
る単位で、クライアントに提供され得る。仮想コンピュートインスタンスは、例えば、指
定計算能力（ＣＰＵの種類と数、メインメモリサイズ等を指示することで指定され得る）
を有する１つまたは複数のサーバと、指定ソフトウェアスタック（例えばハイパーバイザ
の上部で同様に作動し得る特定バージョンのオペレーティングシステム）とを備え得る。
異なる実施形態において、プロバイダネットワークのリソースを実施するために、汎用ま
たは専用コンピュータサーバ、格納デバイス、ネットワークデバイス等を含む多数の異な
る種類のコンピューティングデバイスが、単一で、または組み合わせて使用され得る。
【００３５】
　いくつかの実施形態において、プロバイダネットワークのオペレータは、自身のクライ
アントために、リソース予約、制御、及びアクセスインタフェースの順応性のある集合を
実施し得る。例えば、プロバイダネットワークは、クライアントがリソースインスタンス
を知り、選択し、購入し、アクセスし、及び／または予約することを可能にするプログラ
ムリソース予約インタフェース（例えばウェブサイトまたはウェブページの集合を介する
）を実施し得る。一実施形態において、分散計算システム３００を実施するクライアント
アクセス可能サービスを使用して、クライアントのためにリソースが予約され得る。この
ような一実施形態によれば、このような環境における分散計算システム３００は、入力デ
ータの集合、またはタスク（複数可）により使用予定の入力データのソースの指示と共に
、クライアントのために実行予定の１つまたは複数のタスクの指定を受信し得る。これに
応じて、分散計算システム３００は、プロバイダネットワークの選択リソースプールのう
ちの１つまたは複数のリソースを使用してタスク（複数可）を実施する実行プランを決定
し得る。一実施形態において、リソースプールは、様々なタスクの予想計算需要に基づい
て、自動的に選択され得る。一実施形態において、リソースプールは、クライアントによ
り提出される具体的リソース要求または予約に基づいて、選択され得る。分散計算システ
ム３００は、選択リソースを使用したタスク（複数可）の実行をスケジュールし得る。
【００３６】
　いくつかの実施形態において、クライアントは、１つまたは複数の好適なインタフェー
ス（１つまたは複数のウェブページ、アプリケーションプログラミングインタフェース（
ＡＰＩ）、またはコマンドラインインタフェース等）を使用して、実施予定のタスク（複
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数可）、入力データ集合、使用予定のコンピューティングリソース、及び／またはタスク
（複数可）が開始されるべき時間を指定し得る。一実施形態において、クライアントは、
インタフェース（複数可）を使用してタスク（複数可）の現行実行状況を見ることが可能
であり得る。一実施形態において、プログラム出力、エラーログ、例外ログ等、実行され
たタスクに関する追加情報が、インタフェース（複数可）を介して入手可能であり得る。
【００３７】
　分散コンピューティングシステムにおいて（ＭａｐＲｅｄｕｃｅクラスタ上で）Ｍａｐ
Ｒｅｄｕｃｅ型データ処理アプリケーションを実行する方法の一実施形態が、図４におい
てフロー図で示される。いくつかの実施形態において、本明細書において説明される自動
スケーリング技術は、ＭａｐＲｅｄｕｃｅ型データ処理アプリケーションの実行中に適用
され得ること（図示せず）に留意されたい。４００に示されるように、当実施例において
、方法は、クライアントがＭａｐＲｅｄｕｃｅ型データ処理アプリケーションを展開する
ことを含み得る。異なる実施形態において、このようなアプリケーションは、様々なプロ
グラミング言語のうちのいずれかを使用して展開され得ることに留意されたい。方法は、
４１０のように、クライアントが、ＭａｐＲｅｄｕｃｅ型アプリケーション及びアプリケ
ーションの対象データを、サービスプロバイダにおけるオブジェクト格納システムへアッ
プロードすることを含み得る。例えば、異なる実施形態において、サービスプロバイダへ
の専用ネットワーク接続を確立することにより、または既に実行されているクラスタに直
接データを書き込むことにより、サービスのインポート機能または他の入力インタフェー
スを使用して、サービスプロバイダの１つまたは複数の物理格納デバイスへ、データはア
ップロードされ得る。
【００３８】
　当実施例において示されるように、方法は、４２０のように、クライアントが、分散コ
ンピューティングサービスを介して、ＭａｐＲｅｄｕｃｅクラスタ等の分散コンピューテ
ィングシステム（ＤＣＳ）を構成する（またはその構成を要求する）ことを含み得る。例
えば、クライアントは、サービスクライアントのためにＭａｐＲｅｄｕｃｅ型アプリケー
ションを集合的に実行するように、コンピューティングノード（ホスト）のクラスタを構
成し得る（またはその構成を要求し得る）。当ノード（ホスト）はそれぞれ、１つまたは
複数のＣＰＵコアを含む。いくつかの実施形態において、クライアントは、ＧＵＩ、コマ
ンドラインインタフェース、スクリプト、ＡＰＩ、または別のインタフェース機構を通し
て、クラスタ及び／またはクラスタ上で実行予定のジョブの様々なパラメータを指定可能
であり得る（例えばクラスタ内でプロビジョニングする仮想化リソースインスタンスの数
、使用するインスタンスの種類、インストールするアプリケーション、及び／またはアプ
リケーション及びその対象データの場所）。
【００３９】
　図４における４３０にて示されるように、方法は、クライアントが、追加ソフトウェア
をインストールするために、及び／またはＤＣＳ（例えばＭａｐＲｅｄｕｃｅクラスタ）
の１つまたは複数のデフォルト構成設定を変更するために、１つまたは複数のブートスト
ラップ行動を採用することを含み得る。ブートストラップ行動は、クラスタが立ち上げら
れた時に（例えばＭａｐＲｅｄｕｃｅアプリケーションが開始する前、並びにノードがデ
ータを処理し始める前）、それぞれのクラスタノード上で実行されるスクリプトである。
様々な実施形態において、クライアントは、カスタムブートストラップ行動を呼び出し得
る、またはサービスプロバイダにより提供される事前定義のブートストラップ行動を呼び
出し得る。方法はまた、４４０のように、クライアントが、ＤＣＳ（例えばＭａｐＲｅｄ
ｕｃｅクラスタ）を立ち上げてＭａｐＲｅｄｕｃｅアプリケーションの実行を開始するこ
とと、そして（アプリケーションが実行されると、またはアプリケーションの実行が一旦
終了すると）、４５０のように、クライアントが、オブジェクト格納システムからＭａｐ
Ｒｅｄｕｃｅアプリケーションの出力を読み出すこととを含み得る。
【００４０】
　いくつかの実施形態において、ＭａｐＲｅｄｕｃｅアプリケーションの処理が完了する
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と（図示せず）、サービスプロバイダは、ＤＣＳ（例えばＭａｐＲｅｄｕｃｅクラスタ）
を自動で終了させ得ることに留意されたい。別の実施形態において、ＤＣＳ（例えばＭａ
ｐＲｅｄｕｃｅクラスタ）は、ＭａｐＲｅｄｕｃｅアプリケーションの処理が完了した後
も作動し続け、クライアントはＤＣＳ／クラスタにさらに多くの仕事を投入可能であり得
る。いくつかの実施形態において、クライアントは、サービスプロバイダにより（例えば
ＧＵＩ、コマンドラインインタフェース、スクリプト、ＡＰＩ、または別のインタフェー
ス機構を通して）公開されるＤＣＳ（例えばＭａｐＲｅｄｕｃｅクラスタ）の正常性、及
び／またはＭａｐＲｅｄｕｃｅアプリケーションの様々な監視ツールもしくはユーティリ
ティの進捗を、監視可能であり得ることにも留意されたい。いくつかの実施形態において
、クライアントは、より多くの、またはより少ないデータを処理するために、いつでもＤ
ＣＳ／クラスタに容量を追加する、またはＤＣＳ／クラスタから容量を取り除くことが可
能であり得る。サービスプロバイダはまた、いくつかの実施形態において、１つまたは複
数のデバッグユーティリティも公開し得る（例えばＧＵＩ、コマンドラインインタフェー
ス、スクリプト、ＡＰＩ、または別のインタフェース機構を通して）。
【００４１】
　ＭａｐＲｅｄｕｃｅジョブを実行するように構成されるワーカノードの一実施形態が、
図５におけるブロック図により例示される。いくつかの実施形態において、本明細書にお
いて説明される自動スケーリング技術は、多数のワーカノードによるＭａｐＲｅｄｕｃｅ
型データ処理アプリケーションの実行中に適用され得ること（図示せず）に再び留意され
たい。当実施例において示されるように、ワーカノード（ワーカノード５２０等）は、１
つまたは複数の入力パーティション５６０を、入力として使用して、出力パーティション
（すなわち最終出力データ）５７０を生成し得る。ワーカノード５２０は、図３に例示さ
れるワーカノード３２０Ａ～３２０Ｎに関して前述されたのと同じように実施され得る。
入力パーティション５６０（複数可）の処理は、ワーカノード５２０を使用して実行され
るマップ段階５３０及びリデュース段階５４０を含み得る。
【００４２】
　当実施例において示されるように、マップ段階５３０は、マップ計算５３１を含み得る
。マップ計算５３１は、入力パーティション５６０（複数可）の要素を入力として使用す
るプログラム命令の実行を含み得る。マップ計算５３１内で使用されるプログラムコード
は、マスタノード（図１に例示されるマスタノード１１０のうちの１つ等）により指定さ
れ得る。マップ計算５３１は、中間出力データ５３２を生成し得る。中間出力データ５３
２は、データの関連要素が同じワーカノード５２０上で一緒にグループ化されるように、
パーティション化され得る。中間出力データ５３２のパーティション化は、中間出力デー
タ５３２がデータの関連要素（例えばアイテム及び／またはアイテムのファミリのデータ
）を含むことを示し得る。中間出力データ５３２のパーティション化は、中間出力データ
５３２内のデータの要素がリデュース段階５４０において一緒に処理され得る、すなわち
単一のワーカノードを使用して、多数のワーカノードへの再パーティション化及び分散な
しに、リデュース段階において処理され得ることを示し得る。
【００４３】
　いくつかの実施形態において、並び替え動作５３５が、マップ段階５３０とリデュース
段階５４０との間に行われ得る。並び替え動作５３５は、中間出力データ５３２内のデー
タの要素を並び替えて、並び替え済み中間出力データ５３６を生成し得る。中間出力デー
タ５３２は、リデュース段階５４０で求められるデータのキー（複数可）またはフィール
ド（複数可）等、任意の好適なデータのキー（複数可）またはフィールド（複数可）に基
づいて、並び替えられ得る。
【００４４】
　当実施例において示されるように、リデュース段階５４０は、リデュース計算５４１を
含み得る。リデュース計算５４１は、中間出力データ５３２または並び替え済み中間出力
データ５３６の要素を入力として使用するプログラム命令の実行を含み得る。リデュース
計算５４１内で使用されるプログラムコードは、マスタノード（図３に例示されるマスタ
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ノード３１０のうちの１つ等）により指定され得る。リデュース計算５４１は、最終出力
データ５７０を生成し得る。いくつかの実施形態において、リデュース計算５４１は、中
間出力データ５３２または並び替え済み中間出力データ５３６の集約を実行し得る。別の
実施形態において、並び替え動作は、リデュース段階５４０の一部として、ワーカノード
５２０により実行され得ることに留意されたい。いくつかの実施形態において、マップ段
階５３０とリデュース段階５４０は、同じワーカノード５２０上で実行される計算を用い
て行われ、中間データ５３２または５３６は、別のワーカノードに提供され得ない。
【００４５】
　本明細書においてより詳しく説明されるように、サービス顧客または加入者は、様々な
トリガソースからの様々なトリガの種類（メトリクス）に基づく式に依拠する自動スケー
リングポリシーを定義することが可能であり得る。例えば、自動スケーリングポリシーの
一部として評価される（例えば自動スケーリング規則エンジンにより評価される）式にお
いて使用されるいくつかのメトリクスは、サービスプロバイダネットワーク上の別個の監
視サービスにより収集され得る（例えばクラスタ、リソースインスタンス、またはアプリ
ケーションから発せられる内部アクセス対象メトリクスを収集する監視サービス）。他の
トリガソースは、カスタムアプリケーション（例えば１つまたは複数のカスタムメトリク
スを発するように装備されたカスタムアプリケーション）、またはサービスプロバイダネ
ットワーク内の別のサービスを含み得る。本明細書において説明されるように、トリガデ
ータは、性能またはビヘイビアメトリクス、格納メトリクス（例えば格納消費量、残存容
量）、クロン式（例えば時間情報、時計／カレンダー型のトリガ情報）、保留中または現
在実行中のジョブのステートまたは数を示すメトリクス、価格設定情報、費用情報、もし
くはＭａｐＲｅｄｕｃｅクラスタに特有であり得るまたはあり得ない他のメトリクスを含
み得る。
【００４６】
　いくつかの実施形態において、デフォルトのメトリクス集合は、デフォルトで利用可能
とされ、顧客は、１つまたは複数の他のメトリクスを定義することにより、自動スケーリ
ング判定を行う際使用可能なメトリクス集合を、増加可能である（または増加不可能であ
る）。いくつかの実施形態において、サービスプロバイダは、顧客が関心を持ちそうな種
類のメトリクスを特定したことに応じて、及び／またはある種類の自動スケーリング判定
とよく相関する他のメトリクスを特定したことに応じて、デフォルトのメトリクス集合を
増加させ得る。例えば、デフォルト及び／またはカスタムメトリクスのいくつかの組み合
わせは、これらのデフォルトまたはカスタムメトリクス単独よりも、より良い自動スケー
リング判定トリガを作り得ることが特定され得る。いくつかの実施形態において、本明細
書において説明されるシステムは、顧客アプリケーションが自分自身のメトリクスを定義
し、報告し、かつ自分自身の自動スケーリングポリシーを定義し、適用することを可能に
するフレームワークを提供し得る。自動スケーリング判定を行う際使用する顧客により定
義（または選択）され得るいくつかの例示的メトリクスには、クラスタ内で利用可能な全
体メモリ（例えばメモリ高集中型アプリケーションを作動している場合）、またはローカ
ルＨＤＦＳディスク容量（例えば長時間作動しており、自身のディスクが一杯になると障
害を起こしやすいクラスタにおける当容量）が含まれ得る。一般に、顧客は、自身のアプ
リケーション及び／または作業負荷により頻繁に使用されるリソースの使用率及び／また
はビヘイビアへの洞察を与えるメトリクスを、自動スケーリング判定を行う際使用するた
めに、定義または選択し得る。いくつかの実施形態において、顧客は（自身のアプリケー
ション内で）自分自身のカウンタ（例えばアプリケーション特有メトリクスを反映する）
を設定可能であり、自動スケーリング判定を行う際、これらのカウンタの値を使用可能で
あり得る。
【００４７】
　いくつかの実施形態において、本明細書において説明されるシステムは、クラスタ自動
スケーリングポリシーを作成し施行する際、既存の監視サービスを採用し得る。例えば、
分散コンピューティングシステム（例えばＨａｄｏｏｐフレームワークまたはＭａｐＲｅ
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ｄｕｃｅクラスタを実施するもの）は、このような既存のシステムと統合され、これによ
りメトリクス情報を収集するその既存プロセス及び／またはそのクライアントインタフェ
ースを活用する（これらは、本明細書に説明されるように、自動スケーリング規則及び／
またはポリシーを定義する際使用するために修正され得る）。いくつかのこのような実施
形態において、分散コンピューティング環境において作成されたクラスタは、デフォルト
で既存の監視サービスに対しメトリクスを発し、サービスプロバイダは、どのメトリクス
が監視システムへ発せられるかを制御し得る。例えば、一実施形態において、ＭａｐＲｅ
ｄｕｃｅクラスタを実施する分散コンピューティングシステムは、既存の監視サービスに
対し２３個のクラスタレベルメトリクスと、よく使われるいくつかのアプリケーションま
たはエンジンごとに別の３０～４０個のアプリケーション特有メトリクスとを提供し得る
（デフォルトで）。一実施例において、ＰｒｅｓｔｏＳＱＬアプリケーションを実施する
システムにおいて自動スケーリングを処理するために、メモリ使用率に関連する１つまた
は複数のメトリクスが、監視システムへ発せられ得る。顧客は、様々な実施形態において
、監視システムにより収集されるあらゆる全てのメトリクス及び／もしくはカスタムメト
リクスを使用するポリシー、または他のトリガソースから取得されるポリシーを定義する
ことが可能であり得る。一般に、本明細書において説明されるシステム及び技術は、ユー
ザに自身のクラスタの自動スケーリングをカスタマイズする能力を与え、多数の異なるア
プリケーションのクラスタ自動スケーリングを容易にし得る。
【００４８】
　本明細書において説明されるように、ＭａｐＲｅｄｕｃｅクラスタは、様々な実施形態
において、以下のうちの１つまたは複数によりトリガされた時に、自動で拡張または縮小
するように構成され得る。
‐　指定時間にわたって指定閾値を上回る／下回る、監視サービスにより取り込まれるメ
トリク。例えば、少なくとも６０分間、クラスタ内のマッパの数が２個未満である場合に
、自動スケーリング行動（例えば容量を削減する行動）が引き起こされ得る。
‐　指定時間にわたって指定閾値を上回る／下回るクラスタメトリク（例えばクラスタに
より発行されるが、監視サービスにおいて利用可能ではないクラスタメトリク）。例えば
、少なくとも１２０分間、格納対仮想化コンピューティングサービスのスループットが１
００以上である場合に、自動スケーリング行動（例えば容量を追加する行動）が引き起こ
され得る。
‐　クラスタ上の全ての進行中及び保留中のジョブを完了するための推定時間。例えば、
全てのジョブの推定完了時間が１２０分以上である場合に、自動スケーリング行動（例え
ば容量を追加する行動）が引き起こされ得る。
‐　曜日（もしくは日付）及び／または時間。例えば、毎土曜日の１７時に、自動スケー
リング行動（例えば容量を追加もしくは削減する行動）が引き起こされ得る。
【００４９】
　本明細書において説明されるように、自動クラスタスケーリングは、１つまたは複数の
自動スケーリングポリシーにより統制され得る。いくつかの実施形態において、本明細書
において説明される自動スケーリング技術を活用するために、顧客は、デフォルトの自動
スケーリングポリシー（本明細書において説明されるもののうちのいずれか等）を頼りに
し得る、または自分自身の自動スケーリングポリシーを書き、それらをサービスプロバイ
ダネットワークへ（例えばその格納サービスへ）アップロードし得る。いくつかの実施形
態において、自動スケーリングポリシーは１つまたは複数の規則を含み、各規則は以下の
要素の一部または全てを含み得る。
‐　評価される１つまたは複数の式。顧客は、自動スケーリングトリガ条件を表す１つの
式を定義し得る、または２つ以上の式を組み合わせて、論理演算子ＡＮＤもしくはＯＲを
使用する自動スケーリングトリガ条件を作成し得る。例えば、以下が自動スケーリングポ
リシーにおいて定義された有効な式であり得る。
　・“ｎｕｍｂｅｒＯｆＭａｐｐｅｒｓ　＜　２　ｆｏｒ　ａｔ　ｌｅａｓｔ　６０　ｍ
ｉｎｕｔｅｓ”（“マッパの数　＜　少なくとも６０分間２個”）
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　・ＯＲ（“ｎｕｍｂｅｒＯｆＭａｐｐｅｒｓ　＜　２　ｆｏｒ　ａｔ　ｌｅａｓｔ　６
０　ｍｉｎｕｔｅｓ”、“ｎｕｍｂｅｒＯｆＭａｐｐｅｒｓ　＜　５　ｆｏｒ　ａｔ　ｌ
ｅａｓｔ　１２０　ｍｉｎｕｔｅｓ”）（ＯＲ（“マッパの数　＜　少なくとも６０分間
２個”、“マッパの数　＜　少なくとも１２０分間５個”））
‐　式が真の場合に取る行動。例えば、行動は以下のうちの１つであり得る。
　・“ａｄｄ”（“追加”）（すなわちクラスタに、またはクラスタの特定のインスタン
スグループに、容量を追加する）。
　・“ｒｅｍｏｖｅ”（“削除”）（すなわちクラスタから、またはクラスタの特定のイ
ンスタンスグループから、容量を削除する）。
　・“ｔｅｒｍｉｎａｔｅ‐ｃｌｕｓｔｅｒ”（“クラスタを終了”）（すなわちクラス
タ全体を終了する）。クラスタを終了する行動の場合、下記に挙げられる残りのパラメー
タのうちのいずれも指定する必要はあり得ないことに留意されたい。
‐　クラスタ（またはクラスタの特定インスタンスグループ）に対し追加する、またはク
ラスタ（またはクラスタの特定インスタンスグループ）から削除する容量の量または率（
例えばリソースインスタンスの数または率）。例えば、ポリシーは、リソース容量におけ
る変化を、以下のうちの１つで指定し得る。
　・“５”（例えば５個のリソースインスタンスが追加または削除されなければならない
）。
　・“２０％”（例えば変更は現在のリソースインスタンスの２０％を示さなければなら
ない）。
‐　行動が実行されるべきインスタンスグループ（複数可）。様々な実施形態において、
ポリシーは、１つの指定インスタンスグループに関してのみ、多数の指定インスタンスグ
ループにおいて、または特定種類の全てのインスタンスグループ（例えば全てのコアイン
スタンスグループもしくは全てのタスクインスタンスグループ）において、行動が取られ
るべきであることを示し得る。例えば、ポリシーは、インスタンスグループを以下のうち
の１つで指定し得る。
　・“ａｂｃ‐１２３”（すなわち１つのインスタンスグループの識別子）。
　・“ａｂｃ‐１２３”、“ｘｙｚ‐９７８”（すなわち２つのインスタンスグループの
識別子）。
　・“ｃｏｒｅ”（“コア”）（例えば格納ノードを含む全てのインスタンスグループを
示す）。
　・“ｔａｓｋ”（“タスク”）（例えばコンピュートノードを含む全てのインスタンス
グループを示す）。
【００５０】
　いくつかの実施形態において、分散コンピューティングシステムにより提供されるデフ
ォルトのポリシーのうちの少なくともいくつかは、所定の使用事例に特有であり得る。例
えば、メトリクス及び規則は１つの使用事例から別の使用事例において大きく異なり得る
ことから、抽出、変換、及びロード（ＥＴＬ）に関する１つのデフォルト自動スケーリン
グポリシー（またはデフォルト自動スケーリングポリシー集合）と、短待ち時間問い合わ
せにより好適な別のデフォルト自動スケーリングポリシー（またはデフォルト自動スケー
リングポリシー集合）とが存在し得る。
【００５１】
　いくつかの実施形態において、いくつかの（全てでなければ）自動スケーリングポリシ
ーは、前述の要素に加えて、クラスタレベル制限集合を含み得る。これらのクラスタレベ
ル制限は、様々な実施形態において、他のクラスタレベル制限と同様に、以下のうちのい
ずれかまたは全てを含み得る。
‐　自動スケーリング動作によりいくつのインスタンスが削除可能かを制約するクラスタ
の任意最小インスタンス数。例えば、容量を削除する自動スケーリング動作を受けて、作
用対象であるクラスタまたはクラスタのインスタンスグループにおいて５個を下回るイン
スタンスが残ることがないよう動作を制約するために、ポリシーは当制限を“５”という
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値に設定し得る。
‐　自動スケーリング動作によりいくつのインスタンスが追加可能かを制約する任意最大
インスタンス数。例えば、容量を追加する自動スケーリング動作を受けて、作用対象であ
るクラスタまたはインスタンスグループにおいて２５個を超えるインスタンスが含まれる
ことがないよう動作を制約するために、ポリシーは当制限を“２５”という値に設定し得
る。
‐　次に可能な自動スケーリングイベントまで待機する時間（例えば分）。例えば、クラ
スタまたはクラスタのインスタンスグループに適用された自動スケーリング動作の完了後
少なくとも３０分まで、クラスタまたはクラスタのインスタンスグループに対し別の自動
スケーリング動作が適用されることを防ぐために、ポリシーは当制限を“３０”という値
に設定し得る。
【００５２】
　いくつかの実施形態において、顧客は、サービスプロバイダにより事前に定義された式
を書くためのドキュメント構造及び構文を使用して、自動スケーリングポリシードキュメ
ント（例えばＪａｖａＳｃｒｉｐｔ（登録商標）　Ｏｂｊｅｃｔ　Ｎｏｔａｔｉｏｎを使
用して書かれるドキュメント、すなわちＪＳＯＮドキュメント）を作成することにより、
自分自身のポリシーを書く能力を有し得る。いくつかの実施形態において、顧客は、もた
らされた自動スケーリングポリシードキュメントを、サービスプロバイダネットワーク上
の格納サービスにアップロードし、その後、自動スケーリングを有効化する時に、ドキュ
メントへのパスを提供し得る。別の実施形態において、自動スケーリングポリシードキュ
メントは、分散コンピューティングシステムまたはクラスタの制御プレーンに格納され、
自動スケーリング判定を行う時に自動スケーリング規則エンジンによりアクセスされ得る
。
【００５３】
　本明細書においてより詳しく説明されるように、いくつかの実施形態において、ユーザ
（例えばサービス顧客または加入者）は、自動スケーリングポリシーを組み合わせ得る（
例えばユーザは、多数の自動スケーリング規則を１つのポリシー内に含め得る、または多
数の自動スケーリングポリシー（それぞれが１つまたは複数の自動スケーリング規則を定
義する）を同じクラスタまたはクラスタのインスタンスグループと対応付け得る）。いく
つかの実施形態において、自動スケーリング規則間または自動スケーリングポリシー間の
競合を、プログラム的に検証することは不可能であり得る（例えば顧客はカスタムアプリ
ケーション特有メトリクスを定義し、これらをカスタム自動スケーリングポリシーにおけ
る式内で使用することが可能であるため）。従って、いくつかの実施形態において、任意
の潜在的競合は、以下のような順序付けに基づく競合解消機構を使用して解消され得る。
すなわち各規則またはポリシーの優先度は、ポリシーごとの規則またはインスタンスグル
ープごとのポリシーのリストにおける規則またはポリシーの位置により与えられ得る。い
くつかの実施形態において、全てのポリシーは評価され得るが、自動スケーリング行動を
引き起こす第１ポリシー（またはポリシー内の規則）のみが、行われる行動をもたらす。
別の規則またはポリシーが競合する行動を引き起こす場合、その行動は行われない。いく
つかの実施形態において、顧客は、優先順位または評価順序を、各自動スケーリングポリ
シーまたはその規則と、明確に対応付けることが可能であり得る。
【００５４】
　自動スケーリングポリシーを作成する際に既存の監視サービスが採用されるいくつかの
実施形態において、監視サービスは、顧客が自身のカスタムメトリクスを定義し、監視サ
ービスへ直接押し出すことを可能にする手段である公衆対向ＡＰＩを提供し得る。別の実
施形態において、カスタムメトリクスの作成は、既存の監視サービスから切り離され得る
。しかしながら、いくつかのこのような実施形態において、メトリクが監視サービスによ
り収集されようが、別のトリガソースを介して取得されようが、システムは、メトリクご
とに一意的識別子または名前が存在することを確保する必要があり得る。いくつかの実施
形態において、顧客はそれから、これらの一意的識別子または名前を、トリガソースにか
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かわらず、自身のカスタムポリシーに使用し得る。
【００５５】
　自動スケーリングポリシーを作成する際に既存の監視サービスが採用される一例示的実
施形態において、監視サービスのＡＰＩは、監視サービスにより監視及び／または収集さ
れるメトリクスのうちの１つまたは複数に依拠する自動スケーリングトリガ条件を表す式
を書く時に、使用され得る。例えば、このような一実施形態において、監視サービスによ
り収集されたメトリクを用いる適正形成式には、以下のように、引用符内に含まれ、スペ
ースで区切られた４つの要素が含まれ得る。
構文：“［メトリク名］［＞、＞＝、＜、＜＝、＝＝］［閾値］［時間量（分）］”
【００５６】
　当構文を使用して作られたいくつかの例示式が、以下に示される。第１式において、メ
トリク“ＭａｐｐｅｒｓＲｅｍａｉｎｉｎｇ”（“残りのマッパ”）は閾値２と比較され
、当メトリクの値が少なくとも６０分にわたって２未満である場合に、式は真と評価され
る。第２式において、メトリク“ＭａｓｔｅｒＣＰＵ”（“マスタＣＰＵ”）は閾値０．
０１と比較され、当メトリクの値が少なくとも６０分にわたって０．０１未満である場合
に、式は真と評価される。
“ＭａｐｐｅｒｓＲｅｍａｉｎｉｎｇ　＜　２　６０”（“残りのマッパ　＜　２　６０
”）
“ＭａｓｔｅｒＣＰＵ　＜　．０１　６０”（“マスタＣＰＵ　＜　．０１　６０”）
【００５７】
　自動スケーリングポリシーを作成する際に既存の監視サービスが採用されるいくつかの
実施形態において、全ての進行中及び保留中ジョブを完了するための推定時間を用いる適
正形成式には、以下のように、引用符内に含まれ、スペースで区切られた３つの要素が含
まれ得る。
構文：“［推定時間］［＞、＞＝、＜、＜＝、＝＝］［時間量（分）］”
【００５８】
　当構文を使用して作られた例示式は、“ｅｓｔｉｍａｔｅｄＴｉｍｅ　＞＝　１２０”
（“推定時間　＞＝　１２０”）である。全てのジョブの推定完了時間が１２０分以上で
ある場合に、当式は真と評価される。
【００５９】
　自動スケーリングポリシーを作成する際に既存の監視サービスが採用されるいくつかの
実施形態において、日付／時間を用いる適正形成式は、以下のように、引用符内に含まれ
たソフトウェアユーティリティ「クロン」と呼ばれる日付／時間式を使用し得る。
構文：“［クロン日付／時間式］”
【００６０】
　当構文を使用して作られた例示式は、“０００？*ＳＡＴ*”である。当式は、毎土曜の
午前零時に真と評価される自動スケーリングトリガ条件を表し得る。例えば、当式は、自
動スケーリング行動（例えばクラスタに２０ノードを追加すること）が毎土曜の夜の午前
零時に行われなければならないことを指定する自動スケーリングポリシーに含まれ得る。
当実施例において、補足自動スケーリングポリシーは、クラスタが毎月曜の朝４時に削減
されなければならないことを指定し得る。
【００６１】
　いくつかの実施形態において、自動スケーリングポリシーは、多数の自動スケーリング
規則を含み得る。このような実施形態において、自動スケーリングポリシー内で定義され
る規則は、順番に、お互いに独立して評価され得る。いくつかの実施形態において、真と
評価された第１規則は、対応自動スケーリング行動を引き起こし、一旦規則のうちのただ
１つが真に評価されると、他の規則は評価されなくなる。従って、単一の自動スケーリン
グポリシー内の多数の規則を順序付ける時には、注意しなければならない。具体的な一実
施例において、単一の自動スケーリングポリシーは、２時間を超える時間ＨＤＦＳ使用率
が９０％を超える場合にクラスタ（またはクラスタのインスタンスグループ）を拡張させ
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る第１規則と、クラスタが１時間を超える時間遊休状態である場合にクラスタ（またはク
ラスタのインスタンスグループ）を縮小させる第２規則とを含み得る。規則評価器（例え
ば自動スケーリング規則エンジン）が現行のメトリクス集合に対して自動スケーリングポ
リシーを評価するように呼び出された時に、第１規則が真と評価された場合、クラスタは
拡張され、第２規則は全く評価され得ない。
【００６２】
　いくつかの実施形態において、クラスタ自動スケーリングは任意であり、クラスタ作成
の際に有効化され得る。当有効化は、例えばコマンドラインインタフェース内にスイッチ
を含ませて、自動スケーリングポリシーを指定することにより、またはデフォルトのポリ
シーが適用されるべきであると指定することにより、行われ得る。例えば、一実施形態に
おいて、クラスタ自動スケーリングは、以下のコマンドのうちの１つを使用して有効化さ
れ得る。
＄ｃｒｅａｔｅ‐ｃｌｕｓｔｅｒ　―ｅｎａｂｌｅ‐ａｕｔｏ‐ｓｃａｌｅ　“ｄｅｆａ
ｕｌｔ‐ｐｏｌｉｃｙ”（＄クラスタ作成　―自動スケーリング“デフォルトポリシー”
有効化）
＄ｃｒｅａｔｅ‐ｃｌｕｓｔｅｒ　―ｅｎａｂｌｅ‐ａｕｔｏ‐ｓｃａｌｅ　“ｓｔｏｒ
ａｇｅ‐ｓｙｓｔｅｍ／ｐａｔｈ／ｔｏ／ｍｙ／ｐｏｌｉｃｙ”（＄クラスタ作成　―自
動スケーリング“格納システム／ｐａｔｈ／ｔｏ／ｍｙ／ｐｏｌｉｃｙ”有効化）
【００６３】
　同様に、いくつかの実施形態において、クラスタ自動スケーリングは、作動中クラスタ
に対し有効化され得る（例えばクラスタ自動スケーリングなしのクラスタ作成の後で）。
例えば、一実施形態において、クラスタ自動スケーリングは、以下のコマンドのうちの１
つを使用して、作動中クラスタ上で有効化され得る。
＄ｃｌｕｓｔｅｒ‐ｉｄ　ｊ‐１２３４５６７８　―ｅｎａｂｌｅ‐ａｕｔｏ‐ｓｃａｌ
ｅ　“ｄｅｆａｕｌｔ‐ｐｏｌｉｃｙ”（＄クラスタ‐ｉｄ　ｊ‐１２３４５６７８　―
自動スケーリング“デフォルトポリシー”有効化）
＄ｃｌｕｓｔｅｒ‐ｉｄ　ｊ‐９８６４２　―ｅｎａｂｌｅ‐ａｕｔｏ‐ｓｃａｌｅ　“
ｓｔｏｒａｇｅ‐ｓｙｓｔｅｍ／ｐａｔｈ／ｔｏ／ｍｙ／ｐｏｌｉｃｙ”（＄クラスタ‐
ｉｄ　ｊ‐９８６４２　―自動スケーリング“格納システム／ｐａｔｈ／ｔｏ／ｍｙ／ｐ
ｏｌｉｃｙ”有効化）
【００６４】
　自動スケーリングポリシーを作成する際に既存の監視サービスが採用される別の実施形
態において（及び既存の監視サービスを採用しない少なくともいくつかの実施形態におい
て）、クラスタ自動スケーリングは、クラスタ作成の際に、またはクラスタの作動中に、
分散コンピューティングシステムのグラフィカルユーザインタフェース（ＧＵＩ）（もし
くは当システムの任意のコンポーネント）を通して、またはポリシー／規則構築アプリケ
ーションを実施するユーザインタフェース「ウィザード」を通して、有効化され得ること
に留意されたい。
【００６５】
　仮想化コンピューティングリソースインスタンスのクラスタに対する自動スケーリング
ポリシーを定義する方法の一実施形態が、図６におけるフロー図により例示される。６１
０に例示されるように、当実施例において、方法は、サービス顧客または加入者のために
所定のアプリケーション（またはその計算）を実行する対象となる仮想化コンピューティ
ングリソースインスタンスのクラスタを作成する要求を、サービスが受信することを含み
得る。方法は、６２０のように、サービスがクラスタを作成することを含み、これは、１
つまたは複数のインスタンスグループにプロビジョニングリソースインスタンスを含ませ
ることを含み得る。いくつかの実施形態において、リソースインスタンスは種類によって
グループ化され、例えば１つのインスタンスグループは多数の格納ノードを含み、一方別
のインスタンスグループはコンピュートノードを含み得る。別の実施形態において、リソ
ースインスタンスは、所定のアプリケーションまたは計算を実行する際のそれらのロール
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に従ってグループ化され得る（例えばマッピング段階に関わるノードは、リデュース段階
に関わるノードとは異なるインスタンスグループに属し得る）。
【００６６】
　図６に例示されるように、方法は、６３０のように、サービスが、自動スケーリングポ
リシーの一部として評価される式を定義する入力を受信することを含み、当式は、サービ
スプロバイダシステムにより、クラスタにより、または所定のアプリケーションにより発
せられる１つまたは複数のデフォルトのメトリクス、並びに／あるいは、アプリケーショ
ンにより発せられる、またはデフォルトもしくはカスタムメトリクスのうちの他のものを
集約して作成される、１つまたは複数のカスタムメトリクスを含み得る。方法はまた、６
４０のように、サービスが（例えば自動スケーリングポリシーのために）、式が真となっ
た場合に取られるべき行動（例えば容量を追加する、または削減すること）、追加または
削減するリソースインスタンスの量または率、及び／またはポリシーが適用されるインス
タンスグループ（複数可）を定義する入力を受信することを含み得る。例えば、異なるイ
ンスタンスグループにおけるリソースインスタンスに適用される自動スケーリングポリシ
ーのうちの少なくともいくつかは、異なり得る。当実施例において示されるように、方法
はまた、６５０のように、サービスが（任意で）、追加／削除可能なインスタンス数に関
するクラスタレベル制限、及び／または連続自動スケーリングイベント間の最小時間を指
定する入力を受信することを含み得る。
【００６７】
　当実施例において示されるように、６６０からの肯定的矢印が示す通りに当クラスタに
対応付けるポリシーがもっとある場合、方法は、追加ポリシーを作成してそれらをクラス
タに対応付けるために、６３０～６５０に示される動作を適宜繰り返すことを含み得る。
６６０からの否定的矢印が示す通りに当クラスタに対応付ける追加ポリシーがない場合（
または一旦なくなると）、方法は、６７０のように、サービスが、対象データを所定のア
プリケーションに配給し、クラスタ上でその実行を開始することを含み得る。当実施例に
おいて示されるように、所定のアプリケーションを実行することは、必要に応じて、定義
された自動スケーリングポリシーを適用することを含み得る。いくつかの実施形態におい
て、クラスタに（またはクラスタの１つまたは複数のインスタンスグループに）対応付け
られた自動スケーリングポリシーのうちの１つまたは複数は、所定のアプリケーションの
実行中に修正され得ることに留意されたい（例えばクライアントからサービスにより受信
される入力に応じて）。いくつかの実施形態において、１つまたは複数の追加自動スケー
リングポリシーは、所定のアプリケーションの実行中に、定義され、及び／またはクラス
タ（もしくはクラスタの１つもしくは複数のインスタンスグループ）に対応付けられ得る
、あるいは自動スケーリングポリシーとクラスタ（またはクラスタの１つまたは複数のイ
ンスタンスグループ）との対応付けは、所定のアプリケーションの実行中に取り消され得
る。このような修正、追加、及び取り消しは、図６に図示されない。いくつかの実施形態
において、自動スケーリングポリシーは、クラスタの容量を増加させるために、サービス
が、クラスタに１つまたは複数のインスタンスグループを追加するように（クラスタ内の
任意の既存のインスタンスグループに容量を追加するのではなく）構成され得ることを指
定し得ることにも留意されたい。同様に、自動スケーリングポリシーは、クラスタの容量
を減少させるために、サービスが、クラスタから１つまたは複数のインスタンスグループ
を削除するように（クラスタ内の任意の既存のインスタンスグループから容量を削除する
のではなく）構成され得ることを指定し得る。
【００６８】
　様々な実施形態において、サービスプロバイダネットワークのインフラストラクチャ内
で、本明細書において説明されるクラスタ自動スケーリング技術を支援する様々な方法が
存在し得る。例えば、図１は、ＭａｐＲｅｄｕｃｅクラスタの自動スケーリングを実施す
るサービスプロバイダシステムの一実施形態を例示する。当実施例において、プロバイダ
ネットワークは、ＭａｐＲｅｄｕｃｅクラスタ内の監視コンポーネント（例えばメトリク
スコレクタまたはメトリクス収集エージェント）と、集中監視サービス兼メトリクスアグ
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リゲータと、自動スケーリングトリガ条件を評価する集中自動スケーリング規則エンジン
と、これら評価に起因する任意の自動スケーリング行動を遂行する集中リソースマネジャ
とを含む。いくつかの実施形態において、クライアント（例えばサービスプロバイダの顧
客または加入者）が、興味のあるメトリクスと、クラスタ内の様々なインスタンスグルー
プに適用したい自動スケーリングポリシーとを定義した後、これらの定義は、例えば自動
スケーリングポリシー情報１２６として、リソース管理データベース（図１におけるリソ
ース管理データベース１７０等）にロードされ得る、またはクラスタ（またはクラスタの
インスタンスグループのうちの１つまたは複数）の論理データモデル内に格納され得る。
続いて監視サービスが、例えば所定の周期で、ポリシーと、ポリシーが依拠するメトリク
スとを取得し、それらを自動スケーリング規則エンジンに対し利用可能にし、その後、規
則エンジンが、ポリシーにより定義された自動スケーリングトリガ条件を評価し、ポリシ
ーにより呼び出される任意の行動を開始し得る。いくつかの実施形態において、規則エン
ジンは、サービスプロバイダシステムの制御プレーン（または当システムの分散コンピュ
ーティングサービスの制御プレーン）内で実施され、当規則エンジンは、顧客定義ポリシ
ーを調べ、自動スケーリング判定を行うために、これを現在のメトリクス集合に適用し得
る。
【００６９】
　ＭａｐＲｅｄｕｃｅクラスタにおいて自動スケーリングを実行する方法の一実施形態が
、図７におけるフロー図により例示される。７１０に例示されるように、当実施例におい
て、方法は、仮想化リソースインスタンスを顧客に提供するサービスが、所定のＭａｐＲ
ｅｄｕｃｅ型データ処理アプリケーションの実行のために、ＭａｐＲｅｄｕｃｅクラスタ
の仮想化コンピューティング及び／または格納リソースインスタンスをプロビジョニング
することを含み得る。方法は、７２０のように、１つまたは複数の自動スケーリングポリ
シーがＭａｐＲｅｄｕｃｅクラスタ及び／または所定のＭａｐＲｅｄｕｃｅ型データ処理
アプリケーションに対応付けられていることを、サービスが特定することを含み得る。例
えば、サービスは、１つまたは複数のデフォルトまたはクライアント指定のポリシーが、
クラスタに（もしくはクラスタの１つもしくは複数のインスタンスグループに）またはア
プリケーションに対応付けられていることを特定し得る（例えば格納されているポリシー
情報に基づいて、あるいは１つまたは複数の自動スケーリングポリシーを定義または選択
する入力の受信に応じて）。当ポリシーには、例えば、クラスタ（もしくはクラスタのリ
ソースインスタンス）またはアプリケーションにより発せられるメトリクスに依拠する、
あるいは他のメトリクス（例えばクラスタ、クラスタのインスタンス、またはアプリケー
ションにより発せられる、あるいは代替ソースから受信または取得されるメトリクス）を
集約して作成される、１つまたは複数のシステム全体、クラスタ特有、アプリケーション
特有、及び／またはインスタンスグループ特有のポリシーが含まれる。
【００７０】
　当実施例において示されるように、方法は、７３０のように、サービスが、対応付けら
れた自動スケーリングポリシーを施行する際使用する１つまたは複数の監視コンポーネン
ト（例えばメトリクス収集エージェント）、メトリクス集約コンポーネント、及び／また
は自動スケーリング規則エンジンを設定することを含み得る。様々な実施形態において、
監視コンポーネント、メトリクス集約コンポーネント、及び／または自動スケーリング規
則エンジンのうちのいずれかまたは全ては、クラスタ自身のコンポーネントであり得る（
または特定のリソースインスタンスもしくはインスタンスグループのコンポーネントであ
り得る）、あるいはクラスタの外部にあり得ることに留意されたい。例えば、いくつかの
実施形態において、メトリクス収集エージェントは、クラスタ（またはクラスタのリソー
スインスタンス）内で実施され、クラスタの外部にある１つまたは複数のメトリクス集約
コンポーネント及び／または自動スケーリング規則エンジンに対しメトリクス情報を渡し
得る。
【００７１】
　図７に示されるように、方法は、７４０のように、サービスが、対象データを所定のＭ
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ａｐＲｅｄｕｃｅ型データ処理アプリケーションに配給し、ＭａｐＲｅｄｕｃｅクラスタ
上でその実行を開始することを含み得る。加えて、サービスは、クラスタの自動スケーリ
ングを実施するのに使用される監視、集約、及び評価プロセスを呼び出し得る。７５０か
らの否定的矢印で示されるように、所定のアプリケーションの実行中に自動スケーリング
トリガ条件（例えば自動スケーリングポリシー内の式により定義される条件）が検出され
ない場合、７７０のように、実行中にＭａｐＲｅｄｕｃｅクラスタ内のインスタンス数に
対し何の変化も加えられ得ない。しかしながら、７５０からの肯定的矢印で示されるよう
に、実行中に１つまたは複数の自動スケーリングトリガ条件が検出された場合、方法は、
７６０のように、サービスが、適用自動スケーリングポリシーに従って、１つまたは複数
の作用対象インスタンスグループに対しインスタンスを追加または削除することを含み得
る。いくつかの実施形態において、所定のアプリケーションの実行中に、多数の自動スケ
ーリングトリガ条件が同時に及び／または異なる時点で検出され（例えば異なるインスタ
ンスグループ内のノード上で検出され、及び／または異なるインスタンスグループに作用
するトリガ条件）、事例ごとに異なるポリシーが適宜適用され得る。
【００７２】
　前述のように、本明細書において説明されるシステムは、２つ以上のインスタンスグル
ープを含むコンピューティングリソースインスタンスのクラスタを実施し、それぞれがイ
ンスタンス（例えば特定種類の作業負荷で使用するように設計され得るインスタンス）の
部分集合（例えば重複または非重複部分集合）を含む。いくつかの実施形態において、い
くつかのインスタンスグループは特定サービスを実行し、一方他のインスタンスグループ
は実行しない。例えば、１つのインスタンスグループは、スポットインスタンスを使用し
、一方別のインスタンスグループは、オンデマンドインスタンスを使用し得る。本明細書
において説明されるように、特定の自動スケーリングポリシー及び対応自動スケーリング
行動は、クラスタ内のインスタンスグループのうちの特定のグループを対象とし得る。例
えば、アプリケーションがＨＤＦＳ容量不足となり、さらに多くのＨＤＦＳ容量を追加す
る必要がある場合、対象自動スケーリングポリシーの使用により、ＨＤＦＳを実行してい
るインスタンスグループ（複数可）に対してのみノードが追加されることが可能となり得
る。同様に、クラスタ内の１つのインスタンスグループがファイルシステムを実行してい
て、別のインスタンスグループが実行していない場合に（非常によくある状況であり得る
）、クラスタが縮小される時（例えばＣＰＵが遊休状態であるため）、データが失われな
いように、ファイルシステムを実行していないインスタンスグループを対象とする縮小動
作が、対象自動スケーリングポリシーの使用により可能となり得る。
【００７３】
　いくつかの実施形態において、対象自動スケーリングポリシーにより、分散コンピュー
ティングシステムは、容量削減動作にあるインテリジェンスを導入することが可能となり
得る。例えば、クラスタにおいて容量が削減されるべきであるという判定に応じて、シス
テムが、ステート（例えばデータ）を格納しない、またはノードが格納しているデータの
所定の複製もしくはクォーラム要件を保持する必要のないノードを、削除対象として優先
させ得る「スマート縮小」技術を、システムは実施し得る。別の実施例において、クラス
タにおいて容量が削減されるべきであるという判定に応じて、システムは、いくつかの実
施形態において、ノードが分散アプリケーションのためにタスクを現在実行中であるか否
か、ノードが最近タスクを実行し始めたか（もしくは実行するところか）否か、ノードが
現在タスクを実行中か否か、及び／またはノードが自身のタスクをもう少しで終了しそう
か否かに依拠して、ノードを削除対象として優先させ得る。
【００７４】
　一例示的実施形態において、クラスタを構成する２つのインスタンスグループのうち、
１つはデータを格納するノードを含み、もう１つはデータを格納しないノードを含む。デ
ータを保持するノードを含むインスタンスグループは、ディスク使用量が７５％を超えた
場合、容量が増加されなければならないことを指定するポリシーに対応付けられ、一方も
う１つのインスタンスグループ（データを保持しないノードを含むインスタンスグループ
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）は、ＣＰＵが使用されていない場合、ノードが削除されなければならないことを指定す
るポリシーに対応付けられ得る。いくつかの実施形態において、データを格納するノード
を削除する前に、データは別のノードに移動される必要があり得る、あるいはノードの削
除により、データ損失、または複製要件もしくはクォーラムを達成するのに十分なデータ
のコピーを保持する要件の妨害を生じないことをシステムが判断する必要があり得ること
に、留意されたい。いくつかの実施形態において、データを格納し、問題なく廃止不可能
なノード（例えば他の要件のため）を削除するのではなく、代わりに別のノードが削除対
象として選択され得る（例えばデータを格納するが問題なく廃止可能な別のノード、また
はデータを格納していないノード）。いくつかの実施形態において、システムは、クラス
タの容量を削減する時、もしあればどの格納ノードが削除にふさわしいかを特定するため
に、及び／または削除対象の格納ノードを準備するために、ＨＤＦＳ廃止（Ｈａｄｏｏｐ
に組み込まれている）に依存し得る。例えば、いくつかの実施形態において、クラスタを
縮小させる時、システムは、データ損失を防ぐために（例えば複製を通して）、ＨＤＦＳ
に組み込まれた機構に依存し得る。いくつかのこのような実施形態において、ノードが強
制的に終了される場合、当機構は、目標複製要素（所定のデータブロックがクラスタ中に
複製されなければならない回数）に合わせて、ノード上に格納されたデータを再分散する
ように構成され得る。より具体的には、ＨＤＦＳ廃止に依存する実施形態において、当機
構は初めに、利用可能な格納が複製要求を受け入れるのに十分であるか否かを評価し得る
。十分である場合に、当機構は、各廃止ノードが終了される前に各廃止ノードからのデー
タの再調整が完了するまで待機して、ノードを廃止し始め得る。
【００７５】
　いくつかの実施形態において、容量が削除されなければならないと自動スケーリングポ
リシーが示す場合、もしあればどのインスタンスが削除されるべきかを特定する時に、様
々な要素が考慮され得る。例えば、いくつかの自動スケーリングポリシーは、各ノード上
に値を設定し（例えば削除対象としてのノードの適格性または適合性に相対して）、ポリ
シーは、どのインスタンスを削除するかを決定する際、ノードの値に依存し得る（例えば
データを保持するノード上のデータ損失を回避する）。いくつかの実施形態において、無
差別にではなく、異なるノードの相対値に依拠した縮小動作を適用する当能力は、自身の
クラスタ容量を安全に（例えばデータ損失または著しい性能損失を心配することなく）調
整したい顧客にとって、重要であり得る。
【００７６】
　いくつかの実施形態において、本明細書において説明されるシステムはまた、コンピュ
ートノード（例えば分散アプリケーションのためにタスクを実行しているノード）を削除
する時に既存の自動スケーリング解決策を実施するシステムよりも、より高い識別力を有
し得る。例えば、自動スケーリングポリシーは、現にジョブを実行しているノードを削除
することを回避するように構成され得る（削除により、ジョブは別のノードによる実行に
再スケジュールされる必要があるため、パフォーマンスに影響を与え得る）。このような
実施形態において、システムは、削除対象として、仕事をしていない（もしくは他のノー
ドより仕事の少ない）、またはジョブを実行し始めたばかりのノードを、現在実行してい
るジョブが完了に近づいているノード（例えば現在実行しているジョブが８０％完了して
いるノード）よりも、優先させるように構成され得る。例えば、いくつかの実施形態にお
いて、ノード削除、またはノード削除の適格性のために、優先順位は確立され、分散アプ
リケーションの実行が進むにつれて定期的に（または時々）更新され得る。これにより、
いくつかの実施形態において、多数のノードが安全に削除されることが可能となり得る（
例えばノードが削除に尚もふさわしいことを確認しながら、１つずつ優先順位に従って）
。様々な実施形態において、特定のリソースインスタンスの実際の開始及び終了は、基礎
仮想化サービスに組み込まれたＡＰＩ（例えば様々な種類の仮想化リソースインスタンス
をプロビジョニング及び／またはでプロビジョニングするＡＰＩ）を使用して行われ得る
ことに留意されたい。いくつかの実施形態において、いつでも好適な終了対象を特定可能
であり得るように、自動スケーリングプロセスのエージェントは、進行中の現在実行タス
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クを有するノードを記録するように構成され得る。これらのノードに作用する縮小の事例
において、エージェントは、これらを次の終了として印付け始め、その後、対応タスクの
実行が一旦完了すると、これらを終了し得る。
【００７７】
　ＭａｐＲｅｄｕｃｅクラスタにおいてインテリジェント縮小動作（例えば「スマート縮
小」）を実行する方法の一実施形態が、図８におけるフロー図により例示される。８１０
に例示されるように、当実施例において、方法は、仮想化リソースインスタンスを顧客に
提供するサービスが、１つまたは複数の自動スケーリングポリシーが対応付けられたＭａ
ｐＲｅｄｕｃｅクラスタ上で、所定のＭａｐＲｅｄｕｃｅ型データ処理アプリケーション
の実行を、好適な監視、集約、及び評価プロセスと共に開始することを含み得る。８２０
からの否定的矢印で示されるように、クラスタの容量の削減を引き起こす自動スケーリン
グトリガ条件がアプリケーションの実行中に検出されない場合、８２５に示されるように
、実行中にＭａｐＲｅｄｕｃｅクラスタ内のノード数の削減はあり得ない。
【００７８】
　しかしながら、当実施例において示されるように、実行中に１つまたは複数の自動スケ
ーリングトリガ条件が検出された場合（８２０からの肯定的矢印で示されるように）、か
つポリシーがＭａｐＲｅｄｕｃｅクラスタ内の１つまたは複数のインスタンスグループに
おける１つまたは複数の格納ノードの削除を指定する場合（８３０からの肯定的矢印で示
されるように）、方法は、８６０のように、削除によりどのデータも損失されない方法で
、削除可能な格納ノードが十分に存在するか否かを判定すること（適用自動スケーリング
ポリシーに従って）を含み得る。例えば、方法は、複製により、既に廃止された、あるい
はクラスタから（またはクラスタの１つまたは複数の作用対象インスタンスグループから
）削除するのにふさわしい格納ノードが十分に存在するか否かを判定することを含み得る
。８６０からの肯定的矢印で示されるように、十分に存在する場合、方法は、８８０のよ
うに、サービスが、適用自動スケーリングポリシーにより定義される数の格納ノードを削
除することを含み得る。しかしながら、クラスタまたはクラスタの適用インスタンスグル
ープから削除するのにふさわしい格納ノードが十分に存在しない場合（適用自動スケーリ
ングポリシーに従って）（８６０からの否定的矢印で示されるように）、方法は、８７０
のように、サービスが、１つまたは複数の格納ノードが廃止されるもしくは削除適格とな
るのを待つこと、あるいは、サービスが、適用自動スケーリングポリシーにより定義され
る数より少ない格納ノードを削除することを含み得る。いくつかの実施形態において、ク
ラスタまたはクラスタの適用インスタンスグループから削除するのにふさわしい格納ノー
ドが十分に存在しない場合、サービスは、クラスタまたはインスタンスグループ（複数可
）内の１つまたは複数の格納ノードの廃止を開始するように構成され、それからノード（
複数可）が廃止されるのを待ち得る（図示せず）ことに留意されたい。
【００７９】
　当実施例において示されるように、実行中に１つまたは複数の自動スケーリングトリガ
条件が検出された場合（８２０からの肯定的矢印で示されるように）、かつポリシーがＭ
ａｐＲｅｄｕｃｅクラスタ内の１つまたは複数の格納ノードの削除を指定しない場合（す
なわち、８３０からの肯定的矢印で示されるように、ポリシーが、ＭａｐＲｅｄｕｃｅク
ラスタ内の１つまたは複数のインスタンスグループにおける１つまたは複数のコンピュー
トノードの削除を指定する場合）、方法は、サービスが、タスク進捗に基づいて、クラス
タまたは作用対象インスタンスグループ（複数可）内のどのコンピュートノードが削除に
ふさわしいかを特定することを含み（８４０のように）、この後にサービスは、８５０の
ように、自動スケーリングポリシーにより定義される数の適格コンピュートノードを削除
し得る。いくつかの実施形態において、例えば、現在タスクを実行していない、またはタ
スクを実行し始めたばかりのコンピュートノードは、現在タスクを実行している、及び／
または自身のタスクをもう少しで終了しそうなコンピュートノードより、削除対象として
優先され得る。
【００８０】



(30) JP 2018-518744 A 2018.7.12

10

20

30

40

50

　本明細書に含まれる実施例のうちの多数が、クラスタ自動スケーリング技術を、Ｈａｄ
ｏｏｐ／ＭａｐＲｅｄｕｃｅクラスタに対するその適用の観点から説明しているが、別の
実施形態において、これらの技術は、他の種類のクラスタ指向分散コンピューティングシ
ステム内の自動スケーリングにより幅広く適用され得る。例えば、これらの技術は、Ｈａ
ｄｏｏｐの外側に存在するが、顧客がある規則に基づいて自動的に拡張または縮小するこ
とを所望可能な分散アプリケーションであるＳｐａｒｋ及び／またはＰｒｅｓｔｏアプリ
ケーションとの使用に適用可能であり得る。前述のように、これら（または他）のアプリ
ケーションの実行時、自動スケーリング判定を行う際に顧客が関心のあるメトリクスは、
Ｈａｄｏｏｐ／ＭａｐＲｅｄｕｃｅクラスタの自動スケーリング判定を行う際に顧客が関
心のあるメトリクスとは異なり得る。従って、このような実施形態において、分散コンピ
ューティングシステムは、異なるデフォルトメトリクス集合を発信及び／もしくは収集す
るように、並びに／またはＨａｄｏｏｐ／ＭａｐＲｅｄｕｃｅクラスタにおいて使用する
ために提供されるものとは異なるデフォルト自動スケーリングポリシーを提供するように
構成され得る。いくつかの実施形態において、このようなシステムは、これらのアプリケ
ーションに好適なメトリクスを選択、定義、及び／または収集するために、既存の監視サ
ービスを採用し得る。これらのシステムはまた、顧客が異なるインスタンスグループに対
し異なる自動スケーリングポリシーを適用することを可能にし、これは、自動スケーリン
グ動作においてインスタンスまたはインスタンスグループを対象とする時に（例えばノー
ドを削除する時に）非常に重要なノードまたはインスタンス類と、重要ではない他のもの
とを区別することを顧客が所望するこれらのアプリケーションに役立ち得る。
【００８１】
　コンピューティングリソースインスタンスのクラスタに対し自動スケーリングを実施す
る際に監視サービスを採用する方法の一実施形態が、図９におけるフロー図により例示さ
れる。９１０に示されるように、当実施例において、方法は、コンピューティングリソー
スインスタンスの１つまたは複数のクラスタのビヘイビアを監視するように監視サービス
を構成することを含み得る。方法は、９２０のように、監視サービスが、分散アプリケー
ションが実行中であるコンピューティングリソースインスタンスのクラスタからメトリク
スを受信することを含み得る。例えば、監視サービスは、クラスタ内の１つまたは複数の
コンピューティングリソースインスタンスから（このうちのいくつかは異なるインスタン
スグループに属し得る）、メトリクスを受信し得る。方法はまた、９３０のように、監視
サービスが、受信したメトリクスのうちの少なくともいくつかを集約し、それらを自動ス
ケーリング規則エンジンにより利用可能にすること（例えばそれらを自動スケーリング規
則エンジンに渡すことにより、またはそれらを自動スケーリング規則エンジンがアクセス
可能なメモリに格納することにより）を含み得る。図９において９３０から９２０へのフ
ィードバックにより例示されるように、監視サービスは、クラスタからメトリクスを受信
し、それらを集約し、及び／またはそれらを自動スケーリング規則エンジンにより利用可
能にすることを、そのように構成される限り継続し得る。
【００８２】
　図９において例示されるように、方法は、９４０のように、自動スケーリング規則エン
ジンが、クラスタに、及び／またはクラスタ内の１つまたは複数のインスタンスグループ
に対応付けられた１つまたは複数の自動スケーリングポリシー内で定義される式（例えば
受信及び／または集約されたメトリクスに基づき、自動スケーリングトリガ条件を表す式
）を評価することを含み得る。９５０からの肯定的矢印で示されるように、式のうちの少
なくとも１つが真と評価されると、方法は、９６０のように、自動スケーリング規則エン
ジンが、クラスタに対し、またはクラスタの１つまたは複数のインスタンスグループに対
し特定の自動スケーリング行動が引き起こされたという開示を、クラスタのリソースマネ
ジャに送信することを含み得る。方法はまた、９７０のように、クラスタのリソースマネ
ジャが、対応自動スケーリングポリシー及びその他の適用リソース管理ポリシーに従って
、自動スケーリング行動を開始することを含み得る。図９において、９６０から９４０へ
のフィードバック、及び９５０から９４０への否定的矢印のフィードバックにより例示さ
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れるように、自動スケーリング規則エンジンは、クラスタに対応付けられた自動スケーリ
ングポリシー内の様々な式を評価することを、それらのうちのいずれかが真と評価される
かどうかに関わりなく、そのように構成される限り継続し、９６０及び９７０に例示され
る動作は、それらのうちのいずれかが真と評価された場合に繰り返され得る。
【００８３】
　仮想化格納リソースをウェブサービス等のサービスとしてクライアントに提供する非構
造化オブジェクト格納モデルの例示的一実施形態が、図１０におけるブロック図により示
される。例示されたモデルにおいて、格納サービスインタフェース１０１０が、オブジェ
クト格納サービス１０００へのクライアント対向インタフェースとして提供される。格納
サービスインタフェース１０１０は、例えば、アプリケーションプログラミングインタフ
ェース（ＡＰＩ）として実施され得る、あるいはアプリケーションプログラミングインタ
フェース（ＡＰＩ）を含み得る。インタフェース１０１０によりクライアント１０４０に
提示されるモデルに従って、格納サービスは、インタフェース１０１０を介してアクセス
可能な任意の数のバケット１０２０ａ～１０２０ｎとして組織され得る。一般に、バケッ
トは、ユーザのために格納システムにおいてオブジェクトが格納され得る論理コンテナで
あり、オブジェクトは、格納システムに格納される基本エンティティである。いくつかの
実施形態において、格納オブジェクトは、オブジェクトデータ及び／またはメタデータを
含み得る。例えば、各オブジェクトは、データオブジェクト部分と、メタデータ部分を含
み得る。いくつかの実施形態において、全てのオブジェクトはバケット内に含まれ、全て
のオブジェクトは、バケットの識別子と、オブジェクト自体の１つまたは複数の識別子（
例えばユーザキー、またはユーザキーとバージョン識別子との組み合わせ）との組み合わ
せを使用して、アドレス指定可能であり得る。
【００８４】
　図１０において示される実施例において、各バケット１０２０は、任意の数のオブジェ
クト１０３０ａ～１０３０ｎを格納するように構成され、それぞれのオブジェクトは、格
納サービス１０００のクライアント１０４０により指定されたデータ（データ１０３３ａ
～１０３３ｎと表示）及び／またはメタデータ（１０３１ａ～１０３１ｎと表示）を格納
し得る。様々な実施形態において、メタデータ１０３１ａ～１０３１ｎは、クライアント
１０４０により指定され得る、またはオブジェクト格納サービス１０００により生成され
得る。１つまたは複数のクライアント１０４０は、データオブジェクト１０３０を格納す
る、読み出す、及び下記により詳しく説明されるようにデータオブジェクト１０３０に対
し１つまたは複数の動作を実行する要求を、格納サービスインタフェースに提出し得る。
格納サービスインタフェースは、要求に対する応答１０４８を提供し、これには例えば、
確認応答及び／または読み出しデータが含まれ得る。一般に、データオブジェクトの格納
及び読み出しに加えて、格納サービス１０００が行い得る要求または命令には、格納サー
ビス１０００内のデータを修正する命令が含まれ得る。このようにして、格納サービス１
０００からデータを削除し、動作を実行し、それから修正したデータを格納サービスに返
す処理を、クライアント１０４０が背負い込むことはない。当構成により、例えば、クラ
イアント１０４０のネットワーク帯域幅及び処理リソースが節約され得る。
【００８５】
　いくつかの実施形態において、格納サービスインタフェース１０１０は、ウェブサービ
スモデルに従って、格納サービス１０００とそのクライアント１０４０（複数可）との間
の対話に対応するように構成され得る。例えば、一実施形態において、インタフェース１
０１０は、サービスクライアントにより生成されるウェブサービス呼び出しが処理対象と
して指示され得るユニフォームリソースロケータ（ＵＲＬ）を有するウェブサービスエン
ドポイントとして、クライアントによりアクセス可能であり得る。一般的に、ウェブサー
ビスは、あるバージョンのハイパーテキスト転送プロトコル（ＨＴＴＰ）または別の好適
なプロトコル等、１つまたは複数のインターネットベースアプリケーション層データ転送
プロトコルを含む要求インタフェースを介して、要求クライアントにより利用可能にされ
た任意の種類のコンピューティングサービスを指し得る。
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【００８６】
　少なくともいくつかの実施形態において、オブジェクト格納サービス１０００は、デー
タ冗長性及び復元性目的で、データオブジェクトを内部で複製するように構成され得る。
しかしながら、オブジェクト格納サービス１０００は、格納サービス１０００に格納され
たデータオブジェクトへのアクセスが常に最新または最近のバージョンのデータオブジェ
クトを返すことを、保証しない。データオブジェクトは一般に全てのインスタンスにわた
って最終的に整合性があるとだけ保証されるため、オブジェクト格納サービス１０００等
の格納サービスの当特性は、本明細書において「結果整合性」と称され得る。別の実施形
態において、オブジェクト格納サービス１０００は、格納サービスに格納されたデータオ
ブジェクトへのアクセスが最新または最近のバージョンのデータオブジェクトを返すこと
を保証し得る強整合性モデルに対応し得る。
【００８７】
　いくつかの実施形態において、オブジェクト格納サービス（オブジェクト格納サービス
１０００等）は、分散コンピューティングシステム（ＭａｐＲｅｄｕｃｅクラスタ等）上
で実行されているＭａｐＲｅｄｕｃｅアプリケーション（またはその計算）によりダウン
ロード及び処理される予定のデータ集合、及び／またはこのようなアプリケーションによ
り生成される出力データに対し、格納を提供し得る。いくつかの実施形態において、オブ
ジェクト格納サービス（オブジェクト格納サービス１０００等）は、ＭａｐＲｅｄｕｃｅ
ジョブのキーペア、ホストファイル、ランクファイル、または構成もしくは作動パラメー
タ、あるいはこのようなアプリケーションを実行する時に使用可能なその他の情報を、非
限定的に含む他の種類のデータまたはメタデータに対し、格納を提供し得る。別の実施形
態において、これらの要素のいずれかまたは全ては、図１０に例示されるものとは異なる
モデル及び／または構成を有する１つまたは複数のオブジェクトデータストアに格納され
得る。
【００８８】
　いくつかの実施形態において、オブジェクト格納サービスは、本明細書において説明さ
れるように、クラスタの自動スケーリングを実施する際採用される監視コンポーネントを
含み得る、または監視コンポーネントと対話し得る。例えば、監視サービス１０５０は、
自動スケーリングトリガ条件を表す式において使用されるメトリクスを収集及び分析する
ために、オブジェクト格納サービス１０００と対話し得る（例えば格納サービスインタフ
ェース１０１０を介して）、またはこのようなメトリクスを収集して、それらを分析のた
めに別個の自動スケーリング規則エンジンへ渡し、その後、自動スケーリング規則エンジ
ンが、自動スケーリング行動を実行する必要があるか否か、及び必要がある時を決定し得
る（図示せず）。いくつかの実施形態において、自動スケーリング規則エンジンは、サー
ビスプロバイダによる別個の自動スケーリングサービス内で実施され、オブジェクト格納
サービス１０００は、自動スケーリングサービスのクライアントであり得る。
【００８９】
　いくつかの実施形態において、オブジェクトのデータオブジェクト部分は、格納システ
ムにとって不明瞭なものであり、すなわち格納システムにより「ブラックボックス」エン
トリとして扱われ得ることに留意されたい。様々な実施形態において、オブジェクトのデ
フォルトのメタデータは、例えば名前値ペア、オブジェクトが最後に修正された日付、及
び／またはコンテンツの種類の指標（すなわちオブジェクトのデータオブジェクト部分の
コンテンツのデータ種類）を含み得る。いくつかの実施形態において、オブジェクトに対
応付けられたメタデータは、ユーザ提供のキー値ペアと共に、システム挿入のキー値ペア
（例えば作成日付及び／もしくは最終修正日付、または他のバージョン関連メタデータを
含む）を含み得る。いくつかの実施形態において、オブジェクトに対応付けられた、及び
／または格納されたメタデータは、アクセス制御リスト（ＡＣＬ）を含み得る。いくつか
の実施形態において、開発者は、オブジェクトが格納される時点で、カスタムメタデータ
を指定することが可能であり得る。様々な実施形態において、所定のオブジェクトに対応
付け可能なメタデータの量は、使用されるインタフェースの限度、及び／または要求もし
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くは応答メッセージに対しシステムが許容するもしくは対応するデータの量により、制限
され得る。
【００９０】
　様々な実施形態において、本明細書において説明される格納システムは、バケットの作
成、バケット内のデータの格納及び読み出し（例えばデータの開発者またはバケットの所
有者により割り当てられ得る一意的キーを使用）、データの削除、及び／または格納オブ
ジェクトのリスト化、以上の格納関連タスクへの対応を含み得る。いくつかの実施形態に
おいて、ユーザは、格納システムにおいてある動作を実行可能なように、特別許可（例え
ば特定アクセスロール）を有する必要があり得る。例えば、バージョンステートを調べる
、バージョンステートを修正する、オブジェクト及び／またはキーを削除する、論理的に
削除されたデータを回復させる、バケットまたはバケットのオブジェクトに対し許可を設
定する等のために、ユーザは、システムにおいて（及び／またはシステム内の特定バケッ
トに関して）特権ユーザとして指名される必要があり得る。別の実施例において、格納オ
ブジェクトのリスト化及び／または格納オブジェクトの読み出しのために、ユーザは、特
定アクセスロールを有する必要があり得る。いくつかの実施形態において、このような許
可は、バケット所有者に自動的に付与され、及び／またはバケット所有者により制御され
得る。別の実施形態において、このような特権は、他の手段により、及び／またはバケッ
ト所有権以外の要素に基づいて、ユーザに指名及び／または付与され得る。様々な実施形
態において、これらの許可のうちのいくつかまたは全ては、バケットベースで付与及び／
または制御され得る。別の実施形態において、これらの許可のうちの１つまたは複数は、
個別オブジェクトベースで、またはオブジェクトの種類もしくはコンテンツの種類に基づ
いて、付与及び／または制御され得る。
【００９１】
　分散コンピューティングシステムの実施形態は一般に、サービスプロバイダのプロバイ
ダネットワーク上で実施される仮想化リソース（例えば仮想化コンピューティング及び格
納リソース）を、インターネット等の中間ネットワークを介して、クライアントに提供す
るサービスプロバイダとの関連において、本明細書において説明される。図１１は、分散
コンピューティングシステムにおいてデータ格納を提供する方法及び装置の実施形態が実
施され得る例示的サービスプロバイダネットワーク環境を示す。ＭａｐＲｅｄｕｃｅクラ
スタ上でＭａｐＲｅｄｕｃｅジョブを実行する分散コンピューティングシステムの実施形
態が実施され得る別の例示的環境が、図面のうちの他のものにおいて示され、下記に説明
される。これらの実施例に、限定する意図はない。
【００９２】
　図１１において示される実施例において、サービスプロバイダは、クライアント（例え
ばクライアントネットワーク１１８０上のクライアント１１８２、または他のクライアン
ト１１６２）に対し、クライアントがプロバイダネットワーク１１００上で少なくとも部
分的に分散コンピューティングシステムのプロビジョニング、管理、及び操作を行い得る
１つまたは複数のサービス（分散コンピューティングサービス１１０２（複数可）と称さ
れる）を、提供し得る。少なくともいくつかの実施形態において、分散コンピューティン
グサービス１１０２（複数可）を介して分散コンピューティングシステムをプロビジョニ
ングすることは、１つまたは複数の仮想化コンピューティングリソース（クライアントリ
ソースインスタンス１１１０として表示）を分散コンピューティングシステムのコンピュ
ートノードとしてプロビジョニングすることと、仮想化格納（データストア１１２０とし
て表示）を分散コンピューティングシステムにおいて使用されるデータ集合のデータ格納
として、及び／または様々なクライアントのために行われる計算結果のデータ格納として
プロビジョニングすることとを含み得る。様々な実施形態において、クライアントリソー
スインスタンス１１１０及び／またはデータストア１１２０は、別の方法でプロビジョニ
ングされ得ることに留意されたい。例えば、代案として、少なくともいくつかの実施形態
において、クライアント（例えばクライアントネットワーク１１８０により表される）は
、外部クライアントネットワーク上の１つまたは複数のクライアントデバイス１１８２を
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、分散コンピューティングサービスのコンピュートノードとしてプロビジョニングし、同
時に、分散コンピューティングシステムにおいて使用予定のデータ集合の格納を、分散コ
ンピューティングサービス１１０２（複数可）を介してデータストア１１２０上にプロビ
ジョニングし得る。様々な実施形態において、データストア１１２０は、本明細書におい
て説明されるように、オブジェクト格納、ブロックベース格納、及び／またはボリューム
ベース格納を実施し得ることに留意されたい。
【００９３】
　少なくともいくつかの実施形態において、クライアント（複数可）は、１つまたは複数
のアプリケーションプログラミングインタフェース（ＡＰＩ１１０４（複数可））を介し
て分散コンピューティングサービス１１０２（複数可）と対話して、特定の分散コンピュ
ーティングシステム（例えばＭａｐＲｅｄｕｃｅクラスタ）に対しプロバイダネットワー
ク１１００上の計算及び格納リソースのプロビジョニングを要求し、分散コンピューティ
ングサービス１１０２（複数可）は次に、ＡＰＩ１１０８（複数可）を介して仮想化サー
ビス１１０６（複数可）と対話して、プロバイダネットワーク１１００上の計算及び格納
リソースを実際にプロビジョニングし得ることに留意されたい。しかしながら、いくつか
の実施形態において、分散コンピューティングサービス１１０２（複数可）は、プロバイ
ダネットワーク上の計算及び格納リソースと直接対話して、特定の分散コンピューティン
グシステムに対し、リソースをプロビジョニングあるいは構成し得る。
【００９４】
　少なくともいくつかの実施形態において、サービスプロバイダは、例えばＡｐａｃｈｅ
（商標）Ｈａｄｏｏｐ（登録商標）フレームワークのような分散コンピューティングフレ
ームワークに従って、クライアントのためにこのような分散コンピューティングシステム
（例えばＭａｐＲｅｄｕｃｅクラスタ）を実施し得る。しかしながら、いくつかの実施形
態において、他のフレームワークが使用され得ることに留意されたい。
【００９５】
　少なくともいくつかの実施形態において、プロバイダネットワーク１１００を介してサ
ービスプロバイダのクライアントに提供されるリソースのうちの少なくともいくつかは、
他のクライアント（複数可）と共有されるマルチテナントハードウェア上で、及び／また
は特定クライアント専用のハードウェア上で実施される仮想化コンピューティングリソー
スであり得る。各仮想化コンピューティングリソースは、リソースインスタンスと、また
はクライアントリソースインスタンス（例えばクライアントリソースインスタンス１１１
０）と称され得る。リソースインスタンス１１１０は、例えば、サービスプロバイダのク
ライアントにレンタルまたはリースされ得る。例えば、サービスプロバイダのクライアン
トは、ＡＰＩ１１０８（複数可）を介してプロバイダネットワークの１つまたは複数のサ
ービス１１０６にアクセスし、サービス１１０６に、リソースインスタンス１１１０を取
得及び構成させ、例えば図１６に示される仮想化プライベートネットワークのように、リ
ソースインスタンス１１１０を含む仮想ネットワーク構成を確立及び管理させ得る。リソ
ースインスタンス１１１０は、例えば、多数のオペレーティングシステムがホストコンピ
ュータ上で同時に作動する、すなわちホスト上で仮想マシン（ＶＭ）として作動すること
を可能にするハードウェア仮想化技術に従って、実施され得る。ホスト上のハイパーバイ
ザ、すなわち仮想マシンモニタ（ＶＭＭ）は、仮想プラットフォームによりホスト上のＶ
Ｍを提示し、ＶＭの実行を監視する。各ＶＭには、１つまたは複数のプライベートＩＰア
ドレスが提供され得る。ホスト上のＶＭＭは、ホスト上のＶＭのプライベートＩＰアドレ
スを認識し得る。ハードウェア仮想化技術の実施態様及び使用の実施例はさらに、図１３
において示され、下記において説明される。
【００９６】
　少なくともいくつかの実施形態において、プロバイダネットワーク１１００、仮想化サ
ービス１１０６（複数可）、及びＡＰＩ１１０８（複数可）を介してサービスプロバイダ
のクライアントに提供されるリソースのうちの少なくともいくつかは、プロバイダネット
ワーク１１００上の格納ハードウェアで実施される仮想化格納リソースであり、他のクラ
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イアント（複数可）と共有され得る。様々な種類のデータ格納及び格納サービスをクライ
アントに提供するために、様々な実施形態において、仮想化データストア技術が使用され
得る。例えば、オブジェクト格納サービスは、クライアントに、汎用かつ非構造化データ
オブジェクトベース格納を提供し（図１１においてデータストア１１２０により表され得
る）、これを介してクライアントは、任意の種類のデータオブジェクト（その一部はデー
タファイルを含み得る）の格納及び読み出しを行い得る。図１１に例示されるように、オ
ブジェクト格納サービスにより提供される非構造化オブジェクトストア（データストア１
１２０として表示）は、例えば、分散コンピューティングサービス１１０２（複数可）を
通してプロビジョニングされる分散コンピューティングシステムのデータ集合を格納する
のに使用され得る。図１１に図示されないが、別の実施例として、データ格納サービス、
例えばサービスプロバイダによりまたはある他のエンティティにより提供されるデータベ
ースサービスは、クライアントに、構造化データを格納し読み出すための構造化データモ
デル（例えばデータベースモデル）を提供し得る。
【００９７】
　図１１に例示されるように、いくつかの実施形態において、プロバイダネットワーク１
１００は、監視サービス１１３０、及び／または自動スケーリングコンポーネント１１３
５を含み得る。例えば、いくつかの実施形態において、監視サービス１１３０は、自動ス
ケーリングトリガ条件を表す式において使用されるメトリクスを収集及び分析するように
構成され得る、またはこのようなメトリクスを収集して、それらを分析のために別個の自
動スケーリング規則エンジンへ渡し、その後、自動スケーリング規則エンジンが、自動ス
ケーリング行動を実行する必要があるか否か、及び必要がある時を決定し得る（図示せず
）。いくつかの実施形態において、分散コンピューティングサービス１１０２、及び／ま
たは仮想化サービス１１０６は、監視サービス１１３０のクライアントであり得る。いく
つかの実施形態において、自動スケーリングコンポーネント１１３５は、本明細書におい
て説明される自動スケーリング技術のうちのいずれかを使用して特定される任意の自動ス
ケーリング行動を実行し得る。いくつかの実施形態において、自動スケーリング規則エン
ジンは、監視サービス１１３０内ではなく、自動スケーリングコンポーネント１１３５内
で実施され得る。
【００９８】
　図１１において示される例示的プロバイダネットワークにおいて、分散コンピューティ
ングシステムは、１つまたは複数のコンピュートノードを含み得る。コンピュートノード
は、図１１に示されるようにクライアントリソースインスタンス１１１０としてプロビジ
ョニングされ得る、あるいは図１１に示されるようにクライアントネットワーク１１８０
上のクライアントデバイス１１８２として、またはクライアント１１６２上にプロビジョ
ニングされ得る。分散コンピューティングシステムのデータ集合は、データストア１１２
０上でインスタンス化され得る。いくつかの実施形態において、データ集合からのデータ
を処理するために、コンピュートノードは、オブジェクト格納サービスを介して、データ
ストア１１２０にアクセスし得る（図示せず）。少なくともいくつかの実施形態において
、このようなオブジェクト格納サービスは、１つまたは複数のＡＰＩを提供し、これを介
してコンピュートノードまたは他のエンティティは、データストア１１２０にアクセスし
得る。いくつかの実施形態において、処理されたデータ（例えば出力データ）は、必ずし
もではないが、データストア１１２０に書き戻され得る。いくつかの事例において、デー
タストア１１２０に書き戻された処理済みデータのうちの少なくとも一部は、コンピュー
トノード（複数可）のうちの１つまたは複数によりアクセスされ得る。例を挙げると、ジ
ョブ（例えばＭａｐＲｅｄｕｃｅジョブ）は、データストア１１２０からのデータを読み
出し、データストア１１２０へ出力データを書き込み得る。後続ジョブ（例えば別のＭａ
ｐＲｅｄｕｃｅジョブ）はそれから、データストア１１２０からの出力データのうちの少
なくとも一部にアクセスを試み得る。
【００９９】
　オブジェクト格納サービスを介して提供される非構造化オブジェクトストアは、非常に



(36) JP 2018-518744 A 2018.7.12

10

20

30

40

50

大きなデータ集合を格納できる能力、高処理能力、データ複製等の機能による信頼性及び
高可用性、並びに柔軟性を非限定的に含む利点を有し得る。クライアントは、クライアン
トのネットワーク上に追加の格納デバイスをインストールし構成することなく、必要に応
じて、容易にかつ比較的安価に追加格納をプロビジョニングするために、このようなオブ
ジェクト格納サービスを活用し得る。オブジェクト格納サービスは、このようなデータ複
製の機能のため、いくつかの実施形態において、結果整合性の特性を有し得る。別の実施
形態において、これは、強整合性モデルを実施し得る。少なくともいくつかの実施形態に
おいて、クライアントリソース１１１０としてプロビジョニングされるそれぞれのコンピ
ュートノードは、分散コンピューティングシステムの処理部分（例えばＭａｐＲｅｄｕｃ
ｅプロシージャ）を実施し得る１つまたは複数のモジュールを含み得る。コンピュートノ
ードはまた、メタデータを取得するように、またはオブジェクト格納サービスによりその
処理モジュール（複数可）のためにデータストア１１２０に保持されるデータオブジェク
ト（もしくはデータファイル）にアクセスするように、データ格納サービスにアクセスす
る１つまたは複数のデータアクセスモジュールを含み得る。少なくともいくつかの実施形
態において、オブジェクト格納サービスは、１つまたは複数のＡＰＩを提供し、これを介
して、クライアントリソース１１１０としてプロビジョニングされる様々なコンピュート
ノード上のデータアクセスモジュール（複数可）は、それぞれのサービスにアクセスし得
る。
【０１００】
　図１２は、いくつかの実施形態による、ブロックベース格納サービスを含む多数のネッ
トワークベースサービスを実施するプロバイダネットワークを例示するブロック図である
。インターネット及び／または他のネットワークを介してクライアント１２１０がアクセ
ス可能な１つまたは複数のサービス（様々な種類のクラウドベースコンピューティングま
たは格納等）を提供するために、企業または公的機関等の事業体により、プロバイダネッ
トワーク１２００が構築され得る。プロバイダネットワーク１２００は、プロバイダネッ
トワーク１２００が提供するインフラストラクチャ及びサービスを実行及び配給するため
に必要な物理及び／または仮想化コンピュータサーバ、格納デバイス、ネットワーク機器
等の集合（例えば図１７に関して後述されるコンピュータシステム１７００）といった様
々なリソースプールをホスティングする多数のデータセンタを含み得る。いくつかの実施
形態において、プロバイダネットワーク１２００は、仮想コンピュートサービス１２３０
等のコンピューティングリソース、ブロックベース格納サービス１２２０及び別の格納サ
ービス１２４０等の格納サービス（オブジェクト／キー値ベースデータストアまたは様々
な種類のデータベースシステム等の様々な格納種類を含み得る）、及び／またはその他の
種類のネットワークベースサービス１２５０を提供し得る。クライアント１２１０は、ネ
ットワーク１２６０を介して、プロバイダネットワーク１２００が提供するこれらの様々
なサービスにアクセスし得る。同様に、ネットワークベースサービス自体は、異なるサー
ビスを提供するために、お互いに通信及び／または利用し合い得る。例えば、仮想もしく
は物理コンピュートインスタンスまたは格納インスタンスといった「インスタンス」と呼
ばれる単位でクライアント１２１０に提供されるコンピューティングリソースは、特定の
データボリューム１２２６を利用して、コンピュートインスタンスの仮想ブロック格納を
提供し得る。
【０１０１】
　前述のように、仮想コンピュートサービス１２３０は、クライアント１２１０に様々な
コンピュートインスタンスを提供し得る。仮想コンピュートインスタンスは、例えば、指
定計算能力（ＣＰＵの種類と数、メインメモリサイズ等を指示することにより指定され得
る）を有する１つまたは複数のサーバと、指定ソフトウェアスタック（例えばハイパーバ
イザの上部で同様に作動し得る特定バージョンのオペレーティングシステム）とを備え得
る。異なる実施形態において、仮想コンピュートサービス１２３０のコンピュートインス
タンスを実行するために、多数の異なる種類のコンピューティングデバイスが単一で、ま
たは組み合わせて使用され、これには汎用または専用コンピュータサーバ、格納デバイス
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、ネットワークデバイス等が含まれる。いくつかの実施形態において、インスタンスクラ
イアント１２１０またはその他のユーザは、コンピュートインスタンスへネットワークト
ラフィックを向けるように構成され得る（及び／または権限が与えられ得る）。様々な実
施形態において、様々な動作の実行用の持続的ブロックベース格納を取得するために、コ
ンピュートインスタンスは、ブロックベース格納サービス１２２０が提供する１つまたは
複数のデータボリューム１２２６に、配属またはマッピングされ得る。
【０１０２】
　コンピュートインスタンスは、アプリケーションサーバインスタンス、Ｊａｖａ（商標
）仮想マシン（ＪＶＭ）、汎用または専用オペレーティングシステム、Ｒｕｂｙ、Ｐｅｒ
ｌ、Ｐｙｔｈｏｎ、Ｃ、Ｃ＋＋等の様々なインタプリタ型またはコンパイラ型プログラミ
ング言語に対応するプラットフォーム、または高性能コンピューティングプラットフォー
ム等、例えばインスタンスにアクセスするようクライアント１２１０に要求することなく
、クライアントアプリケーションを実行するのに好適な様々な異なるプラットフォームを
作動または実行し得る。コンピュートインスタンス構成はまた、コンピュート集中アプリ
ケーションの計算作業負荷（例えば高トラフィックウェブアプリケーション、広告提供、
バッチ処理、ビデオ符号化、分散解析論、高エネルギー物理学、ゲノム分析、及び計算流
体力学）、グラフィック集中作業負荷（例えばゲームストリーミング、３Ｄアプリケーシ
ョンストリーミング、サーバ側グラフィック作業負荷、レンダリング、財務モデリング、
及び工学設計）、メモリ集中作業負荷（例えば高性能データベース、分散メモリキャッシ
ュ、インメモリ分析論、ゲノムアセンブリ及び分析）、及び格納最適化作業負荷（例えば
データウェアハウジング及びクラスタファイルシステム）といった汎用及び専用目的のコ
ンピュートインスタンスも含み得る。特定数の仮想ＣＰＵコア、メモリ、キャッシュ、格
納等のコンピュートインスタンスのサイズ、並びにその他の性能特性は、変わり得る。コ
ンピュートインスタンスの構成はまた、特定のデータセンタ、可用性区域、地理、場所等
におけるそれらの位置と、予約期間（予約コンピュートインスタンスの場合）とを含み得
る。
【０１０３】
　様々な実施形態において、プロバイダネットワーク１２００は、格納動作を行うブロッ
クベース格納サービス１２２０も実施し得る。当実施例において示されるように、ブロッ
クベース格納サービス１２２０は、１つまたは複数のデータボリューム集合（複数可）１
２２６ａ、１２２６ｂ、１２２６ｃ、～、１２２６ｎを格納するブロックレベル格納を提
供する多数の独立格納ノード１２２４ａ、１２２４ｂ、１２２４ｃ、～、１２２４ｎのプ
ールから成る格納システム（例えばサーバブロックデータ格納システム）であり得る。デ
ータボリューム１２２６は、特定のクライアントにマッピングされ、論理ブロックの連続
集合として仮想ブロックベース格納（例えばハードディスク格納または他の持続的格納）
を提供し得る。いくつかの実施形態において、スナップショット動作または複製動作等、
他のブロック格納動作を実行するために、データボリューム１２２６は、多数のデータチ
ャンク（１つまたは複数のデータブロックを含む）に分割され得る。データボリューム１
２２６のボリュームスナップショットは、データボリューム１２２６のステートの特定時
点固定表現であり得る。いくつかの実施形態において、ボリュームスナップショット１２
４２は、別の格納サービス１２４０内等、データボリュームを保持する格納ノード６２４
から遠隔な場所に格納され得る。スナップショット動作は、別の格納サービス１２４０に
おける遠隔スナップショットデータストア等、別の格納場所における所定のデータボリュ
ームのスナップショットを、送信、コピー、及び／または保存するために行われ得る。
【０１０４】
　ブロックベース格納サービス１２２０は、ブロックベース格納サービス１２２０の動作
を支援するブロックベース格納サービス制御プレーン１２２２を実行し得る。様々な実施
形態において、ブロックベース格納サービス制御プレーン１２２２は、プロバイダネット
ワーク１２００内に配置された仮想コンピュートサービス１２３０及び／または別のネッ
トワークベースサービスにより、並びに／あるいは任意で、１つまたは複数の他のデータ



(38) JP 2018-518744 A 2018.7.12

10

20

30

40

50

センタ内に配置されたコンピューティングシステム（図示せず）、またはネットワーク１
２６０上で利用可能なプロバイダネットワーク１２００外の他のコンピューティングシス
テムにより、提供されるコンピュートインスタンス上で実行されるプログラム等、クライ
アントに対するブロックデータ格納の可用性の管理を支援する。データボリューム１２２
６へのアクセスは、ブロックデータトランザクション命令に応じて、プロバイダネットワ
ーク１２００内の内部ネットワークを介して、または外部的にネットワーク１２６０を介
して、提供され得る。
【０１０５】
　ブロックベース格納サービス制御プレーン１２２２は、ユーザアカウントの管理（例え
ば作成、削除、課金、支払い収集等）を含むブロックレベル格納機能の提供に関連する様
々なサービスを提供し得る。ブロックベース格納サービス制御プレーン１２２２はさらに
、構成要求に応じて、データボリューム１２２６の作成、使用、削除に関連するサービス
を提供し得る。ブロックベース格納サービス制御プレーン１２２２はまた、別の格納サー
ビス１２４０上のボリュームスナップショット１２４２の作成、使用、削除に関連するサ
ービスを提供し得る。ブロックベース格納サービス制御プレーン１２２２はまた、データ
ボリューム１２２６の使用及びこれらボリュームのスナップショット１２４２に関する性
能及び監査データの収集及び処理に関連するサービスを提供し得る。
【０１０６】
　プロバイダネットワーク１２００はまた、前述のように、別の格納サービス１２４０を
実施し得る。別の格納サービス１２４０は、ブロックベース格納サービス１２２０により
提供される格納と、同じまたは異なる種類の格納を提供し得る。例えば、いくつかの実施
形態において、別の格納サービス１２４０は、データをデータオブジェクトとして格納及
び管理し得るオブジェクトベース格納サービスを提供し得る。例えば、様々なデータボリ
ューム１２２６のボリュームスナップショット１２４２は、特定のデータボリューム１２
２６のスナップショットオブジェクトとして格納され得る。別の格納サービス１２４０に
加えて、プロバイダネットワーク１２００は、別のネットワークベースサービス１２５０
を実施し得る。これには、クライアント１２１０並びにプロバイダネットワーク１２００
の他のサービス（例えばブロックベース格納サービス１２２０、仮想コンピュートサービ
ス１２３０、及び／または別の格納サービス１２４０）が、様々なタスクを実行または要
求することを可能にする様々な異なる種類の分析、計算、格納、または他のネットワーク
ベースシステムが含まれ得る。
【０１０７】
　クライアント１２１０は、ネットワークプロバイダ１２００に対し要求を提出するよう
に構成可能な任意の種類のクライアントを含み得る。例えば、所定のクライアント１２１
０は、好適バージョンのウェブブラウザを含み得る、またはウェブブラウザが提供する実
行環境に対する拡張、もしくは実行環境内の拡張として実行されるように構成されるプラ
グインモジュールまたは他の種類のコードモジュールを含み得る。あるいは、クライアン
ト１２１０は、データベースアプリケーション（またはそのユーザインタフェース）、メ
ディアアプリケーション、オフィスアプリケーション、または様々な動作を実行するため
にプロバイダネットワーク１２００内のコンピュートインスタンス、データボリューム１
２２６、もしくは別のネットワークベースサービスを利用し得るその他のアプリケーショ
ンといったアプリケーションを含み得る。いくつかの実施形態において、このようなアプ
リケーションは、全種類のネットワークベースデータの完全なブラウザサポートを必ずし
も実施することなく、ネットワークベースサービス要求を生成及び処理するのに十分なプ
ロトコルサポート（例えば好適バージョンのハイパーテキスト転送プロトコル（ＨＴＴＰ
）に対するプロトコルサポート）を含み得る。いくつかの実施形態において、クライアン
ト１２１０は、レプレゼンテーショナルステートトランスファ（ＲＥＳＴ）式ネットワー
クベースサービスアーキテクチャ、ドキュメントもしくはメッセージベースのネットワー
クベースサービスアーキテクチャ、または別の好適なネットワークベースサービスアーキ
テクチャに従って、ネットワークベースサービス要求を生成するように構成され得る。い
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くつかの実施形態において、クライアント１２１０（例えば計算クライアント）は、コン
ピュートインスタンスが提供する計算リソースまたはデータボリューム１２２６が提供す
るブロック格納を使用するクライアント１２１０上で実施されるアプリケーションに明白
な方法で、コンピュートインスタンスまたはデータボリューム１２２６へのアクセスを提
供するように構成され得る。
【０１０８】
　クライアント１２１０は、外部ネットワーク１２６０を介して、プロバイダネットワー
ク１２００にネットワークベースサービス要求を伝達し得る。様々な実施形態において、
外部ネットワーク１２６０は、クライアント１２１０とプロバイダネットワーク１２００
との間のネットワークベース通信を確立するために必要なネットワークハードウェア及び
プロトコルの任意の好適な組み合わせを含み得る。例えば、ネットワーク１２６０は一般
に、共同してインターネットを実施する様々な電気通信ネットワーク及びサービスプロバ
イダを含み得る。ネットワーク１２６０はまた、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）
または広域ネットワーク（ＷＡＮ）等のプライベートネットワーク、並びにパブリックま
たはプライベート無線ネットワークを含み得る。例えば、自身の内部ネットワークを有す
る企業内に、所定のクライアント１２１０及びプロバイダネットワーク１２００の両者が
それぞれプロビジョニングされ得る。このような実施形態において、ネットワーク１２６
０は、所定のクライアント１２１０とインターネットとの間、並びにインターネットとプ
ロバイダネットワーク１２００との間のネットワークリンクを確立するために必要なハー
ドウェア（例えばモデム、ルータ、スイッチ、ロードバランサ、プロキシサーバ等）及び
ソフトウェア（例えばプロトコルスタック、会計ソフトウェア、ファイアウォール／セキ
ュリティソフトウェア等）を含み得る。いくつかの実施形態において、クライアント１２
１０は、パブリックインターネットではなくプライベートネットワークを使用して、プロ
バイダネットワーク１２００と通信し得ることに留意されたい。
【０１０９】
　いくつかの実施形態において、図１２において例示されるようなブロックベース格納サ
ービス（及びその基礎ブロックベース格納システム）により、顧客は、格納ボリュームを
作成し、それらを、分散コンピューティングシステム内のコンピュートノードクラスタの
コンピュートノードを実施するインスタンスを含む仮想化コンピューティングリソースイ
ンスタンスに配属させることが、可能になり得る。一旦このような格納ボリュームが配属
されると、顧客は、これらのボリュームの上部でファイルシステムを作成し得る、これら
のボリュームにアプリケーションまたはデータをロードし得る、これらのボリュームに対
しデータベースを実行し得る、あるいは一般に顧客がブロックデバイスを使用し得る任意
の方法でこれらのボリュームを使用し得る。いくつかの実施形態において、格納ボリュー
ムは、特定のデータセンタ、可用性ゾーン、または領域内に配置され、いずれか１つのコ
ンポーネントの障害から顧客のデータを守るために、格納ボリュームは自動で複製され得
る。
【０１１０】
　当実施例において、ブロックベース格納サービス制御プレーン１２２２、または仮想コ
ンピュートサービス１２３０、格納サービス１２４０（複数可）、もしくは別のサービス
１２５０（複数可）の制御プレーンのうちの１つまたは複数は、クラスタ自動スケーリン
グを実施するために監視コンポーネント及び／または規則エンジンを含み得る、あるいは
クラスタ自動スケーリング（本明細書において説明される）は、プロバイダネットワーク
１２００上の別個のサービスとして実施され得る（図示せず）。いくつかの実施形態にお
いて、ブロックベース格納サービス１２２０、仮想コンピュートサービス１２３０、格納
サービス１２４０（複数可）、及び／または別のサービス１２５０（複数可）は、このよ
うな外部自動スケーリングサービスのクライアントであり得る。
【０１１１】
　いくつかの実施形態において、サービスプロバイダは、多数の種類の格納ボリュームを
提供し、各種類は異なる機能及び／または性能特性を有する。いくつかの実施形態におい
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て、ブロックベース格納サービスにより、顧客は、特定時間スナップショットを作成し、
それらを使用して新たなボリュームをインスタンス化することが可能となり得る。このよ
うなスナップショットは、例えば、地理的拡張、データセンタ移行、及び／または障害復
旧のために使用され得る。ブロックベース格納サービスはまた、格納ボリュームの性能メ
トリクス（帯域幅、処理能力、待ち時間、及び待ち行列の長さ等）へのアクセスを提供し
得る。これら及び他のメトリクスは、監視ツールのＡＰＩを通して、あるいはＧＵＩ、コ
マンドライン、またはブロックベース格納サービスの他のインタフェースを通して、アク
セス可能であり得る。
【０１１２】
　本明細書において説明されるシステムのいくつかの実施形態において、顧客に格納及び
コンピューティングサービスを提供する分散コンピューティングシステムは、顧客が、収
集対象のカスタムメトリクスを定義し、これらのメトリクスに依拠するカスタム自動スケ
ーリングポリシーを定義し、及び／またはこれらのポリシーが適用されるべきクラスタ内
のインスタンスグループの特定部分集合を指示することを、明示的に可能にするＡＰＩを
公開し得る。
【０１１３】
　少なくともいくつかの実施形態において、本明細書において説明されるデータストアは
、非構造化オブジェクト格納サービス上に構築されたＨａｄｏｏｐ（登録商標）ファイル
システムＡＰＩの実施態様であり得る。分散コンピューティングシステム内の自動スケー
リングクラスタに関する技術の多数の実施形態が、Ａｐａｃｈｅ（商標）Ｈａｄｏｏｐ（
登録商標）フレームワーク上に構築されたＭａｐＲｅｄｕｃｅシステム及びサービスの具
体的な実施態様に関して説明されるが、別の実施形態において、これらの技術は、Ｍａｐ
Ｒｅｄｕｃｅの他の実施態様上または他の種類のクラスタベース分散コンピューティング
フレームワークにおいて、クラスタの自動スケーリングを実行するために適用され、他の
種類のクラスタベース分散コンピューティングフレームワークのうちの一部（全てではな
い）は、マスタコンピュートノード及びワーカ（すなわちスレーブ）コンピュートノード
を含み得ることにも留意されたい。
【０１１４】
　いくつかの実施形態において、本明細書において説明されるメタデータ、データアイテ
ム、及び／またはオブジェクトのうちの少なくともいくつかは、ソリッドステートドライ
ブ（ＳＳＤ）上に格納され得る。いくつかの実施形態において、メタデータ、データアイ
テム、及び／またはオブジェクトのうちの少なくともいくつかは、高可用性及び永続性の
ために、例えば３つの場所にわたって、複製され得る。
【０１１５】
　例示的プロバイダネットワーク環境
　本節は、本明細書において説明される方法及び装置（例えばＭａｐＲｅｄｕｃｅクラス
タ上でアプリケーションを実行する際採用される方法及び装置）の実施形態が実施され得
る例示的プロバイダネットワーク環境を説明する。しかしながら、これらの例示的プロバ
イダネットワーク環境に、限定的意図はない。
【０１１６】
　図１３は、少なくともいくつかの実施形態による、例示的プロバイダネットワーク環境
を示す。プロバイダネットワーク１３００は、１つまたは複数の仮想化サービス１３１０
を介して、クライアントにリソース仮想化を提供し得る。１つまたは複数の仮想化サービ
ス１３１０により、クライアントは、１つまたは複数のデータセンタにおけるプロバイダ
ネットワーク（複数可）内のデバイス上で実施される計算及び格納リソースを非限定的に
含む仮想化リソースのインスタンス１３１２を、購入、レンタル、あるいは取得すること
が可能となる。プライベートＩＰアドレス１３１６は、リソースインスタンス１３１２に
対応付けられ、プライベートＩＰアドレスは、プロバイダネットワーク１３００上のリソ
ースインスタンス１３１２の内部ネットワークアドレスである。いくつかの実施形態にお
いて、プロバイダネットワーク１３００はまた、クライアントがプロバイダ１３００から
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取得し得るパブリックＩＰアドレス１３１４及び／またはパブリックＩＰアドレス範囲（
例えばインターネットプロトコルバージョン４（ＩＰｖ４）もしくはインターネットプロ
トコルバージョン６（ＩＰｖ６）アドレス）を提供し得る。
【０１１７】
　従来、プロバイダネットワーク１３００は、仮想化サービス１３１０を介して、サービ
スプロバイダのクライアント（例えばクライアントネットワーク１３５０Ａを操作するク
ライアント）が、クライアントに割り当てまたは配分された少なくともいくつかのパブリ
ックＩＰアドレス１３１４を、クライアントに割り当てられた特定のリソースインスタン
ス１３１２に、動的に対応付けることを可能にし得る。プロバイダネットワーク１３００
はまた、クライアントが、クライアントに配分された１つの仮想化コンピューティングリ
ソースインスタンス１３１２に以前マッピングされていたパブリックＩＰアドレス１３１
４を、クライアントに同様に配分された別の仮想化コンピューティングリソースインスタ
ンス１３１２に再マッピングすることを可能にし得る。サービスプロバイダにより提供さ
れる仮想化コンピューティングリソースインスタンス１３１２及びＩＰアドレス１３１４
を使用して、クライアントネットワーク１３５０Ａのオペレータ等のサービスプロバイダ
のクライアントは、例えば、クライアント特有アプリケーションを実行し、インターネッ
ト等の中間ネットワーク１３４０上でクライアントのアプリケーションを示し得る。中間
ネットワーク１３４０上の別のネットワークエンティティ１３２０はそれから、クライア
ントネットワーク１３５０Ａにより発行された宛先パブリックＩＰアドレス１３１４への
トラフィックを生成し得る。トラフィックは、サービスプロバイダデータセンタへルーテ
ィングされ、データセンタにて、ネットワーク基板を介して、宛先パブリックＩＰアドレ
ス１３１４へ現在マッピングされている仮想化コンピューティングリソースインスタンス
１３１２のプライベートＩＰアドレス１３１６へルーティングされる。同様に、仮想化コ
ンピューティングリソースインスタンス１３１２からの応答トラフィックは、ネットワー
ク基板を介して、中間ネットワーク１３４０上へ戻って発信元エンティティ１３２０へル
ーティングされ得る。
【０１１８】
　図１３に監視コンポーネントまたは自動スケーリング規則エンジンは図示されないが、
このようなコンポーネントは、いくつかの実施形態において、仮想化サービス１３１０の
制御プレーン内で実施され得ることに留意されたい。別の実施形態において、このような
コンポーネントは、プロバイダネットワーク１３００上の別個の自動スケーリングサービ
スの一環として実施され、仮想化サービス１３１０は、このようなサービスのクライアン
トであり得る。
【０１１９】
　本明細書において使用されるプライベートＩＰアドレスは、プロバイダネットワーク内
のリソースインスタンスの内部ネットワークアドレスを指す。プライベートＩＰアドレス
は、プロバイダネットワーク内のみルーティング可能である。プロバイダネットワークの
外側から生じるネットワークトラフィックは、直接プライベートＩＰアドレスへルーティ
ングされず、代わりに、トラフィックは、リソースインスタンスへマッピングされたパブ
リックＩＰアドレスを利用する。プロバイダネットワークは、パブリックＩＰアドレスか
らプライベートＩＰアドレスへのマッピング、及びその反対のマッピングを実行するため
に、ネットワークアドレス変換（ＮＡＴ）または同様の機能を提供するネットワークデバ
イスまたはアプライアンスを含み得る。
【０１２０】
　本明細書において使用されるパブリックＩＰアドレスは、サービスプロバイダにより、
またはクライアントにより、リソースインスタンスに割り当てられたインターネットルー
ティング可能ネットワークアドレスである。パブリックＩＰアドレスへルーティングされ
たトラフィックは、例えば１対１ネットワークアドレス変換（ＮＡＴ）を介して変換され
、リソースインスタンス各自のプライベートＩＰアドレスへ転送される。
【０１２１】
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　いくつかのパブリックＩＰアドレスは、プロバイダネットワークインフラストラクチャ
により、特定のリソースインスタンスに割り当てられ得る。これらのパブリックＩＰアド
レスは、標準パブリックＩＰアドレス、または単純に標準ＩＰアドレスと称され得る。少
なくともいくつかの実施形態において、標準ＩＰアドレスをリソースインスタンスのプラ
イベートＩＰアドレスにマッピングすることは、全リソースインスタンス種類に対するデ
フォルトの起動構成である。
【０１２２】
　少なくともいくつかのパブリックＩＰアドレスは、プロバイダネットワーク１３００の
クライアント（例えばエンドユーザ、サービス加入者、またはサービスの顧客である第三
者サービスが、サービスと対話する手段であるクライアントアプリケーション）に対し配
分され得る、あるいはクライアントにより取得され得る。クライアントはそれから、自身
の配分されたパブリックＩＰアドレスを、クライアントに配分された特定のリソースイン
スタンスに割り当て得る。これらのパブリックＩＰアドレスは、クライアントパブリック
ＩＰアドレス、または単純にクライアントＩＰアドレスと称され得る。標準ＩＰアドレス
の事例のように、プロバイダネットワーク１３００によりリソースインスタンスに割り当
てられる代わりに、クライアントＩＰアドレスは、例えばサービスプロバイダにより提供
されるＡＰＩを介して、クライアントによりリソースインスタンスに割り当てられ得る。
標準ＩＰアドレスと異なり、クライアントＩＰアドレスはクライアントアカウント（例え
ば顧客アカウント）に配分され、必要または所望に応じて、それぞれのクライアントによ
り他のリソースインスタンスに再マッピング可能である。クライアントＩＰアドレスは、
特定のリソースインスタンスではなく、クライアントのアカウントに対応付けられ、クラ
イアントがそのＩＰアドレスを解除することを選択するまで、クライアントはそのＩＰア
ドレスを制御する。従来の固定ＩＰアドレスと異なり、クライアントＩＰアドレスは、ク
ライアントが、クライアントのパブリックＩＰアドレスを、クライアントのアカウントに
対応付けられた任意のリソースインスタンスに再マッピングすることにより、リソースイ
ンスタンスまたは可用性ゾーンの障害をマスクすることを可能にする。クライアントＩＰ
アドレスは、例えば、クライアントが、クライアントＩＰアドレスを置換リソースインス
タンスに再マッピングすることにより、クライアントのリソースインスタンスまたはソフ
トウェアに関する問題を処理することを可能にする。
【０１２３】
　図１４は、少なくともいくつかの実施形態による、ＩＰトンネリング技術を使用してネ
ットワーク基板上でオーバーレイネットワークを実施する例示的データセンタを示す。プ
ロバイダデータセンタ１４００は、ルータ、スイッチ、ネットワークアドレス変換（ＮＡ
Ｔ）等のネットワークデバイス１４１２を含むネットワーク基板を含み得る。少なくとも
いくつかの実施形態は、オーバーレイネットワークを提供するインターネットプロトコル
（ＩＰ）トンネリング技術を採用し、オーバーレイネットワークを介して、カプセル化パ
ケットはトンネルを使用してネットワーク基板１４１０を通され得る。ＩＰトンネリング
技術は、ネットワーク（例えば図１４のデータセンタ１４００におけるローカルネットワ
ーク）上でオーバーレイネットワークを作成するマッピング及びカプセル化システムを提
供し、オーバーレイ層（パブリックＩＰアドレス）及びネットワーク基板１４１０層（プ
ライベートＩＰアドレス）に別個のネームスペースを提供し得る。オーバーレイ層におけ
るパケットは、それらのトンネル基板対象（プライベートＩＰアドレス）が何であるべき
かを特定するために、マッピングディレクトリ（例えばマッピングサービス１４３０によ
り提供）と照合され得る。ＩＰトンネリング技術は、仮想ネットワークトポロジー（オー
バーレイネットワーク）を提供し、クライアントに提示されるインタフェース（例えばサ
ービスＡＰＩ）は、オーバーレイネットワークに配属されているため、クライアントがパ
ケットを送りたいＩＰアドレスを提供する時、ＩＰオーバーレイアドレスがどこかを知る
マッピングサービス（例えばマッピングサービス１４３０）と通信することにより、ＩＰ
アドレスは仮想空間において実行される。
【０１２４】



(43) JP 2018-518744 A 2018.7.12

10

20

30

40

50

　少なくともいくつかの実施形態において、ＩＰトンネリング技術は、ＩＰオーバーレイ
アドレス（パブリックＩＰアドレス）を基板ＩＰアドレス（プライベートＩＰアドレス）
にマッピングし、２つのネームスペース間のトンネルにおいてパケットをカプセル化し、
カプセル化がパケットから取り除かれる正しいエンドポイントへトンネルを介してパケッ
トを届け得る。図１４において、ホスト１４２０Ａ上の仮想マシン（ＶＭ）１４２４Ａか
ら中間ネットワーク１４４０上のデバイスへの例示的オーバーレイネットワークトンネル
１４３４Ａ（エッジルータ１４１４を通過）、並びにホスト１４２０Ｂ上のＶＭ１４２４
Ｂとホスト１４２０Ｃ上のＶＭ１４２４Ｃとの間の例示的オーバーレイネットワークトン
ネル１４３４Ｂが、表示される。いくつかの実施形態において、パケットは、送信前にオ
ーバーレイネットワークパケット形式にカプセル化され、オーバーレイネットワークパケ
ットは、受信後に取り除かれ得る。別の実施形態において、オーバーレイネットワークパ
ケットにパケットをカプセル化する代わりに、送信前にオーバーレイネットワークアドレ
ス（パブリックＩＰアドレス）がパケットの基板アドレス（プライベートＩＰアドレス）
に埋め込まれ、受信の際にパケットアドレスから取り除かれ得る。実施例として、オーバ
ーレイネットワークは、パブリックＩＰアドレスとして３２ビットＩＰｖ４（インターネ
ットプロトコルバージョン４）アドレスを使用して実施され、ＩＰｖ４アドレスは、プラ
イベートＩＰアドレスとして基板ネットワーク上で使用される１２８ビットＩＰｖ６（イ
ンターネットプロトコルバージョン６）の一部として埋め込まれ得る。いくつかの実施形
態において、図１４に例示されるようなＩＰトンネリング技術は、本明細書において説明
されるクラスタ自動スケーリングを実施するアプリケーションをＭａｐＲｅｄｕｃｅクラ
スタ上で実行する時に、採用され得る。
【０１２５】
　図１４を参照すると、実施形態が実行され得る少なくともいくつかのネットワークは、
多数のオペレーティングシステムがホストコンピュータ（例えば図１４のホスト１４２０
Ａ及び１４２０Ｂ）上で同時に実行される、すなわちホスト１４２０上の仮想マシン（Ｖ
Ｍ）１４２４として実行されることを可能にするハードウェア仮想化技術を含み得る。Ｖ
Ｍ１４２４は、例えば、ネットワークプロバイダのクライアントにレンタルまたはリース
され得る。ホスト１４２０上のハイパーバイザ、すなわち仮想マシンモニタ（ＶＭＭ）１
４２２は、仮想プラットフォームによりホスト上のＶＭ１４２４を提示し、ＶＭ１４２４
の実行を監視する。各ＶＭ１４２４には、１つまたは複数のプライベートＩＰアドレスが
提供され得る。ホスト１４２０上のＶＭＭ１４２２は、ホスト上のＶＭ１４２４のプライ
ベートＩＰアドレスを認識し得る。マッピングサービス１４３０は、全てのネットワーク
ＩＰプレフィックス、並びにルータまたはローカルネットワーク上でＩＰアドレスを供給
する他のデバイスのＩＰアドレスを、認識し得る。これには、多数のＶＭ１４２４を供給
するＶＭＭ１４２２のＩＰアドレスが含まれる。マッピングサービス１４３０は、例えば
サーバシステム上で集中化され得る、またはネットワーク上の２つ以上のサーバシステム
もしくは他のデバイス間で分散され得る。ネットワークは、例えば、マッピングサービス
技術及びＩＰトンネリング技術を使用して、例えばデータセンタ１４００のネットワーク
内で異なるホスト１４２０上のＶＭ１４２４間でデータパケットをルーティングし得る。
このようなローカルネットワーク内のルーティング情報を交換するために、内部ゲートウ
ェイプロトコル（ＩＧＰ）が使用され得ることに留意されたい。
【０１２６】
　加えて、プロバイダデータセンタ１４００のネットワーク等のネットワーク（時に自律
システム（ＡＳ）と称される）は、マッピングサービス技術、ＩＰトンネリング技術、及
びルーティングサービス技術を使用して、ＶＭ１４２４からインターネット発信先へ、及
びインターネット発信元からＶＭ１４２４へ、パケットをルーティングし得る。外部ゲー
トウェイプロトコル（ＥＧＰ）または境界ゲートウェイプロトコル（ＢＧＰ）は通常、イ
ンターネット上の発信元と発信先との間のインターネットルーティングに使用されること
に留意されたい。図１４は、少なくともいくつかの実施形態による、リソース仮想化技術
を提供し、かつインターネットトランジットプロバイダに接続するエッジルータ１４１４
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（複数可）を介して完全なインターネットアクセスを提供するネットワークを実施する例
示的プロバイダデータセンタ１４００を示す。プロバイダデータセンタ１４００は、例え
ばクライアントに、ハードウェア仮想化サービスを介して仮想コンピューティングシステ
ム（ＶＭ１４２４）を実行する能力、並びに格納仮想化サービスを介して格納リソース１
４１８上の仮想化データストア１４１６を実行する能力を、提供し得る。様々な実施形態
において、仮想化データストア１４１６の格納１４１８は、本明細書において説明される
ように、オブジェクト格納、ブロックベース格納、及び／またはボリュームベース格納を
含み得ることに留意されたい。
【０１２７】
　データセンタ１４００のネットワークは、ＩＰトンネリング技術、マッピングサービス
技術、及びルーティングサービス技術を実施して、仮想化リソースへ及び仮想化リソース
からのトラフィックをルーティングし得る、例えばデータセンタ１４００内のホスト１４
２０上のＶＭ１４２４からインターネット発信先へ、及びインターネット発信元からＶＭ
１４２４へ、パケットをルーティングし得る。インターネット発信元及び発信先は、例え
ば、中間ネットワーク１４４０に接続されたコンピューティングシステム１４７０と、中
間ネットワーク１４４０に接続するローカルネットワーク１４５０に接続されたコンピュ
ーティングシステム１４５２（例えばネットワーク１４５０をインターネットトランジッ
トプロバイダに接続するエッジルータ１４１４（複数可）を介して）とを含み得る。プロ
バイダデータセンタ１４００のネットワークはまた、データセンタ１４００内のリソース
間、例えばデータセンタ１４００内のホスト１４２０上のＶＭ１４２４からデータセンタ
１４００内の同じホスト上または他のホスト１４２０上の他のＶＭ１４２４へ、パケット
をルーティングし得る。
【０１２８】
　データセンタ１４００を提供するサービスプロバイダはまた、データセンタ１４００と
同様のハードウェア仮想化技術を含み、かつ中間ネットワーク１４４０にやはり接続され
得る追加データセンタ１４６０（複数可）を提供し得る。パケットは、データセンタ１４
００から他のデータセンタ１４６０へ、例えばデータセンタ１４００内のホスト１４２０
上のＶＭ１４２４から別の同様のデータセンタ１４６０内の別のホスト上の別のＶＭへ、
及びその反対方向に、転送され得る。
【０１２９】
　多数のオペレーティングシステムが、ネットワークプロバイダのクライアントにレンタ
ルまたはリースされ得るホスト上の仮想マシン（ＶＭ）として、ホストコンピュータ上で
同時に実行されることを可能にするハードウェア仮想化技術が前に説明されるが、ハード
ウェア仮想化技術はまた、他のコンピューティングリソース、例えば格納リソース１４１
８を、ネットワークプロバイダのクライアントへ仮想化リソースとして同様に提供するた
めに、使用され得る。
【０１３０】
　図１４に例示されるように、いくつかの実施形態において、プロバイダデータセンタ１
４００は、監視サービス１４８０、及び／またはクラスタ自動スケーリングエンジン１４
８５を含み得る。例えば、いくつかの実施形態において、監視サービス１４８０は、自動
スケーリングトリガ条件を表す式において使用されるメトリクスを収集及び分析するよう
に構成され得る、またはこのようなメトリクスを収集して、それらを分析のために別個の
自動スケーリング規則エンジンへ渡し、その後、自動スケーリング規則エンジンが、自動
スケーリング行動を実行する必要があるか否か、及び必要がある時を決定し得る（図示せ
ず）。いくつかの実施形態において、プロバイダデータセンタ１４００により提供される
分散コンピューティングサービスは、監視サービス１４８０のクライアントであり得る。
いくつかの実施形態において、クラスタ自動スケーリングエンジン１４８５は、本明細書
において説明される自動スケーリング技術のうちのいずれかを使用して特定される任意の
自動スケーリング行動を実行するように構成され得る。いくつかの実施形態において、自
動スケーリング規則エンジンは、監視サービス１４８０内ではなく、クラスタ自動スケー
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リングエンジン１４８５内で実施され得る。
【０１３１】
　図１５は、少なくともいくつかの実施形態による、格納仮想化サービス及びハードウェ
ア仮想化サービスをクライアントに提供する例示的プロバイダネットワークのブロック図
である。ハードウェア仮想化サービス１５２０は、多数の計算リソース１５２４（例えば
ＶＭ）をクライアントに提供する。計算リソース１５２４は、例えば、プロバイダネット
ワーク１５００のクライアントに（例えばクライアントネットワーク１５５０を実施する
クライアントに）レンタルまたはリースされ得る。各計算リソース１５２４には、１つま
たは複数のプライベートＩＰアドレスが提供され得る。プロバイダネットワーク１５００
は、計算リソース１５２４のプライベートＩＰアドレスからパブリックインターネット発
信先へ、及びパブリックインターネット発信元から計算リソース１５２４へ、パケットを
ルーティングするように構成され得る。
【０１３２】
　プロバイダネットワーク１５００は、例えばローカルネットワーク１５５６を介して中
間ネットワーク１５４０に接続されたクライアントネットワーク１５５０に、中間ネット
ワーク１５４０に、及びプロバイダネットワーク１５００に接続されたハードウェア仮想
化サービス１５２０を介して、仮想コンピューティングシステム１５９２を実行する能力
を提供し得る。いくつかの実施形態において、ハードウェア仮想化サービス１５２０は、
１つまたは複数のＡＰＩ１５０２、例えばウェブサービスインタフェースを提供し、これ
を介して、クライアントネットワーク１５５０は、例えばコンソール１５９４を用いて、
ハードウェア仮想化サービス１５２０により提供される機能にアクセスし得る。少なくと
もいくつかの実施形態において、クライアントネットワーク１５５０の各仮想コンピュー
ティングシステム１５９２は、プロバイダネットワーク１５００にて、クライアントネッ
トワーク１５５０にリース、レンタル、あるいは提供される計算リソース１５２４に対応
し得る。
【０１３３】
　仮想コンピューティングシステム１５９２及び／または別のクライアントデバイス１５
９０またはコンソール１５９４のインスタンスから、クライアントは、例えば１つまたは
複数のＡＰＩ１５０２を介して、格納仮想化サービス１５１０の機能にアクセスして、プ
ロバイダネットワーク１５００により提供される仮想化データストア１５１６に対しデー
タアクセス及びデータ格納を行い得る。いくつかの実施形態において、仮想化データスト
アゲートウェイ（図示せず）は、クライアントネットワーク１５５０にて提供され、仮想
化データストアゲートウェイは、少なくともあるデータ、例えば頻繁にアクセスされるま
たは重要なデータを、ローカルにキャッシュし、かつデータの１次ストア（仮想化データ
ストア１５１６）が維持されるようローカルキャッシュから新たなデータまたは修正デー
タをアップロードするために、１つまたは複数の通信チャンネルを介して仮想化データス
トアサービス１５１０と通信し得る。少なくともいくつかの実施形態において、仮想コン
ピューティングシステム１５９２を介して及び／または別のクライアントデバイス１５９
０上で、ユーザは、ローカル仮想化格納１５９８とユーザに映る仮想化データストア１５
１６のボリュームを、搭載しアクセスし得る。様々な実施形態において、仮想化データス
トア１５１６の格納１５１８は、本明細書において説明されるように、オブジェクト格納
、ブロックベース格納、及び／またはボリュームベース格納を含み得ることに留意された
い。
【０１３４】
　図１５に図示されないが、仮想化サービス（複数可）はまた、ＡＰＩ１５０２（複数可
）を介してプロバイダネットワーク１５００内のリソースインスタンスからもアクセスさ
れ得る。例えば、クライアント、アプライアンスサービスプロバイダ、または他のエンテ
ィティは、ＡＰＩ１５０２を介してプロバイダネットワーク１５００上の各自のプライベ
ートネットワーク内からの仮想化サービスにアクセスして、プライベートネットワーク内
または別のプライベートネットワーク内の１つまたは複数のリソースインスタンスの配分
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を要求し得る。
【０１３５】
　図１５に監視コンポーネントまたは自動スケーリング規則エンジンは図示されないが、
このようなコンポーネントは、いくつかの実施形態において、格納仮想化サービス１５１
０及び／またはハードウェア仮想化サービス１５２０の制御プレーン内で実施され得るこ
とに留意されたい。別の実施形態において、このようなコンポーネントは、プロバイダネ
ットワーク１５００上の別個の自動スケーリングサービスの一環として実施され、仮想化
サービス１５１０及び／または１５２０は、このようなサービスのクライアントであり得
る。
【０１３６】
　図１６は、少なくともいくつかの実施形態による、プロバイダネットワーク上のプライ
ベートネットワークを少なくともいくつかのクライアントに提供する例示的プロバイダネ
ットワークを示す。プロバイダネットワーク１６００上のクライアントの仮想化プライベ
ートネットワーク１６６０により、例えばクライアントは、クライアントネットワーク１
６５０上の自身の既存のインフラストラクチャ（例えばデバイス１６５２）を、論理的に
分離されたリソースインスタンスの集合（例えばＶＭ１６２４Ａ及び１６２４Ｂ並びに格
納１６１８Ａ及び１６１８Ｂ）に接続すること、並びに自身のリソースインスタンスを含
めるために、セキュリティサービス、ファイアウォール、及び侵入検出システム等の管理
能力を拡張することが、可能になる。
【０１３７】
　クライアントの仮想化プライベートネットワーク１６６０は、プライベート通信チャン
ネル１６４２を介して、クライアントネットワーク１６５０に接続され得る。プライベー
ト通信チャンネル１６４２は、例えば、ネットワークトンネリング技術に従って実施され
るトンネル、または中間ネットワーク１６４０によるその他のピアリング接続であり得る
。中間ネットワークは、例えば、共有ネットワーク、またはインターネット等のパブリッ
クネットワークであり得る。あるいは、プライベート通信チャンネル１６４２は、仮想化
プライベートネットワーク１６６０とクライアントネットワーク１６５０との間の直接専
用接続で実施され得る。
【０１３８】
　パブリックネットワークは、複数のエンティティに対するオープンアクセス、及び複数
のエンティティ間の相互接続を提供するネットワークとして広く定義され得る。インター
ネット、すなわちＷｏｒｌｄ　Ｗｉｄｅ　Ｗｅｂ（ＷＷＷ）は、パブリックネットワーク
の実施例である。共有ネットワークは、アクセスが一般に制限されないパブリックネット
ワークと対照的に、アクセスが２つ以上のエンティティに制限されるネットワークとして
広く定義され得る。共有ネットワークは、例えば、１つまたは複数のローカルエリアネッ
トワーク（ＬＡＮ）及び／またはデータセンタネットワーク、あるいは広域ネットワーク
（ＷＡＮ）を形成するために相互接続された２つ以上のＬＡＮまたはデータセンタネット
ワークを含み得る。共有ネットワークの実施例には、企業ネットワーク及び他のエンター
プライズネットワークが非限定的に含まれ得る。共有ネットワークは、ローカルエリアを
対象とするネットワークからグローバルネットワークまでの範囲内のどこにでも存在し得
る。共有ネットワークは、少なくともあるネットワークインフラストラクチャをパブリッ
クネットワークと共有し、その上、共有ネットワークは、パブリックネットワークを含み
得る１つまたは複数の他のネットワークに、他のネットワーク（複数可）と共有ネットワ
ークとの間に制御アクセスを伴って、接続され得ることに留意されたい。共有ネットワー
クはまた、インターネット等のパブリックネットワークと対照的に、プライベートネット
ワークとして見られ得る。実施形態において、共有ネットワークまたはパブリックネット
ワークは、プロバイダネットワークとクライアントネットワークとの間の中間ネットワー
クとして機能し得る。
【０１３９】
　プロバイダネットワーク１６００上のクライアントの仮想化プライベートネットワーク
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１６６０を確立するために、１つまたは複数のリソースインスタンス（例えばＶＭ１６２
４Ａ及び１６２４Ｂ並びに格納１６１８Ａ及び１６１８Ｂ）が仮想化プライベートネット
ワーク１６６０に配分され得る。他のリソースインスタンス（例えば格納１６１８Ｃ及び
ＶＭ１６２４Ｃ）は、他のクライアントによる使用のために、プロバイダネットワーク１
６００上で利用可能な状態で残り得ることに留意されたい。ある範囲のパブリックＩＰア
ドレスがまた、仮想化プライベートネットワーク１６６０に配分され得る。加えて、プロ
バイダネットワーク１６００の１つまたは複数のネットワークデバイス（ルータ、スイッ
チ等）が、仮想化プライベートネットワーク１６６０に配分され得る。プライベート通信
チャンネル１６４２は、仮想化プライベートネットワーク１６６０におけるプライベート
ゲートウェイ１６６２と、クライアントネットワーク１６５０におけるゲートウェイ１６
５６との間に確立され得る。
【０１４０】
　少なくともいくつかの実施形態において、プライベートゲートウェイ１６６２に加えて
、またはプライベートゲートウェイ１６６２の代わりに、仮想化プライベートネットワー
ク１６６０は、パブリックゲートウェイ１６６４を含み、パブリックゲートウェイ１６６
４により、仮想化プライベートネットワーク１６６０内のリソースは、プライベート通信
チャンネル１６４２を介する代わりに、またはプライベート通信チャンネル１６４２を介
することに加えて、中間ネットワーク１６４０を介してエンティティ（例えばネットワー
クエンティティ１６４４）と直接通信すること、並びにその反対方向の直接通信が可能と
なる。
【０１４１】
　仮想化プライベートネットワーク１６６０は、必ずしもではないが、２つ以上のサブネ
ット１６７０に細分され得る。例えば、プライベートゲートウェイ１６６２及びパブリッ
クゲートウェイ１６６４の両者を含む実施態様において、プライベートネットワークは、
プライベートゲートウェイ１６６２を通して到達可能なリソース（当実施例においてはＶ
Ｍ１６２４Ａ及び格納１６１８Ａ）を含むサブネット１６７０Ａと、パブリックゲートウ
ェイ１６６４を通して到達可能なリソース（当実施例においてはＶＭ１６２４Ｂ及び格納
１６１８Ｂ）を含むサブネット１６７０Ｂとに、細分され得る。
【０１４２】
　クライアントは、特定のクライアントパブリックＩＰアドレスを、仮想化プライベート
ネットワーク１６６０内の特定のリソースインスタンスに割り当て得る。中間ネットワー
ク１６４０上のネットワークエンティティ１６４４はそれから、クライアントにより発行
されたパブリックＩＰアドレスへトラフィックを送信し得る。トラフィックは、プロバイ
ダネットワーク１６００により、対応付けられたリソースインスタンスにルーティングさ
れる。リソースインスタンスからの返答トラフィックは、プロバイダネットワーク１６０
０により、中間ネットワーク１６４０上のネットワークエンティティ１６４４へ戻るよう
ルーティングされる。リソースインスタンスとネットワークエンティティ１６４４との間
のトラフィックをルーティングすることは、リソースインスタンスのパブリックＩＰアド
レスとプライベートＩＰアドレス間の変換を行うネットワークアドレス変換を必要とし得
ることに留意されたい。
【０１４３】
　少なくともいくつかの実施形態により、クライアントは、図１６に例示されるクライア
ントの仮想化プライベートネットワーク１６６０内のパブリックＩＰアドレスを、クライ
アントの外部ネットワーク１６５０上のデバイスに再マッピングすることが可能であり得
る。パケットが受信されると（例えばネットワークエンティティ１６４４から）、ネット
ワーク１６００は、パケットにより示される宛先ＩＰアドレスが外部ネットワーク１６５
０上のエンドポイントに再マッピングされたことを特定し、各エンドポイントへのパケッ
トのルーティングを、プライベート通信チャンネル１６４２を介して、または中間ネット
ワーク１６４０を介して、処理し得る。応答トラフィックは、プロバイダネットワーク１
６００を通して、エンドポイントからネットワークエンティティ１６４４へルーティング



(48) JP 2018-518744 A 2018.7.12

10

20

30

40

50

され得る、またはクライアントネットワーク１６５０により、ネットワークエンティティ
１６４４へ直接ルーティングされ得る。ネットワークエンティティ１６４４の観点からは
、ネットワークエンティティ１６４４がプロバイダネットワーク１６００上のクライアン
トのパブリックＩＰアドレスと通信しているように映る。しかしながら、ネットワークエ
ンティティ１６４４は実際には、クライアントネットワーク１６５０上のエンドポイント
と通信したのである。
【０１４４】
　図１６が中間ネットワーク１６４０上で、プロバイダネットワーク１６００の外部に存
在するネットワークエンティティ１６４４を示すが、ネットワークエンティティは、プロ
バイダネットワーク１６００上のエンティティであり得る。例えば、プロバイダネットワ
ーク１６００により提供されるリソースインスタンスのうちの１つは、クライアントによ
り発行されたパブリックＩＰアドレスにトラフィックを送るネットワークエンティティで
あり得る。
【０１４５】
　図１６に監視コンポーネントまたは自動スケーリング規則エンジンは図示されないが、
このようなコンポーネントは、いくつかの実施形態において、格納仮想化サービス１６３
０及び／またはハードウェア仮想化サービス１６３５の制御プレーン内で実施され得るこ
とに留意されたい。別の実施形態において、このようなコンポーネントは、プロバイダネ
ットワーク１６００上の別個の自動スケーリングサービスの一環として実施され、仮想化
サービス１６３０及び／または１６３５は、このようなサービスのクライアントであり得
る。
【０１４６】
　例示的コンピュータシステム
　少なくともいくつかの実施形態において、本明細書において説明される方法及び装置の
一部または全てを実施するコンピューティング環境は、１つまたは複数のコンピュータア
クセス可能媒体を含む、またはそのような媒体にアクセスするように構成される汎用コン
ピュータシステム、例えば図１７において例示されるコンピュータシステム１７００等を
含み得る。例えば、様々な実施形態において、コンピュータシステム１７００は、分散計
算システム（例えばＭａｐＲｅｄｕｃｅクラスタ）のマスタノードまたはワーカノード、
あるいはオブジェクト格納サービス、ブロックベース格納サービス、もしくはボリューム
ベース格納サービスのノード、あるいはクラスタ自動スケーリングを実施するサービスプ
ロバイダシステム、クライアントコンピューティングシステム、もしくは本明細書におい
て説明される方法及び装置を実施するために採用され得るその他の種類のコンピュータシ
ステム上のコンピューティングノードを、表し得る。例示される実施形態において、コン
ピュータシステム１７００は、入出力（Ｉ／Ｏ）インタフェース１７３０を介してシステ
ムメモリ１７２０に接続された１つまたは複数のプロセッサ１７１０を含む。コンピュー
タシステム１７００はさらに、Ｉ／Ｏインタフェース１７３０に接続されたネットワーク
インタフェース１７４０を含む。
【０１４７】
　様々な実施形態において、コンピュータシステム１７００は、１つのプロセッサ１７１
０を含むユニプロセッサシステム、またはいくつか（例えば２つ、４つ、８つ、もしくは
別の好適な個数）のプロセッサ１７１０を含むマルチプロセッサシステムであり得る。プ
ロセッサ１７１０は、命令を実行可能な任意の好適なプロセッサであり得る。例えば、様
々な実施形態において、プロセッサ１７１０は、様々な命令集合アーキテクチャ（ＩＳＡ
）、例えばｘ８６、ＰｏｗｅｒＰＣ、ＳＰＡＲＣ、もしくはＭＩＰＳ　ＩＳＡ、またはそ
の他の好適なＩＳＡ等のうちのいずれかを実行する汎用または組み込みプロセッサであり
得る。マルチプロセッサシステムにおいて、それぞれのプロセッサ１７１０は通常、必ず
しもではないが、同一のＩＳＡを実行し得る。
【０１４８】
　システムメモリ１７２０は、プロセッサ１７１０（複数可）によりアクセス可能な命令
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及びデータを格納するように構成され得る。様々な実施形態において、システムメモリ１
７２０は、静的ランダムアクセスメモリ（ＳＲＡＭ）、同期式動的ＲＡＭ（ＳＤＲＡＭ）
、不揮発性／フラッシュ型メモリ、またはその他の種類のメモリ等、任意の好適なメモリ
技術を使用して実行され得る。例示される実施形態において、本明細書において説明され
る方法及び装置に関して前述された方法、技術、及びデータ等、１つまたは複数の所望す
る機能を実行するプログラム命令及びデータは、システムメモリ１７２０内にコード１７
２５及びデータ１７２６として格納されていることが示される。例えば、様々な時点で、
システムメモリ１７２０におけるデータ１７２６には、ＨＰＣアプリケーションもしくは
計算（例えばＭａｐＲｅｄｕｃｅアプリケーション）により処理予定のデータ集合（もし
くはその部分）、このようなアプリケーションにより生成される出力データ、ＭａｐＲｅ
ｄｕｃｅジョブのキーペア、ホストファイル、ランクファイル、または構成もしくは作動
パラメータ、あるいはこのようなアプリケーションを実行する時に使用可能なその他の情
報、以上のうちの１つまたは複数が含まれ得る。別の実施例において、様々な時点で、シ
ステムメモリ１７２０におけるコード１７２５には、ＭａｐＲｅｄｕｃｅアプリケーショ
ン（またはそのいずれか一部）を実施するように実行可能なプログラム命令、オペレーテ
ィングシステムもしくは仮想マシンモニタ、ライブラリもしくはユーティリティ機能、Ａ
ＰＩもしくはサービスインタフェース、または本明細書において説明される方法を実行す
るように実行可能なその他のプログラム命令が、含まれ得る。
【０１４９】
　一実施形態において、Ｉ／Ｏインタフェース１７３０は、プロセッサ１７１０と、シス
テムメモリ１７２０と、ネットワークインタフェース１７４０または他の周辺インタフェ
ースを含むデバイス内の任意の周辺デバイスとの間のＩ／Ｏトラフィックを調整するよう
に構成され得る。いくつかの実施形態において、Ｉ／Ｏインタフェース１７３０は、１つ
のコンポーネント（例えばシステムメモリ１７２０）からのデータ信号を、別のコンポー
ネント（例えばプロセッサ１７１０）が使用する好適な形式に変換するために、任意の必
要なプロトコル変換、タイミング変換、または他のデータ変換を実行し得る。いくつかの
実施形態において、Ｉ／Ｏインタフェース１７３０は、例えば周辺構成要素相互接続（Ｐ
ＣＩ）バス規格または汎用シリアルバス（ＵＳＢ）規格の変形等、様々な種類の周辺バス
を通して取り付けられるデバイスの対応を含み得る。いくつかの実施形態において、Ｉ／
Ｏインタフェース１７３０の機能は、例えばノースブリッジとサウスブリッジといった２
つ以上の別個のコンポーネントに分割され得る。また、いくつかの実施形態において、シ
ステムメモリ１７２０へのインタフェースといったＩ／Ｏインタフェース１７３０の機能
の一部または全ては、プロセッサ１７１０に直接組み込まれ得る。
【０１５０】
　ネットワークインタフェース１７４０は、コンピュータシステム１７００と、ネットワ
ーク１７５０（複数可）に接続される他のデバイス１７６０との間で、データ交換を可能
にするように構成され得る。他のデバイス１７６０には、例えば図１～１６において例示
及び説明される他のコンピュータシステム（例えばコンピュータシステム１７００と同様
のコンピュータシステム、またはコンピューティングシステム１７００よりも多い、少な
い、もしくは異なるコンポーネントを含むコンピュータシステム）またはデバイス等があ
る。例えば、いくつかの実施形態において、コンピュータシステム１７００は、本明細書
において説明されるように、自動スケーリングを実施するクラスタベースＤＣＳ（例えば
ＭａｐＲｅｄｕｃｅクラスタ）のノードを表し、ネットワークインタフェース１７４０は
、コンピュータシステム１７００と、オブジェクト格納サービス、ブロックベース格納サ
ービス、またはボリュームベース格納サービスを実施するデバイスとの間で、データ交換
を可能にするように構成され得る。様々な実施形態において、ネットワークインタフェー
ス１７４０は、例えばイーサネット（登録商標）ネットワーク類等、任意の好適な有線ま
たは無線汎用データネットワークを介した通信に対応し得る。加えて、ネットワークイン
タフェース１７４０は、アナログ音声ネットワークまたはデジタルファイバ通信ネットワ
ーク等の電気通信／電話ネットワークを介した、またはファイバチャネルＳＡＮ等の格納
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エリアネットワークを介した、またはその他の好適な種類のネットワーク及び／もしくは
プロトコルを介した通信に対応し得る。
【０１５１】
　いくつかの実施形態において、システムメモリ１７２０は、本明細書において説明され
る方法及び装置の実施形態を実行するよう図１～１６に関して前述されたプログラム命令
及びデータを格納するように構成されるコンピュータアクセス可能媒体の一実施形態であ
り得る。しかしながら、別の実施形態において、プログラム命令及び／またはデータは、
異なる種類のコンピュータアクセス可能媒体上で受信、送信、または格納され得る。一般
に、コンピュータアクセス可能媒体には、例えばＩ／Ｏインタフェース１７３０を介して
コンピュータシステム１７００に接続されるディスクまたはＤＶＤ／ＣＤといった磁気媒
体または光学媒体等の非一時的記憶媒体またはメモリ媒体が含まれ得る。非一時的コンピ
ュータアクセス可能記憶媒体には、ＲＡＭ（例えばＳＤＲＡＭ、ＤＤＲ、ＳＤＲＡＭ、Ｒ
ＤＲＡＭ、ＳＲＡＭ等）、ＲＯＭ等、コンピュータシステム１７００のいくつかの実施形
態にシステムメモリ１７２０または別の種類のメモリとして含まれ得る任意の揮発性また
は不揮発性媒体も含まれ得る。さらに、コンピュータアクセス可能媒体は、ネットワーク
インタフェース１７４０を介して実施され得るように、ネットワーク及び／または無線リ
ンク等の通信媒体を介して伝達される伝送媒体すなわち電気、電磁、もしくはデジタル信
号等の信号を含み得る。
【０１５２】
　様々な実施形態はさらに、コンピュータアクセス可能媒体に関する前述の説明に従って
実行される命令及び／またはデータの受信、送信、または格納処理を含み得る。一般に、
コンピュータアクセス可能媒体には、例えばディスクまたはＤＶＤ／ＣＤ‐ＲＯＭ等の磁
気媒体または光学媒体、及びＲＡＭ（例えばＳＤＲＡＭ、ＤＤＲ、ＲＤＲＡＭ、ＳＲＡＭ
等）、ＲＯＭ等の揮発性または不揮発性媒体といった記憶媒体またはメモリ媒体、並びに
、ネットワーク及び／または無線リンク等のコミュニケーション媒体を介して伝達される
伝送媒体すなわち電気、電磁もしくはデジタル信号等の信号が、含まれ得る。
【０１５３】
　本開示の実施形態は、以下の条項を考慮して説明され得る。
１．少なくとも１つのプロセッサ及びメモリをそれぞれが備える複数のコンピュートノー
ドと、
インタフェースと
を備える分散コンピューティングシステムであって、
前記分散コンピューティングシステムは、分散コンピューティングサービスを実施し、
前記複数のコンピュートノードは、ＭａｐＲｅｄｕｃｅ分散コンピューティングフレーム
ワークに従ってコンピュートノードのクラスタとして構成され、前記クラスタは分散アプ
リケーションを実行するように構成され、
前記分散コンピューティングサービスは、
前記インタフェースを通して前記分散コンピューティングサービスのクライアントから、
真と評価されると前記クラスタに対し自動スケーリング動作を行うトリガ条件を表す式を
定義する入力、及び前記式が真と評価されたことに応じて行われるべきスケーリング行動
を指定する入力を受信し、前記式は前記分散アプリケーションの実行中に生成される１つ
または複数のメトリクスの値に依拠し、
前記分散アプリケーションの実行中に、前記１つまたは複数のメトリクスを収集し、
前記分散アプリケーションの実行中に、前記収集されたメトリクスに依拠して、前記式が
真と評価されることを特定し、
前記特定に応じて、前記クラスタに対し前記自動スケーリング動作の実行を開始し、前記
自動スケーリング動作は、前記クラスタに１つまたは複数のコンピュートノードを追加す
る動作、または前記クラスタから１つまたは複数のコンピュートノードを削除する動作を
含む
ように構成される、前記分散コンピューティングシステム。
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【０１５４】
　２．前記複数のコンピュートノードは、前記複数のコンピュートノードの非重複部分集
合をそれぞれが含む２つ以上のコンピュートノードグループを備え、
前記インタフェースを通して受信される前記入力は、自動スケーリングポリシーを定義し
、
前記インタフェースを通して受信される前記入力はさらに、前記２つ以上のコンピュート
ノードグループのうちの１つまたは複数を、前記自動スケーリングポリシーが適用される
コンピュートノードグループとして特定する入力を含み、
前記クラスタに対し前記自動スケーリング動作の実行を開始するために、前記分散コンピ
ューティングサービスは、前記特定されたコンピュートノードグループのうちの１つに１
つまたは複数のコンピュートノードを追加する動作、または前記特定されたコンピュート
ノードグループのうちの１つから１つまたは複数のコンピュートノードを削除する動作の
実行を開始するように構成される、
条項１に記載のシステム。
【０１５５】
　３．前記複数のコンピュートノードは、前記複数のコンピュートノードの非重複部分集
合をそれぞれが含む２つ以上のコンピュートノードグループを備え、
前記インタフェースを通して受信される前記入力は、自動スケーリングポリシーを定義し
、
前記自動スケーリングポリシーは、前記式が真と評価されたことに応じて行われるべき前
記スケーリング行動に、前記複数のコンピュートノードに新たなコンピュートノードグル
ープを追加する動作、または前記複数のコンピュートノードから前記２つ以上のコンピュ
ートノードグループのうちの１つを削除する動作が含まれることを、指定する、
いずれかの先行条項に記載のシステム。
【０１５６】
　４．前記分散アプリケーションは、前記分散コンピューティングサービスの前記クライ
アントにより定義された１つまたは複数のアプリケーション特有メトリクスを発するよう
に構成され、
前記式は、前記１つまたは複数のアプリケーション特有メトリクスのうちの少なくとも１
つに依拠する、
いずれかの先行条項に記載のシステム。
【０１５７】
　５．前記式は、前記クラスタが、または前記コンピュートノードのうちの１つまたは複
数が、前記分散コンピューティングシステムにおいて作動している間にデフォルトで発す
る１つまたは複数のメトリクスに依拠する、
いずれかの先行条項に記載のシステム。
【０１５８】
　６．前記分散アプリケーションの実行中に前記１つまたは複数のメトリクスを収集する
ために、前記分散コンピューティングサービスは、
前記複数のコンピュートノードのうちの２つ以上に各自備わる各監視コンポーネントから
１つまたは複数のメトリクスを受信し、
前記それぞれの監視コンポーネントから受信した前記メトリクスを集約して、前記２つ以
上のコンピュートノードの集約メトリクを生成する
ように構成され、
前記式は、前記集約メトリクに依拠する、
いずれかの先行条項に記載のシステム。
【０１５９】
　７．１つまたは複数のコンピュータにより、
１つまたは複数のコンピューティングリソースインスタンスをそれぞれが含む２つ以上の
インスタンスグループを備えるコンピューティングリソースインスタンスのクラスタを作
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成することと、
前記２つ以上のインスタンスグループのうちの１つにおけるコンピューティングリソース
インスタンスの数を変更する前記２つ以上のインスタンスグループのうちの前記１つに対
する自動スケーリング動作の実行を、満たされた場合に引き起こす条件を定義する自動ス
ケーリングポリシーを、前記２つ以上のインスタンスグループのうちの前記１つに対応付
ける入力を受信することと、
前記クラスタ上で分散アプリケーションの実行中に、前記トリガ条件が満たされたことを
検出することと、
前記検出に応じて、前記２つ以上のインスタンスグループのうちの前記１つに対し前記自
動スケーリング動作の実行を開始することと
を実行することを含む方法。
【０１６０】
　８．前記トリガ条件は、真と評価されると前記２つ以上のインスタンスグループのうち
の前記１つに対し前記自動スケーリング動作の前記実行を引き起こす式を含み、前記式は
、前記クラスタ上で前記分散アプリケーションの実行中に生成される１つまたは複数のメ
トリクスに依拠する、
条項７に記載の方法。
【０１６１】
　９．前記トリガ条件は、真と評価されると前記２つ以上のインスタンスグループのうち
の前記１つに対し前記自動スケーリング動作の前記実行を引き起こす式を含み、前記式は
、曜日、日付、時刻、経過時間、または推定時間に依拠する、
条項７または８に記載の方法。
【０１６２】
　１０．前記２つ以上のインスタンスグループのうちの別の１つにおけるコンピューティ
ングリソースインスタンスの数を変更する前記２つ以上のインスタンスグループのうちの
前記別の１つに対する第２自動スケーリング動作の実行を、満たされた場合に引き起こす
第２条件を定義する別の自動スケーリングポリシーを、前記２つ以上のインスタンスグル
ープのうちの前記別の１つに対応付ける入力を受信することと、
前記クラスタ上で前記分散アプリケーションの実行中に、前記第２トリガ条件が満たされ
たことを検出することと、
前記第２トリガ条件が満たされたことの検出に応じて、前記２つ以上のインスタンスグル
ープのうちの前記別の１つに対し前記第２自動スケーリング動作の実行を開始することと
をさらに含む、条項７～９のうちのいずれかに記載の方法。
【０１６３】
　１１．前記自動スケーリング動作は、前記２つ以上のインスタンスグループのうちの前
記１つに容量を追加する動作を含む、
条項７～１０のうちのいずれかに記載の方法。
【０１６４】
　１２．前記自動スケーリング動作は、前記２つ以上のインスタンスグループのうちの前
記１つから容量を削除する動作を含む、
条項７～１１のうちのいずれかに記載の方法。
【０１６５】
　１３．前記方法はさらに、
前記２つ以上のインスタンスグループのうちの前記１つから、前記コンピューティングリ
ソースインスタンスのうちのどの１つまたは複数を削除するかを特定することと、
前記２つ以上のインスタンスグループのうちの前記１つから、前記コンピューティングリ
ソースインスタンスのうちの前記特定した１つまたは複数を削除することと
を含み、
前記特定は、前記２つ以上のインスタンスグループのうちの前記１つにおける前記コンピ
ューティングリソースインスタンスのうちの１つが、前記コンピューティングリソースが
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削除された場合に喪失するデータを格納していることを特定すること、前記２つ以上のイ
ンスタンスグループのうちの前記１つにおける前記コンピューティングリソースインスタ
ンスのうちの１つの削除により、複製要件またはクォーラム要件は満たされなくなること
を特定すること、前記２つ以上のインスタンスグループのうちの前記１つにおける前記コ
ンピューティングリソースノードのうちの１つが廃止されたことを特定すること、前記２
つ以上のインスタンスグループのうちの前記１つにおける前記コンピューティングリソー
スノードのうちの１つが、前記分散アプリケーションのためにタスクを現在実行している
ことを特定すること、または、前記２つ以上のインスタンスグループのうちの前記１つに
おける前記コンピューティングリソースインスタンスのうちの１つにおいて現在実行され
ているタスクの進捗を特定すること、以上のうちの１つまたは複数に依拠する、
条項１２に記載の方法。
【０１６６】
　１４．前記自動スケーリングポリシーはさらに、前記自動スケーリング動作による前記
２つ以上のインスタンスグループのうちの前記１つの前記容量の変化量、または前記自動
スケーリング動作による前記２つ以上のインスタンスグループのうちの前記１つの前記容
量の変化率を定義する、
条項７～１３のうちのいずれかに記載の方法。
【０１６７】
　１５．前記２つ以上のインスタンスグループの各グループは、各自異なる種類のコンピ
ューティングリソースインスタンス、または前記クラスタ上での前記分散アプリケーショ
ンの前記実行において各自異なる役割を有するコンピューティングリソースインスタンス
を備える、
条項７～１４のうちのいずれかに記載の方法。
【０１６８】
　１６．前記検出は、コンピューティングリソースインスタンスの前記クラスタの外部の
コンピューティングリソース上で実施される外部サービスにより実行され、
前記開始は、前記トリガ条件が満たされたという開示を前記外部サービスから受信するこ
とに応じて行われる、
条項７～１５のうちのいずれかに記載の方法。
【０１６９】
　１７．前記クラスタの前記作成は、ＭａｐＲｅｄｕｃｅ分散コンピューティングフレー
ムワークに従って、コンピュートノードのクラスタとして、前記２つ以上のインスタンス
グループそれぞれに前記１つまたは複数のコンピューティングリソースインスタンスを含
むコンピューティングリソースインスタンスの集合を構成することを含む、条項７～１６
のうちのいずれかに記載の方法。
【０１７０】
　１８．コンピューティングリソースインスタンスの前記クラスタは、１つまたは複数の
仮想化コンピューティングリソースインスタンスもしくは仮想化格納リソースインスタン
スを備える、条項７～１７のうちのいずれかに記載の方法。
【０１７１】
　１９．プログラム命令を記憶する非一時的コンピュータアクセス可能記憶媒体であって
、前記プログラム命令は、１つまたは複数のコンピュータ上で実行されると、前記１つま
たは複数のコンピュータに分散コンピューティングサービスを実施させ、
前記分散コンピューティングサービスは、
分散アプリケーションを実行するように構成される仮想化コンピューティングリソースイ
ンスタンスのクラスタと、
１つまたは複数のクライアントが前記サービスと対話する手段であるインタフェースと、
自動スケーリング規則エンジンと
を備え、
前記分散コンピューティングサービスは、
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前記インタフェースを通して前記分散コンピューティングサービスのクライアントから、
真と評価されると自動スケーリング動作を実行するトリガ条件を表す式を定義する情報、
前記式が真と評価されたことに応じて行われるべきスケーリング行動を指定する情報を含
む自動スケーリングポリシーを定義する入力、並びに前記自動スケーリングポリシーが適
用される前記クラスタの前記仮想化コンピューティングリソースインスタンスの部分集合
を特定する入力を受信する
ように構成され、
前記自動スケーリング規則エンジンは、
前記分散アプリケーションの実行中に、前記実行中に生成された１つまたは複数のメトリ
クスに依拠して、前記式が真と評価されることを特定し、
前記特定に応じて、前記自動スケーリングポリシーが適用される前記クラスタの前記仮想
化コンピューティングリソースインスタンスの前記部分集合に１つまたは複数のインスタ
ンスを追加する動作、または前記自動スケーリングポリシーが適用される前記クラスタの
前記仮想化コンピューティングリソースインスタンスの前記部分集合から１つまたは複数
のインスタンスを削除する動作を含む前記自動スケーリング動作の実行を開始する
ように構成される、
前記非一時的コンピュータアクセス可能記憶媒体。
【０１７２】
　２０．前記式は、前記分散アプリケーションの前記実行中に生成された前記１つまたは
複数のメトリクスのうちの１つの値、前記分散アプリケーションの前記実行中に生成され
た前記メトリクスのうちの１つに指定された最小または最大閾値、前記分散アプリケーシ
ョンの前記実行中に生成された前記メトリクスのうちの１つの最小または最大閾値が破ら
れた時間の長さ、曜日、日付、時刻、経過時間、推定時間、リソース使用メトリク、費用
メトリク、前記分散アプリケーションのためのタスクを実行完了するための推定時間、ま
たは前記分散アプリケーションのために実行されるべき保留タスクの数、以上のうちの１
つまたは複数に依拠する、条項１９に記載の非一時的コンピュータアクセス可能記憶媒体
。
【０１７３】
　２１．前記式は、
前記アプリケーションが、前記クラスタが、または前記仮想化コンピューティングリソー
スインスタンスのうちの１つまたは複数が、前記分散コンピューティングシステムにおい
て作動している間にデフォルトで発するメトリク、
または前記分散コンピューティングサービスの前記クライアントにより定義され、かつ前
記分散アプリケーションの実行中に前記分散アプリケーションが発するアプリケーション
特有メトリク、
以上のうちの１つまたは複数に依拠する、
条項１９または２０に記載の非一時的コンピュータアクセス可能記憶媒体。
【０１７４】
　２２．前記自動スケーリングポリシーを定義する前記入力は、前記自動スケーリング規
則エンジンに入力を提供するように定義されるアプリケーションプログラミングインタフ
ェース（ＡＰＩ）に準拠する、条項１９～２１のうちのいずれかに記載の非一時的コンピ
ュータアクセス可能記憶媒体。
【０１７５】
　本明細書において図示及び説明される様々な方法は、方法の代表的実施形態を表す。方
法は、ソフトウェア、ハードウェア、またはこれらの組み合せで実施され得る。方法の順
序は変更され、様々な要素が追加、並替、結合、省略、修正等され得る。
【０１７６】
　本開示の恩恵を受ける当業者には明らかであるように、様々な修正及び変更を行うこと
が可能である。本明細書には全てのこのような修正及び変更を包含する意図があり、従っ
て前述の説明は、制限的な意味ではなく例示的な意味で考慮されるものとする。
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