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目次目次目次目次

� 背景

� ROMA/fairy を開発することになった背景

�ネット上に大量のデータが蓄積

� fairy (簡単に)

�分散並列処理フレームワークの Ruby 実装

2222

�分散並列処理フレームワークの Ruby 実装

� ROMA

�分散 Key-Value Store の Ruby 実装

� まとめ



情報爆発情報爆発情報爆発情報爆発
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（情報処理 Vol.49 No.8 Aug. 2008 より）



データが増えるとどうなるか？データが増えるとどうなるか？データが増えるとどうなるか？データが増えるとどうなるか？ (1/2)(1/2)(1/2)(1/2)

� 大量のデータを加工して、各種サービスに利用
できる

� 例：リコメンデーション

�ユーザに適切な商品をいかに勧められるか？

� (問題点) 莫大な計算時間

4444

� (問題点) 莫大な計算時間

�精度の良い計算をするためには、大量のデータを利
用して計算する必要がある



情報爆発時代のテクノロジー情報爆発時代のテクノロジー情報爆発時代のテクノロジー情報爆発時代のテクノロジー (1/2)(1/2)(1/2)(1/2)

� Google：GFS/MapReduce
�GFS：分散ファイルシステム

�MapReduce：分散処理フレームワーク

�自社開発

�ソースは非公開。Google内部の様々な計算に使用
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� Yahoo!：Hadoop
�GFS/MapReduceのJava実装．

�独自の分散ファイルシステムHDFSを持つ

�オープンソース



データが増えるとどうなるか？データが増えるとどうなるか？データが増えるとどうなるか？データが増えるとどうなるか？ (2/2)(2/2)(2/2)(2/2)

� 大量のデータを高速アクセスできる基盤システ
ム (ストレージ) が必要

� 例：session データ、買い物カゴのデータ

� (問題点) 可用性と一貫性はトレードオフ

�一台のマシンでは、格納できるデータサイズは限ら

6666

�一台のマシンでは、格納できるデータサイズは限ら
れるし、性能のボトルネックになる、障害耐性も低い



情報爆発時代のテクノロジー情報爆発時代のテクノロジー情報爆発時代のテクノロジー情報爆発時代のテクノロジー (2/2)(2/2)(2/2)(2/2)

� Amazon：Dynamo
�分散 Key-Value Store (Storage)。自社開発

�DHT 技術を組み合わせた実装

�ソースは非公開。Amazonの買い物籠に使用

� Oracle：Coherence
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� Oracle：Coherence
�分散Key-Value Store製品

�write-behind、分散処理など多彩な機能

�DB の前面にキャッシュとして配置することを想定

� Mixi：Tokyo Tyrant, GREE：Flare



ROMA/fairyROMA/fairyROMA/fairyROMA/fairyの誕生の誕生の誕生の誕生

【まつもとフェローの問題意識】
Rubyをもっと大規模に使って

もらいたいけど、誰かそういう機能を

作って使ってくれないかな

【楽天の問題意識】
データは沢山持っていていろいろ

やりたいけど、もっと効率的・生産的に

処理するにはどうすればいいだろう
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分散分散分散分散 KeyKeyKeyKey----Value StoreValue StoreValue StoreValue Store
Ruby Ruby Ruby Ruby 実装実装実装実装

分散並列処理フレームワーク分散並列処理フレームワーク分散並列処理フレームワーク分散並列処理フレームワーク
Ruby Ruby Ruby Ruby 実装実装実装実装



fairyfairyfairyfairy
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fairyfairyfairyfairy



fairy fairy fairy fairy 概要概要概要概要

� 分散並列処理フレームワークの Ruby 実装

� 分散並列処理分散並列処理分散並列処理分散並列処理：複数のハードウェア/CPU（コア）で、
同時並行で処理を行う

� フレームワークフレームワークフレームワークフレームワーク：汎用的な機能の実装と、アプリケー
ションの構造を提供するソフトウェア

10101010

�そして Ruby Ruby Ruby Ruby で実装で実装で実装で実装する



fairy fairy fairy fairy を利用したプログラミングを利用したプログラミングを利用したプログラミングを利用したプログラミング

input(…).filter(…).filter(…).filter(…).output(…)

inputinputinputinput outputoutputoutputoutputfilterfilterfilterfilter filterfilterfilterfilter filterfilterfilterfilter
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•通称、フィルタ・インターフェイスフィルタ・インターフェイスフィルタ・インターフェイスフィルタ・インターフェイス

•inputでデータを読み出し、outputで書き出して終端

•読み出したデータに任意個のフィルタを適用

•読み出したデータの各要素（通常入力ファイルの行
データ）に、順番にフィルタが適用される



代表的なフィルタ代表的なフィルタ代表的なフィルタ代表的なフィルタ/map/map/map/map系系系系

� 各要素を処理して後ろのフィルタに出力

� 入力を要素として扱う

map(%{|e| …})
select(%{|e| …})
grep(pattern)
find(%{|e| …})
emap(%{|e| … ary})

formar map(…) later
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emap(%{|e| … ary})

� 入出力をストリーム（IO）として扱う

smap(%{|i,o|
i.each{|e|

…
o.push(ret)

}
})

第1引数iは、前のフィルタからの入力IO
第2引数oは、後ろのフィルタへの出力IO



代表的なフィルタ代表的なフィルタ代表的なフィルタ代表的なフィルタ/group_by/group_by/group_by/group_by

� ブロックの評価値でグルーピングして後ろのフィルタに出力

group_by%{|e| ... }

� 後ろのフィルタの例

map(%{key,values|
k = key
v = 0

group_byの評価値

group_byの評価値が同じものだけが
Enumオブジェクトに纏められる

13131313

v = 0
values.each{|e| v+=1}
”#{k}¥t#{v}”

})

later

formar group_by(…)

later

later

ここでは，group_byで纏められた数を
カウントしていることになる



ワードカウントの例ワードカウントの例ワードカウントの例ワードカウントの例

inputinputinputinput outputoutputoutputoutputsmapsmapsmapsmap group_bygroup_bygroup_bygroup_by smapsmapsmapsmap

単語に分割単語に分割単語に分割単語に分割

<<<<単語単語単語単語>,<1>>,<1>>,<1>>,<1>を出力を出力を出力を出力

グルーピングされたグルーピングされたグルーピングされたグルーピングされた
単語数を数える単語数を数える単語数を数える単語数を数える
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処理対象の処理対象の処理対象の処理対象の
テキストファイルテキストファイルテキストファイルテキストファイル

単語ごとに単語ごとに単語ごとに単語ごとに
グルーピンググルーピンググルーピンググルーピング

A fairy (also fay, fey, fae, 

faerie; collectively, wee folk, 

good folk, people of peace, 

fair folk, and other 

euphemisms)[1] is a type of 

mythological being or 

legendary creature, a form of 

spirit, often described as 

metaphysical, supernatural or 

preternatural.

of 3

folk, 3

or 2

a 2

wee 1

type 1

supernatural 1

spirit, 1

preternatural. 1



fairy fairy fairy fairy を利用した分散ワードカウントを利用した分散ワードカウントを利用した分散ワードカウントを利用した分散ワードカウント
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処理結果処理結果処理結果処理結果
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fairy fairy fairy fairy の狙いどころの狙いどころの狙いどころの狙いどころ

HadoopHadoopHadoopHadoop

・高機能

・高パフォーマンス

・スケーラブル

・Java

・大規模クラスタにも対応

・パフォーマンス優先

・かっちりした（仕様変更が少ない）プロジェクト

・大規模プロジェクト

すみわけすみわけすみわけすみわけ特徴特徴特徴特徴
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fairyfairyfairyfairy

・スケーラブル

・導入が簡単

・開発が簡単

・運用が簡単

・Ruby

・小～中規模クラスタ

・生産性優先

・アドホックな開発＆作り直し

・お試し・プロトタイピング



ROMAROMAROMAROMA
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ROMAROMAROMAROMA



ROMA ROMA ROMA ROMA の概要の概要の概要の概要

� 分散 Key-Value Store の Ruby 実装

� 分散分散分散分散：複数マシンに搭載されるメモリを利用した、

� KeyKeyKeyKey----Value StoreValue StoreValue StoreValue Store：大量の Key と Value のペアを格
納するための空間

�そして Ruby Ruby Ruby Ruby で実装で実装で実装で実装する

19191919



ROMA ROMA ROMA ROMA の特徴の特徴の特徴の特徴

� 高負荷な状況でも高速なデータアクセスが可能

� 動的にメモリサイズを増やせる

� スケールアウト、eventual consistency

� 部分障害が起きてもデータを喪失しづらい設計

20202020

ROMAエンドユーザ Web サーバ

GET

GET

PUT



Consistent HashingConsistent HashingConsistent HashingConsistent Hashing

� Pure P2P による自律的な複数マシンの管理

� 環状モデル (Consistent Hashing)

�各ノードはハッシュ関数 (SHA-1) で計算されたユ
ニークな ID をもつ

�その範囲は 0 ～ 2^64

21212121

ROMAROMAROMAROMA

hash = 5000

hash = 10000

hash = 1000



データの分散配置データの分散配置データの分散配置データの分散配置

� 例：key のハッシュ値が 3,000 であるデータを
GET したい

�ハッシュ値 1,001 から 5,000 の範囲のデータを担当
ノードが、そのデータを保持

22222222

ROMAROMAROMAROMA

hash = 5000

hash = 10000

hash = 1000

担当ノード担当ノード担当ノード担当ノード



ZeroZeroZeroZero----hop hop hop hop でのデータ探索でのデータ探索でのデータ探索でのデータ探索 (1/2)(1/2)(1/2)(1/2)

クライアントクライアントクライアントクライアント

� 各ノードが環全体のノード情報を保持

� 1,000 台程度のノード情報であるため

�一般的な P2P では multi-hop でデータ探索

23232323

ROMAROMAROMAROMA
担当ノード担当ノード担当ノード担当ノード

①データを GET/PUT

③担当ノードから

値を GET/PUT

②担当ノードを計算

コーディネータコーディネータコーディネータコーディネータ



ZeroZeroZeroZero----hop hop hop hop でのデータ探索でのデータ探索でのデータ探索でのデータ探索 (2/2)(2/2)(2/2)(2/2)

③担当ノードから値を GET/PUT

クライアントクライアントクライアントクライアント

� クライアントが環情報を保持することも可能

� ROMA に初めてアクセスした際、クライアントは環情
報を取得

24242424

ROMAROMAROMAROMA
担当ノード担当ノード担当ノード担当ノード

③担当ノードから値を GET/PUT

②担当ノードを計算

①データを GET/PUT



ROMA ClientROMA ClientROMA ClientROMA Client

#!/usr/local/bin/ruby

※ Ruby 実装のクライアント API の例

� クライアントと ROMA 間は独自プロトコル

�Memcached のプロトコルでは少し足りない

�現在、ruby, Java によるクライアント実装

25252525

require ‘RClient’

rc = ROMA::Client.new

rc.open(“roma0”, 3300) # 任意の ROMA プロセスを指定

rc[“muga”] = “data” # ROMA にデータを PUT

data = rc[“muga”] # ROMA からデータを GET

rc[“muga”] = nil # ROMA からデータを DELETE



Replication (1/2)Replication (1/2)Replication (1/2)Replication (1/2)

� データが PUT されたとき、担当ノードはその左
右のノードにレプリカを PUT

�担当ノードは左右にデータのバックアップを配置

�データの冗長度 (多重度) は 3

26262626

ROMAROMAROMAROMA
担当ノード担当ノード担当ノード担当ノード

①担当ノードに

値が PUT

②左右のノードにレプリカを PUT



Replication (2/2)Replication (2/2)Replication (2/2)Replication (2/2)

� 担当ノードがデータの PUT/GET 処理を受付

� 左右のノードにデータが PUT されるまで、クラ
イアントは wait (デフォルトで)

�一貫性を保ちやすい（アプリ開発者が楽になる）

�担当ノードが性能のボトルネック (設定で変更可能)
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ROMAROMAROMAROMA
担当ノード担当ノード担当ノード担当ノード

①担当ノードに

値が PUT

②左右のノードにレプリカを PUT



Replica Synchronization (1/2)Replica Synchronization (1/2)Replica Synchronization (1/2)Replica Synchronization (1/2)

� 障害時でなくとも、replication にしばしば失敗

� 担当ノードは replication に失敗しても、
自身さえ更新できれば成功のレスポンスを返す

�ただし、担当ノードのそのデータにダーティフラグが
立つ
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ROMAROMAROMAROMA
担当ノード担当ノード担当ノード担当ノード

①担当ノードに

値が PUT

②左右のノードにレプリカを PUT



Replica Synchronization (2/2)Replica Synchronization (2/2)Replica Synchronization (2/2)Replica Synchronization (2/2)

� ダーティーフラグはいずれ解消される

� 定期的に synchronization

�左右のノードから、異なる値を持つデータを更新

�今は Merkle tree を検討中
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ROMAROMAROMAROMA
担当ノード担当ノード担当ノード担当ノード

①担当ノードに

値が PUT

②左右のノードにレプリカを PUT



ノードのノードのノードのノードの Join (1/3)Join (1/3)Join (1/3)Join (1/3)

� 設定なしで新規ノードは ROMA に参加できる

�ブロードキャストを利用

� 適切な ROMA ノードが新規ノードを受け入れる

�その隣に新規ノードは join

�ただし、この新規ノードはデータをもっていない
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ROMAROMAROMAROMA
新規ノード

①ブロードキャスト

②ROMA ノードが応答



各ノードのデータ領域各ノードのデータ領域各ノードのデータ領域各ノードのデータ領域

LSLSLSLS PPPP RSRSRSRS

LSLSLSLS PPPP RSRSRSRS

LSLSLSLS PPPP RSRSRSRS

� 各ノードは 3 つのデータ領域から構成される

31313131

LSLSLSLS PPPP RSRSRSRS

ROMAROMAROMAROMA

冗長度 3

冗長度 3

•P:   自分が担当しているデータを格納する領域

•LS: 左のノードのデータの複製を格納する領域

•RS: 右のノードのデータの複製を格納する領域



ノードのノードのノードのノードの Join (2/3)Join (2/3)Join (2/3)Join (2/3)

LSLSLSLS PPPP RSRSRSRS

LSLSLSLS PPPP RSRSRSRS

� 新規ノードに、左右のノードからデータがコピー
される

32323232

LSLSLSLS PPPP RSRSRSRS

LSLSLSLS PPPP RSRSRSRS

ROMAROMAROMAROMA

LSLSLSLS PPPP RSRSRSRS



ノードのノードのノードのノードの Join (3/3)Join (3/3)Join (3/3)Join (3/3)

LSLSLSLS PPPP

LSLSLSLS PPPP RSRSRSRS

RSRSRSRS

� リハッシュ後に、新規ノードはサービス開始

33333333

ROMAROMAROMAROMA

LSLSLSLS PPPP RSRSRSRS

PPPP RSRSRSRS

LSLSLSLS PPPP RSRSRSRS

LSLSLSLS



環情報の更新環情報の更新環情報の更新環情報の更新

� ノード参加の事実を ROMA 全体に通知

�新しく参加したノードが主導で、環情報を更新

�環全体にじわじわと情報が伝わっていく

34343434

ROMAROMAROMAROMA



障害ノードの切り離し障害ノードの切り離し障害ノードの切り離し障害ノードの切り離し

� どのようにノードの障害を検知するか？

� ノード障害が検知できれば、そのノードを切り離
して環情報の更新をすればよい

35353535

ROMAROMAROMAROMA
障害ノード



ノードの障害検知ノードの障害検知ノードの障害検知ノードの障害検知 (1/2)(1/2)(1/2)(1/2)

� ハートビートによる生存確認 (3 秒間隔)

�左右のノードのみ

� 左右が障害と判断したら、障害ノードと判定

�ただし、ノードの負荷状況によっては誤検知がある

36363636

ROMAROMAROMAROMA



ノードの障害検知ノードの障害検知ノードの障害検知ノードの障害検知 (2/2)(2/2)(2/2)(2/2)

� 左右のノードへのデータの PUT/GET も、障害
検知につながる

�左右の障害検知が遅れた場合

37373737

セカンダリーセカンダリーセカンダリーセカンダリー

担当ノード担当ノード担当ノード担当ノード

セカンダリーセカンダリーセカンダリーセカンダリー

①

②

③



障害ノードの切り離し障害ノードの切り離し障害ノードの切り離し障害ノードの切り離し

LSLSLSLS PPPP

LSLSLSLS PPPP RSRSRSRS

RSRSRSRS

離脱ノード離脱ノード離脱ノード離脱ノード

� 切り離しを行った後は、データの冗長度 2

38383838

ROMAROMAROMAROMA

LSLSLSLS PPPP RSRSRSRS

PPPP RSRSRSRS

LSLSLSLS PPPP RSRSRSRS

LSLSLSLS

離脱ノード 冗長度 2

冗長度 2



永続化永続化永続化永続化

� デフォルトでは、redo log と snapshot の構成

�クエリを redo log ファイルに書き込む

�定期的に redo log を snapshot へ

� Tokyo Cabinet に格納可能

39393939

ROMA (keyROMA (keyROMA (keyROMA (key----value store)value store)value store)value store)

データデータデータデータ

データデータデータデータデータデータデータデータ

データデータデータデータデータデータデータデータデータデータデータデータ



まとめまとめまとめまとめ

� 背景

�データの量が爆発的に増加する傾向

� fairy 

�大量の生データを加工したい

�分散並列処理フレームワークの Ruby 実装

40404040

� Rails のような LL な開発で並列データ処理を実現

� ROMA

�大量のデータへ高速なアクセスを可能にしたい

� P2P を利用した key-value store の Ruby 実装

�レプリカの一貫性をある程度重視したモデル



� ご清聴ありがとうございました
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