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値域分割に基づく分散ストレージに
おける効率向上のための複製管理
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値域分割に基づく分散ストレージの効率向上には複製の効果的
な管理が不可欠である．本稿では，値域分割ベースの分散ディレ
クトリとプライマリ・バックアップ型のデータ冗長化を組み合わ
せた分散ストレージシステムにおける，アクセス負荷分散と容量
分散を両立する複製配置の管理手法を提案する．提案手法は従来
の負荷計測ならびにそれを前提とした配置戦略との親和性が高く，
広い応用範囲が見込まれるものである．

To improve performance of distributed storage, it is
necessary for effective management of relicas of each
data item. In this paper, we propose a replica man-
agement method balancing both access loads and rel-
ative space utilization simaltanously. In a primary-
backup based distributed storage systems, the pro-
posed method has wide applicability combined with
comventional load evaluations and data migration
methods.

1. 序論
現在，ストレージシステムに求められる可用性と容量利用効率

は益々高まってきている．また，近年のストレージに格納される
データ量の増加を鑑みるに，より単純な手法，すなわち単純さか
ら来る堅牢さを持ち合わせた手法によって可用性と容量利用効率
を高めることの意義はより大きなものとなっている．
これらの要求に対する解法として，複数のディスクを用いた分

散ストレージ構成のうち，データを冗長化し，データセットを分
割して複数のディスクへ配置する手法を改善することが可用性と
規模拡張性向上の要となっている．データの冗長化手法としては，
データオブジェクトをそのまま複製する手法，パリティなど符号処
理を用いて冗長なビットを付与する手法などが挙げられるが，デー
タを複製する手法は，冗長なビットを用いる手法より単純で堅牢
であるのみならず，データ更新および故障後の復帰処理のコスト
が低いという長所を持っている．
論理的なデータ領域を物理的な複数のディスクに割り当てるに

当たって，一般に，多くのアプリケーションはデータを水平分割
する．水平分割戦略は，ラウンドロビン，ハッシュ，値域分割の 3
つに大別される [1]．
いずれも各々長所と短所を併せ持っている．値域分割はレンジ

クエリと完全一致クエリの処理に優れている．また，連続データを
物理的に隣接したディスクページに配置するため，多くのアプリ
ケーションに対してより良いアクセス性能を提供できる．しかし
ながら，値域分割には偏りの問題がある．ラウンドロビンは偏り
が無い代わりに，規模拡張性に問題がある．ハッシュは完全一致ク
エリの処理に優れ，偏りも小さいが，データ配置をランダム化す
るため，レンジクエリや連続データの取り扱いに問題がある．ま
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た，ハッシュ分割では，データ再配置に際して全データのハッシュ
値を再計算する必要があるため，システム再構成を考慮した場合
の規模拡張性は制限される．一方，値域分割は偏りが生じるという
短所を持つが，これはディスク間でデータを移動させることで解
消できる．このような動的データ再配置は，アクセスパターンの
変化やシステム構成の変化による偏りに対しても効果を発揮する．
アクセス性能の向上と値域分割に対する効率的な動的データ再

配置を行うためには，適切な分散ディレクトリが必要である．Fat-
Btree は，分散更新とデータ再配置を考慮した値域分割ベースの
分散ディレクトリ構造である [2]．しかし，横田が当初提案した偏
り除去アルゴリズムはデータ量の偏りにのみ注目したものであり，
アクセス負荷偏りに対して効果的では無かった．他方，アクセス
負荷偏りに対する偏り除去手法には，データ量偏りを考慮してい
ないという問題があった [3, 4, 5].
本稿の目的は，アクセス負荷とデータ量の偏りを同時に解消す

ることを目的とした複製管理戦略の提案である．提案手法は複製
を用いた手法の特長である高いサービス品質と，値域分割の特長
であるレンジクエリやアクセス性能における利点を併せ持ち，ま
た，非同期更新を用いることで更新操作のコストをも抑えている．
これらの特長により，提案手法は分散ストレージシステムにアク
セス性能と容量の利用効率の両面において高い規模拡張性を提供
しうる．

2.章では非同期バックアップを用いた場合のアクセス負荷分散
について述べる．3.章では，前章の議論を発展させ，新しい配置
手法の提案とその特徴について述べる．4.章では本研究の関連研
究について述べる．5.章では本稿の結論と，将来の課題について
述べる．

2. アクセス負荷の分散
アクセス性能と容量の利用効率の両面において高い拡張性を実

現するためには，アクセス負荷とデータ量の偏りを共に解消する
ことが有効である．本節では，アクセス負荷と容量利用率の同時
均等分配について検討する前に，値域分割のみを用いた場合，お
よび，複製を用いたデータ冗長化である chained declustering[6]
のみを用いた場合の負荷分散手法を検討する．なお，以下の議論
では簡単化のため，分散ストレージを構成する各ユニットが均質
である場合のみを考える．

2.1 値域分割とアクセス負荷分散
各ディスクの容量利用率が釣り合っている場合でも，偏ったア

クセス分布などの要因によってアクセス負荷は偏りうる．データ
を高負荷状態のディスクから低負荷状態のディスクに移動させる
ことによってアクセス負荷の釣り合いを取ることができる．値域
分割では，データの並び順を保持する必要があるため，データ移
動は隣接するディスク間でのみ行われる．
図 1は，アクセス負荷の釣り合いを取るためのデータ移動を適

用した結果，容量利用率の釣り合いが崩れた状態を示している．図
の上部はアクセス頻度，下部は容量利用率を表している．中央の
点線は値域とディスクとの間の対応を示している．最下部に示し
た数字は容量利用率を%表記で示したものである．このように，ア
クセス負荷の釣り合いを取るためのデータ移動は容量利用率の釣
り合いを崩す可能性がある．

2.2 Chained declusteringとアクセス負荷分散
次に，システムの可用性について検討する．高いアクセス性能

と単一ディスク故障への耐性を両立させるという目的に対しては，
chained declusteringベースの複製を用いた障害対策と値域分割
を組み合わせる手法が有効である [7]．
本稿では，議論を簡単にするため複製数を 2に限定する．以下

の議論では，先行書き込みログを利用した非同期更新が行われる
ことを仮定する．非同期更新では，まず操作のログをメモリ上に格
納しプライマリ複製を更新した時点で操作の完了通知を発行する．
しかる後に，アイドル時間を用いて他の複製を更新する．このよ
うな非同期更新では，バックアップコピーがいわゆるダーティーコ
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図 1: アクセス負荷均衡化によって生じた容量利用率偏り
Fig.1 Data skews to balance access load for a skewed access

pattern
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図 2: chained declusteringにおけるデータ偏り
Fig.2 Data skews under chained declustering

ピーとなりうるため，アプリケーションの目的によって各複製への
アクセス頻度が変化しうる．この事を定式化して表すため，本稿
ではプライマリコピーから読み出される割合を ψ (0 < ψ ≤ 1)とお
き，アプリケーションのアクセスに偏りがあり，かつ，ダーティー
コピーの利用頻度が低い (ψ ' 1)場合のみを検討する．
図 2 は，非同期更新を前提とした chained declustering ベー

スのデータ配置の例である．n番目のバックアップ領域 B(n)は隣
接ディスクに格納された n番目のプライマリ領域 P(n)の複製であ
る．P(n)は n番目のディスクに格納され，B(n)は n + 1 modN番
目のディスクに格納される．ただし，Nはディスクの総数である．
P(n)と B(n)は異なるディスクに格納されるため，いずれかのディ
スクが故障した場合でもデータは失われず，サービスを継続する
ことができる．この配置法では隣接する 2つのディスクが同時に
故障しない限り，データ破損が生じない．
データ偏りの観点から見ると，たしかに chained declustering

にはデータ偏りを減らす効果がある．しかし，複製なしの場合 (図
1)と chained declustering(図 2)における，同じアクセスパター
ンにおける容量利用率の違いを示した例にも表れているように，そ
の効果は十分ではない．

3. 適合的複製分割管理手法
アクセスが偏っている場合の容量利用率を向上させるため，本

稿では複製されたデータを分割し，適合的に再配置するデータ配
置手法を提案する．提案手法は chained declusteringを発展させ
たもので，データ量の偏りを減らし，バックアップコピーの再生
成時間を減らすことで可用性をも高める．
提案手法では，バックアップ領域を 2つに分割し，プライマリ

コピーを格納するディスクに隣接する 2つのディスクに各 1つず
つを格納する．しかる後に，分割されたバックアップ領域間の境
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図 3: 適合的バックアップ分割によって均衡化された容量利用率と
アクセス負荷

Fig.3 Data and access load balance with adaptive backup
division
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図 4: ディスクに割り当てられた値域とその重なり
Fig.4 An overlapped continuous range on a disk

界を調整することで，この 2つのディスク間のデータ量を操作し，
容量利用率を均衡化させる．この分割はアクセス偏りおよび容量
利用率を均衡させやすくし，しかもバックアップコピーの再生成
時間をも減らすものである．

3.1 適合的バックアップ分割
多くのアプリケーションではダーティーコピーを利用しない (ψ '

1)．したがって負荷分散の観点から見ると，バックアップの配置は
プライマリの配置ほど重要では無い．バックアップをプライマリ
とは独立に配置することが可能であれば，プライマリの配置を変
えることでアクセス負荷を分散し，バックアップの配置を変える
ことでデータを分散することができるようになるだろう．chained
declustering [6]ではプライマリ領域 P(n)のバックアップ B(n)を
片方の隣接ディスクにのみ格納していたが，提案手法では，これを
BR(n)と BL(n)の 2つに分割して，それぞれ右と左の各隣接ディ
スクに格納し，容量利用率の偏りを減らす (図 3)．分割条件 Caは
以下の通りである：

1. P(n) ≡ BR(n) ∪ BL(n)

2. BR(n) ∩ BL(n) ≡ ∅
3. BR(n)と BL(n)は P(i)をキー k(i)で分割したもの

この分割によって，2つのディスク上の領域 BR(n)と BL(n)との
間でデータを融通できるようになる．すなわち，アクセス負荷に
対する配置とは別個にデータ量に対する配置を行うことができる
ようになる．
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図 5: 偏り除去前のアクセス負荷が偏っている状態
Fig.5 Load transitions before balancing

図 3は，図 2と同じ条件のものに対してこのバックアップ分割
を適用した例である．この例では，他の手法を用いた場合と同様
にアクセス負荷を平均化しつつ，容量利用率も完全に平均化され
ている．

適合的バックアップ分割は容量利用率の完全な平均化を保証し
ない．しかし，様々なアクセス分布に対して，この手法は大いに
有効であると期待できる．

ある 1つのディスクに格納されているデータアイテムの値域に
注目すると，両脇を 2つのバックアップ領域で挟まれたプライマ
リ領域という連続した値域が各ディスクに割り当てられることに
なる（図 4）．これらの連続した値域はディスク間で重なり合って
いる．そのため，アクセス負荷均衡化のためのデータ移動操作を，
対応する 1対の複製を同一ディスク内のプライマリあるいはバッ
クアップ領域に割り当てなおすという一連の低コストの操作群で
代用できる．

この手法は Teradata の interleaved declustering [8] とバッ
クアップを分割するという点で類似しているが，分割されたバック
アップの配置方法に大きな違いがあり，そのため，得られるデータ
の生存性の規模拡張性が大きく異なる．Interleaved declustering
は連続する 2つのディスク故障に対して無防備だが [6]，この手法
では chained declustering同様，隣接する 2つのディスク故障が
起きない限り，データは消失しない．

3.2 データ移動アルゴリズム
データ量およびアクセスパターン変化時にはデータ移動が必要

となる．ここでは，容量利用率均衡化のためのディスク間データ
移動アルゴリズムとディスク内データ移動アルゴリズム，および，
アクセス負荷均衡化のためのアルゴリズムについて述べる．無論，
これらのアルゴリズムは併用できる．

3.2.1 負荷移動のためのディスク間データ移動
システムには，データ量およびアクセス負荷の偏りを検出する

何らかの機構（例：TCSH[9]）が既に備わっていると仮定し，本
稿ではその詳細については触れない．アクセス負荷偏り検出機構
が出力する最も負荷が高いディスクを (h)，期待されるデータの移
動先を (d)，必要なデータ移動量を (m)とおく．ただし，配置ルー
ルの制約を考慮した移動先が選ばれるものとする．

ディスク間データ移動は chained declusteringにおけるデータ
移動と同様のアルゴリズムによって処理される．次節で述べるディ
スク内データ移動の場合と同様に，移動元のバックアップの量が
十分であれば各ディスクの容量利用率は変化しない．

Intra Disk Migrate (h, m, d)
begin

if d= h− 1 mod N then
Let i = min (m, cardinality(BL(h));
Migrate i data items from P(h) to BR(d);
Migrate i data items from BL(h) to P(d);
if (i < m) then

Migrate (m− i ) data items from P(h) to P(d);
Migrate (m− i ) data items from BR(h) to BR(d);

else
Let i = min (m, cardinality(BR(h));
Migrate i data items from P(h) to BL(d);
Migrate i data items from BR(h) to P(d);
if (i < m) then

Migrate (m− i ) data items from P(h) to P(d);
Migrate (m− i ) data items from BL(h) to BL(d);

end

図 6: ディスク内データ移動アルゴリズム
Fig.6 Intra-disk data migration algorithm
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図 7: ディスク内データ移動によるアクセス負荷分散
Fig.7 Load balancing by intra-migration

3.2.2 負荷移動のためのディスク内データ移動
ここでは，3.1 節で述べたアクセス負荷均衡化のためのデータ

移動操作を，複製間の役割変更を利用することによって，より低
いコストで行うアルゴリズムについて述べる．
図 3の状態から図 5の状態へとアクセスパターンが変化した場

合を例に，図 6に示したディスク内データ移動アルゴリズムの動作
を説明する．P(1)にあるデータアイテムは同じディスク 1上に格
納された BR(1)に再割り当てされ，同時に BL(1)にあるデータア
イテムは同じディスク 0上に格納された P(0)に再割り当てされる．

BL(1)に十分な量のデータアイテムがあるならば，これらの操
作はネットワーク帯域を一切消費しない．しかも，これらの操作は
データアイテムのメタデータを書き換えるだけで実現可能なので，
実際のデータ I/Oそのものも減らすことができる．図 7が示すよ
うに，この操作は各ディスクのデータ量を変化させない．BL(1)に
十分な量のデータが無かった場合は，BL(1)から BR(0)へデータ
アイテムを移動した後に，BR(1)から BR(0)へデータアイテムを
移動させる．この操作はこの 2つのディスクのデータ量を変化さ
せる．

3.2.3 データ量移動のためのディスク間データ移動
提案手法はデータ挿入や削除などによって容量利用率のバラン

スが変化した場合にも有効に働く．このような場合には，アクセ
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Balancing Data (h, m)
begin

Let ls be the list of data amount on each disk;
Let i = m;
Let a= (ls [h] + ls [h−2 modN] + ls [h+2 modN])/3 ;
Migrate min(cardinality(BL(h+1 modN)), a-ls [h−2 modN], i )

data items from BL(h+1 modN) to BR(h+1 modN);
Subtract the number of migrated data items from i ;
Migrate min(cardinality(BR(h−1 modN)), a−ls [h+2 modN], i )

data items from BR(h−1 modN) to BL(h−1 modN);
Subtract the number of migrated data items from i ;

end

図 8: データ量移動のためのディスク間データ移動アルゴリズム
Fig.8 Data volume balancing algorithm

ス負荷の均衡を破らないように，プライマリデータセットの配置
を維持したまま，その複製であるバックアップデータセットのみ
を移動させて容量利用率を調節する．図 8はこの容量利用率調整
アルゴリズムの概要である．

4. 関連研究
障害からの回復を速めるため，複製を用いた戦略が研究されてき

た．Gamma [10]で用いられている chained declustering [6]につ
いては前述の通りである．Teradataの interleaved declustering
は，ディスク故障からすぐにデータ量とアクセス負荷のバランス
をとることができる [8]が，データの生存性に規模拡張性が無いた
め大きなシステムでは対故障性能を期待できず，また，ハッシュを
用いた分割しか利用できないという欠点がある．
動的偏り制御の分野では様々な研究が行われている．Scheuer-

mann らは効果的な偏り除去においてはデータ移動のコストその
ものも考慮すべきであると述べている [3]．また，Btreeベースの
ディレクトリを備えたシステムでは部分木単位での BULKページ
移動による高速なデータ移動手法が可能であることが知られてい
る [4]．RING手法では，Btreeベースのディレクトリの両端をつ
なげることで，アクセス負荷均衡に必要なデータ移動量を減らし
ている [11]．

5. 結論
本稿では，値域分割に基づく分散ストレージの効率する複製管

理戦略の一端として，アクセス負荷とデータ量の偏りを同時に解
消するデータ配置戦略を提案した．提案手法では，プライマリ領
域を格納したディスクに隣接した 2つのディスクに適合的バック
アップ分割手法によって分割されたバックアップ領域を格納する．
その結果，各ディスクは 2つのバックアップ領域と 1つのプライ
マリ領域からなる連続した値域を割り当てられることになる．2つ
のバックアップ領域の大きさを調整する適合的バックアップ分割
は，アクセス負荷を均衡させつつ領域利用率の偏りを従来手法よ
りも小さく抑えるという目的に対して効果的である．負荷移動の
ためのディスク間／ディスク内データ移動とデータ移動のための
ディスク間データ移動を組み合わせることで，アクセス分布やデー
タセットが変化した場合でも，アクセス負荷とデータ量の偏りを
同時に解消することができる．
今後の展望としては，配置戦略をより洗練させ多数の複製に対

応し，また，Fat-Btreeの特性に特化した仕組みを組み上げること
でさらなる性能の向上を図り，さらには，シミュレーションならび
に実機実験を行って従来手法との比較を行う予定である．
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