
1

1

名前付け

教科書4章後半

2

計算機システムにおける名前
リソース共有、エンティティ (entity、実体)の同定、場所(location)の参照な
どに利用

重要な点：名前はそれが参照しているエンティティへ解決される 名前解
決(name resolution)
名前解決を行うシステム: 名前つけシステム（naming system）

分散システムにおける名前つけシステムの実装
複数のマシンに分散(効率化、スケーラビリティ達成のため）

この章では...
名前付けの一般的な議論、および、人間が扱いやすい名前付けの構成と
実装について説明

モバイルエンティティの位置決定(locating)に使用される名前つけシステム
を説明

不要になったエンティティの動的削除に関する議論を紹介

名前つけ

3

参照されないエンティティの削除

名前つけ・位置決定サービスによって、エンティティを大域
的に参照

アクセスされなくなったエンティティを削除したい

多くのシステムでは...
エンティティの削除は明示的（使い終えたら自分で削除）

分散システムでは...
エンティティの削除の管理は一般に困難

どこから参照されているか一般には不明 勝手に削除できない

不要なエンティティを削除しないのも問題
リソースの無駄

不要なエンティティを自動的に削除する機能が必要
分散ガベージコレクション（distributed garbage collection）

4

参照されないオブジェクトの問題

分散オブジェクトのガベージコレクション
遠隔オブジェクトへの参照 --- (プロキシ,スケルトン)対で実装

オブジェクトにアクセス可能なのは、リモートからの参照があると
きのみであると仮定 もしなければそのオブジェクトは削除

各オブジェクトをノードとして、参照関係を有向枝で表現したグラ
フでモデル化

5

参照されないオブジェクトの問題

参照されていたとしても、将来アクセスされるとは限らない
2つのオブジェクトがお互いを参照していて、それらは他の何処からも
参照されていない（孤立したサイクルを形成）

この場合、これら2つのobjectは両方とも要らないので削除されるべき

ルート集合: 特別なオブジェクトの集合
何処からも参照されていなくて良い

例）システム全体向けサービス、ユーザなど

ルート集合から到達不能なオブジェクトが削除対象

6

参照されないオブジェクトの問題

単一プロセッサシステムでは、参照されなくなったオブジェ
クトを検出して削除するのは比較的容易

分散システムでは、オブジェクトは複数の計算機に分散し
ているので、分散ガベージコレクションを行うには通信が
必要

効率やスケーラビリティに影響

通信、計算機、プロセスなどの障害を考慮すると、問題はさらに
困難

この節では...
分散ガベージコレクション問題の解決法を幾つか紹介
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レファレンスカウント

レファレンスカウント(Reference Counting): オブジェク
トの参照数を数える

単一プロセッサシステムでよく用いられている手法

各オブジェクトは参照の数をレファレンスカウンタに記録

参照が0になればそれを削除してよい

8

単純なレファレンスカウント

単純なレファレンスカウント
分散システムでは多くの問題が生じる

主に通信の信頼性が低いことに起因

例）
プロセスPがOへの参照を生成

Oのレファレンスカウンタを増やしてもらうため、PのプロキシはOに対し
てメッセージを送信し、ACKを受け取るのを待つ

もしACKが消失すると、プロキシはメッセージを再送 Oのレファレン
スカウンタは2回インクリメントされる

9

レファレンスカウント

オブジェクト参照渡しにおける問題
プロセスP1がP2にオブジェクトOへの参照を渡したとき、Oのスケ
ルトンは参照数が増えたことを知らない

直後にP1がOへの参照を削除したとき、まだP2からの参照が残っ
ているのに、Oは（レファレンスカウンタが0になったので）削除さ
れてしまう

10

レファレンスカウント

解決法：
P1はP2にOへの参照を渡す前に、そのことをOに通知

OはP2に対してACKを送信し、P2からOへの参照があるこ
とを知ったことを通知（それまではOへの参照を削除するこ
と許可しない）

11

レファレンスカウント

問題点：

通信が信頼できると仮定しても、参照渡しの際に 低３つ
のメッセージが必要 大規模分散システムにおいて性能
悪化の要因となりうる

12

高度なレファレンスカウント

分散環境での単純なレファレンスカウント

参照数を増減させる（特に減らす）ときのタイミングのず
れが問題

解決法: 重み付きレファレンスカウント(weighted 
reference counting)
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重み付きレファレンスカウント

各オブジェクトは一定の総重量を持つとする

オブジェクト生成時、スケルトンに全重量および（初期値
は全重量と等しい）部分重量を保持

新しい参照の生成時、部分重量の半分を新しく参照す
るプロキシに分け与える

残りの重量はスケルトンに残される

14

重み付きレファレンスカウント

参照を別のプロセスに渡すときは、プロキシが持っている
重量の半分を相手のプロセスのプロキシに分け与える

15

重み付きレファレンスカウント

参照の削除時、それを知らせるメッセージをスケルトン
が受け取ると、その参照(プロキシ)が持っていた重量を
総重量から引く

3232

16

重み付きレファレンスカウント

総重量が0になれば、実際にすべての参照が無くなって
いることが保証されるので，オブジェクト自体を削除

3232
0

17

重み付きレファレンスカウント

重み付きレファレンスカウントの欠点

参照の 大数が制限

部分重量を使い切ると、これ以上参照を生成できない

解決法：新しいスケルトンを生成し、アクセスを中継

18

世代レファレンスカウント

世代レファレンスカウント(generation reference 
counting)

各プロキシはコピーカウンタと世代番号を保持
コピーカウンタ: このプロキシを何回コピーしたか（自分のコピーが何個存
在するか）を表す数

オブジェクトを 初に参照するproxyにおいては0に初期化

世代番号: このプロキシは何代目のコピーかを表す数

上と同様に 初は0に初期化
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世代レファレンスカウント

プロセスP1からP2に参照を渡すとき

P1はオブジェクトを参照するプロキシをP2にコピーして渡

す
このとき、P1自身のプロキシのコピーカウンタを1増やす

一方、P2にコピーされたプロキシのコピーカウンタは0に初期化し、
世代番号をコピー元の（P1自身の）プロキシが持つ値より１増やす

0

20

世代レファレンスカウント

参照が減るとき
スケルトンはテーブルG[i]を管理

G[i]: 世代番号がiであるプロキシの総数

あるプロキシpが削除されると、 pの世代番号kおよび コピーカウ
ンタnを含んだメッセージをスケルトンに送信

それを受信したスケルトンは以下の処理を行う
G[k]を1減らす

世代番号がkであるプロキシが１つ減ったことを表す

G[k+1]にnを加える

pのコピーがn個存在して、それらの世代番号はk+1なので

スケルトンはここで初めてk+1世代目のプロキシの存在を知ることに
注意

任意のiに対してG[i]が0になったとき、オブジェクト自身を削除

21

世代レファレンスカウント

この手法は信頼できる通信を仮定

エラー再送などで同じメッセージが複数回送られると誤動作

利点：プロセスがプロキシを他のプロセスにコピーする
際に、スケルトンにいちいちメッセージを送信しなくても
良い

参照の削除の時点で、その参照がコピーされた数を通知する
ので

22

レファレンスリスト

レファレンスリスト(reference listing)
原理： スケルトンが自分を参照している全てのプロキシ
のリスト(レファレンスリスト)を管理

レファレンスリストの重要な性質
リストに既に有るプロキシを追加してもリストは変化しない

同様に、リストに既に無いプロキシを削除してもリストは変化
しない

プロキシの追加・削除操作はべき等(idempotent)操作（何回やっても
1回やったのと同じ）

参照の追加･削除時にスケルトンにメッセージを（通信エラーなどに
よって）何回再送しても悪影響が無い 通信に信頼性がなくてもよ
い

23

レファレンスリスト

もう一つの重要な利点：
プロセス障害時にリストの一貫性を保つことが容易

スケルトンは定期的にpingメッセージをリストにあるプロセス群に送信して、
それらが生きているかどうか確認

何回送信しても返事が返ってこないプロセスはリストから削除

欠点：
参照が多くなるとリストの大きさが増大（スケーラビリティを欠く）

一つの解決法：リストの大きさを小さく保つ
参照の登録を一定時間に制限 それを過ぎるとリストから削除

もしプロキシが制限時間後も参照を継続したければ、登録を更新する

「参照を一定期間借りる（リース(lease) する）」という考え方

DHCPでのIPアドレス動的割り当てと同様

24

到達できないエンティティの識別

相互に参照しあっていて、ルート集合から到達不
能な複数のエンティティ

レファレンスカウント/リストでは削除できない

参照を分散システム全体に渡ってトレースし、
上記のようなエンティティを発見する必要

トレースによるガベージコレクション(tracing-
based garbage collection)
全てのエンティティをトレースする必要 スケーラビリ
ティ問題
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単純なトレース

単一プロセッサシステムにおけるガベージコレクション
刻印と清掃（mark-and-sweep）

２つのフェーズから構成

マークフェーズ: 
ルート集合から到達可能なエンティティにマークをつける（テーブルに
そのエンティティを記録）

スイープフェーズ:
マークされていないエンティティがメモリにあるかどうか調べ、それらを
ゴミとする（将来の削除対象）

分散システムへのmark-and-sweepの適用
マークフェーズとスイープフェーズの間に到達可能性グラフが変
更されてはならない システム全体を一時的に停止させる必要
がある（ストップ・ザ・ワールド同期）

26

グループ内でのトレース

トレースによるガベージコレクションのスケーラビリティ問
題解決法[Lang et al. 1992]

（オブジェクトを含む）プロセスを階層的にグループに分ける

各グループ内でガベージコレクション実行

サブグループでガベージコレクション実行済みという前提で、そ
れらを含むより大きなグループでガベージコレクションを実行

27

グループ内でのトレース

グループ内でのガベージコレクション：以下の5ステップ

初期マーキング：スケルトンのみをマーク

スケルトンから（同プロセス内の）プロキシへマークを伝播

プロキシから（それが参照している他プロセスの）スケルトンへマークを
伝播

上記2ステップを、これ以上マークが出来なくなるまで繰り返す

マークがついていないものをゴミと見なす

28

グループ内でのトレース

グループ内でのガベージコレクション：以下の5ステップ

初期マーキング：スケルトンのみをマーク

スケルトンから（同プロセス内の）プロキシへマークを伝播

プロキシから（それが参照している他プロセスの）スケルトンへマークを
伝播

上記2ステップを、これ以上マークが出来なくなるまで繰り返す

マークがついていないものをゴミと見なす

29

グループ内でのトレース

グループ内でのガベージコレクション：以下の5ステップ

初期マーキング：スケルトンのみをマーク

スケルトンから（同プロセス内の）プロキシへマークを伝播

プロキシから（それが参照している他プロセスの）スケルトンへマークを
伝播

上記2ステップを、これ以上マークが出来なくなるまで繰り返す

マークがついていないものをゴミと見なす

30

グループ内でのトレース

マークの種類：

スケルトン: 
soft(グループ内のみで到達可能)
hard(ルート集合またはグループ外プロセスから到達可能)

プロキシ: 
none(スケルトンからもルート集合からも到達不能)
soft(softマークが付いたスケルトンから到達可能)
hard(ルート集合から到達可能)

noneマーク：到達不能と確定

softマーク：仮のマーク（到達可能な候補だが未確定）

hardマーク：到達可能と確定

グループ内トレースではグループ外から到達可能なものは（ 終的に
ルート集合から到達不能であっても）とりあえずゴミとみなさない
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4章のまとめ

名前：エンティティを参照するために使用

アドレス: エンティティのアクセスポイントの名前

ID:　エンティティと1対1対応する名前

ヒューマンフレンドリネーム：　人間が使うことを意図した名前

名前は名前空間で組織化される

名前グラフで表現

名前から対応する実体を得る処理：名前解決

名前解決を行うシステム:　名前つけシステム

移動エンティティに対する名前つけシステム

位置に依存しないIDを用いることで効率化

４つのアプローチが存在

ブロードキャストまたはマルチキャストを用いる手法

転送ポインタを用いる手法

ホームベースアプローチ

階層的アプローチ 32

4章のまとめ

分散オブジェクトシステムにて、参照されなくなったオブ
ジェクトを削除する機構: 分散ガベージコレクション

２つのアプローチが存在
レファレンスカウント

参照数を数えることで、参照が無いオブジェクトを見つける手法

レファレンスリスト: より頑強なアプローチだがスケーラビリティの
問題がある

トレースベースアプローチ

ルートとなるエンティティの集合(ルート集合)から到達不能なもの

を見つける手法

分散システムでの実現は一般に困難

33

同期

教科書5章

34

同期

プロセス間の同期手法に関する以下のトピックを扱う

実際の時刻に基づく同期

プロセス間の相対的な時刻に基づく同期

分散システムのグローバル状態の概念の導入、および、
同期によるグローバル状態の記録手法

プロセスのグループから特定のプロセスをコーディネー
タとして選び出す手法

分散排他制御

分散トランザクション

35

クロック同期

集中型（単一計算機）システムでは...
時刻は曖昧でない

システムコールによってカーネルから得ることができる

プロセスAがある時点で得た時刻(Ta)と、少し後でプロセスBが得た時刻
(Tb)の間には必ず Ta<Tbの関係が成立

分散システムでは...
上記の性質は必ずしも成立しない

36

クロック同期

例) UNIXのmakeコマンド
ソースファイル(例えばoutput.c)と対応するオブジェクトファイル(例え
ばoutput.o)の更新時刻を比較してソースファイルの方が新しい場合
のみそれを再コンパイル

単一計算機では（時刻の不整合が無いので）問題ない

対象ファイルがNFSなどで複数計算機に分散している場合、各計算機

の時計が合っていないと誤動作
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クロック同期

問題点：分散システムで全ての計算機の時計を同期さ
せることが可能か？

時計の同期 --- さまざまな利点
イベントの前後関係が複数のプロセスで同じ 処理・データの一貫性
保持

前述のmakeの例

複数のプロセスに同時に何かをさせる

携帯電話と基地局群が同期して、周期的に電波の送信停止
電力の節約

複数のプロセスに順番に何かをさせる

リソースの排他利用、タスクスケジューリング

通信を伴わずに行える（時計をみて、指定された時刻で何かをすれば
よい）

38

物理的クロック

各計算機が持つ時計(クロック(clock)またはタイマ(timer))
水晶発振型(quartz crystal)

水晶が一定の周波数で発振 その数をカウンタで計測 一定数にな
ると割り込みを発生(クロックティック,clock tick)

水晶の発振はある程度一定だが、完全に正確なわけではない
複数計算機間で時計のずれ(クロックスキュー,clock skew)が発生

実時間システムなどでは、実際の時刻(actual time)が重要
外部の物理的なクロック(external physical clock)が必要

効率や耐故障性（冗長性）のためには、複数あることが望ましい

２つの問題

物理的クロックを現実の時刻と同期させるにはどうすればよいか？

複数の物理的クロックをお互いに同期させるにはどうすればよいか？

39

物理的クロック

現実の時刻はどのように計測されているか？
機械式時計が発明された17世紀以降、時刻は天文学的に計測

太陽が も高い位置にくる点=南中(transit of the sun)
前日と当日の南中時間の間隔=太陽日（solar day, 太陽の動きに基づく1
日の長さ）

太陽日の1/86400を1秒（太陽秒, solar second）とする

40

物理的クロック

1940年代、地球の自転周期が一定でないことが認
識される

何日かの太陽日の平均値(平均太陽日, mean solar day)
を計算し、その1/86400を太陽秒(=平均太陽秒,mean 
solar second)とした方がよいとされた

41

物理的クロック

1948年、原子時計(atomic clock)の発明 時刻の計測
はより正確になり、地球の自転や公転周期とは無関係に

セシウム133原子の状態遷移の数を数えることで計測
（9,192,631,770回の状態遷移を1秒と定義）

約50の研究機関がセシウム133原子時計を持つ

それらの時計の値の平均値 --- International Atomic Time 
(TAI)（国際原子時）と呼ぶ

42

物理的クロック

TAI(国際原子時)の問題点： 現在86,400TAI秒は平均太陽日よ
りも約3ミリ秒短い

平均太陽秒は徐々に長くなっているため

潮の満ち干、大気の流れや地面との摩擦などの影響で地球の自転は
遅くなりつつある

解決法: TAIと太陽秒の差が800ミリ秒に達する毎に、TAIにうる
う秒(leap second)を導入

うるう秒によって修正された時刻: Universal Coordinated 
Time(UTC)（協定世界時）と呼ぶ
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物理的クロック

現在はUTCが時刻の基準
天文学的時刻であるグリニッジ標準時(GMT)にとって替わる

正確な時刻が必要な人々に対してUTC時刻が提供されている
アメリカ（コロラド州）のNational Institute of Standard Time(NIST)は、短
波放送（call letter WWV）によってUTC時刻を提供（誤差10ミリ秒以内)
いくつかの人工衛星（GPS衛星、GEOSなど）も同様のサービスを提供（誤
差0.5ミリ秒以内)

44

クロック同期アルゴリズム

分散システムにおけるクロック同期(Clock 
Synchronization)

もし一つの計算機がWWVなどのUTCサービスの受信機を備えて

いれば、他のマシンをそのマシンの時刻に同期させることが目標

さもなければ、全てのマシンの時刻をできるだけ同一に保つこと
が目標

さまざまなクロック同期アルゴリズムが提案されている

45

クロック同期モデル

クロック同期アルゴリズムに共通なモデル：
各マシンは毎秒H回の割り込み(tick)を発生させるタイマを持

つと仮定

割り込み発生毎にソフトウェアクロックに１を加算し、tickの数
をカウント（その値をCとする）

UTC時刻をtとしたとき、マシンpの(ソフトウェア)クロックの値を
Cp(t)とする

理想的にはCp(t)=t、すなわち、dC/dt=1となるべき

46

クロック同期モデル

現実のタイマは正確にtickを毎秒H回発生させるとは限らない(ある程度ずれ
が存在)

1-ρ<=(dC/dt)<=1+ρなる定数ρ( 大ドリフト率(maximum drift 
rate))が存在

もし２つのクロックが異なる方向にずれている場合、 後に同期してから⊿t秒
後には 大で(2ρ⊿t)秒だけずれる可能性がある

もしclockのずれの 大値をδ以内に抑えたければ、少なくとも(δ/2ρ)秒
に一回は同期する必要

47

Cristianのアルゴリズム

Cristianのアルゴリズム[Cristian 1989]
一つのマシン(時間サーバ(time server))が正確な時刻（UTC）を持っている

他の全てのマシンをそのマシンの時刻に同期

動作原理

定期的に（δ/2ρ以内に）、各マシンは時間サーバに現在時刻を要求するメッ
セージを送信

時間サーバは現在時刻(CUTC)を応答

応答を受け取ったマシンは自分の時刻をCUTCに合わせる

48

Cristianのアルゴリズム

問題点：

各マシンの時刻は後戻りしてはいけない
もし自分の時計がUTCより進んでいたら、単純にUTCに合わせること
ができない 徐々に遅らせて合わせる

メッセージの伝播遅延の存在　
要求を出した時刻T0と応答を受け取った時刻T1を元に伝播遅延を

計測し、それに応じて時刻を補正（CUTC に(T1-T0)/2を加えるなど）
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49

Berkeleyアルゴリズム

Berkeleyアルゴリズム：　Berkeley UNIXで用いられている手法

時間サーバが他の全てのマシンに対して定期的にメッセージを送信し、それら
のマシンの現在時刻の情報を集める

各マシンの時刻の平均値を計算し、各マシンに対してどれだけ時計を進めれ
ばよいか、または、遅らせればよいかの情報を通知

どのマシンも正確な時刻（UTC）を持っていない場合に有効（全体のマシンの
時刻を相対的に一致させる）

50

平均アルゴリズム

今までの手法は中央集中型(centralized)
分散型(decentralized)の手法

各マシンは一定時間ごとに自分の時計の時刻をブロードキャスト

同時に他のマシンからのブロードキャストを一定期間受信

集めた情報に基づいて合わせるべき時刻を計算
一つの手法：単純に全マシンの時刻の平均値をとる いくつかのマシン
の時計が極端に狂っていると全体に波及

よりよい手法： 極端な値の時刻を捨てた残りで平均値をとる

メッセージ伝播遅延を見積もって時刻を補正することも考えられる

も普及しているアルゴリズム：Network Time Protocol(NTP) 
[Mills 1992][Mills 1995]

誤差1～50ミリ秒の正確さを実現

51

論理クロック

多くの用途では、全てのマシンの時刻が一致さえいればよ
い --- 実際の時刻(UTC)との一致している必要はない

分散システム内部での時計の一貫性が重要

実際の時刻と無関係に、システム内部での一貫性を持つ
時計：　論理クロック(logical clock)
[Lamport 1978]

時計の同期は必ずしも必要なものではない
相互に通信しない２つのプロセスの時計は合っていなくても問題ない

全てのプロセスは時刻の値そのものよりも、むしろイベントの発生順序に
関して合意する必要がある

makeコマンドの例では、ファイルが修正された時刻の前後関係のみ
が重要（時刻の値自体は関係ない）

52

事前発生関係によるイベント順序

分散システムのイベント間に“事前発生（happens 
before）”関係を定義

以下の場合に a→b (=「aはb以前に発生」) が成立

a,bがともに同じプロセスによるイベントで、かつ、aはbより前
に起こるとき　（プロセス内での実行順序）

aがあるプロセスによるメッセージ送信イベントで、bは別のプ
ロセスによるそのメッセージの受信イベントであるとき　（送受
信による因果関係）

a→bは推移的関係:  a→bかつb→cならばa→c

53

並行なイベント

もしx,yが互いにメッセージ交換を行わない別々
のプロセスのイベントならば、　not(x→y)かつ
not(y→x) 

このようなイベントx,yは並行(concurrent)であると
呼ぶ

54

Lamportのタイムスタンプ

Lamportによる論理クロック同期のアイデア

イベントaの生起時刻をC(a)としたとき、a→bならば
C(a)<C(b)となるように各マシンの時刻を修正

ただし、時刻を決して後戻りさせない（正の値を加えることで
修正）

論理クロックの時刻による順序とイベントの事前発
生による順序は矛盾しない

ただし、論理クロックの時刻は物理クロックの値と無関係

論理クロックの時刻の差にも意味がない
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55

Lamportのタイムスタンプ

Lamportのアルゴリズム：
プロセス間のメッセージに、送信プロセスにおける時刻(タイムスタンプ)を付加

受信プロセスは、メッセージの送信時刻と自分が受信した時刻を比較し、もし
受信時刻の方が早ければ、自分の時計をメッセージ送信時刻に1加えた値に
修正

56

Lamportのタイムスタンプ

さらに、a≠bならばC(a)≠C(b)であることを保証

1イベントの処理に少なくとも1 tickかかるようにする

異なる２つのプロセスで実行されたイベントに対しては、プ
ロセス番号で時刻に差をつける

プロセス1とプロセス2でそれぞれイベントa,bを時刻40で実行
C(a)=40.1, C(b)=40.2とする

分散システムの全イベント間に全順序をつけるこ
とが可能

多くの分散アルゴリズムでは、曖昧性を避けるためにイベ
ントの全順序を仮定する必要

57

例: 全順序マルチキャスト

Lamportのアルゴリズムの応用例

銀行口座のデータベースの複製がニューヨークとサンフランシス
コに存在

検索は近い方のデータベースで行う 高速に検索可能

その代わり更新にコストがかかる(両方のデータベースを一貫性を保ちつ
つ更新する必要)

58

例: 全順序マルチキャスト

更新操作に関する問題
ある口座に現在$1,000の残高があり、サンフランシスコからその口座に
$100の振込があったとする

同時に、ニューヨーク支店の銀行員がその口座に1%の利息を加えようとし
たとする

もし２つのデータベースで上記の更新操作の順序が異なると、２つのデータ
ベースの一貫性が保てない

サンフランシスコでは$100の振込の後、利息1%加算 残高は
$1,111.-
ニューヨークでは利息1%加算の後、$100の振込 残高$1,110.-

59

例: 全順序マルチキャスト

解決法： 全順序マルチキャストの利用

メッセージが全ての受信者に同じ順序で配信されるマルチキャス
ト

各メッセージに送信者の時計によるタイムスタンプを付加

C1=1.1

C1=1.1

C2=2.2

C2=2.2

60

例: 全順序マルチキャスト

受信者は受信メッセージを、一旦キューに入れ，タイムスタン
プでソート

C1=1.1

C1=1.1

C2=2.2

C2=2.2

更新1: 1.1

更新2: 2.2
更新1: 1.1

更新2: 2.2
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61

例: 全順序マルチキャスト

受信者は受信メッセージに対するACKをタイムスタンプ付きで
他の全てのプロセスにマルチキャスト（このとき、Lamportのア
ルゴリズムにより、ACKのタイムスタンプは受信メッセージより

も大きいことを保証）

C1=1.1

C1=1.1

C2=2.2

C2=2.2

更新1: 1.1

更新2: 2.2

更新1: 1.1

更新2: 2.2

ACK1-1: 2.1

ACK2-1: 5.1

ACK1-2: 6.2

ACK2-2: 3.2

ACKx-y: 更新xに対する
プロセスyからのACK

62

例: 全順序マルチキャスト

全てのメッセージはACKも含めて全てのプロセスに受信される
と仮定

Lamportのアルゴリズムによって、全てのメッセージが一貫性を持つグ
ローバルなタイムスタンプによって順序付けられることを保証

全てのプロセスのキューの内容は（ACKも含めて）いつかは同じに
なる

C1=1.1 C2=2.2
更新1:1.1

ACK1-1:2.1

更新2:2.2

ACK2-2:3.2

ACK2-1:5.1

ACK1-2:6.2

更新1:1.1

ACK1-1:2.1

更新2: 2.2

ACK2-2:3.2

ACK2-1:5.1

ACK1-2:6.2

ACK1-1: 2.1

ACK2-1: 5.1

ACK1-2: 6.2

ACK2-2: 3.2

63

例: 全順序マルチキャスト

各プロセスは、受信メッセージに対するACKを他の全てのプロ

セスから受信した段階で、そのメッセージをキューから取り除
いてアプリケーションに渡す

キューに残ったACKは単に捨てられる

C1=1.1 C2=2.2
更新1:1.1

ACK1-1:2.1

更新2:2.2

ACK2-2:3.2

ACK2-1:5.1

ACK1-2:6.2

更新1:1.1

ACK1-1:2.1

更新2: 2.2

ACK2-2:3.2

ACK2-1:5.1

ACK1-2:6.2

ACK1-1: 2.1

ACK2-1: 5.1

ACK1-2: 6.2

ACK2-2: 3.2 64

例: 全順序マルチキャスト

各プロセスは、受信メッセージに対するACKを他の全てのプロ

セスから受信した段階で、（他の全てのプロセスがそのメッセー
ジを受信したことが分かったので）そのメッセージをキューから
取り除いてアプリケーションに渡す

キューに残ったACKは単に捨てられる

C1=1.1 C2=2.2

更新1:1.1

ACK1-1:2.1

ACK1-2:6.2

更新1:1.1

ACK1-1:2.1

ACK1-2:6.2

ACK1-1: 2.1

ACK2-1: 5.1

ACK1-2: 6.2

ACK2-2: 3.2

更新２を実行 更新２を実行

65

例: 全順序マルチキャスト

各プロセスは、受信メッセージに対するACKを他の全てのプロ

セスから受信した段階で、（他の全てのプロセスがそのメッセー
ジを受信したことが分かったので）そのメッセージをキューから
取り除いてアプリケーションに渡す

キューに残ったACKは単に捨てられる

C1=1.1 C2=2.2

更新1:1.1

ACK1-1:2.1

ACK1-2:6.2

更新1:1.1

ACK1-1:2.1

ACK1-2:6.2

ACK1-1: 2.1

ACK2-1: 5.1

ACK1-2: 6.2

ACK2-2: 3.2

更新１を実行
更新１を実行

66

演習問題

1. 重み付きレファレンスカウント, 世代レファレンスカウント, レファレ
ンスリストそれぞれの利点・欠点を考察せよ。

2. ２つのマシンで構成された分散システムを考える。それぞれの時
計は1ミリ秒あたり1000 tickを刻むと想定されている。実際には1
台のマシンの時計はちょうど1000 tickで、もう1台は900 tickしか
刻んでいないとする。もし1分に1回、UTCへの時刻合わせが行わ
れるとすると、時計のずれの 大値はいくらになるか？

3. Lamportのタイムスタンプの図（教科書の図5-7、本資料のスライ
ド番号５５）に、メッセージAと並行なメッセージを追加せよ。

4. プロセスが3つの場合に全順序マルチキャストが正しく機能するこ
とを確認せよ。


