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一貫性とレプリケーション

データのレプリケーション (複製:Replication)と一
貫性(Consistency)に関する以下の議論を紹介

レプリケーションの必要性

データ中心一貫性モデル（Data-centric Consistency 
Models）
クライアント中心一貫性モデル（Client-centric 
Consistency Models）
配信プロトコル（Distribution Protocols）
一貫性プロトコル（Consistency Protocols）
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レプリケーションの必要性

分散システムでデータレプリケーションを行う理由
信頼性(Reliability)

複製のうち１つがクラッシュしても別の複製にアクセス可能

多数決により正しいデータに修正可能

性能(Performance)
クライアント数の増大 サーバを複数に

地理的に広いエリア クライアントの近くにサーバの複製を配置

複製を行う代価
複製間の一貫性(Consistency)を保つ必要

複製が無い場合と同じようにみせる必要
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スケーラビリティ実現のためのレプ
リケーション

レプリケーションやキャッシュ スケーラビリティ問題の
解決に利用

クライアントの近くにデータの複製を置く 一般に性能が向上

問題点：

複製を最新の状態に保つのにコストが掛かる

読み込み頻度 N回／秒、更新頻度M回／秒として、N<<Mならば、
複製を置かない方がよい

複製の一貫性を保つこと自体がスケーラビリティ問題を持つ

複製同士を常に等しい値にする 大域的な同期が必要、かつ、コ

スト大

一貫性の要求を弱める必要
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データ中心一貫性モデル

データストア（data store）
データを格納する（論理的な）場所

共有メモリ、データベース、ファイルシステムなど

（物理的には）一般に複数マシンに分散
分散共有メモリ、分散データベース、分散ファイルシステムなど

プロセスはデータストア全体のうち、自分に近いローカルコピー
にアクセス
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データ中心一貫性モデル

一貫性モデル（consistency model）
プロセスとデータストア間の合意事項

プロセスが定められたルールに従ってアクセスすれば、デー
タストアが正しく動作することを保証

さまざまな一貫性モデルの提案
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厳密一貫性

厳密一貫性(strict consistency)
最も強い一貫性モデル

「データxに対する任意の読み込み操作は、xへの（実時間にお
いて）最も新しい書き込み結果に対応した値を返す」

ローカルコピーやキャッシュが存在しない集中型データストアでは自明
に成立

分散システムには一般に実装不可能
メッセージ伝送遅延が存在するため

x on Node A

x:=5;

x on Node B

print x;

network time

x:=5; print x;

5
データストア

time

x:=3; x:=2;

最も最近の書き込
みを読み出す
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厳密一貫性の例

記法の定義
任意のデータは最初NILに初期化

Wi(x)a:  プロセスPiがxに値aを書き込む

Ri(x)a: プロセスPiがxを読み込み、値aが返される
どのプロセスか明らかな場合は単にW(x)a,R(x)aと書く
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順序一貫性

順序一貫性(sequential consistency)
各プロセスは、write操作によるデータストアの値の変
化を同じ順序で観測

write値がreadに反映される時刻は各プロセスで異なってい
てよい

観測される値の変化の順序は、実際の（実時間での）write
操作の順序と一致しなくてもよい

厳密一貫性より弱い
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順序一貫性の例

(a)は全プロセスがxの値の変化を同じ順序で観測 順
序一貫である

実時間での書き込み順序とは違っていてもよい

(b)はP3とP4で異なる順序で観測 順序一貫でない
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直線化可能性

直線化可能性（linearizability）
順序一貫性を持ち、かつ、各read/write操作がグロー
バル時刻で順序付けられている

厳密一貫性より弱く、順序一貫性より強い
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順序一貫性を持つデータストアでの
プロセス実行例

P1,P2,P3は分散配置されたプロセス
P1,P2,P3は並列に実行

各プロセス内では文の順番通りに実行

x,y,zは分散共有メモリ上の変数
書いた値が即座に他のプロセスから読み出せるとは限らない

ただし、順序一貫性を満たすと仮定

最初は0に初期化

2
プロセスP2 プロセスP3プロセスP1
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順序一貫性を持つデータストアでの
可能な実行結果

順序一貫性を満たす4つの実行系列（全90通りからの抜粋）
プリントアウト：端末への実際の出力

シグネチャ：P1,P2,P3の出力をこの順で連結したもの

プロセスP2 プロセスP3プロセスP1
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順序一貫性の形式的定義

順序一貫性の形式的定義
各プロセスの実行Ei: read/write操作の系列

E1: W1(x)a
E2: W2(x)b
E3: R3(x)b R3(x)a
E4: R4(x)b R4(x)a

各Eiを一つの系列(ヒストリ)Hにマージ
ただし、以下の制約を満たすこと（正当なヒストリ）

各Eiにおける順序を保存

データコヒーレンスを考慮：あるデータxに対するreadはヒストリH
において最も新しいwrite値を反映

H: W2(x)b R3(x)b R4(x)b W1(x)a R3(x)a R4(x)a

正当なヒストリが存在する実行を順序一貫性を持つと呼ぶ
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順序一貫性の性能問題

順序一貫性の性能問題

順序一貫性を満たす任意のデータストアにおいて、
read/write操作の所要時間をそれぞれr,wとし、ノー
ド間メッセージ伝送遅延の最小値をtとすると、常に
r+w>=t 　[Lipton and Sandberg 1988]

read性能を向上すると、write性能が悪化（逆も成
立）
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因果一貫性

因果一貫性（causal consistency）
因果関係があるwrite操作群の順序は、各プロセスで
同じ順で観測される

因果関係があるwriteの例
プロセスP1がxに値aをwrite
プロセスP2はxをreadし、読み込んだ値aから計算をした結果bをyに
書き込む

W1(x)aとW2(y)bは因果関係にある

特徴
順序一貫性より弱い

因果関係の無い(＝並行な)write操作の結果は、各プロセ
スで異なる順序で観測されてもよい
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因果一貫性の例

因果一貫性を満たすが、順序一貫性を満たさない例
必ずR(x)aの後にR(x)bを観測

R(x)bとR(x)cの観測順序は（並行なので）任意

因果関係

並行関係
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因果一貫性の例

a) 因果一貫性を満たさない例

b) 因果一貫性を満たす例（順序一貫性は満たさない）

因果関係

並行関係
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FIFO一貫性

FIFO一貫性(FIFO consistency)
一つのプロセスが実行したwrite操作の結果は、他の全てのプ
ロセスで同じ順序で観測されなければならない

異なるプロセスで実行されたwrite操作の順序は、各プロセス
で異なった順序で観測されてもよい

特徴

因果一貫性より弱い

実装が容易
各プロセスは (プロセスID, シーケンス番号)を付加したwrite操作要求
を発行

データストアは各プロセス毎にシーケンス番号の順でwrite操作を実行
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FIFO一貫性の例

FIFO一貫性を満たす例
W(x)aとW(x)bは因果関係にあるが、この順で観測されなくて
も良い

異なるプロセス間の因果関係は無視される

W(x)bとW(x)cは１つのプロセスでこの順で実行されたので、こ
の順で観測されなければならない

因果関係 1つのプロセス内での実行順序関係
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FIFO一貫性を持つデータストアでの
プロセス実行例

前述のプロセスの例をFIFO一貫性で考えた例
(a),(b),(c)はそれぞれP1,P2,P3が観測するイベント順序

太字が各プロセスP1,P2,P3の出力文

シグニチャは001001 順序一貫性では不可能

x = 1;
print (y, z);
y = 1;
print(x, z);
z = 1;
print (x, y);

プリントアウト: 00

(a)

x = 1;
y = 1;
print(x, z);
print ( y, z);
z = 1;
print (x, y);

プリントアウト: 10

(b)

y = 1;
print (x, z);
z = 1;
print (x, y);
x = 1;
print (y, z);

プリントアウト:  01

(c)

プロセスP2 プロセスP3プロセスP1
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FIFO一貫性におけるパラドックス

２つの並行プロセス
直観的には、

P1がkillされる

P2がkillされる

どちらもkillされない、

のいずれかが期待される

FIFO一貫性では、両者ともkillされる場合があり得る
P1の観測: W1(x)1, R1(y)0, W2(y)1, …
P2の観測: W2(y)1, R2(x)0, W1(x)1, …

プロセスP1 プロセスP2
x = 1;
if (y == 0) kill (P2);

y = 1;
if (x == 0) kill (P1);
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弱一貫性

弱一貫性(weak consistency)
基本アイデア

一つのプロセスの一連のread/write操作の結果が直ちに他
のプロセスに反映されなくてもよい

一連の操作の最終結果のみが他のプロセスの処理に反映
されればよい

同期変数(共有オブジェクト) S の導入
操作synchronize(S)によって、全てのローカルコピーの値を
データストア全体に反映

synchronize操作を実行後は、必ず最終結果の値
をreadできることを保証
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弱一貫性の性質

弱一貫性の性質:
同期変数 Sへの操作は順序一貫性を満
たす（各レプリカに対して同じ順序で行
われる）

すべての先行のwrite操作がすべての場
所で完了するまでは、同期変数への操
作は許されない

すべての先行の同期変数への操作が
完了するまでは、データ項目への
read/write操作を行うことは許されない
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弱一貫性の特徴

弱一貫性の特徴：

データ項目の一貫性が保証される時間範囲を限定

一連の操作群の実行終了時にのみ一貫性を保証

操作群の範囲を同期変数への操作によって指定

メモリを一時的に一貫性のない状態にしておくという
アイデア コンパイラにおいても見られる

性能向上・最適化のため
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コンパイラにおける弱一貫性の応
用例

効率化のために一貫性を弱めている例:
変数a,bはレジスタに保持 メモリ上のa,bの値は更新し
ない　 その間、メモリは一貫性のない状態

関数ｆが呼ばれた時点で初めてメモリに書き出す（変
数a,bのアドレスを参照渡ししているので）

int a, b, c, d, e, x, y; /* variables */
int *p, *q; /* pointers */
int f( int *p, int *q); /* function prototype */

a = x * x; /* a stored in register */
b = y * y; /* b as well */
c = a*a*a + b*b + a * b; /* used later */
d = a * a * c; /* used later */
p = &a; /* p gets address of a */
q = &b /* q gets address of b */
e = f(p, q) /* function call */
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弱一貫性の例

a) 弱一貫性を満たす例

b) 弱一貫性を満たさない例
S : synchronize操作
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弱一貫性の問題点

弱一貫性の問題点

synchronize操作の実行

writeが全て完了した場合、又は

これからreadを行いたい場合

弱一貫性は上の２つの場合を区別しない どちらの
場合でもよいように、synchronize操作を実装

両者を区別 実装をより効率的にできる可能性

解放一貫性
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解放一貫性

解放一貫性（release consistency）
acquire操作とrelease操作を導入

acquire操作：(readを行いたいので) クリティカルリージョンに
入ることを（データストアに）通知（ロック獲得）

release操作：(writeが全て完了したので)クリティカルリージョ
ンから出ることを通知（ロック解放）

必ずしもロック機構で実装する必要は無い
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解放一貫性の例

解放一貫性を満たす例
L : 同期変数

Acq(L) : Lへのacquire操作

Rel(L) : Lへのrelease操作
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解放一貫性の例

解放一貫性を満たす例
P1はxに値bをwrite後、Rel(L)を実行

その後、P2はAcq(L)を実行し、xの値をread 
一貫性のある値bを読み込める

P3はAcq(L)を実行していない

xの一貫性のある値が読み込まれることは保証されない
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解放一貫性の性質

解放一貫性を満たすデータストアの性質:
共有データに対し、read/write操作が行われる前に、プロ
セスによってなされた、すべての先行するacquire操作は
正常に完了していなければならない

release操作が許可される前に、プロセスによってなされた、
すべての先行するread/write操作は完了していなければ
ならない

同期変数へのアクセスはFIFO一貫性を満たすこと（順序
一貫性までは要求されない）

一つのプロセスが実行した同期変数へのアクセス順序は任意

の場所で同じ順序で観測される
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解放一貫性の実装方法

実装：

集中アルゴリズム

中央の同期マネージャがロック獲得要求を受付

各要求に対して許可を与える

バリア同期
すべてのプロセスがnフェーズ目の実行を終わるまで、(n+1)
フェーズ目の実行を開始しない

各フェーズ実行終了時に共有データを同期

分散アルゴリズムもありうる（前述のルールを満たせ
ば）
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解放一貫性の分類

レイジー解放一貫性（Lazy Release Consistency）
[Keleher et.al. 1992]

release後には、更新された値をどこにも送信しない

後でその値を必要とするプロセスがacquireを行った
時点で、そのデータの最新の値を送信(タイムスタンプ
利用）

イーガー解放一貫性(Eager Release 
Consistency)

release後に更新されたデータ値を全てのプロセスに送信
（たとえ他のプロセスがその値を必要としなくても）
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解放一貫性の分類

多くのプログラムではクリティカルリージョンはルー
プ内に存在

イーガー解放一貫性 ループ１周ごとにデータ更
新を伝播 ネットワークトラフィックの無駄

レイジー解放一貫性 同じプロセスによるacquire-
releaseは、競合がない限り何度でも自由に行える
（別のプロセスがacquireを行うまでネットワークトラ
フィックは発生しない）
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エントリ一貫性

エントリ一貫性（entry consistency）
解放一貫性と同様にacquire/release操作を導入

ただし、データストア全体ではなく、個々の変数毎にロック獲得
/解放が可能

異なる変数へのアクセスは並列実行可能

そのかわり、実装はより複雑になり、プログラミングではエラーを生じや
すくなる

同期変数
各共有データ（変数）毎に存在

最後にロックを獲得したプロセス（オーナー）の情報を保持

排他モード（読み書きとも可能）、非排他モード（読み出しのみ可能）の
別の情報も保持
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エントリ一貫性の性質

エントリ一貫性を満たすデータストアの性質:
あるプロセスに関して、保護された共有データへのすべ
ての更新が完了するまで、同期変数へのacquire操作
は完了されない

あるプロセスによる同期変数への排他モードアクセスを、
そのプロセスに関して行う前に、他のプロセスは（たとえ
非排他モードでも）ロックを獲得していてはならない

同期変数への排他モードアクセスが行われた後は、そ
の変数のオーナーが排他モードアクセスが完了するま
で、他のプロセスによる、その同期変数への次の非排
他モードアクセスを行うことは許されない
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エントリ一貫性の例

エントリ一貫性を満たす例
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一貫性モデルのまとめ

a) 同期操作を用いない一貫性モデル

b) 同期操作を用いた一貫性モデル

一貫性モデル 説明

厳密一貫性 すべての共有データアクセスの絶対時間による順序を保存しなければならない。

直線化可能性
任意のプロセスはすべての共有データアクセスを同じ順序で観測しなければならない。更に、
アクセスは大域的なタイムスタンプによって順序付けられていなければならない。

順序一貫性
任意のプロセスはすべての共有データアクセスを同じ順序で観測しなければならない。ただし、
アクセスは必ずしも順序付けられている必要はない。

因果一貫性 任意のプロセスは、因果関係のある共有データアクセスを同じ順序で観測しなければならない。

FIFO一貫性
任意のプロセスは、お互いに同じプロセスによる書き込み操作群をそれが実行されたのと同じ
順序で観測しなければならない。異なるプロセスによる書き込み操作群は、異なった順序で観
測しても良い。

(a)

一貫性モデル 説明

弱一貫性 共有データは同期操作が完了した直後にのみ一貫性が保証されている。

解放一貫性 共有データはクリティカルリージョンから出た直後にのみ一貫性が保証されている。

エントリ一貫性 あるクリティカルセクションに関連する共有データは、そのクリティカルセクションに入った直後
にのみ一貫性が保証される。

(b)
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クライアント中心一貫性モデル

データ中心一貫性モデル

システム全体に渡って一貫性を保持

クライアント中心一貫性モデル(client-centric 
consistency models)

システム全体の一貫性が失われている状態を、一つ
のクライアントから隠蔽

一つのクライアントがいろいろな場所の複製にアクセスする
場合に有用
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仮定：イベンチュアル一貫性

ここでは、分散データストアはイベンチュアル一貫性
（eventual consistency）のみを保証すると仮定

長期間更新(write)操作が実行されなければ、いつかは全ての
複製の同期がとれて、システム全体が一貫した状態になること
を保証

例） DNS, WWWなど

殆どの操作はread
更新(write)操作が出来るのは１つのプロセスのみ

実装が容易

更新がいつかは全ての複製に伝播することのみ保証すればよい

更新を行うのは限られたプロセスのみ write-write競合の解決は
容易

クライアントが常に同じ複製にアクセスするならば問題なし

異なる複製にアクセスする場合（モバイルユーザなど）、問題が生じる
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クライアント中心一貫性モデルの必
要性

分散データベースに、ノートPC経由でアクセスする例

Ａ地点で、ノートPCをデータベースに接続して、読み込みおよ
び更新操作を実行

Ａ地点

Ｂ地点
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クライアント中心一貫性モデルの必
要性

Ｂ地点に移動して、同じデータベースの別のサーバに接続し
て、仕事を再開 以下のような矛盾に気づく可能性

Ａ地点での更新が、Ｂ地点のサーバに反映されていないかもしれない

Ａ地点で読んだ値より新しい値に更新されているかもしれない

Ｂ地点での更新が、Ａ地点で既に行った更新と競合するかもしれない

Ａ地点

Ｂ地点
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クライアント中心一貫性モデルの必
要性

ある一つのクライアントからは一貫性があるよう
に見えるようにしたい

クライアント中心一貫性モデルを導入

モバイルコンピューティングのためのデータベースシ
ステムBayou[Terry et.al. 1994][Terry et.al.1998]の研究から
派生

さまざまなクライアント中心一貫性モデルが提案される
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モノトニック読み取り

モノトニック読み取り一貫性（monotonic-read 
consistency）

プロセスがデータxの値を読み込むと、同プロセスによる以降
のxに対するread操作では、常に同じ値かより新しい値が読み
込まれる

記法の導入
xi[t1] : ローカルコピーLiにおけるデータ項目xの時刻t1におけるバージョ
ン

WS(xi[t1]): ローカルコピーLiにおいてxの値を初期値からxi[t1]にする
までのwrite操作の集合

WS(xi[t1];xj[t2]):　ローカルコピーLjにおいてxの値を初期値からxj[t2]
にするまでのwrite操作の集合であり、WS(xi[t1])を部分集合として含む
もの

文脈から明らかな場合は、時刻のインデックス[t1],[t2]を省略
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モノトニック読み取りの例

同じデータストアの２つの異なるローカルコピーにお
ける１つのプロセスPによるread操作

a) モノトニック読み取り一貫性のあるデータストア

b) モノトニック読み取り一貫性の無いデータストア
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モノトニック読み取りの応用例

モノトニック読み取りの応用例

分散メールボックス

いつ何処のメールサーバに接続しても、前回までにサーバ
にアクセスした際に読めたメールは全て、移動先でも読める
ことを保証
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モノトニック書き込み

モノトニック書き込み一貫性(monotonic-write 
consistency)

プロセスのデータxへのwrite操作は、同プロセスによ
るxへのどの後続のwrite操作よりも前に完了している
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モノトニック書き込みの例

同じデータストアの２つの異なるローカルコピーにおける１
つのプロセスPによるwrite操作

a) モノトニック書き込み一貫性のあるデータストア

b) モノトニック書き込み一貫性の無いデータストア



50

書き込み後読み取り

書き込み後読み取り一貫性(read-your-write 
consistency)

プロセスがデータxへのwrite操作の結果は、同プロセ
スによる後続のread操作で必ず観測される

例）
ウェブページを更新すると、以降、自分のブラウザでは
（キャッシュの内容ではなく）常に新しいページ内容が表示さ
れることを保証

HTMLエディタとブラウザを統合することで実現可能

NISのパスワードを更新したとき、移動先で更新後のパスワー
ドが利用できることを保証
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書き込み後読み取りの例

a) 書き込み後読み取り一貫性のあるデータストア

b) 書き込み後読み取り一貫性の無いデータストア
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読み取り後続書き込み

読み取り後続書き込み(write-follow-read 
consistency)

前回のデータxに対するread操作に後続するxへの
write操作は、常に前回のread時と同じか、より新しい
値に対して行われることが保証されている

例）

掲示板（ネットニュース）への書き込みで、前回読み込んだ
記事Aへのレスポンス記事Bを書き込む場合

移動先でAが読める場合にのみBが書き込まれていることを保証
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読み取り後続書き込みの例

a) 読み取り後続書き込み一貫性のあるデータストア

b) 読み取り後続書き込み一貫性の無いデータストア
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クライアント中心一貫性の単純な実装

各write操作に大域的なIDを付与

そのwrite操作を最初に受け付けたサーバが行う

各クライアント毎に以下の２つの集合を管理

read set: クライアントが行った一連のread操作に関
連するwrite操作のIDの集合

「関連するwrite操作」＝一連のread値を再現するための最
小限のwrite操作の集合

write set: クライアントが行った一連のwrite操作のID
の集合
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クライアント中心一貫性の単純な実装

モノトニック読み取り一貫性の実装
クライアントがread操作を行うとき、read setをサーバに送信
し、サーバは関連するwrite操作がすべて実行済みかをチェッ
ク

もし実行していないものがあれば、他の複製サーバと通信し
て必要なwrite操作を適切な順序で実行し、ローカルコピーを
更新

write操作の順序一貫性は適当な手法（タイムスタンプなど）で保証

モノトニック書き込み一貫性も同様
write操作を行うときにwrite setを送信
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クライアント中心一貫性の単純な実装

書き込み後読み取り一貫性の実装
クライアントがread操作を行うとき、write setをサーバに送信

サーバはwrite setに含まれていてまだ実行されていない
writeを実行し、ローカルコピーを更新

読み取り後続書き込み一貫性も同様
write操作を行うときにread setを送信
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演習問題

1. 直線化可能性および順序一貫性の図（本スライド番号13,教科書
の図6-7）の例において、変数x,y,zがFIFO一貫性を満たす分散共
有メモリ上にあると仮定したとき、“000000”は正しい出力か？理
由も説明せよ。

2. 上と同じ例において、分散共有メモリが順序一貫性を満たすと仮
定したとき、“001110”は正しい出力か？理由も説明せよ。

3. 電子的なオークションシステムを実装するために、どの種類の一
貫性を使用するべきか考察せよ。（厳密一貫性の分散実装は不
可能という前提で考えよ。できるだけ弱い一貫性が望ましい。）

4. モバイルユーザのための電子掲示板システムを広域分散データ
ベース上に実装したい。どの種類のクライアント中心一貫性が要
求されるか考察せよ。
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