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リーダー選挙は、分散システム内の 1 つ (プロセス、ホスト、スレッド、オブジェクト、または人間) に

特別な権限を与えるというシンプルなアイデアです。これらの特別な権限には、作業を割り当てる機能、

データの一部を変更する機能、またはシステム内のすべてのリクエストを処理する責任が含まれます。 

リーダー選挙は、効率の向上、調整の削減、アーキテクチャの簡素化、運用の削減のための強力なツール

です。一方、リーダー選挙では、新しい障害モードとスケーリングのボトルネックが発生する可能性があ

ります。さらに、リーダー選挙では、システムの正確性を評価するのが難しくなる場合があります。 

これらの複雑さのため、リーダー選挙を実施する前に他のオプションを慎重に検討する必要があります。

データ処理とワークフローの場合、AWS Step Functions のようなワークフローサービスでは、リーダー

選挙と同じ利点の多くを達成し、そのリスクの多くを回避できます。他のシステムについては、べき等

性の API、楽観的ロック、および単一のリーダーを不要にする他のパターンがたびたび実装されます。 

この記事では、リーダー選挙の利点と欠点、およびリーダーの失敗に関するインサイトなど、Amazon 

が分散システムでリーダー選挙に取り組む方法について説明します。 

リーダー選挙の利点と欠点 

リーダー選挙には、いくつかの重要な利点があるため、分散システムでは一般的に使用されるパターン

です。 

 単一のリーダーにより、人間がシステムを考えやすくなります。システム内のすべての並行性を 

1 か所にまとめ、部分的な障害モードを減らし、ログとメトリックを検索するための場所を 1 つ

追加します。 

 単一のリーダーがより効率的に作業できます。多くの場合、実行された変更に関するコンセンサ

スを構築するのではなく、変更に関する他のシステムに簡単に通知できます。 

 単一のリーダーは、システムの状態に加えられた変更をすべて確認および制御できるため、クラ

イアントに対して簡単に一貫性を提供できます。 

 単一のリーダーは、常に使用できるデータの単一で一貫したキャッシュを提供することにより、

パフォーマンスを改善したり、コストを削減したりできます。 

 単一のリーダー用のソフトウェアを作成することは、クォーラムのような他のアプローチより簡

単です。 単一のリーダーは、他のシステムが同じ状態で同時に動作している可能性がある

ことを考慮する必要がありません。 

リーダー選挙には、いくつかの重大な欠点もあります。 

 単一のリーダーは、単一の障害点になります。システムが不良リーダーの検出または修正に失敗

すると、システム全体が使用できなくなる可能性があります。 

https://aws.amazon.com/step-functions/
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 単一のリーダーとは、データサイズとリクエストレートの両方で、スケーリングの単一点を意味

します。リーダーに選ばれたシステムが単一のリーダーを超えて成長する必要がある場合、完全

な再アーキテクチャが必要です。 

 リーダーは単一の信頼点です。リーダーが誰も確認せずに間違った作業を行っている場合、シス

テム全体ですぐに問題が発生する可能性があります。不良リーダーは、不具合の影響範囲が広い

です。 

 リーダーが選択したシステムに部分的なデプロイを適用するのは難しい場合があります。

Amazon のソフトウェア安全対策の多くは、ワンボックス、A-B テスト、ブルー/グリーンデプ

ロイ、自動ロールバックによる増分デプロイなど、部分的なデプロイに依存しています。 

これらの欠点の多くは、リーダーの範囲を慎重に選択することで軽減できます。リーダーはどのくら

いのシステムまたはデータを所有していますか? ここでの一般的なパターンはシャーディングです。デー

タの各項目は引き続き単一のリーダーに属しますが、全体システムには多くのリーダーが含まれていま

す。これは、Amazon DynamoDB (DynamoDB)、Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)、

Amazon Elastic File System (Amazon EFS)、および Amazon のその他多くのシステムの背後にある基本

的な設計アプローチを意味します。ただし、シャーディングには欠点があります。具体的には、設計が

より複雑になるため、データを分割する方法を慎重に検討する必要があります。 

Amazon がリーダーを選ぶ方法 

リーダーを選出するには、Paxos のようなアルゴリズムから、Apache ZooKeeper のようなソフトウェア、

カスタムハードウェア、リースにいたるまで、さまざまな方法があります。リースは、Amazon で最も

広く使用されているリーダー選挙メカニズムです。リースは理解して実装するのが比較的簡単で、組み

込みの耐障害性を提供します。リースは、現在のリーダーを保存する単一のデータベースを持つことで

機能します。次に、リースでは、リーダーがまだリーダーであることを示すためにリーダーが定期的に

ハートビートを提供する必要があります。既存のリーダーがしばらくしてハートビートに失敗した場合、

他のリーダー候補が引き継ぎを試みることができます。 

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) の great time sync feature であっても、私たちは分散シ

ステムの時間に影響されないようにしています。クラスター全体のシステムクロックが、分散操作の順

序付けや調整のために同期に依存するほど、十分に同期されていることを確認するのは困難です。

Amazon では、分散システムは人間が消費する時間のみを使用します。リースは時間によって異なりま

す。ただし、それらはローカルの経過時間である継続時間のみに依存します。同期され、複数のサーバ

ーでの合意が必要な実際の時間ではありません。 

DynamoDB ロッククライアントのソースコードは、リーダー選挙に関連する例と詳細を提供します。し

かし、リースとロックの概念は簡単ですが、正しく実装するのは微妙な場合があることがわかりました。

実装には、サーバーがローカル継続時間を測定する方法を理解する必要があります。たとえば、時間を

https://aws.amazon.com/blogs/aws/keeping-time-with-amazon-time-sync-service/
https://github.com/awslabs/dynamodb-lock-client
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測定するサーバーまたはライブラリが、時が逆戻りすることを時折考慮した場合、リースに組み込まれ

ている期間に関する仮定を破ることになります。継続時間は、うるう秒から継続的な高 CPU 使用率によ

る時間の経過に伴うローカルクロックのドリフトに至るまで、サーバーが現在の時間に関する合意を停

止させるグローバルクロックの同期問題を回避します。 

リースおよびあらゆる種類の分散ロックにおける大きな問題は、リーダーがロックを保持している間の

み作業を行えることです。リーダーがロックを保持していることを確認するのは、実際にはかなり難し

いです。低速ネットワークまたは損失の多いネットワークのリーダーが、実際よりも長くロックを保持

していると信じないことが重要です。同様に、ロックがチェックされてから作業が行われるまでの間に

ガベージコレクションが一時停止すると、不正な動作が発生する可能性があります。実際には、多くの

場合、これらの問題を強化することが最大の課題です。 

DynamoDB および ZooKeeper は、耐障害性のリーダー選出を行うシンプルなリースベースのロッククラ

イアントを提供します。特定のニーズがない限り、これらのクライアントはリーダー選挙を実施する最

も簡単で最もテストされた方法を提供すると考えているため、私たちはこれらのクライアントを好みま

す。Amazon チームは、カスタムリーダー選挙の実装を作成しないことを好みます。代わりに、十分に

テストされ、戦いに耐えられる既存のクライアントを優先します。 

Amazon でリーダー選挙を使用するシステムの例 

リーダー選挙は、Amazon 全体に広く展開されているパターンです。例: 

 従来のリレーショナルデータベース管理システム (RDBMSs) を使用するほぼすべてのシステムは、

すべての書き込み、場合によってはすべての読み取りを処理するリーダーデータベースを選択す

るために、リーダー選挙に依存しています。これらのシステムでは、選挙が自動化されている場

合がありますが、人間のオペレーターによって手動で行われることがよくあります。 

 Amazon EBS は、ボリュームの読み込みと書き込みを多くのストレージサーバーに分散します。

一貫性を確保するために、リーダー選挙を使用して、ボリュームの各領域のプライマリを選択し、

読み取りと書き込みを順序付けします。そのプライマリが失敗すると、フォロワーは同じリーダ

ー選挙メカニズムを使用してステップをコピーします。Amazon EBS では、リーダー選挙により

一貫性が確保され、データプレーンでの調整が回避されるため、パフォーマンスが向上します。

DynamoDB、Amazon Quantum Ledger Database (Amazon QLDB)、および Amazon Kinesis 

(Kinesis) は、同じ理由から同様のアプローチを使用します。 

 Kinesis Client Library (KCL) は、リースを使用して各 Kinesis シャードが 1 人の所有者によって処

理されるようにし、Kinesis ストリームのスケールアウト処理を簡単に実行できるようにします。 

https://github.com/awslabs/dynamodb-lock-client
https://zookeeper.apache.org/doc/r3.5.5/recipes.html#sc_leaderElection
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リーダーが失敗するとどうなりますか? 

慎重に考えるべきもう 1 つのことは、リーダーの作業が失敗したときに何が起こるかです。タスク中に

リーダーが失敗した場合、新しいリーダーはどのようにタスクを完了しますか? リーダーが作業の耐久

性を強化する前に失敗した場合、システムは依然として正しいですか? 多くのシステムタイプには、「作

業の耐久性を強化する」段階と「完了したことを他者に伝える」段階があります。Amazon では、シス

テムが常に後者を前に実行します (またはデータの損失を許容します)。繰り返しますが、べき等性はこ

こで役立ちます。べき等性により、新しいリーダーは自信を持って、退任するリーダーが部分的に完了

または完了したかもしれないが、他者に伝えなかった作業を再駆動できます。 

障害を許容するために、Amazon 分散システムには単一のリーダーがいません。代わりに、リーダーシ

ップはサーバーからサーバーへ、またはプロセスからプロセスへと移る特性です。分散システムでは、

システムにたった 1 人のリーダーがいるとは保証できません。代わりに、主に 1 人のリーダーが存在し、

障害時には 0 人または 2 人のリーダーが存在します。 

リーダーの障害に対するシステム動作を選択する方法は、リーダーが 2 人いるときにシステムで何が起

こるかによって異なります。べき等性作業を実行するシステムは、効率の損失を最小限に抑えながら、2 

人のリーダーを許容できます。リーダーが 2 人いることで、システムはより高い可用性を実現し、より

弱いリーダー選挙アプローチを選択できます。 

最大 1 人のリーダーを絶対に必要とするシステムは、複数のリーダーシステムよりも構築が困難です。

リーダー選挙システムは常に正しく、一貫している必要があります。また、新しいリーダーが選出され

る前に退任するリーダーが退陣することを保証する必要があります。分散システムでは、多くの場合、

システムに障害が発生したかどうか、または他のネットワークパーティションで作業を継続しているか

どうかを把握するのは困難です。Amazon では、リーダーに選ばれたシステムがこのエッジケースを処

理することを保証しています。 

リーダー選挙のベストプラクティス 

Amazon では、リーダー選挙のための以下のベストプラクティスに従います。  

 リースの残り時間 (または一般的なロックステータス) を頻繁に確認します。特に、リーダー自

体を超える副作用がある操作を開始する前に確認してください。 

 遅いネットワーク、タイムアウト、再試行、およびガベージコレクションの一時停止により、コ

ードが予想する前にリースの残り時間が期限切れになる可能性があることをお考えください。 

 バックグラウンドスレッドでのハートビートリースを避けます。これにより、リースの期限切れ

やハートビートスレッドの終了時にスレッドがコードを中断できない場合、正確性の問題が発生
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する可能性があります。ハートビートスレッドがリースを保持している間に作業スレッドが停止

または中断されると、可用性の問題が発生する可能性があります。 

 リーダーが現在できることと、リーダーが処理できる量を示す信頼できるメトリックを持ってい

ます。これらのメトリックを頻繁に確認し、容量が不足する前にスケーリングする計画がある

ことを確認してください。 

 どのホストが現在のリーダーであり、どのホストがいつでもリーダーであったかを簡単に見つけ

られるようにします。監査証跡またはリーダーシップの変化ログを保持します。 

 TLA+ などのツールを使用して、分散アルゴリズムの正確性をモデル化し、正式に検証します。

これは、アプリケーションがリーダー選挙プロトコルによって提供される保証について、過度に

想定しているときに忍び寄ることができる、微妙で観察が難しく、稀なバグをキャッチします。 

まとめ 

リーダー選挙は、Amazon 全体のシステムで使用される強力なツールであり、システムの耐障害性を高

め、操作を容易にします。ただし、リーダー選挙を使用する場合、各リーダー選挙プロトコルが提供す

る保証、さらに重要な、提供しない保証について慎重に検討します。 

Amazon システムは、しばしばリーダー選挙を使用して、耐障害性が組み込まれていることを確認しま

す。システムがリーダー選挙を使用して、1 つ以上のサーバーがタスクを処理していることを確認する

場合、複数の同時リーダーに直面して正確性を維持するための別のメカニズムを使用します。たとえば、

基となるデータベースを使用して、2 人のリーダーが両方ともリースを保有していると判断した場合、

お互いに干渉しないようにします。リースの実装によって提供される保証について仮定するのではなく、

これらのシステムの正確性に焦点を当てます。多くの場合、TLA+ などの手法を使用したモデリングを行

います。 

ニュアンスにもかかわらず、リーダー選挙は、べき等性や楽観的ロックなどのパターンとともに、

Amazon の分散システムツールキットで引き続き有用なツールです。 
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