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サーバ監視サービスMackerelにおける 

次世代の時系列データベースアーキテクチャ
の設計と実装



ゴール
•Write-Intensive ApplicationをAWS上でアーキ
テクチャ設計する事例を紹介 

• 比較的単純なデータを保持する時系列データベース
はよいモデルケースとなるはず 

• コスト最適化のために、参照局所性を利用した階層型
データストアアーキテクチャの提案



ゴール設定の背景
• AWS Summitなので、AWSを用いてより良いシステム

を構築するためのヒントを伝えたい 
• そのために、時系列データベースそのものよりも、汎
用的なアーキテクチャ設計のための議論の土台となる
ものを提案したい



Mackerel
https://mackerel.io/



サーバのメトリック可
視化



https://speakerdeck.com/sugiyama88/mackerel-meetup-number-8



高速な数千個の系列の表示



1分解像度データを長期間保持

https://mackerel.io/ja/docs/entry/overview

例えば1年



1分以下の解像度の対応

https://mackerel.io/ja/docs/entry/overview

例えば15秒



成長しつづけるサービスのスケー
ラビリティの確保 

データ量とI/Oが激増する機能の
実現



Mackerelアーキテクチャ
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時系列データベースとは
• 時系列データを扱うことに特化したデータベース 
• サーバモニタリング、IoTなどの用途に使われる 

• 有名な実装はGraphite/InfluxDB/OpenTSDBなど 

• 地味にみえて意外と多くの実装が存在する（詳細後述) 

• 学術研究論文の対象にもなる分野



http://blog.yuuk.io/entry/high-performance-graphite



http://blog.yuuk.io/entry/high-performance-graphite

Graphite
http://graphite.readthedocs.io/en/latest/



現状の問題点



Graphiteの問題点①
• 負荷分散のための運用コストが高い 

•シャード増減時にデータ再配置が必要 
•分散がむずかしいためスケールアップを選択 

• データ保持期間を増やすと金銭コストが激増 
• NANDフラッシュメモリのため容量単価が大きい 

•参照頻度の低いデータだけ低速なディスクに置きたいが
ラウンドロビンデータベースの性質上難しい



Graphiteの問題点②
• データロスト耐性が低い 

• アプリケーションからは非同期でメモリ上のキューに
書き込むため、サーバダウンするとデータロスト 

• 未来の領域をファイル作成時に確保するので、ディスク
使用効率が低い 

• 特にコンテナのような使い捨てのホストが大量に作ら
れると無駄が増える



Graphiteの問題点②
• データロスト耐性が低い (低durability) 

• アプリケーションからは非同期でメモリ上のキューに
書き込むため、サーバダウンするとデータロスト 

• 未来に書き込むであろう領域をファイル作成時に確保す
るので、ディスク使用効率が悪い 

• 特にコンテナのような使い捨てのホストが大量に作ら
れると無駄が多い

アーキテクチャ
刷新が必要



時系列データベースの 
既存OSS実装の調査



Andreas Bader, Oliver Kopp, Michael Falkenthal. “Survey and Comparison of Open Source 
time Series Databases”. In proceedings of BTW 2017.



https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sMQe9oOKhMhIVw9WmuCEWdPtAoccJ4a-IuZv4fXDHxM/pubhtml

Open Source Time Series DB Comparison

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sMQe9oOKhMhIVw9WmuCEWdPtAoccJ4a-IuZv4fXDHxM/pubhtml


時系列データベースの定義
• 以下の性質を満たすDBMSのこと 

• タイムスタンプ、値、属性（メトリック名など）で構
成されるデータの行を格納できる 

• 時系列としてグループ化された複数の行を格納できる 
• データ行に対してクエリを発行できる 
• タイムスタンプまたは時間範囲をクエリに含められる



時系列データベースの概念
• 時系列データベースの定義を満たすもの 
• 時系列データベースへのよくある機能要求 

•分散/クラスタリング 

• Function 
• Rollup Aggregation / タグ 

• データ解像度 
• インタフェース



時系列DBの分類

TSDB on DBMS TSDB standalone

OpenTSDB InfluxDB
KairosDB
Blueflood

Graphite

DalmatinerDB
Beringei



時系列DBの分類

TSDB on DBMS TSDB standalone

OpenTSDB InfluxDB
KairosDB
Blueflood

Graphite

DalmatinerDB
Beringei

HBase 
Cassandra 
Elasticsearch 
Riak Core 
…



既存の時系列DBのデメリット

TSDB on DBMS TSDB standalone

分散システムとしての 
運用コストが高い

分散システムとしての 
信頼性を測るための 
実績が少ない



既存の時系列DBのデメリット

TSDB on DBMS TSDB standalone

Rollup Aggregationに対応していない
インタフェースが大きく変わるので変更コスト
Mackerelのワークロードでインフラコスト 
を抑えられるかわからない



http://developer.hatenastaff.com/entry/2015/12/25/140233



技術選択のポイント
• 特にデータベースは安定するかどうかが重要 

• あまり使われていないOSSの採用は避けたい 

• データベース系のOSSは検証・運用コストが非常に大きい 

• 既存の時系列データベースは導入までが楽な代わりに、柔
軟性が低い 

• インフラコストが多少増えたとしても、今後の機能拡充
や競合優位性を確保したい



AWSマネージドサービス 

の採用



AWSマネージドサービス上に 

独自の時系列DBアプリケーション 

を実装



なぜAWSか
• Amazon DynamoDB、Amazon S3、Amazon Kinesis
といったフルマネージドなデータストアがある 

• 性能をお金に換算して計算しやすい 

• GCP、Azureなどは社内実績がない 

• Mackerelの成長速度や今後やりたいことを鑑みて、あ
る程度のロックインを受け入れることに決定



なぜ独自実装か
• Mackerelの要求を満たす実装がない 

• もしくは要求を満たすかどうかを検証が終わるまで
に時間がかかる 

• AWSマネージドサービス採用によりデータベースの
検証/運用コストを削減できるので、そのかわりの開
発工数を確保できる



現状の課題 (再掲)
• 負荷分散の運用コストの低減 

• データ保持期間の延長 

• データロスト耐性の向上 

• ディスク使用効率の向上



負荷分散の運用コスト①
• Amazon DynamoDB/Amazon S3などのフルマネー
ジドサービスの利用により、運用コストを削減 
• シャーディングのためのキーの設計を間違えなけれ
ば、お金を払った分だけI/Oスループットがスケール 

• サーバ追加・削減作業が不要



負荷分散の運用コスト②
• ところがDynamoDBのディスクI/Oコストが高い 

• 今のMackerelのI/Oを工夫なしでDynamoDBに向けるとイ
ンフラコストが激増する 

• 個々のデータポイントを別々に書き込むのではなくまとめ
て書き込み、I/Oコストを下げる必要がある 

• 最終的には、前段にAmazon ElastiCache(Redis)を配置
し、バッファ層とみたてて利用することになった



データ保持期間の延長①
• DynamoDBのディスク容量単価は感覚的には安い 

• しかし、S3のコストはスタンダードストレージでも
DynamoDBの1/10程度 

• ここでコストを浮かせておけば、他の機能拡充にコストを
あてられるため、なるべくS3を使いたい 

• S3に置いておけば、データ解析系のAWSサービスと連携し
やすいというのもある



データ保持期間の延長②
• Mackerelの場合、古い高解像度データはほとんど参照
されない (参照局所性) 

• 参照回数が少ないデータの表示は、多少レスポンスが
遅くてもよい 

• この性質を利用し、ホットデータをDynamoDB、コー
ルドデータをS3に配置することでコスト最適化する



この時点で 
階層型データストアアーキテクチャ

になることが決定



データロスト耐性の向上
• ディスク書き込みするメッセージキューを採用 

• OSSであればKafkaやRabbitMQなど 

• AWSでは、Amazon Kinesis Streams 

• 直近の24時間分のレコードをディスクに保存 

• AWS Lambdaにレコードを渡すことが簡単



ディスク使用効率の向上
• データ構造(後述)が全く異なるため、未来の領域を確
保することはしないので、無駄がない 

• 他のOSSの時系列DBが実装しているような圧縮保存
はやらない 
• S3を利用することでディスク使用コストを下げてい
るので圧縮保存はやらなくてよいと判断



現状の課題と解決 まとめ
✓ 負荷分散の運用コストの低減  

➡ ElastiCacheとDynamoDBによりスケーラ
ビリティと運用効率を確保 
✓ データ保持期間の延長 

➡ S3により容量単価の低いストレージ



現状の課題と解決 まとめ
✓ データロスト耐性の向上 

➡ Kinesis Streamsを前段に配置 

✓ ディスク使用効率の向上 

➡ ディスク使用効率を意識したデータ構造と
S3の利用



時系列データを読み出す部分を 
Microservicesとして開発



Microservicesの開発
• Graphite互換のインタフェースを実装し、インタフェー
ス変更コストを最小化 
• Mackerelでは本体アプリケーションはScala、サテライト
のアプリケーションはGoなので、今回もGoを採用 

• 性能向上のためにデータストアへ並行してクエリ発行す
ることが予想できたので、軽量スレッドをもつGoはよい
選択



新時系列データベース 
アーキテクチャの設計



新時系列DBアーキテクチャ概要
• 金銭コスト最適化のために参照局所性を利用 

• ホットデータをDynamoDB、コールドデータをS3に配置 
• writeバッファとしてAmazon ElastiCache(Redis)を利用 

• DynamoDBのTTL機能によりシームレスにデータ移動 
• 書き込みをAmazon Kinesis Streamsで受信し、データロ
スト耐性と耐障害性の向上 

• Graphite互換インタフェースで各ストレージからデータ取
得するWebアプリケーションを実装



データストア間のシームレスなデータ移動
• 複数のデータストアを組み合わせる場合、データをシ
ンプルな手法で移動させることが難しい 

• 2017年2月にDynamoDBがTTLサポート 
• アイテム単位でTTLを設定可能 
• DynamoDB Triggersにより、TTLイベントを契機に

Lambdaを起動 
• DynamoDBからS3への古いデータの移動が容易に



Mackerel 時系列データ概観
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新時系列データベース 
アーキテクチャの実装



アーキテクチャの実装

•データ構造 
• Redisでのバッファリング 

• Graphite互換アプリケーションのI/O多重化

※実装は時系列データベース固有の話になる



データ構造

メトリック名 [             　… ]

: {timestamp, value}

Key Value

※実際には、各ストレージごとに工夫がある



データ構造

メトリック名 [             　… ]
Key Value

グラフ表示では時系列に並んだデータポイン
トを一斉に読み取る



Redisでのバッファリング
• cronのようなバッチ処理によるフラッシュはしたくない 

• Redis上の同一メトリックのデータポイント数が一定以上にな

るとDynamoDBの対応するレコードにフラッシュ書き込み 

• 「時系列」データなので、同時に同じ系列のデータポイントは
到着しないため、バッファして待つ必要がある 

• Lambda Function上でデータポイントが到着するたびに、ポイ

ント数が一定以上かどうか判定し、DynamoDBへフラッシュ



Redisでのバッファリング

メトリック名 [             　… ]
Redis

DynamoDB
メトリック名 [             　… ]

Flush

>= N個



Graphite互換アプリケーションのI/O多重化
•  I/O多重化による読み出し最適化は性能観点で必須 

• 1つのメトリック処理に対してgoroutineを割り当て 

• ElastiCache/DynamoDB/S3の各データストアの処理に対

してgoroutineを割り当て 

• 各データストア内の1レコードに対してgoroutine割り当て 

• ただしDynamoDBについてはBatchGetItem APIを利用



Graphite互換アプリケーションのI/O多重化

ElastiCache

DynamoDB

S3

. . .

. . .

. . .

. . .

メトリック
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コードネーム 

Diamond 

現在開発中



まとめ
• Write-Intensive ApplicationのAWSにおける設計事例を紹介 

• Amazon ElastiCache、Amazon DynamoDB、Amazon S3

を組み合わせた階層型データストアアーキテクチャの提案 
• Amazon Kinesis Streams、AWS Lambdaを糊としてコン

ポーネント間を接続 
• Amazon DynamoDB TTLによるシームレスなデータ配置



一般化のための議論
• 必ず3階層にする必要はない 

• ディスク使用が少なければ ElastiCache + DynamoDB 

• I/Oが少なければ DynamoDB + S3 

• readレイテンシを気にしなければ、Redis + S3 

• 3階層あれば多くの状況でコストを最適化できる



DiamonDB
https://github.com/yuuki/diamondb

※個人開発のOSSプロダクトであり 

Mackerelで開発中のものとはコードベースが異なります

https://github.com/yuuki/diamondb
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Mackerel展示ブースへ 
ぜひお越し下さい


