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はじめに

OSS（Open Source Software）の
データベースであるPostgreSQLをNTT
の業務システムやビジネスに適用してい
くために，OSSセンタではデータベース
の可用性や安定性，性能を向上させる
高度化に取り組んできました(1)．
ここでは，その一環として，単独の

サーバ上で稼動するPostgreSQLでは適
用が難しい，大規模で高性能を要求す
る業務アプリケーションに向けて開発し
たPostgres-XCを紹介します．

OSS製品の適用状況と課題

従来，OSSは中小規模のシステムを
中心に導入されてきましたが，技術的な
成熟度が高まるにつれて，より大規模で
重要度の高いシステムにも導入が求めら
れるようになってきました．
その際に，データベースサーバにとっ

て課題となるのは，大規模システムをサ
ポートできる性能と，重要度の高いシス
テムを中断させない高可用性です．
従来，性能と高可用性を両立させる

データベースのソリューションは商用
データベース製品に限られており，ライ
センス費・保守費によるコストの増大を

招いていました．私たちはPostgres-XC
をこの領域に適用することで，コストダ
ウンを目指しています．

データベースクラスタによる
高性能・高可用へのアプローチ

データベースサーバの性能の改善には，
サーバそのものの性能を引き上げるス

ケールアップ型と，複数のサーバでデー
タベースクラスタを構成するスケールア
ウト型の２つの方法があります（図１）．
前者には高性能サーバほど価格性能比
が低くなる問題があります．後者につい
ては，サーバの台数に比例した性能を引
き出すための高度な技術が求められます．
その技術の核となるのは，同時に複数
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図１　スケールアップとスケールアウト 

スケールアウト（オレンジ・実線）の場合，求められる性能に応じてサーバの台数
を増やすことで要求にこたえる． 
スケールアップ（青・破線）の場合，求められる性能に応じて処理能力の大きな
サーバ（中型・大型）への買い替えが必要となるため更改のコストが高い．また，
しばしば需要と供給のギャップによる不経済（赤・矢印）が生じがちである． 
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オープンソース データベース PostgreSQL

OSSセンタでは，OSS（Open Source Software）データベースである

PostgreSQLの高度化の一環として，PostgreSQLをベースとしたデータベースク

ラスタである，「Postgres-XC」を開発しています．Postgres-XCは複数のサーバ

を協調して動作させることで，サーバの台数に応じて処理性能を引き出すことがで

きます．
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のユーザがデータの参照（読み出し）や
更新（書き込み）といった操作をする場
合に，データそのものが多数のサーバに
分散して格納されていても，ユーザには
一貫したイメージを見せつつ，複数の
サーバを有効に利用することで，台数に
見合った性能を発揮するクラスタの構成
です．
一方，可用性を高めるための基本的

技術は構成要素の２重化です．すでに，
PostgreSQL 9.1では，２台のサーバの
間でデータを転送することで，サーバの
内容を同期させる機能が実現されていま
す．この機能を用いて，１台を現用系，
もう１台を待機系としたストレージ非共
有型クラスタを構成できます（図２）．
これに加えて，故障の発生を検知して現
用系と待機系の切り替えを行う高可用
化ミドルウェアを連携させることで，現
用系の故障時には自動的に短時間で待
機系に切り替える，高可用化データベー
スサーバが実現されます(1)．

Postgres-XCの技術的
特徴・構成と到達点

Postgres-XCはスケールアウト型で性

能を向上します．一般にスケールアウト
型は，データを処理するサーバを複数並
べることで，処理に利用できる資源を増
強します．例えば，図３に示す例では，
同じ内容を格納したデータベースサーバ
を複数並べることで，参照処理性能を
向上しています（図３（a））．
通常，データベースは複数のユーザが

同時並行的に参照と更新を行っても，
個々のユーザからはほかのユーザの処理
中の状況が見えないように隔離されてい
ます＊１．ところが，単純にサーバを並べ
ただけの図３（b）の構成では，すべての
サーバに反映されるまでの途中の状況が
ほかのユーザから参照できてしまい，一
貫した結果が得られません．一貫した結
果を与えるために，全サーバが更新を完
了するまで参照を待たせる方式も考えら
れますが，更新処理によって参照処理が
妨げられ，トータルの性能が劣化する問
題があります．
この問題を解決するため，Postgres-

XCでは，頻繁に更新されるデータは，重
複しないように分割して異なるサーバに
格納しておき，参照や更新の要求が来
たら，対応するデータを格納するサーバ

に要求を送ります．ユーザから見て一貫
した結果を与えるために，分散MVCC
（ Multi-Version Concurrency Con-
trol）＊２という方式を開発して採用して
います（図４）．この方式は，更新され
たデータには更新された時刻と更新が完
了したか否かの印を一緒に記録しておき
（図４①），データを参照する場合には，
その処理を開始した時刻よりも前に更新
が完了しているデータだけを参照するこ
とで，一貫した結果を与えるものです
（図４②～④）．それに加えて，すべての
サーバ上で進行している処理を一括して
管理するGTM（Global Transaction
Manager）＊３という機構によって，処
理どうしが干渉しないように制御しま
す（2），（3）．

＊1 データベースに対する参照・更新の複数の
要求を同時並行的に処理し，個々の要求に
一貫した結果が得られるように，一連の要
求はトランザクションという単位で処理さ
れます．

＊2 分散MVCC：PostgreSQL本体で採用されて
いる，データベースの記憶管理の方式であ
るMVCCをクラスタの分散処理に対応して拡
張したもの．

＊3 GTM：各サーバで処理されているトランザ
クションの進行状況を管理し，矛盾した処
理が起こらないように制御します．

図２　高可用化クラスタの概念図 

ストレージ非共有型クラスタでは，レプ
リケーション技術を用いて，現用デー
タベースサーバへの更新情報を待機デー
タベースサーバに送って，両データベー
スの内容が同期するようにする． 
そのため，現用データベースの故障時
にもデータベース内容は待機データベー
スに格納されており，業務を円滑に引
き継ぐことができる． 
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図３　参照負荷分散と更新負荷分散 

参照負荷分散の場合，すべてのサーバに
同一の内容を格納しておけば，どのサー
バでも参照処理ができるので，サーバ台
数分の性能が容易に発揮できる． 

更新負荷分散の場合，データの更新をすべ
てのサーバに反映する必要がある（◆が更
新中のデータを示す）． 
そのため更新処理の途中では，サーバごと
に内容が異なるため，どのサーバに問い合
わせるかによって参照の結果が変わる． 
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このような処理方式に従って，データ
ベース内部の動作を２つに大別して，
Postgres-XCの構成要素として実現し
ます．１つはデータの格納と取り出しを
行う「データノード」であり，もう１つ
はユーザからの参照・更新の要求を受け
てデータノードに要求を送って処理させ，
処理結果をマージするなどの後処理を行
う「コーディネータ」です．この２つの
構成要素は別々のサーバで動作可能で
す（図５）．
データベースに対する要求の性質に

よって，データの格納と取り出しに負担
がかかるものと，取り出したデータの後
処理に負担がかかるものがありますが，
このように構成することで，要求の性質
に応じて，システム全体を柔軟に構成す
ることが可能となります．
このような工夫の結果，Postgres-XC
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クラスタ全体の時刻情報は 
GTMが管理している 

図４　分散MVCCの概要 

①分散MVCCでは，各デー
タノードにおいて更新要求
を受けたデータを書き換え
ずに，新しいバージョンとし
て記録する．②参照要求を
受けたときは，複数のバー
ジョンの中から，要求元ユー
ザの開始時刻におけるデー
タのバージョンを選んで返
却する．③更新要求で追加
されたデータは，④ユーザ
の処理完了後に初めてほか
のユーザから見えるように
なる． 
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図５　Postgres-XCの構成図 
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は，使用するサーバの台数に比例して参
照・更新とも性能を向上させることが可
能となりました（図６）．従来のOSS
データベースでは，参照・更新の双方に
関してスケールアウトする製品はほとん
どなく，このような特性を実現すること
で，内外の関係者から注目されています．

高可用化のための設計

前述したように，PostgreSQLでは，
ストレージ非共有型クラスタを用いて
サービスを高可用化することができます．
Postgres-XCでは，この方式をデータ
ノードに適用することで，故障による
データの消失を防止します．同時に，ク
ラスタ全体の状態を管理しているGTM，
問合せを処理するコーディネータについ
ても，それぞれ２重化することで，クラ
スタとしての高可用性を実現する設計
です．

開発の進め方

Postgres-XCはオープンソースとして
開発されています．これは，OSSデータ
ベースであるPostgreSQLをベースとし
ていることから，その開発コミュニティ

と意見を交換して，より良い製品とする
ことを意図したものです．Postgres-XC
のコミュニティは小規模ですが，
PostgreSQL本体コミュニティに貢献し
ている米国EnterpriseDB社の技術者
をはじめ10数名が参加しています．
近日中にPostgres-XC Ver. 1.0をリ

リースする予定です．このバージョンは，
基本的な問合せ処理，高信頼化のため
の２重化機能が含まれており，基本機
能を備えたデータベースクラスタを実現
しています．
今後は，データベースクラスタとして，
より使いやすくするための機能の開発を
予定しています．特に，クラスタデータ
ベースでは，通常の単一マシン用のデー
タベースとは異なり，複数のマシンを制
御するための機能が求められます．
そこで，複数のサーバへのインストー

ルを一括して実行する機能や，複数の
サーバにわたって動作状態を監視する機
能，各サーバに分散して格納されている
データを一括してバックアップして管理
する機能といった，クラスタデータベー
スに特有の利用上の問題点を解消する
ツール群を実現する予定です．
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Pos tg r es -XCは，近日公開予定の
Ver.1.0の後も継続的に強化版を公開する予
定です．運用性を含む実用性の向上に向け
て，皆様からのご意見をお待ちしています．

◆問い合わせ先
NTT OSSセンタ
TEL 03-5860-5115
FAX 03-5463-5490
E-mail sakata.tetsuo lab.ntt.co.jp

図６　Postgres-XCのスケーラビリティ 
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