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1 はじめに
レプリケーションは，あるデータベースの複製 (レ

プリカ)を別サーバ上にリアルタイムに作成する技術
である．これにより，レプリカ間で負荷分散が可能と

なり高可用性，耐故障性を実現することができる．し

かしその一方で，レプリケーション時にはレプリカ間

でデータの一貫性をどの程度保証するべきかという

課題が存在する．一般的には，より強い一貫性を保証

するほど性能が犠牲になるため，アプリケーションが

要求する最低限の一貫性を保証することが望ましい．

しかし，特定の一貫性レベルを保証するだけでは利

用可能なアプリケーションが限られてしまうため，複

数の一貫性レベルを保証可能な汎用性のあるレプリ

ケーションプロトコルが求められる．既存研究である

Multi-Consistency Data Replication[1](McRep)は，
クライアントとレプリカの間に専用のミドルウェア

（以降，レプリケータと呼ぶ）を配置したミドルウェ

ア方式の非同期レプリケーションであり，複数の一貫

性レベルを保証可能とする手法である．しかし，この

手法はミドルウェア方式のレプリケーションであるた

め，クライアント数の増加につれてレプリケータが性

能のボトルネックとなる恐れがある．本研究では，既

存研究であるMcRepを拡張し，ミドルウェアベース
ではなくバックエンドベースで同様のレプリケーショ

ン制御を実現する手法を提案する．

2 既存研究
既存研究であるMcRepは，ミドルウェア方式の非

同期レプリケーションであり，かつ 6つの一貫性レベ
ル（Linearizability， Sequential Consistency，Seri-
alizability，Session Snapshot Isolation，Generalized
Snapshot Isolation，Causal Consistency）を保証可
能とする手法である．

2.1 動作概要

McRepにおける動作フローは図 1に示すように，
一貫性レベルが Causal Consistencyの場合とそれ以
外の場合によって分けることができる．McRepでは，
レプリケータはクライアントからリクエストを受け

取ると，設定されている一貫性レベルを満たすレプ

リカを選択する．条件を満たすレプリカが存在した

場合には，そのレプリカへクライアントのリクエス

トを送信する．もし，この時に条件を満たすレプリ

カが存在しなければ，レプリカの中から 1つ選択し，
そのレプリカへレプリケータ内のキューに格納され

ている未実行の更新結果を伝播する．更新結果を受

け取ったレプリカでは，その更新結果をコミットし，

自身のバージョン番号である RVNをインクリメント
する．このように選択したレプリカのバージョンを上
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図 1: McRepにおける動作フロー

げ，条件を満たすように制御した後でクライアントの

リクエストを送信することとなる．レプリカはレプリ

ケータからリクエストを受け取ると，そのトランザ

クション処理を実行し，クライアントへ応答を返す．

この時，一貫性レベルが Causal Consistencyであれ
ば実行したトランザクションの更新結果を即時にコ

ミットするが，Causal Consistency 以外であればこ
の時点ではコミットは行わない．そして，レプリケー

タはレプリカから応答を受け取ると，トランザクショ

ンの種類が Read-Onlyトランザクションであった場
合には単純にクライアントへ応答を返す．一方，更新

トランザクションであった場合には，一貫性レベルが

Causal Consistencyであれば受け取った更新結果を
即時にキューへ格納した後，クライアントへ応答を返

す．Causal Consistency以外の場合には，競合解決を
行った後で，キューへ更新結果を格納し，クライアン

トへ応答を返すこととなる．

2.2 問題点

McRepは，トランザクション処理を各レプリカに
おいて並列に実行可能であり，かつレプリカ間で同期

的に実行する必要がないため，レプリカ数に応じて性

能がスケールアウトすることが期待される．その上，

6つの一貫性レベルをサポートしており，汎用性のあ
るレプリケーションプロトコルであるといえる．しか

し，McRepはミドルウェア方式のレプリケーション
であるため，クライアント数の増加につれてレプリ

ケータがシステム全体のボトルネックとなる恐れが

ある．

3 提案手法
提案手法では，レプリケータがミドルウェア部で動

作するのではなくバックエンド部で動作するように



平 成 26 年 度 創成シミュレーション 工 学 専 攻 修 士 論 文 概 要

トランザクション
の種類を判断

レプリケータに未実行の
更新結果を要求

レプリケータへ
リクエストを送信

既存手法と同様に処理し、
更新結果をキューに格納

レプリケータから
応答を受信

クライアントへ
応答を返す

自身が一貫性レベルを
満たしているかを判断

Yes No

トランザクション
を実行

クライアントへ
応答を返す

更新更新更新更新 Read-only

未実行の
更新結果を伝搬

リクエストを受信

図 2: 提案手法における動作フロー

拡張する．ミドルウェア方式であるMcRepでは，レ
プリケータがクライアントからの全リクエストに関

して一貫性制御を集中的に行っており，レプリカは単

にレプリケータの要求通りに処理を行う方式となって

いた．これに対し，提案手法ではレプリケータだけで

なく各レプリカにおいても同様にバージョン管理を行

い，一貫性制御を行うように拡張する．レプリカにお

いても一貫性制御を行うことで，レプリケータが集

中的に行っていた一貫性制御を分担して行うことが可

能となり，レプリケータの処理量が軽減される．その

上，レプリケータがバックエンドで動作することで，

クライアントからの全リクエストがレプリケータを

経由する必要がなくなり，システム全体のボトルネッ

クとなることを回避することができる．

3.1 動作概要

提案手法における動作フローを図 2に示す．既存手
法の動作フローと比較すると，更新トランザクション

に関しては同等の処理を行うが，Read-Onlyトラン
ザクションに関しては，各レプリカで一貫性レベルを

満たしている限り，レプリケータを介することなく処

理可能である点が大きく異なる．つまり，提案手法で

は既存手法と比較して，Read-Onlyトランザクション
実行時におけるレプリケータとの通信回数が削減さ

れ，レプリケータの処理量を軽減することができる．

4 評価実験
評価にはベンチマークとして pgbenchを用い，ク

ライアント数を 300で固定し，レプリカ数を 2台か
ら 5台まで変化させた場合のスループットを評価し
た．またその際，更新トランザクションでは 3つの
UPDATE文と 1つの INSERT文を，Read-Onlyト
ランザクションでは 1つの SELECT文を実行してい
る．評価結果は図 3に示す．まず更新トランザクショ

ンに注目すると，オリジナルの場合ではレプリカ数の

増加につれて性能が低下していることが分かる．こ

れは，同期レプリケーションであるため，更新トラン

ザクション実行時において，全レプリカからの応答を

待つ必要があるからだと考えられる．一方で，既存手

法及び提案手法では非同期レプリケーションであるた

め，レプリカ数に依存せず，性能が安定していること

が分かる．次に Read-Onlyトランザクションの場合
に注目すると，オリジナル及び既存手法おいては，レ

プリカ数が増加しても性能が向上していないことが分

かる．これらは，ミドルウェア方式のレプリケーショ

ンであるために，レプリケータがボトルネックとなっ

て，性能がスケールアウトしなかったためであると考

えられる．一方で，提案手法ではレプリカ数の増加に

連れて性能が線形に向上していることが分かる．これ

は，バックエンドベースでレプリケーション制御を行

うことで，レプリケータがボトルネックとなることを

回避できているためだと考えられる．
更新トランザクションの場合

Read-Onlyトランザクションの場合
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図 3: レプリカ数に応じたスループットの推移

5 まとめ
本研究では，既存のミドルウェア方式のレプリケー

ション手法であるMcRepを拡張し，ミドルウェアベー
スではなく，バックエンドベースで同様のレプリケー

ション制御を実現する手法を提案した．提案手法では

レプリケータがバックエンドで制御を行なうことで，

全リクエストがレプリケータを経由する必要がなくな

る上，レプリカにおいても一貫性制御を行なうように

拡張することで，レプリケータにおける処理量を軽減

することができる．評価から，提案手法は既存手法と

比較して，レプリケータがボトルネックとなることを

回避し，Read-Onlyトランザクションにおいては性
能がスケールアウトすることを確認した．
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