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PostgreSQL 7.3
リリース間近

ましたが，依然としてインデックスの不要領域の回収
のためにはテーブルをロックしながらREINDEX を実行
する必要がありました．7.3 では，インデックスの構造

本稿執筆時点（2002年11月初旬）で，PostgreSQL

に改良が加えられ，不要領域が溜っても性能の劣化が

7.3が最終テストフェーズに入っています．おそらく本

最小限に押さえられるようになりました．このことに

誌が発刊される頃には PostgreSQL 7.3 が正式リリー

より，PostgreSQL 7.3 では，ほぼ24 時間365 日稼働

スされていると思います．

にも耐えられるようになっています．

PostgreSQL 7.3 での主要な改変点は以下の通りで
す．

¡複数行／複数列を返す関数

¡スキーマ（Schema）の導入

でしたが，複数行／複数列を返す関数を作ることがで

複数行／1 列を返す関数を作ることは今までも可能

ここでいう「スキーマ」は，テーブル定義などを指

きませんでした．7.3 ではそれが可能となったので，実

して「スキーマ定義」というときの「スキーマ」とは

質的にテーブルとまったく同じように機能する関数を

まったく別の，SQL 標準で定義されている用語を指し

作ることができます．7.3 ではこの機能を利用して，複

ます．スキーマは簡単に言うと，データベースとテー

数のPostgreSQL データベースサーバにまたがる問い

ブルなどのオブジェクトの中間に位置する名前空間で

合わせを実行する簡易分散データベース機能を実現し

す．スキーマを使うことによってユーザは自分だけの

ています．具体的には，contrib（ユーザ提供）である

名前空間を持つことができるので，テーブル名の衝突

dblink という関数が付属しています．

を気にすることなくオブジェクトを管理できるように
なります．

というわけで，期待されたレプリケーションこそ入
っていませんが，今から正式リリースが楽しみです．

¡インデックスの改良
データベースの連続使用によって，インデックスに
蓄積された不要領域が原因となる性能劣化が軽減され

Apache/PHP のバージョ
ンアップ

ました．PostgreSQL 7.2 では，改良されたVACUUM

新たなセキュリティホールの発見により，Apacheと

が導入されたことによって，運用中でもテーブルの不

PHP がバージョンアップされています．本連載ではこ

要領域を再利用可能領域として回収できるようになり

れまでApache 1.3.26 とPHP 4.2.1 を使用しましたが，
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それぞれ1.3.27と4.2.2が出ていますので，バージョン

●障害対応

アップをおすすめします．ちなみに，PHP 4.2.3 とい

¡障害原因の発見と対策

うのも出ていますが，日本語の扱いに致命的な問題が

¡データベースの復旧作業

あるので，インストールしないほうがよいでしょう．

データベースの運用管理

これらの作業の詳細はデータベースにより異なりま
すし，全部取り上げるとかなりの分量になるので，今
回はPostgreSQLの運用管理業務のうち特に重要なも

本連載もいよいよ最終回です．最後の締めくくりと

のを取り上げることにします．PostgreSQL の運用管

して，データベースを運用していくテクニックについ

理業務全般については，参考文献を参照してくださ

てお話ししましょう．

い．

データベース管理者の役割
OS には普通，専門の運用管理責任者（root）がい
ます．昨今のパーソナルユースのUNIX/Linux では一

PostgreSQL における日常のデータベース管理で重
要なのは，バックアップとVACUUM です．

バックアップ

般ユーザとrootが同一人物になりますが，この場合で
もroot とそれ以外のアカウントを使い分けることによ
って自分の中で役割を切り替えることになります．

トランザクションログとは

同じように，データベースにも専任の管理者がい

PostgreSQLはトランザクションロギング（Transac-

て，データベース管理者（DB Administrator）などと

tion logging）という機構を備えており，データベー

一般に呼ばれています．データベース管理者の役割

スに対する更新の際には，テーブルやインデックスな

は，大きく分けると以下のようになります．

どのオブジェクトが更新されるだけでなく，論理的に
同じ内容をトラザクションログ注1 という特別なファイ

●日常の管理

ルに記録します．トランザクションログの書き込みは

¡ユーザの登録，削除

極めて慎重に行われ，ハードディスククラッシュ以外

¡データベースの作成，削除

のハードウェアトラブル（停電など）やOS の障害に

¡テーブルの作成や変更など

際しても極力トランザクションログのデータが失われ

¡C 関数の登録など，データベース管理者のみが可能

ないような配慮がされています．

な作業
¡バックアップやVACUUM などの定期的に行う業務

したがって，万が一システムが異常停止し，テーブ
ルやインデックスが破損しても，データベースを立ち
上げ直すだけでトランザクションログからデータを復

●パフォーマンスチューニング
¡性能上のボトルネックを発見する

旧することができます．

¡データベース設定の変更により，性能を改善する

バックアップの必要性

¡データベースアプリケーション開発者に対して，性

一見すると，トランザクションログがあればバック

能改善のサジェスチョンを行う

アップが不要な感じがしますが，トラザクションログ
によるデータ復旧が可能な範囲は限られていることに

●セキュリティ

注意する必要があります．データベースへの更新デー

¡セキュリティ上の問題点がないかどうかの監視

タのすべてをトランザクションログに永遠に取ってお

¡セキュリティを保つための対策をこうじる

くことはできません．トランザクションログが無限に

注 1）PostgreSQL ではトランザクションログのことを WAL（Write Ahead Logging）ログと呼ぶことがあります．
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大きくなるからです．そこで定期的にチェックポイン

クアップ（Online Backup）
」と呼ばれることもありま

ト（Check point）という操作を実行し ，テーブル

す．

注2

やインデックスをハードディスクに確実に書き込んだ

運用中はデータが常に書き換わるので，単純にデー

ことを確認した後に，その部分に対応するトランザク

タをコピーしたのではデータの一貫性がなくなります．

ションログを削除します．

そこでPostgreSQL では，バックアップのトランザク

そのため，トランザクションログによるデータ復旧

ションをSERIALIZABLE 分離レベルで実行すること

が可能な範囲は，最後に実行されたチェックポイント

により，バックアップ開始時のデータベースの状態を

以降になります注3．

一貫性を持ってバックアップすることを可能にしてい

たとえば，ディスククラッシュでテーブルやインデ
ックスが完全に破壊されたケースを考えましょう．こ
のようなケースは一般にメディア障害と呼ばれます．
メディア障害でチェックポイント以前のテーブルやイ
ンデックスのデータが失われると，完全なトランザク
ションログが残っていてもデータ回復ができないこと

ます．

pg̲dump の使い方
以下はデータベースの管理ユーザであるpostgresユ
ーザで実行します．
pg̲dumpの基本的な使い方は，

になります．
つまり，メディア障害でデータを失わないためにも，

$ pg_dump -F c データベース名 > ファイル名

データベースのバックアップを取ることが必要なので

となります． p g ̲ d u m p の作 成 したファイルを

す．

pg̲restoreというコマンドに読み込ませることにより，

PostgreSQL のバックアップ
ツール
バックアップの方法はデータベース製品によって異
なりますが，PostgreSQL では専用のコマンドである
pg̲dumpまたはpg̲dumpall を使います．

データベースの内容を復活できます．
$ pg_restore -d データベース名 -f ファイル名

データベースクラスタをバックアップするには，
pg̲dumpallを使います．

pg̲dumpが特定のデータベースだけをバックアップ
するのに対し，pg̲dumpallはデータベースの集合，す

$ pg_dumpall > ファイル名

なわちデータベースクラスタをバックアップします．で

pg̲dumpall で取得したデータを復元するには，必

すから， 業 務 の中 でバックアップを行 う際 は

ずinitdb でデータベースクラスタを初期化しなければ

pg̲dumpall を使うのが普通です．なお，pg̲dumpall

なりません．postmasterを停止後，既存のデータベー

は単にpg̲dump をデータベースの分だけ呼び出して

スクラスタを削除し，以下をpostgresユーザで実行し

いるだけなので，pg̲dumpの特徴はほとんどそのまま

ます．

pg̲dumpall にもあてはまります．
$ initdb

●ホットバックアップ

その後postmasterを起動し，

pg̲dump の大きな特徴は，ホットバックアップ
（Hot Backup）が可能なことです．ホットバックアッ

$ psql -f template1 ファイル名

プとは，データベースを運用中にもかかわらず一貫性

を実行することによりデータベースクラスタが復元さ

のあるバックアップを取る機能で，「オンラインバッ

れます．

注 2）デフォルトでは 5 分に 1 回チェックポイントが実行されます．
注 3）実際には，1 つ前のチェックポイントまでのデータも安全のために残しています．商用データベースでは，チェックポイントのと
きに単にトランザクションログを削除するのではなく，古いトランザクションログを別の場所に保存しておいて，そこからデータ
回復を行うことができるのが普通です．PostgreSQL 7.4 でこの機能が導入される予定です．
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$ mkdir /usr/local/pgsql/src

バックアップの実際

$ cd /usr/local/pgsql/src

それでは実際にpg̲dump を使ってみましょう．今

$ tar xfz /tmp/postgresql-7.3.tar.gz

回はせっかくPostgreSQL 7.3がリリースされたことで

$ cd postgresql-7.3

すし，PostgreSQL 7.2に作成した雑誌データベースを

$ ./configure

PostgreSQL 7.3 に移行する目的でpg̲dump を使用し

$ make

ます．以後バックアップだけでなく，基本的にすべて

$ make install

の例がPostgreSQL 7.3 での検証結果となっています．

$ initdb --no-locale -E EUC_JP
$ postmaster -S

●バックアップの取得
まずPostgreSQL 7.2が動いている状態でpg̲dumpall
を使ってバックアップを取得します．

●リストア
以上でインストールが無事終わったので，データベ
ースをリストアします．

$ pg_dumpall > /tmp/all.dump

これで，/tmp/all.dump にバックアップが取得でき
ました．

$ psql -f /tmp/all.dump template1

PHP のほうは，PostgreSQL 用の拡張モジュールで
あるpgsql.so を作り直す必要があります．Apache を

● PostgreSQL 7.3 のインストール

停止した後，pgsql.soを再インストールします．

PostgreSQL 7.3 のインストールはPostgreSQL 7.2
とほぼ同じですが，日本語などを使用可能にするマル
チバイト対応とsyslog対応が無条件に組み込まれるよ
うになりました．
まず，PostgreSQL 7.2 を停止します．postgres ユ
ーザで以下を実行します．

# /usr/local/apache/bin/apachectl stop
# cd /usr/local/src/php-4.2.2/ext/pgsql
# make clean
# make
# make EXTENSION_DIR=/usr/local/lib/php/
extensions install （実際は1行）

$ pg_ctl -m f stop

次に，万が一に備え，rootユーザでPostgreSQL 7.2
のプログラム，データベースクラスタを安全な場所に
移動しておきます．ここだけはrootユーザで実行しま
す．
# su

b rootユーザになる

# mv /usr/local/pgsql /usr/local/pgsql.7.2
# mkdir /usr/local/pgsql
# chown postgres /usr/local/pgsql

http://wwww.postgresql.org などからpostgresql7.3.tar.gz を取得して/tmp においておき，適当なディ

# /usr/local/apache/bin/apachectl start

さっそくPHPで記事データベースにアクセスしてみ
ましょう．うまく動いたでしょうか？

VACUUM
VACUUM はPostgreSQL の運用管理業務の中でも
特に重要なものです．PostgreSQL はその構造上，テ
ーブルやインデックスに不要領域が溜りがちです．そ
れを処理してくれるのがVACUUMコマンドです．

VACUUM の設定

レクトリで展開します．ここでは，/usr/local/pgsql/

PostgreSQLの設定項目のほとんどがpostgresql.conf

src に展開するものとします． 以下， 再びすべて

にあります．VACUUM に関して特に重要な項目は次

postgres ユーザで実行します．

です．
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#max_fsm_pages = 10000

たとえば，1日1回すべてのデータベースにVACUUM
をかけるには，

頭の# はコメント記号で，その後はデフォルト設定
値を表しています．

vacuumdb -a

VACUUM はFSM（Free Space Map）という共有

というエントリをcron などに登録します．vacuumdb

メモリの領 域 を使 って不 要 領 域 を管 理 します．

についての詳細はPostgreSQL のマニュアルを参照し

VACUUM を実行すると，FSM に不要領域が登録さ

てください．

れ，次に新しいデータが挿入されるときにFSM に登

削除や更新の頻度が多い場合は，1 日に 1 回の

録された不要領域が再利用されます．FSM が足りな

VACUUM では不足し，その結果システムのパフォー

いと管理できない不要領域が残り，VACUUM をかけ

マンスが劣化してきます．その場合は，不要領域の溜

ても効 果 がなくなります． そこで適 切 な値 を

り具合いを観察してVACUUM 頻度を増やすなどの対

max̲fsm̲pages に設定することが，重要なポイント

策を取ります．

になります．
max̲fsm̲pages の設定値は，空き領域を含むペー

● pgstattuple のインストール

ジの数です．ページとは，PostgreSQL がデータベー

不要領域の大きさは，PostgreSQL に付属する

スにアクセスするときの物理的な単位で，通常8192

pgstattupleという関数で知ることができます．この関

バイトの固定長です．したがってmax̲fsm̲pages =

数はデフォルトではインストールされない contrib

10000 は，最悪の場合（すべてのデータが不要領域の

（contribution module）ですので，以下の要領でイン

ケース）でも10000*8192 = 80M バイトまでのデータ
ベースクラスタを管理できることを意味します．もし

ストールします．
すべてpostgres ユーザで実行してください．

もこれ以上の大きさのデータベースクラスタを使用す
る予定があれば，max̲fsm̲pages をより大きい値に
変更します注4．
たとえば，1G バイト（＝1024M バイト）のデータ
ベースを構築したいとしましょう．max̲fsm̲pages
の設定値は以下のように計算できます．
1024*1024*1024/8192 = 131072

VACUUM をかける頻度
VACUUM はpsql から手動で実行することもできま

$ cd /usr/local/pgsql/src/postgresql-7.3/
contrib/pgstattuple （実際は1行）
$ make
$ make install
$ psql -f pgstattuple.sql webdb

これで，pgstattuple 関数がwebdb データベースに
登録されました．関数の登録はデータベース単位で行
いますので，他のデータベースでもpgstattuple関数を
使いたい場合はpsql -f …【データベース名】で実行し
てください注5．

すが，通常はvacuumdb というシェルスクリプトを
cron などに登録し，定期的に実行します．どの位の

● pgstattuple による不要領域の確認

頻度でvacuumdbを実行するかは不要領域の溜り具合

さっそくpgstattuple を使ってみましょう．本連載

いに依存するので，一般的な回答はないのですが，目

ではPHPlibをクラスライブラリとして採用していまし

安として1 日に1 回は実行するようにしましょう．比

た．そこで，PHPlibがセッションの記録に使うテーブ

較的データベースアクセスの少ない時間帯を狙って実

ルであるactive̲sessionsテーブルの状態を調べてみる

行するとよいでしょう．

ことにします．

注 4）設定を変更したら postmaster を再起動する必要があります．
注 5）template1 データベースに登録しておくと，以後作成されたすべてのデータベースで自動的に pgstattuple 関数が使えるようになり
ます．
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まず，図 1 はVACUUM をかけた直後の状態です．

postmaster の再起動と FSM
の関係

pgstattuple の詳細はREADME.pgstattuple.euc̲jp を
見ていただきたいのですが，とりあえず表1 に各列の
説明を抜粋しておきます．

FSM の情報は共有メモリにあり，postmaster が終
了すると消滅します．したがって，postmasterを立ち

デッドタプル，すなわち不要になったタプルは
VACUUMの直後はdead̲tuple̲percentが示すように
0 です．
active̲sessionsテーブルには雑誌記事データベース
システムを使うたびに更新がかかります．つまり，非
常に更新頻度が高いテーブルなので，今回例題に挙げ
てみたわけです．

上げた直後にVACUUM を実行し，FSM に不要領域
の情報を構築するようにしなければなりません．

システムのボトルネックの
発見
さきほどは例題としてactive̲sessionsをとりあげま
したが，それはあらかじめactive̲sessionsにアクセス

さて，しばらく雑誌記事データベースシステムを使

図 1 VACUUM をかけた直後の様子

った後にpgstattupleを呼び出してみると，図2 のよう
に不要領域が80%以上に増えているので，そろそろ
VACUUMをかけたほうがよいと判断できます．
VACUUM を引数なしで起動するとデータベース内
のすべてのテーブルにVACUUM処理が行われますが，
特定のテーブルの更新頻度が高い場合にはそのテーブ
ルだけを狙ってVACUUMをかけることもできます．
webdb=# VACUUM active_sessions;
VACUUM

webdb=# VACUUM; b VACUUMを実行
VACUUM
webdb=# \x b 見やすいように表示フォーマットを変更
webdb=# SELECT * FROM pgstattuple('active_sessions');
-[ RECORD 1 ]------+-----c
table_len
| 32768
pgstattupleの呼び出し
tuple_count
| 2
tuple_len
| 3008
tuple_percent
| 9.18
dead_tuple_count
| 0
dead_tuple_len
| 0
dead_tuple_percent | 0
free_space
| 29564
free_percent
| 90.22

図 2 データベースシステム稼動後の様子

そこで，データベース全体へのVACUUM を日に1
回行い， 更新頻度の高いテーブルは 1 時間に 1 回
VACUUMを行う，などの運用も可能です．vacuumdb
コマンドを使うのであれば，
vacuumdb -t active_sessions webdb

となります．

webdb=# SELECT * FROM pgstattuple('active_sessions');
-[ RECORD 1 ]------+-----table_len
| 40960
tuple_count
| 2
tuple_len
| 2984
tuple_percent
| 7.29
dead_tuple_count
| 21
dead_tuple_len
| 32886
dead_tuple_percent | 80.29
free_space
| 4816
free_percent
| 11.76

▼表 1 pgstattuple の各列

列名

内容

table̲len

テーブルの物理的な大きさ（バイト）

tuple̲count

タプル数

tuple̲len

タプル長の合計（バイト）

tuple̲percent

タプルの割合．table̲len に対する tuple̲len の比率

dead̲tuple̲count

デッドタプル数

dead̲tuple̲percent

デッドタプルの割合．table̲len に対する tuple̲len の比率

free̲space

再利用可能な領域（バイト）

free̲percent

再利用可能な領域．table̲len に対する free̲space の比率
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が集中することがわかっていたからです．アクセスの
集中するテーブルはシステムのボトルネックになるの
で，VACUUM を頻繁にかけるなどの対策をこうじる

テーブルごとの統計情報をみる
pg̲stat̲all̲tablesというviewでテーブルごとの統計
情報を参照できます（図3）
．各列の意味は表3のよう

候補になります．
データベース設計をする段階でもある程度テーブル

になります．

に対するアクセスの負荷は推測できますが，実際に運

VACUUM 関係ではn̲tup̲upd とn̲tup̲del が要注

用してみると最初に考えていたのと異なる挙動をして

目です．更新と削除が不要タプルを産みだすからで

いるような場合は，実際にどのテーブルにアクセスが

す．

集中しているのかを調べてみることが有効です．
PostgreSQL には，テーブル単位でアクセス統計を
取る機能が付いているので，それを使ってみましょう．

そこで，今度はデータベースの中で更新と削除の合
計回数が多いテーブルのトップ10を取得してみましょ
う．そのためのSQL 文は以下のようになります．

アクセス統計を取得すると多少なりともシステムに負
荷がかかるので，デフォルトではこの機能は有効にな

SELECT relname, n_tup_upd+n_tup_del AS n
FROM pg_stat_all_tables

っていません．
postgresql.confの表2 の項目がアクセス統計関係で

ORDER BY n DESC LIMIT 10;

す．頭のコメント（#）を取り，false をtrue に直して

試しに，ログイン後，前回までに作成した雑誌デー

から，postmaster を再起動することにより，統計情

タベース管理システムの著者テーブルに1 回だけ更新

報が収集されるようになります．収集された統計情報

を行った後，このSQL文を実行してみましょう．結果

は特別なview を通じて見ることができます．統計情

は図4 のようになります．

報はほぼリアルタイムで更新されるので，viewにアク

1 回だけ更新をかけたwriters テーブルは，1 回だけ

セスするたびにその時点の最新情報を見ることができ

の更新回数で終わっていますが，active̲sessions は8

ます．

回も更新されています．予想されたことではあります

図 3 テーブルの統計情報の確認

図4

webdb=# SELECT * FROM pg_stat_all_tables WHERE
relname = 'active_sessions'; （実際は1行）
-[ RECORD 1 ]-+---------------relid
| 222955
schemaname
| public
relname
| active_sessions
seq_scan
| 17
seq_tup_read | 34
idx_scan
| 0
idx_tup_fetch | 0
n_tup_ins
| 0
n_tup_upd
| 11
n_tup_del
| 0

著者テーブルの統計情報

relname
| n
-----------------+--active_sessions | 8
writers
| 1
pg_type
| 0
pg_attribute
| 0
pg_proc
| 0
pg_class
| 0
pg_shadow
| 0
pg_group
| 0
pg_database
| 0
pg_attrdef
| 0
(10 rows)

▼表 2 postgresql.conf のアクセス統計関連項目

項目

内容

#stats̲start̲collector = true

アクセス統計情報収集デーモンを起動するかどうか

#stats̲reset̲on̲server̲start = true

アクセス統計情報を postmaster を起動する度にリセットするかどうか

#stats̲command̲string = false

各ユーザからの実行 SQL に関する情報を収集するかどうか

#stats̲row̲level = false

テーブルの行レベルの統計情報を収集するかどうか

#stats̲block̲level = false

テーブルの物理アクセスレベルの統計情報を収集するかどうか
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が，active̲sessionsがボトルネックになっており，頻

すが，ログが再現なく無限に大きくなる可能性がある

繁にVACUUM が必要であることが改めて裏付けられ

など不都合が多いので，システムに用意されている汎

ました．

用的なログ機能であるsyslogを利用することをお勧め
します．

syslog の活用

syslog に PostgreSQL のログを出力するには，
postgresql.confの

最後に，データベースのログの取得について考えま
す．ここで言うログは，トラザクションログのことで

#syslog=0

はなく，データベースのさまざまなアクティビティを

のコメント（#）を削除し，0を2に変更し，postmaser

記録するためのログのことを指します．データベース

を再起動します．これでsyslogにログが出力されるよ

の障害やあるいは誤ったSQLの実行などの事象は必ず

うになります．

ログに記録し，後からチェックできるようにしておか

ログのレベル

なければなりません．また，ログを日頃から観察する
ことによって，事故やセキュリティホールの兆候を発

PostgreSQL のログにはいくつかのレベルがあり，

見できます．このように，ログはデータベース管理者

syslog のレベルと対応関係があります．表4 では，下

にとって重要な役割を果たします．

にいくほどレベルが高いログになります．

ログそのものは単純なテキストですから，適当なフ
ァイルにログを出力するようにしておけばよいわけで

通常はLOG，COMMERROR，INFO 以上を出力
するようにしておくのがよいでしょう．したがって，

▼表 3 pg̲stat̲all̲tables の列

列名

内容

relid

テーブル ID

schemaname

スキーマ名

relname

テーブル名

seq̲scan

順スキャン（インデックスを使わないアクセス）の回数

seq̲tup̲read

順スキャンで読み出したタプル数

idx̲scan

インデックススキャンの回数

idx̲tup̲fetch

インデックススキャンで読み出したタプル数

n̲tup̲ins

INSERT したタプルの数

n̲tup̲upd

更新したタプルの数

n̲tup̲del

削除したタプルの数

▼表 4 ログレベルの対応

PostgreSQL のログレベル

syslog のレベル

DEBUG1 から DEBUG5

LOG̲DEBUG

LOG，COMMERROR，INFO

LOG̲INFO

NOTICE，WARNING

LOG̲NOTICE

ERROR

LOG̲WARNING

FATAL

LOG̲ERR

PANIC

LOG̲CRIT
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syslog の設定のほうはLOG̲INFO 以上のメッセージ

（Performance Tuning）ないし，単にチューニングと呼

を出力するようにしておく必要があります．たとえば，

びます．パフォーマンスチューニングのテクニックは

手元のLinuxでは，

非常に奥が深く，最終的にはPostgreSQLの内部構造
に関する知識が必要になります．本稿では，その中で

*.info;mail.none;authpriv.none;cron.none
/var/log/messages （実際は1行）

としておけば/var/log/messages にPostgreSQL のロ
グが取れるようになります．

ログ情報の例

も比較的わかりやすく，利用頻度の高いインデックス
の使用について解説します．

オプティマイザ
PostgreSQLは同じSQL文を実行する可能な複数の
方法を考慮し，最も効率のよい方法を自動的に選択

PostgreSQLのログ情報はNOTICE以上のメッセー

します．この機能は，一般的にコストベースオプティ

ジに関してはデフォルトで無条件で出力されるように

マイザ（Cost based optimizer）と呼ばれます．たと

なっていますが，それ以下のものはpostgresql.confで

えば，さきほどの SQL 文を実行する際に，active

設定しない限り出力されません．

̲sessions というテーブル自体を頭から順番に全部調

ここでは特にデータベース管理の観点から役に立ち
そうなものを紹介します．
¡log̲connections
クライアントからの接続があったときにIP アドレス
などの情報を表示します
¡log̲statement
SQL 文を表示します
¡log̲duration

べる方法（順スキャン）とインデックスを使う方法
（インデックススキャン）の2種類が考えられます．イ
ンデックスはアクセスを高速化する機構なので，イン
デックスを使うと必ず速くなると誤解されている方も
いらっしゃいますが，それは正しくありません．イン
デックスは確かに狙った少数の行を取り出すのは高速
ですが，大量の行を取り出すのは決して速くありませ
ん．また，必要な行を取り出すために，

問い合わせの実行時間を表示します

インデックスのアクセスa テーブルのアクセス

log̲statement とlog̲duration が出力する情報をチ

という余計なステップが必要になります．ですから，

ェックすれば，どのSQL文に時間がかかっているのか

いつもいつもインデックスを使ったほうがよいとは言

がわかります．

えないのです．こういうことを常に人間が判断するの

たとえば，セッション情報をactive̲sessionsから取
得しているところは図5 のようになり，SELECT 文の
実行に0.005664 秒かかっていることがわかります．

パフォーマンスチューニング

はとてもわずらわしいので，オプティマイザにまかせ
ておくのが賢明です．

ANALYZE
オプティマイザが適切な判断を下すためには，デー
タベースの状態があらかじめわかっていなければなり

データベースのアクセス性能を高めるためにさまざ
まな調整を行うことをパフォーマンスチューニング

ません．PostgreSQL のオプティマイザは，データ件
数，最大値，最小値，データの分散（片寄り具合い）

図 5 PostgreSQL のログ例

Nov 4 14:00:26 srapc1474 postgres[10742]: [81] LOG: query: select val from active_sessions where sid
= '88ef695c0900c6798baa03503db95011' and name = 'Example_Session'
Nov 4 14:00:26 srapc1474 postgres[10742]: [82] LOG: duration: 0.005664 sec
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などの情報を使います．SQL文が発行されるたびにこ

と，行の数が少なくても実際には順スキャンに長い時

れらの情報を収集するのは効率が悪いので，あらかじ

間がかかる可能性があります．こういう場合は，オプ

め特別なシステムテーブルにANALYZE というSQLコ

ティマイザの問い合わせプランを変更し，強制的にイ

マンドを使ってデータを集めておきます．ANALYZE

ンデックススキャンを行わせると効果がある場合があ

もVACUUM同様，適当な頻度で実行するのが普通で

ります．具体的には，

す．
ANALYZE の使い方は非常に簡単で，psql から

SET enable_seqscan TO off;

というSQLコマンドを発行しておくと，以後順スキャ
ANALYZE

ンが可能ならば不採用になり，結果的にインデックス

とするだけです．cronから実行する場合は，

スキャンが使われるようになります．

さいごに

psql -c 'ANALYZE' データベース名

で登録すればよいでしょう．また，vacuumdb コマン
ドの- z オプションを使 って V A C U U M と同 時 に

連載の締めくくりとして，PostgreSQL を例にとっ
てデータベース管理の話題を取り上げました．

ANALYZEを行っても構いません．

データベース管理の具体的な手法はデータベース製

EXPLAIN の利用

品ごとに異なり，またデータベース製品の構造を知ら

オプティマイザはANALYZEの生成した統計情報を

ないと理解が難しい部分もあります．しかし，リレー

利用して適切な問い合わせプランを実行するわけです

ショナルデータベースの基本的な構造は実はお互いに

が，その様子をEXPLAIN というSQL コマンドを使っ

よく似ており，PostgreSQL ならPostgreSQL の管理

てみることができます．EXPLAIN の使い方は非常に

で学んだ知識は，他のデータベースの管理を学ぶ際に

簡単で，単にEXPLAINの後にSQL文を書くだけです

も決して無駄にはならないと筆者は考えます．
長い間続いた連載にお付き合いいただいた読者の皆

（図6）
．
Seq Scan on active̲sessions

は順スキャンを

active̲sessions に対して行っていることを示します．

様，ありがとうございました．またどこかでお目にか
かる日を楽しみにしています．#

つまりインデックスは使われていないわけですが，そ
れは rows=1

で示されるように，最終的に取得さ

れると予想される行の数が1行と少ないからです．

アクセスパスの微調整
ところで，不要なデータが増えてくると，当然物理
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的なテーブルサイズも大きくなってきます．そうする
図 6 EXPLAIN コマンドの利用例

webdb=# EXPLAIN SELECT val FROM active_sessions where sid = '88ef695c0900c6798baa03503db95011' AND
name = 'Example_Session';
QUERY PLAN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seq Scan on active_sessions (cost=0.00..5.03 rows=1 width=32)
Filter: ((sid = '88ef695c0900c6798baa03503db95011'::character varying) AND (name =
'Example_Session'::character varying))
(2 rows)

WEB +DB PRESS Vol.12 ●

189

