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概要 

Oracle Berkeley DB 11g Release 2にはSQLiteと完全互換のSQL APIが含まれています。Berkeley DB 

SQL APIを利用すると、フロント・エンドではシンプルで使いやすいSQLiteを使用しながら、Berkeley 

DBのエンタープライズ級トランザクションBツリー・エンジンが持つ強力な機能を活用できます。

これら2つのテクノロジーの組み合わせによって非常に高い柔軟性が得られ、Berkeley DB SQL API

を使用して、組込みアプリケーションから大規模なトランザクション処理アプリケーションまで、

非常に幅広いアプリケーションを構築できるようになりました。 

 

このホワイト・ペーパーでは、SQLiteからBerkeley DB SQL APIへ切り替えることで得られるパ

フォーマンス向上の可能性について実証します。対象となるテスト・プログラムを使用して、機能

的には同等なこれらのソフトウェア・ライブラリの異なるパフォーマンス特性を浮き彫りにします。

このホワイト・ペーパーではこれらのテストについて考察した上で、Berkeley DBとSQLiteの比較分

析を実施します。また、SQLiteからBerkeley DB SQL APIへ既存アプリケーションを移行する際に

知っておくべき2製品間の構成上および動作上の違いについても説明します。 

 

テストの結果から、高い負荷が同時にかかった状態の書込み集中型のアプリケーションでは、

Berkeley DB SQL APIは非常に安定しているだけでなく、SQLiteよりも高いパフォーマンスを発揮す

ることが実証されました。 

 

はじめに 

Berkeley DBのSQL APIはSQLiteと互換性があるため、SQLiteと簡単に置き換えることができます。

技術的な比較を実施するために、LinuxマシンとSolarisマシン上でテスト・プログラムを使用したベ

ンチマークを実施し、Berkeley DB 11g Release 2（11.1.5.0.26）リリースに含まれるSQL APIと

SQLite（3.6.23）を比較しました。 
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概説 

任意のアプリケーションのパフォーマンスに対して、ハードウェアとオペレーティング・システム

は常に影響を及ぼします。この技術的評価の目的上、対象はLinuxシステムとSolarisシステムのみに

絞りました。また、Linuxは一般的な動作テストに、Solarisはパフォーマンス・テストに使用しまし

た。Solarisには優れたタイミング・ツールと測定ツールが備わっているため、ベンチマークはDTrace

を使用して実施されました。その理由は、プロセスおよびシステムの動作をほぼすべての側面から

測定する能力において、DTraceが他に例を見ないツールである点と、このような測定が（特にマル

チスレッド環境で）簡単に実施できる点にあります。そのため、このプロジェクトの一部はSolaris

環境向けに作成され、Solaris環境内で実施されました。Windowsや他の組込みオペレーティング・シ

ステムでは、パフォーマンス特性が明らかに異なります。しかし、このホワイト・ペーパーの要点

は、オペレーティング・システム間ではなく2つの製品間での違いを明らかにすることにあります。 

方法論 

この項ではテストの方法論、ツール、およびプラットフォームについて詳しく説明します。テスト・

コ ー ド は 次 の Web サ イ ト か ら ダ ウ ン ロ ー ド で き ま す 。

http://www.oracle.com/technetwork/jp/database/berkeleydb/learnmore/index.html 

Linux 

一般的な動作テストはLinux上で実行できるように設計されています。最初の一連のテストでは、基

本的な機能を確認します。これらのテストは包括的ではありませんが、2製品のパフォーマンスを実

証できます。個々の実行可能ファイルはQtest（Qtのテスト用ライブラリ1）を使用して構築されてい

ます。 

主なテスト・ファイルは、次の3つです。 

 testbasics.cpp - このファイルには、データベースをオープンするための簡単かつ一般的なテスト

が含まれます。これは基本的にテスト・スイート自体のテストであり、ビルド/リンク/実行のす

べてが正しく機能するかを確認するためのものです。 

 testblocking.cpp - このテストは、ページ・ロックによって、あるスレッドが別のスレッドに対し

て待機すること確認します。詳しくは、ブロッキングの項を参照してください。 

 testdeadlock.cpp - このテストは、SQLITE_ERRORへの対応を通してデータベース競合への対応

を確認します。詳しくは、動作の項を参照してください。 

 

 

 

                                                                 
1 http://doc.trolltech.com/4.5/qtestlib-manual.html 

http://www.oracle.com/technetwork/jp/database/berkeleydb/learnmore/index.html
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Solaris 

Solarisのテスト・コードは、"tests/solaris"ディレクトリ内にあります。このテストを実行するには、

必要なパッケージをインストールする必要があります。 

 GNU Compiler Collection（GCC） 

 GNU Make 

 Berkeley DB 

 SQLite 

 RubyおよびGnuplot（パフォーマンス比較グラフを描画するため） 

SolarisテストではDTraceを使用してタイミング情報を収集します。root以外のユーザーに対しては、

必要な権限を追加してDTraceを実行できるようにしてください。たとえば、"joe"というユーザー名

に対してroot権限を追加するには、次のコマンドを実行します。 

bash $ usermod -K defaultpriv=basic,dtrace_proc,dtrace_user joe 

次に、Solarisテストのプロジェクト・ディレクトリ内で"runtests.sh"を実行します。これによって、ソー

ス・ファイルとDTraceファイルがコンパイルされます。コンパイルされたすべてのテストを実行し、

すべてのグラフに対する生データを取得してください。テスト結果は"data.sql"ファイルに記録されま

す。パフォーマンス・グラフを生成するには、"reporting"ディレクトリへ移動して"make"を実行しま

す。このスクリプトはGnuplotを使用し、テストの実行によって収集されたデータを図表化します。

その結果は、"tmp"ディレクトリに保存されます。 

ベンチマーク 

ベンチマークコードの目的は、非常に多くの書き込みを同時に実行するアプリケーションを利用し

て、Berkeley DB SQL APIとSQLiteの相対的なパフォーマンスの違いを立証することです。 

テストを実施するにあたり、設定すべき値が多くあります。 

 キャッシュ・サイズ - キャッシュ・サイズは非常に重要な設定項目です。デフォルト値はテス

ト・ワークロードに対して小さすぎるため、十分なキャッシュ・サイズを設定していないと、

Berkeley DBライブラリでメモリ割当てエラー（"Unable to allocate memory for transaction detail"）

が発生します。 

 ページ・サイズ - このテストでは、両ライブラリのデフォルトのページ・サイズを使用します。

Berkeley DBのデフォルトは16Kであり、SQLiteでは1Kです。Berkeley DBでこの設定を変えると、

アプリケーション・パフォーマンスに影響を及ぼします。2 

 レコード数 - レコード数が増えるとページ数が増え、ページ数が増えると全体的な同時実行性

が向上します。したがって、この例では10,000レコードを使用します。各レコードは約400バイト

なので、ページあたりのレコード数は40（16384/400）になり、Berkeley DBはこのデータを格納

するために約250ページを使用します。最大で100スレッドが同時に実行されるので、特定のス

レッドがロックされたページを更新する確率は50%未満になります。したがって、これらは、デー

タベース・レベルのロックよりもページ・レベルのロックに対する必要条件となります。 

 

                                                                 
2 http://download.oracle.com/docs/cd/E17076_01/html/programmer_reference/general_am_conf.html#a m_conf_pagesize 
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 同期設定 - このテストでは、次の2つの理由からSYNCHRONOUSプラグマに対してデフォルト

値を使用しています。 

 この設定によって、トランザクションのコミット時に、両データベース・エンジンは完全な

永続トランザクションであるとみなします。 

 他の設定ではエンジンによって実行される内容が異なるため、この設定以外で2つのデータ

ベースを正確に比較することは困難です。 

したがって、デフォルト設定がもっとも現実的な設定になります。 

1から100までのスレッド数に対して一連のテスト・プログラムを実行します。このベンチマークで

示されるのは、相対的なパフォーマンス（同じ条件下でSQLiteと比較したBerkeley DBのパフォーマ

ンス）である点に注意することが重要です。このテスト環境は、最適なアプリケーション・コーディ

ング・オプションを示すものではないため、テスト結果は特定のアプリケーションに対する最適な

パフォーマンス特性を表すものではありません。また、典型的な推奨ハードウェアを示すものでも

ありません。ここでは仮想環境内でOpenSolarisインスタンスを実行しています。 

テスト・プログラムはマルチスレッド・アプリケーションで構成されており、アプリケーション内

では各スレッドがランダム選択とランダム更新で構成される単純なトランザクションを実行します。

主なコードは次のWebサイトからダウンロードできます。 

http://www.oracle.com/technetwork/jp/database/berkeleydb/learnmore/index.html 

結果 

テスト結果は予想を上回るものであり、2製品間での同時ワークロードに対するパフォーマンスの違

いが明確に実証されました。図1"ワークロードと同時接続数の比較"が示すとおり、Oracle Berkeley 

DBは1秒あたりのトランザクション（TPS）が約4,000で均一になり、最大100接続まで十分に対応で

きるスケーラビリティを発揮したのに対し、SQLiteは常に500TPSのままであり、Berkeley DBの約10

分の1のパフォーマンスにとどまりました。これらの数字は、2つの製品で使用されている異なるロッ

ク・モデルにある根本的な違いを表しています。SQLiteのデータベース・レベル・ロックでは、SQLite

の新しいバージョン（このホワイト・ペーパーではテストされていません）の事前書込みロギング・

サポートを使用した場合でも、システムが同時に実行できる書込み操作は、最大で1つのみです。こ

のためSQLiteでは、同時スレッド数や、(オペレーティング・システム、ハードウェアなどの）環境

下で使用可能なCPUまたはコア数に関係なく、最大TPS値は決まった値になります。 

Berkeley DBでは、ページ・レベル・ロックとデータ・アクセス・パターンによって競合が最小限に

抑えられるため、理論的にはすべてのBerkeley DB接続が同時に書込みを実行できます。ただし、こ

のテスト・ケースでは、ハードウェアとページ・レベル・ロックの競合が制約要因となっています。

1つのBerkeley DB書込みで約700TPSというスループットが達成されることを考えると、競合しない

100個の同時実行スレッドによる理論的な上限値は70,000になります。これらのテストにおいて、使

用したハードウェアではロック競合が実際の制約要因になることはありませんでした。それよりも、

I/O速度や使用可能なCPU数、コア数、コアあたりのスレッド数（ハイパースレッドCPUの場合）な

どの要因によって、Berkeley DB全体のスループットが約4,000TPSに制限された可能性が高いと言え

ます。 

http://www.oracle.com/technetwork/jp/database/berkeleydb/learnmore/index.html


Oracle Berkeley DB SQL APIとSQLite APIの比較技術的評価 

 
 

5 

両方のソリューションで永続性要件を下げると、さらなる実験を行うことができます。これを実施

すると、テスト・アプリケーションのパフォーマンス特性が劇的に変化することが分かります。実

行するにはSYNCHRONOUSプラグマを"off"に変更します。永続性の制約を緩和すると、I/Oバスと

ディスクの待機によって発生する処理オーバーヘッドが減少します。この情報は、最大TPSに達した

時、ロック・オーバーヘッドがどの程度その原因となっているかを把握するのに役立ちます。 

 

図1 ワークロードと同時接続数の比較 

これらの測定結果に基づくと、図2"CPU使用率"に示したとおり、Berkeley DBはSQLiteよりも多くの

CPUを消費します。しかし、CPU負荷が50%増加するとパフォーマンスがほぼ300%向上することを

考えると、これは順当なトレードオフであると言えます。 

 

図2CPU利用率 
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さらに、Berkeley DBがシステム・コール（図3 "システム・コール"）とトランザクション（図4 "ト

ランザクションCPU時間"）に費やす合計CPU時間は、SQLiteよりも少ないことが確認されています。

この原因の一端は、ロック競合を処理する際のSQLiteのビジー待機モデル（複数のオペレーティン

グ・システム・コールが必要）とBerkeley DBのブロッキング・モデルの違いにあります。システム・

コールを実行するためには、ユーザー・モードのアプリケーション・コードと保護カーネル・モー

ドのオペレーティング・システム間で、コンテキストを切り替える必要があります。ここでは、実

際にBerkeley DBがSQLiteよりも効率的かつ効果的により多くの作業を実行しているのがわかります。 

 

図3 システム・コール 

 

図4 トランザクションCPU時間 
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SQLiteでは、SQLITE_BUSY処理またはビジー・ハンドラを使用してビジー待機を行わなければなり

ません。いずれの場合も、結果的にスピンロックが発生します3。スピンロックが発生すると、全体

的なリソース消費が増加するため状況が悪化する可能性があります。また、それらは同時実行性の

増加ともに増加します（図5 "SQLiteのビジー・ハンドラ・コール"）。 

 

図5 SQLiteのビジー・ハンドラ・コール 

処理の再試行時にデータベースがビジー状態でなくなっていることを期待しながら、SQLiteアプリ

ケーションは待機します。通常は経験的に決定された時間スリープ状態になります。これには、待

機時間が長すぎるとパフォーマンスが最適化されず、逆に短すぎるとスピンロックによってCPUサ

イクルが消費され続けるというトレードオフがつきまといます。このように、SQLiteではスピンロッ

クのためにシステム・コールとトランザクションでより多くのCPU時間を消費します。全体として

言えば、必要なパフォーマンス関係の数字は出揃っており、Berkeley DBは多数の書込み操作を伴う

高い負荷の下で非常に優れたスループットを達成しています。これを確認することが、このテスト

の主たる目的です。 

互換性 

Berkeley DBのSQL APIは最新リリース（バージョン3）のSQLiteと互換性があり、SQLiteを容易に置

き換える事ができます。パフォーマンス・テストで実証されたとおり、SQLiteからBerkeley DBにコー

ドを移行できたとしても、微妙な違いを含めて、根底には大きな実装の違いがあることを実行前に

知っておく必要があります。この項では、いくつかの相違点と関係する問題について説明します。 

 

                                                                 
3  http://en.wikipedia.org/wiki/Spinlock. 
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構成 

Berkeley DBとSQLiteはいずれも、導入後にほとんど管理作業を必要とせず、開発中も極めて基本的

なRDBMSシステムの管理スキルが必要とされるだけです。データベース製品は、指定された構成に

おいて常に適切に実行されるように設計されていますが、ある程度の注意深さをもって構成しない

と、実行が最適化されないことがよくあります。ここでは、Berkeley DBの使用時に考慮すべき構成

項目に焦点を当てます。はじめに、もっとも重要なのはメモリ管理です。Berkeley DBは静的なメモ

リ領域を割り当て、ファイルからメモリへとマッピングすることで、内部リソースを管理します。

同時に多数のトランザクションを実行する場合や非常に大きなトランザクションを実行する場合は、

実行時のメモリ割当てエラーを避けるため、メモリ領域の適切なサイジングが重要になります。こ

こで注意すべき構成変数は、CACHE_SIZEプラグマとBerkeley DB固有のset_tx_maxパラメータです。

CACHE_SIZEプラグマはSQL環境内から設定でき、set_tx_maxパラメータはDB_CONFIGファイル内

に設定する必要があります。 

DB_CONFIGファイル 

ワークロードが大きい場合、Berkeley DBはデフォルト構成で消費するリソースよりも多くのリソー

スを必要とします。Berkeley DB固有のパラメータを設定するには、PRAGMA文またはDB_CONFIG

ファイルを使用します。リカバリを実行した後、データベースが使用されていない間に、DB_CONFIG

ファイルを設定するようにしてください。これによって、大規模アプリケーションのデータベース

要件をサポートするための十分なリソースがBerkeley DBストレージ・レイヤーに提供されます。こ

こでのテストの目的上、DB_CONFIGファイルには次の値が設定しました。 

mutex_set_max 1000000 

set_tx_max 500000 

set_lg_regionmax 524288 

set_lg_bsize 4194304 

set_lg_max 20971520 

set_lk_max_locks 10000 

set_lk_max_lockers 10000 

set_lk_max_objects 10000 

SQLiteでは、外部のBerkeley DB構成ファイル（DB_CONFIG）に似た機能は提供されていません。こ

れは、Berkeley DBのSQL APIについて掘り下げる前に検討する価値のある管理上の違いの1つです。

DB_CONFIGパラメータについて、詳しくはBerkeley DB API Reference Guideを参照してください。こ

のドキュメントは次のWebサイトからアクセスできます。 

http://www.oracle.com/technetwork/database/berkeleydb/documentation/index.html 

 

http://www.oracle.com/technetwork/database/berkeleydb/documentation/index.html
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キャッシュ・サイズ 

Berkeley DBのキャッシュはSQLiteと非常に良く似ており、最近読み取られたページと、トランザク

ションの利用で変更された（ダーティ）ページをキャッシングするために使用されるメモリ領域で

す。トランザクションによってデータが変更されると、影響を受けたページがキャッシュに格納さ

れます。トランザクションが完了した（コミット）時点で、ダーティ・ページへの変更はログ・ファ

イルに書き込まれ、その後のチェックポイントでデータベースに書き込まれます。キャッシュが小

さすぎるとダーティ・ページでいっぱいになり、ディスク・ストレージに移動しなければならなく

なります。この処理には非常に時間がかかります。このため、変更されるページとよく読み取られ

るページ（作業セット）すべてを格納するための十分な大きさのキャッシュを構成することが、パ

フォーマンスの最適化につながります。 

今回のテストでは、実行時のページ割当てエラーを避けるため、所定のデータセット・サイズとペー

ジ・サイズから、CACHE_SIZEプラグマを少なくとも40,000ページに設定する必要があります。これ

は、同時実行性の高いテスト特性に加えて、メモリにロードされるページ数と行サイズのためです。

大規模アプリケーションや同時実行性の高いアプリケーションでは、この構成変数への対処を意識

する必要があります。 

動作 

SQLiteからBerkeley DBへ移行する際には、次の2つの重要な問題があります。 

 デッドロックの解決 

 問合せのブロック 

Berkeley DBは、SQLiteの共有キャッシュ・モードに似たトランザクション・モデルで排他的に動作

します。このモードは、APIレベルとSQLレベルの両方でSQLiteのデフォルト・モードとは大きく異

なります。また、SQLiteを使用するプログラムの大半は、共有キャッシュ・モードのセマンティクス

を処理する準備がされていません。 

SQLiteのデフォルト・トランザクション・モデルは、デッドロックにならない書込みプログラム（ロッ

クされたデータベースをビジー待機するのみ）で利用されているモデルです。これは最適なモデル

ではないかもしれませんが、概念的には簡単に理解でき、またプログラムも容易に作成できます。

この手法を利用するためには、処理内容（読取り/書込み）に基づく非常に明確な処理順序に従って、

プログラムでデッドロックを回避しなければなりません。この方法は SQLiteの BEGIN 

TRANSACTIONセマンティクスを利用したものであり、このセマンティクスなしでは、SQLiteでデッ

ドロックを検出することはできません。 

しかし、Berkeley DBのSQL APIを使用した場合は、この限りではありません。Berkeley DBの共有

キャッシュ・モードでは、SQLiteのBEGIN TRANSACTIONセマンティクスは機能しません。あらゆ

る形式のBEGIN TRANSACTIONは、事実上標準のBEGINに短縮され、すべての接続の継続が可能に

なります。また、Berkeley DBではSQLiteのようにデッドロックに陥ることはありません。したがっ

て、競合に対する認識と対処の方法は完全に異なり、慎重にSQLITE_ERRORを処理することが重要

になります。プログラムでSQLITE_ERRORが正しく処理されていないと、Berkeley DBからもプログ

ラムからも発生したデッドロックを検出することができなくなります。 
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トランザクション・モデル 

SQLiteの同時実行性モデルは、その他の多くのデータベースとは異なります。他のデータベースで使

用する一般的なパターンは、SQLiteでは期待する動作をしない場合があります。適切なコードを作成

するには、トランザクション・モデル、ロック・モデル、カーソルについて、またこれらが互いに

どのように関係しているかについて理解する必要があります。 

SQLiteはデータベース・レベルのロックを使用しており、これはデータベース・ファイルに対するファ

イル・ロックを使用して実装されています。このロックでは3種類の異なるファイル・ロックを保持

することで、6つのロック状態が実装されています。SQLレベルからこのロック・モデルに適応させ

るため、SQLiteは独自のトランザクション・セマンティクスを提供しています。 

BEGIN    --> Read lock 

BEGIN IMMEDIATE  --> "Modify" lock, called a RESERVED lock 

BEGIN EXCLUSIVE - -> Write lock 

このセマンティクスでは複数の読取り操作を処理できますが、書込み操作は1つしか処理できません。

後半の2つは1種の規約として使用されます。これらの処理が完了すると（SQLITE_BUSYが返されな

い場合）、変更の開始と最終的なデータベース書込みが保証されます。ここでの変更とは、ページ・

キャッシュ内のページ変更によるデータの変更を指します。この時点ではまだディスクへはコミッ

トされていません（これはEXCLUSIVEでのみ実行できるページ書込み処理になります）。 

データベースの内容を変更するアプリケーションを作成する場合、SQLiteではデッドロックを回避す

るために従うべき特定のルールがあります。一般に、当面のジョブ（読取りまたは書込み）をサポー

トする最善のトランザクションから開始すると良いでしょう。読取り処理を計画している場合、単

純なBEGINで十分です（自動コミット・モードで実行している場合は省略可能）。データベースの

変更（INSERT、UPDATE、DELETE）を予定している場合、BEGIN IMMEDIATEを使用して処理を

開始します。こうすることで、アプリケーションが読取り-変更-書込みサイクルに入ることが示され

るため、SQLiteは決められた方法で正しいロックに対して待機します。また、開発者はアプリケーショ

ンでデッドロックが発生しないことがわかります。 

SQLiteを使用する際のデッドロック・シナリオの一例を示します。同じデータベースに接続された2

つの同時に実行されるプログラムXおよびYがあり、それぞれが互いを認識していないとしましょう。

XがREADロックを取得します。YはRESERVEDロックを取得します（READロックとRESERVEDロッ

クは同時に取得でき、この時点では潜在的に複数の読取り操作が実行されていますが、変更操作は1

つのみです）。XはUPDATE処理を実行することに決定しました。このため、Xはロック取得を試み

ますが、有効な唯一のRESERVEDロックはYが保持しているため、試行は失敗します。Yは変更をディ

スクへ確定することに決定し、COMMITを試行します。これによって、EXCLUSIVEロックの取得が

試行されます。データベース上にREADロックがかかっている間にEXCLUSIVEロックを取得するこ

とはできないため、Yの試行は失敗します。XとYの両方が無限ループに陥り、XのUPDATE処理とY

のCOMMIT処理が成功するまで再試行が繰り返されます。これら2つのプログラムはデッドロック状

態にあります。XはREADロックを持っていますが、RESERVEDロックはYが保持しているため取得

できません。YはRESERVEDロックを持っていますが、XのREADロックに妨げられてEXCLUSIVE

ロックを取得することができません。 

解決策は、単純なルールに従うだけです。データ変更につながる可能性のあるトランザクションは、

決してBEGINを使用して開始しないでください。上記例では、BEGIN IMMEDIATEを使用してXを開

始する必要があります。こうすると、試行に失敗した場合（YがRESERVEDロックを保持しているた

め）はUNLOCKED状態に戻る（データベースのREADロックは保持されない）ため、RESERVEDロッ

クを保持している接続がEXCLUSIVEロックを取得して処理を完了できるようになります。 
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このルールを使用することで、RESERVED接続は安全にビジー待機することができます。これは、

その他すべての潜在的な書込み操作がRESERVEDロックから開始され、UNLOCKED状態に戻ること

が前提となるため、妨げとなるREADロックの取得による影響はありません。したがって、適切な

BEGIN TRANSACTIONセマンティクスに従う限り、デッドロックの発生を恐れることなく安全にビ

ジー待機できます。読取り操作は常にBEGINで開始し、書込み操作はBEGIN IMMEDIATEで開始し

ます。このように、このルールによって、接続同士が互いの邪魔にならないようにする手段が提供

されます。 

重要なのは、SQLiteのロック・モデルではデッドロックの回避手段が提供されてはいても、開発者が

このパターンに従う必要がある点です。BEGIN IMMEDIATEとBEGIN EXCLUSIVEはいずれもデータ

ベースの状態を保証するルールであり、このルールを前提として、いずれかのロックを一度取得し

た書込み操作は、このルールに従った特定の（強制的な）方法で処理を継続し、デッドロックを発

生させることなく処理を完了できます（全員が正しいルールに従っている場合）。 

この方法をBerkeley DBのロック・モデルと比較してみましょう。Berkeley DBではよりきめ細かい

ロックを実現できる一方で、このロック・モデルによって上記セマンティクスが変更されるため、

デッドロックを回避するためにこのルールを使用した場合、実際に予期しないアプリケーション状

態に陥る可能性があります。Berkeley DBでは、XとYの両方がBEGIN IMMEDIATEを使用している場

合でも処理が継続されます。これら2つの同時操作はRESERVEDロックの取得を前提としているため、

SQLiteの場合と同様に、COMMITが許可されるまで確信を持ってビジー待機を継続できます。実際、

Berkeley DBでは、2つの同時操作が同じページを変更しようとしない限り（これが事前に分かる可能

性は非常に低く、ほぼ間違いなく分かるはずもありません）、上記が当てはまります。この時点で、

一貫性はあるが予想外の2つの新しい結果が出ることが考えられます。Berkeley DBのデッドロック・

マネージャによってデッドロックが検出されると、どちらか、または両方の操作でSQLITE_LOCKが

発生します。それ以外の場合、両方の操作がロックをブロックし、ロックの解除を待ってから処理

を完了することができます。したがって、これらの予期しない動作は、デッドロックを回避するた

めに標準のSQLite設計プロトコルを使用したことに起因する可能性があります。 

これを確認するには、2つのdbsqlインスタンスを開き、各セッションでコマンドごとに以下の処理を

並行して実行します。 

セッション1 

dbsql> create table a(x int); 

dbsql> begin immediate; 

dbsql> insert into a values (1); 

dbsql> commit; 

セッション2 

dbsql> create table b(x int); 

dbsql> begin immediate; 

dbsql> insert into b values (1); 

dbsql> commit; 
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2つのセッションは、予約されたトランザクションを同じタイミングで開始した後、同時に実行を続

けます。2つの読取り処理が同時に実行されます。このシナリオは、2つの処理が同じページに対し

て実行されていないために成功します。 

次に、両方のセッションで次の処理を実行します。 

dbsql> begin immediate; 

dbsql> insert into a values (2); 

2番目のセッションはブロックされます。この場合、最初のセッションがCOMMITを実行した時点で

ブロックが解決されます。しかし、2番目のセッションによって先にロックされたページを最初の

セッションが更新しようとすると、何が起きるのでしょうか。デッドロックです。 

次に、そのシナリオを示します。 

セッション1 

dbsql> begin immediate; 

dbsql> insert into a values (3); 

dbsql> insert into b values (3); 

Error: database table is locked 

セッション2 

dbsql> begin immediate; 

dbsql> insert into b values (3); 

dbsql> insert into a values (3); 

セッション1でエラーが発生します。しかし、SQLiteベースのアプリケーション・コードの場合、共

有キャッシュ・モードで実行されるセッションのみがSQLITE_LOCKEDの処理を検討するため、こ

れはまったく考慮に入れられていない状況です。このシナリオはSQLITE_BUSYに相当しますが、

SQLITE_BUSYは返されません。このため、この状況に対処する準備がコードでは整っていないと言

えます。 
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さらに、次のシナリオ（"debian/testdeadlock"ユニット・テストで実証）について考えてみましょう。 

Session 1      Session 2 

dbsql> begin immediate;     dbsql> begin immediate; 

dbsql> select * from a;     dbsql> update b set x=1; 

dbsql> update b set x=1;     dbsql> update a set x=1; (blocks) 

Error: database table is locked 

dbsql> commit; 

tests/debian/test.db: previous transaction deadlock return not resolved 

Error: SQL logic error or missing database 

セッション1はa上のページをロックし、セッション2はb上のページをロックします。次に、セッショ

ン2がbの更新を試みますが、このページはセッション1によってロックされているため、Berkeley DB

によってブロックされます。次に、セッション1がaを更新しようとしますが、SQLITE_ERROR

（SQLITE_LOCKEDではない）が発生します。このエラーは処理対象になっていません。ここで唯一

可能な選択肢は、トランザクションを中断してもう一度やり直すことです。 

デッドロックは発生しませんが、全体的なアプローチが変更されています。通常のSQLiteモードで競

合に対処するには、単純に最後に実行されたSQL文を試行します。ここでは、トランザクションを中

断して最初からやり直す必要があります。理論上は、すべてのプログラムがSQLITE_ERRORに対処

できる必要があります。つまり、SQLITE_ERROR（SQLITE_BUSYでもSQLITE_LOCKEDでもない）

の処理が絶対条件になります。しかし、これに伴う問題は、SQLITE_ERRORが不明確であるという

ことです。このエラーが競合の結果であるのか、またはより深刻な問題に起因するのかを特定する

ことは困難です。 

セッション1でSQLITE_LOCKEDが発生して、このエラーが処理された場合でも、依然として、トラ

ンザクションを中断し、最初からやり直す必要があります。なぜなら、これ以降のすべての試行は

潜在的なデッドロックにつながるため、セッション2が永久にブロックされ、セッション1が処理を

完了できなくなるためです。したがって、この状況ではどちらに優先権があるかが明確ではありま

せん。セマンティクスは変更されており、SQLITE_LOCKEDまたはSQLITE_ERRORが発生した場合

は、トランザクションを中断してやり直す方法のみが安全な選択肢になります。これはおそらく、

ページ・レベルのロックを実装する際には避けられない結果です。しかし、いずれの場合も、SQLite

が使用するデフォルト操作モードとは大きく異なるため、移行したコードを注意深く調査してテス

トする必要があります。 
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ブロッキング 

ブロッキングはSQLiteのC APIで期待される動作とは異なるもう1つの問題になります。基本的に、

Berkeley DBはSQLITE_BUSYとその関連ビジー・ハンドラをサポートしていません。これは、Berkeley 

DBデータベースが"ビジー"状態になる、つまりデータベース・レベルでロックされることが決して

ないためです。このため、プログラムで問合せが実行されると、問合せが完了するまで処理がブロッ

クされる可能性があります。SQLite APIは一律に非同期であり、ブロックするためのメソッドが提供

されておらず、Berkeley DBバージョンには反対にブロックしないためのメソッドがありません。ま

た、Berkeley DBのデッドロック検出がブロッキングを発生させる（エラーを返す）ことはありませ

んが、デッドロックとして検出されないページ・ロックはブロッキングを発生させます。 

問題は、特定のSQL操作を実行する必要のない接続であっても、データベースはビジー状態にあり、

問合せが実行された瞬間に完全にコミットされることです。またこの接続は、対立するロックを保

持している接続に完全に依存しており、トランザクションが完了するまで解放されません。このた

め、優先順位の高いスレッドが優先順位の低い操作にブロックされる可能性もあります。このシナ

リオは、"debian/testblocking"ユニット・テスト内で実証されています。 

Berkeley DB SQL APIの長期的な目標は、より同時実行性の高いトランザクション・ソリューション

の価値を、最小限の変更でSQLiteプログラマーに提供することにあります。つまり、Berkeley DBの

SQL APIが成熟した際には、上記の問題が解消されていることが予想されるため、すべてのSQLite

プログラムを移行できるようになります。また、ANSI C APIに含まれる明示的な規約に加えて、ベ

スト・プラクティス、設計パターン、プロトコルなどに含まれる暗黙的な規約のすべてが期待どお

りに機能し、一定の付加価値が提供されるようになります。目標は100%の互換性であり、この目標

はAPIの枠を越えて動作側面にも及んでいます。 

結論 

全般的に言うと、実施されたテストと後続の分析から、負荷の高い書込み集中型アプリケーション

において、Berkeley DB SQL APIの安定性は非常に高く、Berkeley DBのパフォーマンスと同時実行性

はSQLiteよりも明らかに優れているため、より優れたTPSスループットが達成されることが示されま

した。さらに、上記のようなアプリケーションのトランザクション内では、Berkeley DBが使用する

システム・コール数の方が少なく、所要時間も短いことが確認されました。 

Berkeley DB SQL APIの使用を選択したSQLiteアプリケーションでは、移行に関する問題は発生しな

いでしょう。Berkeley DB SQL APIはSQLiteと互換性があり、SQLiteを容易に置き換えて使用できま

すが、本書で述べた動作上および構成上の相違のため、SQLiteと100%一致しているわけではない点

に注意が必要です。既存アプリケーションの開発者がBerkeley DBの機能と利点を活用するには、こ

れらの移行に関する問題に留意する必要があります。 
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