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概要 

従来、IT 組織は専用のサーバー・インフラストラクチャに個別のデータベースやアプリケーション
をデプロイすることで、さまざまな部門と事業分野をサポートしてきました。このようにビジネス
機能に合わせてテクノロジーを分割すると、テクノロジー・インフラストラクチャが十分に活用さ
れず、デプロイメントなどを管理するリソースの使用も非効率になります。また、デプロイメント
がサイロ化されていると、IT 組織がビジネス・ニーズの変化に素早く応じる能力が阻害されます。 

 

このような課題に対応するため、組織は、コストを削減しながらビジネスの俊敏性を高めるエン
タープライズ・クラウドを推進しています。クラウド・コンピューティング・モデルへ向けたこの
動きには、いくつかの変化が伴います。統合はこの工程における 1 つの重要なステップであり、リ
ソースの使用率を高め、資本支出と運用コストの両方を削減することで、運用効率を高める効果が
あります。これらの削減を実現するための鍵は、標準化と管理対象となる環境の種類の削減です。 

 

Oracle Database 12c Release 2 は、アプリケーション・ワークロードの統合に大きな利点をもたら
します。次にその例を挙げます。 

1. 管理の簡素化 - 管理する個別環境の数を減らして、一元管理を可能にします。 

2. プロビジョニングとパッチ適用の合理化 

3. 容易な統合 - アプリケーションを変更せずに統合を実施できます 

 

本書では、これらの機能を考察したのち、Oracle Database 12c がどのように統合に役立ち、
クラウドへの工程を迅速化するかについて紹介します。 
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エンタープライズ・クラウドまでの工程 

クラウド・コンピューティングは統合の別称だという意見を聞いたことがあるかもしれませんが、
実際はそうではありません。統合はクラウド・コンピューティングの基礎ではありますが、エン
タープライズ・クラウドはそれだけにとどまりません。 

クラウド・コンピューティングが約束する、俊敏性の向上、リスク低減、コスト削減という利点は
本当のことではありますが、この約束を果たせるかは採用するアプローチにかかっています。オラ
クルは、クラウド関連の製品とサービスに関する非常に包括的でセキュアな最新型ポートフォリオ
によって、豊富な選択肢と柔軟性を提供しています。このポートフォリオはあらゆるビジネス・
ニーズに対応し、クラウド・コンピューティングの最大限の利点をもたらします。 

エンタープライズ・クラウドへの完全な転換には数年かかる可能性があり、しかも組織の多くの側
面やロール、プロセス、ポリシー、サービス・デリバリが影響を受けます。これまで、多くの企業
が自社の転換プロセスに段階的なアプローチを採用してきました。これが、エンタープライズ・ク
ラウドまでの工程です。この工程では、それぞれ単独で達成可能であり、しかも大きな利点をもた
らすような、複数の別個のステップを実施します。そのため、各組織の歩みの速度や目標までの距
離を問わず、初期のステップからでもすぐに価値が生み出されます。 

 

図1：エンタープライズ・クラウドまでの工程 

エンタープライズ・クラウドを実現するように設計された Oracle Database 12c は、この工程の各
フェーズで重要な利点をもたらす新機能を提供します。この段階的アプローチについて詳しくは、
Oracle ホワイト・ペーパー『Oracle Database 12c によるエンタープライズ・クラウド実現への工程
の短期化』1を参照してください。 

本書では統合フェーズに焦点を合わせて、Oracle Database 12c がもたらす利点を明らかにし、また、
標準化と複雑さの緩和によって得られる利点についても簡単に触れます。 

  

                            
1 http://www.oracle.com/technetwork/jp/database/database-cloud/journey-to-enterprise-cloud-wp-1959164-ja.pdf 

http://www.oracle.com/technetwork/jp/database/database-cloud/journey-to-enterprise-cloud-wp-1959164-ja.pdf
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標準化による複雑さの緩和 

エンタープライズ・クラウドの成功に標準化は欠かせません。 

標準化フェーズの目標は、カスタム・デプロイメントから高度に標準化されたデプロイメントに移
行することで複雑さを緩和することです。標準化された少数のサービスを使用して、大半のサービ
ス・リクエストを処理できるようになります。 

サイロ化された現在の IT 環境とそこに含まれるすべての要素を理解したうえで、インフラストラク
チャ・コンポーネント（ハードウェアとソフトウェア）やサービス、プロセス、およびベンダーを
簡素化し、標準化する機会を探すことが重要です。 

標準化がもたらす利点の 1 つは、管理する環境の種類が減ることで管理上のオーバーヘッドが軽減
されることです。これにより、大半のケースでは直接的に運用コスト（OpEx）が削減できます。
OpEx に与える効果は、どれだけ効果的に環境を標準化するかによって異なります。 

Oracle Enterprise Manager 12c は、Consolidation Planner の使用を通じてこのフェーズに役立ちます。 

標準化サービス - 構成要素の作成 

大半のビジネス要求に対応できる最小限の標準化サービス・カタログを定義することが、この段階
での重要な成果物です。標準化されたサービスは、容易にサポートできる基本的な構成要素です。
標準化されたサービスをその他の標準化サービスと組み合わせると、より高度なビジネス・サービ
スを構築できます。 

次に示す大手金融機関での標準化サービスの例では、プラチナ、ゴールド、シルバーというデータ
ベース・サービスが定義されています。 

 サービス・レベル 

 Silver OLTP Gold OLTP Platinum OLTP Platinum OLAP Platinum 
OLTP+OLAP 

高可用性 VM の高可用性 デュアル・ノー
ド・クラスタ 

2N+1 クラスタ
リング 

2N+1 クラスタ
リング 

2N+1 クラスタ
リング 

サポート時間 営業時間内のみ 営業時間外 24 x 7 24 x 7 24 x 7 
ディザスタ・リ
カバリ・ポイン
ト目標 

データ損失なし データ損失なし データ損失なし データ損失なし データ損失なし 

ディザスタ・リ
カバリ時間目標 2 営業日 4 時間未満 4 時間未満 4 時間未満 4 時間未満 

パフォーマンス 規定なし 規定の最小限 専用のベンチ
マーク環境 

専用のベンチ
マーク環境 

専用のベンチ
マーク環境 

ポイント・イ
ン・タイム・リ
カバリ 

1 週間+日次増
分バックアップ 

1 週間+日次増
分+REDO ログ 履歴データ管理 履歴データ管理 履歴データ管理 

代表的なアプリ
ケーション 

部署別アプリ
ケーション 

部門別アプリ
ケーション 

エンタープライ
ズ・トランザク
ション処理アプ
リケーション 

エンタープライ
ズ・データウェ

アハウス 

ニアリアルタイ
ム分析 

図2：大手金融機関で提供されている標準化サービス 

標準化サービスは効率を高めますが、（必要に応じて）カスタム・サービスを提供できるようにす
るための一定の柔軟性を維持する必要があります。  
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上記の例は、調査した複数の事例の 1 つです。オラクルは、実際の実装において共通するテーマと
バリエーションを特定した後に、プライベート・クラウドにおける Oracle Database サービスの標
準化サービス・カタログを作成することを決定しました。カスタマー・エクスペリエンスとオラク
ルのベスト・プラクティス、おもな教訓を活用し、Oracle Database サービス 2の 4 つのサービス製
品を定義しています。お客様はこれらの情報を採用または適用して、このサービス・カタログ・モ
デルを使用した Database as a Service を提供するための基盤を素早く築くことができます。 

統合によるコストの削減と管理性の向上 

多くの場合、コスト削減を目指すその他の取組みの結果として、統合という決断に至ります。これ
らの取組みには、企業の電力消費を削減する"グリーン"イニシアチブが含まれます。ハードウェア
使用率を上げることで資本支出を相殺し、電力、スペース、および管理作業といった運用コストを
削減します。 

これらの目標のすべてが優れた統合戦略によって達成できることは事実ですが、統合作業をエン
タープライズ・クラウド開発プラットフォームの構築とみなすと、はるかに多くを達成できます。 

データベース統合に着手する理由は、当初、ビジネス・イニシアチブの推進を目的としたものかも
しれません。多くのお客様にとって、統合フェーズの成果は希望どおりに得られます。初期コスト
と継続コストの両方が十分に削減されます。しかし、いったん統合が実現し、将来にわたってこの
アプローチをサポートする手法が実装されても、これは必ずしも最終目標ではありません。統合に
IT 環境とそのサービスの標準化を組み合わせたものは、単なる始まりにすぎません。 

コスト削減は結果として生じるものです。データベース・サービス 3を共有インフラストラクチャ
に統合すると、このインフラストラクチャの利用率が向上し、ハードウェア・サーバーのフットプ
リントが縮小されます。標準化したデータベース・サービスを共有環境で統合すると、利用率をさ
らに上げるとともに、管理対象の個別環境の数を減らすことで管理コストを大幅に削減できます。
これは、資本支出と運用コストの両方の削減につながります。消費電力の削減や、データセンター
のフットプリントの縮小、IT 管理費用の削減はコスト削減のいくつかの例にすぎません。 

Oracle Database 12cとの統合 

Oracle Database 12c にはデータベース統合の円滑化を目的とした機能が導入されています。 

Oracle Database 12c には新しいアーキテクチャである Oracle Multitenant が導入されており、共有
データベース環境への複数のアプリケーションの統合が大幅に簡素化されます。Oracle Multitenant
では、名前空間の衝突、認証の問題など、かつてスキーマ統合に存在していたすべての制約が排除
されたため、1 つ以上のプラガブル・データベース（PDB）を格納した単一のコンテナ・データ
ベース（CDB）をすぐに作成できます。  

                            
2 http://www.oracle.com/technetwork/jp/database/database-cloud/private/service-catalogs-for-dbaas-2041214-ja.pdf 
3 データベース・サービスとは、共通の属性、サービス・レベルしきい値、および優先順位を持つアプリケーションのグループを指します。データ

ベース・サービスを使用すると、単一のシステム・イメージを使用して競合するアプリケーションを管理し、各ワークロードをユニットとして管理

できます。データベース・サービスは、1 つ以上の Oracle データベース・インスタンスやグローバル・クラスタに含まれる複数データベースにまた

がる場合があり、シングル・インスタンスで複数のデータベース・サービスをサポートできます。 

http://www.oracle.com/technetwork/jp/database/database-cloud/private/service-catalogs-for-dbaas-2041214-ja.pdf
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Oracle Database 12c Enterprise Edition のライセンス・オプションである Oracle Multitenant は、統
合を簡素化し、プロビジョニングを効率化し、より高速なアップグレード・オプションと移行オプ
ションなどを提供することで、IT コストの削減に貢献します。また、Advanced Security オプショ
ンの改善により、パフォーマンスを損なうことなく統合環境を保護できます。それぞれの専用環境
を Oracle Real Application Clusters（Oracle RAC）コンテナ・データベース内のプラガブル・データ
ベースに統合すると、可用性が向上し、流動的なビジネス・ニーズに対応するための柔軟性が得ら
れます。 

マルチテナント・アーキテクチャのおもな利点 

密度の高い統合：単一のコンテナ・データベースに含まれる多くのプラガブル・データベースはメ
モリとバックグラウンド・プロセスを共有するため、専用のシングル・インスタンス・データベー
スをデプロイするよりも多くのプラガブル・データベースを特定のサーバー・プラットフォーム上
で運用できます。これはスキーマ統合がもたらすメリットと似ていますが、マルチテナント・アー
キテクチャの特筆すべき点は、名前空間の衝突や共有スキーマまたは共有ユーザーなどスキーマ
ベースの統合を採用する際の障壁がすべて取り除かれ、このアプローチによって進行中の運用に生
じる問題を解消する点です。 

SQL の使用によるプロビジョニングとクローニングの効率化：プラガブル・データベースは、1 つ
のコンテナ・データベースから切断して別のコンテナ・データベースに接続することができます。
また、同じコンテナ・データベース内でクローニングすることも、異なるコンテナ・データベース
間でクローニングすることも可能です。プラガブル・データベースの作成も含め、こうした操作は
新しい SQL コマンドで行われ、わずか数秒で完了します。基盤となるファイル・システムがシン・
プロビジョニングに対応している場合は、SQL コマンドでキーワード snapshot を使用するだけで、
ほぼ一瞬で数テラバイトをクローニングできます。 

高速のパッチ適用とアップグレードの新たなパラダイム：1 つのコンテナ・データベースにパッチ
を適用すると、すべてのプラガブル・データベースにパッチが適用されます。1 つのプラガブル・
データベースにパッチを適用するには、Oracle Database ソフトウェアのバージョン境界をまたい
で切断/接続を実行します。 

多数のデータベースを一元管理：既存のデータベースをプラガブル・データベースとして統合すると、
管理者は多くのデータベースを 1 つのデータベースとして管理できます。たとえば、バックアップや
ディザスタ・リカバリといったタスクは、コンテナ・データベース・レベルで実行されます。 

プラガブル・データベース間での動的なリソース管理：Oracle Database 12c では、コンテナ・デー
タベース内のプラガブル・データベース間のリソース競合を即座に制御する専用の機能付きで、
Resource Manager が拡張されます。 

可用性と回復力の向上：PDB の切断/接続機能を使用すると、停止時間を必要とするハードウェア
移行をより高速に実行できるようになります。コンテナ・データベースとそこに含まれる多数のプ
ラガブル・データベースに対するフェイルオーバーは、単一の専用データベースの集合に対する
フェイルオーバーよりも迅速に実行できます。 

セキュリティの強化：すべての主要なセキュリティ機能（Oracle Database Vault、透過的なデータ
暗号化、Unified Auditing、および Database Firewall を含む）の構成が容易になり、パフォーマン
スが向上しています。Oracle Database Vault、Unified Auditing、および透過的なデータ暗号化は
PDB レベルで設定できます。 



7 統合のベスト・プラクティス 

 

 

 

統合モデルの選択 

統合を推進するビジネス要因は、個々のアプリケーション要件を踏まえていません。どのアプリ
ケーションを共有環境に配置するかという選択は必ずしも容易な作業ではありませんが、少数の重
要な要素を注意深く検討すると、大半のアプリケーションで統合によるメリットを実現できます。 

先に進む前に、1 つの重要な点について考察していきましょう。統合とは、すべての既存のデータ
ベースを仮想マシンに配置するということではありません。多くの場合、仮想化は物理的なサイロ
を仮想サイロに置き換えているだけで、これでは IT の複雑さは緩和されません。 

PDB を使用して IT の複雑さの問題を解消する方法 

IT Infrastructure Library（ITIL）の定義によると、構成アイテム（CI）とは IT サービスを提供するた
めに管理が必要なすべてのコンポーネントを指します。 

それぞれが専用の環境内で稼働する 8 つのデータベースを持つデータセンターには、いくつの CI が
含まれるかを考えてみましょう。存在するのは、8 つの Oracle データベース・インスタンス、8 つ
のオペレーティング・システム・イメージ、および 8 つの個別マシンです。つまり、24 個の CI に
対する管理、監視、パッチ適用、およびバックアップが必要です。しかし、これらの資産の平均使
用率については何の情報もありません。図 3 に、それぞれが独自のサイロで稼働する 8 つの専用
データベースを示します。 

 

図3：8つの専用データベース環境 

次の図 4 では、2 ノードのクラスタで実行される 1 つの Oracle RAC CDB に 8 つの専用データベー
スを統合しています。この CDB には 8 つの PDB が含まれますが、ここでは例として、インスタン
スごとに 4 つの PDB をオープンしています。この例では、CI の数が 14（8 つの PDB、2 つの CDB
インスタンス、2 つのオペレーティング・システム・イメージ、2 つのノード）に減少しており、
管理対象コンポーネント数が大幅に削減されています。 

これに加えて、監視と管理の対象となる CI 数は 14 であるものの、パッチ適用とバックアップは
CDB レベルで実行されるため、管理する CI コンポーネントの数はさらに少なくなります。  
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図4：Oracle RAC CDB（各インスタンスで8つのPDBをオープン） 

適切な分離レベルの選択 

テナント間の分離要件は統合手法の選択に大きな影響を及ぼし、達成できる統合レベルにも深く関
係します。リソース共有に関して言えば、独立性と柔軟性は相対する要素です。柔軟性が高く、管
理上のオーバーヘッドが低く、リソース使用率の高い共有環境と、高い独立性によってセキュリ
ティに関する懸念が最小限に抑えられ、統合に関するアプリケーション間の考慮事項（データベー
ス・アップグレードのタイミングに影響）も少ない共有環境の間にはトレードオフが存在します。 

一般的に推奨されるのは、特定のデプロイメントにおけるテナントの分離要件を満たすために必要
な分離のみを実施することです。通常、分離要件は行政関連のコンプライアンスや規制に関連して
いますが、データベースやオペレーティング・システムのバージョンの制限などの要素が含まれる
場合もあります。 

統合に関する分離とその影響 

分離は物理的または論理的に実施でき、障害、セキュリティ、リソース、および運用という 4 つの
領域の観点から検討できます。 

 

図5：リソース共有による効率化の推進 

プラガブル・データベースを使用して複数のアプリケーションを 1 つのデータベースに統合するか、
複数のデータベースを 1 つのプラットフォームでホストするか、またはこれらのアプローチを組み
合わせるかは、統合戦略で求められる分離レベルによって異なります。各統合モデルは、Oracle 
Database 12c およびオペレーティング・システムの機能にその他の高度な機能や製品を組み合わせ
たものであり、それぞれ若干異なる方法で分離を取り扱います。  
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ここでは、プライベート・データベース・クラウドでのテナントの独立性に焦点を合わせて、データ
ベース、スキーマ、およびプラガブル・データベースというデプロイメント・モデルを比較します。 

プラガブル・データベースの統合 

このモデルでは、1 つの CDB 内で実行される PDB としてアプリケーションを統合します。クラウ
ド・プール内で各 CDB が 1 つまたは複数のサーバー上で実行されるように、複数の CDB をプロビ
ジョニングできます 4。テナントの粒度は PDB です。 

Oracle Database 12c は 1 つの CDB 内で最大 252 の PDB をサポートします。また、特定の CDB 上
に最大 1,024 の動的データベース・サービスを作成できるため、専用データベースを共有プラット
フォーム上に統合したり、個別の VM に配置して共有サーバー上で統合したりするよりも大きいス
ケール・メリットが得られます。 

 

図6：マルチテナント・アーキテクチャへの統合 

図 6 に、5 つのプラガブル・データベースを含む 1 つのコンテナ・データベースを示します。この
CDB は Oracle RAC クラスタ内で稼働しており、ここで各 PDB は、1 つまたは複数のインスタンス
上で提供される関連サービス（色付きのじょうご）を介してアクセスされます。 

障害の分離 

特定の PDB で発生したアプリケーション障害が、同じ CDB 内の別の PDB に影響を与えることはあ
りません。アプリケーションのアクティビティは接続先の PDB のみに限定されています。 

リソースの分離 

リソースの分離にはシステム・リソースの割当てと分離が関連します。 

複数の CDB が同じノード上でアクティブ状態にある場合、競合するリソースには CPU、メモリ、
および I/O（ストレージ容量と IOP）が含まれます。データベース統合手法に関連するものは次のと
おりです。  

                            
4 クラウド・プールとは、ストレージとプライベート・ネットワークを共有する一連のサーバーを指します。したがって、クラウド・プールは

Oracle Clusterware のクラスタか仮想サーバーのプールになります。プライベート・クラウドはクラウド・プールの集合です。 
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メモリ - インスタンスごとに、SGA_TARGET に適切な値を設定します。なお、同じデータベースに
対しては、すべてのインスタンスでこれらの値を一貫させる必要があります。SGA_TARGET は PGA
値に強い制限を適用するものではありません。PGA の上限は PGA_AGGREGATE_LIMIT で設定しま
す。これは PGA メモリの使用量に強い制限を課すパラメータであるため、過剰なページングに伴う
問題を回避することができます。 

物理メモリが大きいシステム上で運用する場合は HugePages を使用します。メモリ・リソースの
オーバー・コミットはお勧めできません。慎重な目標値として、1 つのノード上にあるすべての
データベースに対して利用可能なメモリの 75%を超えないようにすることを推奨します。Exadata
ハードウェアの場合： 

OLTP：CDB の合計値（SGA_TARGET + PGA_AGGREGATE_TARGET） + 4MB × （最大プロセス数） 
<データベース・ノードあたりの物理メモリ 

データウェアハウス：CDB の合計値（SGA_TARGET+3×PGA_AGGREGATE_TARGET）< データベー
ス・ノードあたりの物理メモリ 

CPU - CPU_COUNT を使用するか、またはインスタンス・ケージング 5を使用して、適切な値を設定
します。推奨されるのは後者の方法です。インスタンス・ケージングを使用することで、Database 
Resource Manager（DBRM）のリソース・プランが適用され、CPU 消費量を制御します。 

マルチテナント・アーキテクチャでは Resource Manager の機能が拡張されており、CDB レベルの
プランで PDB 間のリソース競合を管理できます。アプリケーションを統合する場合、Resource 
Manager のプロファイル内で UTILZATION_LIMIT を使用することを推奨します。リソースの制限に
よって、当初使用率の低い CDB にあったアプリケーションのユーザーは、CDB にアプリケーショ
ンが追加されてもパフォーマンスの変化を経験することはありません。 

Oracle Database Quality of Service Management（Oracle Database QoS Management）はアプリ
ケーション間で共有されているリソースを管理し、各アプリケーションが業務に必要なパフォーマ
ンス・レベルで動作し続けるようにシステム構成を調整します。 

1 つの CDB に複数の PDB を統合すると、結果的に、特定のノード（またはインスタンス）に対す
るクライアント・セッションの数が増加します。たとえば、フェイルオーバーや中間層の不適切な
構成によって同時接続の試行数が増えるログオン・ストームは、その他の統合アプリケーションに
影響を与える場合があります。ログオン・ストームはリソース不足のように見えますが、深刻な場
合はスケジュールの競合やその他の障害を連鎖的に発生させる可能性があります。 

ログオン・ストームによる影響を最小限に抑えるには、中間層の接続プールを適切に構成し、どこ
でサービスを提供するかに関して注意を払う必要があります。さらに、Oracle Listener を使用する
と接続率を制限できます。  

                            
5 インスタンス・ケージングの詳細については、本書の「クラウド・プールの設計」の項を参照してください。 
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運用の分離 

PDB モデルでは、アプリケーションのパッチ適用とアップグレードによる影響と同様に、損失デー
タのリカバリまたはリストアによる影響を最小限に抑えることが重要です。 

PDB が提供する一元管理アプローチを使用すると、各 CDB に対するバックアップを自動的にスケ
ジュール制御しながら、特定の PDB を個別にリストアできます。PDB のポイント・イン・タイ
ム・リストア処理は、同じ CDB 内のその他の PDB に影響しません。 

Oracle Database 12c Release 1 では、PDB のフラッシュバックは利用できません。 

パッチの適用 

統合環境におけるデータベースのパッチ適用には、アプリケーションに対するパッチ適用の計画と
実際のパッチ適用が含まれます。1 回限りのパッチ適用やスケジュール設定されていないパッチ適
用は推奨されておらず、非効率になることを理解しておく必要があります。アプリケーションに対
するパッチ適用スケジュール（例：Oracle Patch Set Updates（PSU））を事前に定義し、テナント
がこれを認識している必要があります。そうは言っても、ワンオフ・パッチをアプリケーションに
適用せざるをえない場合もありますが、これらのパッチが CDB 全体に与える影響を評価しておく必
要があります。 

ワンオフ・パッチの緊急適用が必要なアプリケーション（PDB）が 1 つまたは少数である場合、こ
のパッチのもっとも効率的な適用方法は、おそらく、追加パッチを含む新しい CDB を作成し、切断
/接続操作を使用して個々の PDB をこの CDB に移行する方法です。この方法では管理上の複雑さが
増しますが、短期的には容認できると思われます。 

セキュリティ 

あらゆる統合環境で、"最小権限"のアプローチを採用することがセキュリティの強化にもっとも有
効です。ほとんどの場合、ノード上で稼働するすべてのデータベースが 1 つの Oracle ホームに格納
されます。この場合、この Oracle ホームの DBA グループに含まれる任意の OS ユーザーが、この
ホームから実行されるすべてのデータベース・インスタンスに対して SYSDBA アクセスを持つこと
になります。これは管理性という観点から見ると良いアプローチですが、セキュリティの問題を発
生させます。 

次のベスト・プラクティスを実装することを推奨します。 

• データベース・サーバーへのアクセスは最小限に抑え、SQL*Net のパイプ・アクセスのみ
を許可します。 

• すべての DBA に名前付きのユーザー・アカウントを使用し、権限コマンドに対して sudo
アクセスを提供します。 

• 複数の PDB にまたがる管理タスクに対しては、共通ユーザーを作成します。 

o 共通ユーザーは管理タスクの実行に必要なオブジェクト（特定のプロシージャなど）
以外のオブジェクトを所有しないようにします。  
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• ロールを使用して権限を制限し、SYSDBA と SYSOPER に対する制限付きアクセスを維持し
ます。Oracle Database 12c では、バックアップ管理、Oracle Data Guard の管理、および
暗号化鍵の管理用の追加の管理ロールとして、それぞれ SYSBACKUP、SYSDG、SYSKM が
提供されています。必要に応じてこれらを使用します。 

• ロールを分離し、データ・アクセスを制御するために、Oracle Database Vault を有効化します。 

o Oracle E-Business Suite、Siebel、PeopleSoft 用のデータ・レルムが事前に定義され
ています。 

o 保管中のデータを暗号化します。 

データベース統合   

データベース統合モデルでは、クラウド・プールとともにクラスタ化された物理サーバー上に個々
のデータベースを統合します。プール内の任意のサーバーで、1 つまたは複数の Oracle データベー
ス・インスタンスをホストできます。 

Oracle RAC または Oracle RAC One Node を利用すると、サーバーの冗長性を通じてデータベースに
も高可用性が提供されます。プールにサーバーを追加するか、または特定のノード（またはインス
タンス）に CPU、メモリ、または I/O カードのいずれかを追加すると、適応性とスケーラビリティ
を獲得できます。 

標準化が重要であることは事実ですが、実際には例外を許可する必要があります。大規模（大容量）
ノードの追加や、異種クラスタ（ノードの CPU 構成やメモリ構成が異なるクラスタ）の作成などの
例外が許可されます。 

障害の分離 

この統合手法における粒度はデータベースです。各データベースと関連インスタンスが同一プール

内のその他のデータベースから分離されます。データベースが同じ Oracle ホームから実行されてい

る場合でも、通常、特定のインスタンスに発生した障害はこのインスタンス内に限定されます。1

つのインスタンスが応答しない場合、複数のインスタンスに影響が及ぶ結果になることもあります。

これはおもに、ノードの再起動が必要になるケースです。アプリケーションの設計とベスト・プラ

クティスの実装によってインスタンス障害やノード障害による影響を制限できます。たとえば、動

的データベース・サービスと接続プールに高速アプリケーション通知（FAN）を組み合わせて使用

すると、アプリケーションが停止に対してより迅速に反応するため、影響を制限できます。 

リソースの分離 

リソースの分離にはシステム・リソースの割当てと分離が関連します。データベース統合モデルで
は、競合するリソースには CPU、メモリ、および I/O（ストレージ容量と IOP）が含まれます。 

• メモリ - インスタンスごとに、SGA_TARGET に適切な値を設定します。なお、同じデータ
ベースに対しては、すべてのインスタンスでこれらの値を一貫させる必要があります。
SGA_TARGET は PGA 値に強い制限を適用するものではありません。PGA の上限は
PGA_AGGREGATE_LIMIT で設定します。これは PGA メモリの使用量に強い制限を課すパ
ラメータであるため、過剰なページングに伴う問題を回避することができます。物理メモ
リが大きいシステム上で運用する場合は HugePages を使用します。メモリ・リソースの
オーバー・コミットはお勧めできません。Exadata ハードウェアの場合：  
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• OLTP：CDB の合計値（SGA_TARGET + PGA_AGGREGATE_TARGET） + 4MB × （最大
PROCESSES） < データベース・ノードあたりの物理メモリ 

• データウェアハウス：CDB の合計値（SGA_TARGET + 3 × PGA_AGGREGATE_TARGET） < 
データベース・ノードあたりの物理メモリ 

CPU - CPU_COUNT を使用するか、またはインスタンス・ケージング 6 を使用して、適切な値を設
定します。推奨されるのは後者の方法です。インスタンス・ケージングを使用することで、
Database Resource Manager（DBRM）のリソース・プランが適用され、CPU 消費量を制御します。 

運用の分離 

運用の分離は、データベースまたはその運用環境で実行する管理作業や保守作業が、同じクラウ
ド・プール内のその他のデータベースに影響しないようにするものです。これらの作業には、イン
スタンスの起動と停止、パッチ適用、およびバックアップ/リストア処理が含まれます。 

起動と停止 

一般には、すべての統合データベースに対して 1 つまたは最小限の Oracle ホームが使用されます。
それぞれのクラウド DBA に対して名前付きユーザーを作成し、これらのユーザーをデータベー
ス・パスワード・ファイルに追加します（REMOTE_LOGIN_PASSWORDFILE を EXCLUSIVE に設定す
る必要があります）。これらの名前付きユーザーには SYSDBA ロールが付与されます。データベー
スごとに別々のパスワード・ファイルがあるため、ユーザーには管理対象のデータベースに対する
SYSDBA 権限のみが付与されます。 

パッチの適用 

PDB 統合アプローチと同様に、統合環境でのデータベースのパッチ適用には、アプリケーションに
対するパッチ適用の計画と実際のパッチ適用が含まれます。1 回限りのパッチ適用やスケジュール
設定されていないパッチ適用は推奨されておらず、非効率になることを理解しておく必要がありま
す。アプリケーションに対するパッチ適用スケジュール（例：Oracle Patch Set Updates（PSU））
を事前に定義し、テナントがこれを認識している必要があります。そうは言っても、ワンオフ・
パッチをアプリケーションに適用せざるをえない場合もありますが、これらのパッチがデータベー
ス全体に与える影響を評価しておく必要があります。 

もっとも効率的なパッチ適用方法は Oracle ホームをクローニングし、パッチを適用してから、デー
タベース・インスタンスを新しいホームに切り替える方法です。Oracle RAC 環境でローリング・
パッチを使用できる場合は、これを使用します。 

セキュリティの分離 

「プラガブル・データベースの統合」の項における説明と同様です。 
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複数のコンテナ・データベースの統合 

前述したデータベース・ワークロードの統合とサイジングのガイドラインは、データベース・レベ
ルで、共有クラウド・プールへの複数の CDB と専用データベースの統合に適用できます。ただし、
クラウド・プールに統合する予定の CDB あたりの PDB 数と、CDB および専用データベースの混合
比に応じて、サーバーとオペレーティング・システムに対するサイジング・ガイドラインを増やす
必要があります。 

データベースを統合するための一般的なガイドラインは、データベース・クラウド・テナントに課さ
れたサービス・レベル合意（SLA）によって異なります。インフラストラクチャ・レベルでは、要す
るに、これらの SLA をもっとも適したクラウド・プールへマッピングすることになります。事前に定
義された統合密度と分離ポリシーに対応するには、クラウド・プール自体が標準化されたハードウェ
アおよびソフトウェア・コンポーネントで構築されており、適切にサイジングされている必要があり
ます。 

図 7 に例示するデータベース・クラウド・デプロイメントでは、クラウド・プール内の特定のサー
バー・プールが 3 つのサーバー・プールに分割されて、3 つのポリシーで管理された CDB7 をホスト
しています。この例での各 CDB は、パッチ・レベルとキャラクタ・セットが異なり、違った事業分野
に属するか考慮事項の似たデータベースを表しています。 

 

図7：Oracle Database 12cを使用したデータベース統合 

オラクルはコンテナ・データベースの統合を推進する一方で、各データベースに対するポリシーを
事前に定義して、サービスのプロビジョニング中にこれらのポリシーを適用することを推奨してい
ます。 

• CDB あたりの最大 PDB 数を指定する 

• クラウド・プールあたりの CDB と（または）専用データベースに対する最大数を定義する 

デプロイ中に上記ポリシーを厳格に適用することで、均一な環境が実現できます。このような環境
では自動化とライフ・サイクル管理が容易になります。 

スキーマ統合 

このモデルでは、統合データベースは、クラウド・プール内の 1 つ以上のインスタンスで実行され
る 1 つ以上のアプリケーション・スキーマで構成されます。このアプローチを実施したお客様は、
通常、アプリケーション（スキーマ）の数を 20 未満に限定しています。テナントの粒度はスキー
マです。  
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障害の分離 

特定のスキーマで発生したアプリケーション障害が、その他のスキーマのアプリケーションに影響
を与えることはありませんが、ログオン・ストームや不適切に構成された中間層は複数のアプリ
ケーションに影響する場合があります。このような影響を制限するには、適切に構成された中間層
の接続プールを使用することが重要です。書き方が不適切なデータベース常駐コード（PL/SQL な
ど）が無関係のアプリケーションに影響を及ぼす可能性もあります。開発中の厳密なコード・レ
ビューとアプリケーションをデプロイする前の徹底的なテストが非常に重要です。 

リソースの分離 

リソース管理はスキーマの統合に欠かせない要素です。Oracle Database のリソース・プロファイ
ル制限は、リソース使用率を制限するための基本的な方法を提供します。リソース制限を設定する
と、システムを停止させ、別のユーザーの処理を妨げるような操作が防止されます。また、リソー
ス制限を使用することで、ユーザーのログオフを徹底し、セッションが長時間接続されたままの状
態になることを防止できるため、セキュリティのためにも有効です。DBRM と QoS 管理はリソー
ス・プロファイルを補完します。 

アプリケーションは、適切な DBRM リソース・プラン・ディレクティブを指定したコンシューマ・
グループとしてグループ化できます。リソース・プランは、CPU や I/O（Exadata 導入の場合）、パ
ラレル・サーバー・プロセスといったリソースのコンシューマ・グループへの割当てを制御します。 

また、表領域の割当て制限によってストレージ使用率を制御できます。 

運用の分離 

アプリケーションのパッチ適用管理と同様に、リカバリおよびリストア操作による影響を最小限に
抑えることが、このモデルでの運用分離の主要目標になります。 

もっとも効率的にデータをリストアするには、バックアップ・ポリシーを入念に設計する必要があ
ります。バックアップ手法には、アプリケーションに適したリストア粒度を含める必要があります。
一般的な手法は、夜間バックアップに個々のスキーマの Data Pump エクスポートを組み合わせた
ものです。フラッシュバック・テクノロジー（表、問合せ、またはトランザクション）を使用して
損失データや削除済みデータを回復することで、侵襲性の低いリストア手順を提供できます。デー
タがフラッシュバック領域からエージングされている場合は、損失データに対してリストア表パッ
ケージも使用できます。 

パッチ適用方法はその他の統合手法で説明した方法と同様です。 

セキュリティの分離 

スキーマ間でのセキュリティの分離は、スキーマ統合においてもっとも重要な側面の 1 つです。
Oracle Database のプロファイルを使用してデータ・アクセスを制限することはできますが、ほと
んどの場合、より厳密なセキュリティ対策やポリシーを実装する必要があります。常に保存中の
データを常に保護し（暗号化）、きめ細かいアクセス制御を提供し、セキュリティ監査を実装しま
す。つまり、透過的データ暗号化や Database Vault のレルム、Oracle Audit Vault、および
Database Firewall を使用して実行時の監査管理を実現します。  
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さらに、次のベスト・プラクティスを実装することを推奨します。 

• SYSDBA、SYSOPER、SYSASM のアクセスを制限する。必要に応じて、SYSBACKUP および
SYSDG のロールを利用する。 

• プライベート・シノニムを使用し、パブリック・シノニムの使用を避ける。 

• 強力なデータベース・パスワードの使用を義務付け、PASSWORD_LOCK_TIME と 

FAILED_LOGIN_ATTEMPTS に適切な値を設定する。 

 

クラウド・プールの設計 

クラウド・プールの初期サイズは格納されるアプリケーションの種類とそれぞれの容量要件によっ
て異なります。ほとんどの場合、プライベート・クラウドはいくつかの小さいクラウド・プールで
構成され、1 つのプールにはなりません。 

クラウド・プールは次の要件を満たす必要があります。 

• ビジネス面 

o 事業分野や部門ごとに別々のクラウド・プールを構築する。 

o SLA やコンプライアンス要件、テスト環境、または開発環境ごとに別々のクラウ
ド・プールを作成する。 

• 機能面 

o 機能の似たアプリケーションに対して 1 つのクラウド・プールを構築する（内部ア
プリケーションと外部アプリケーションを分けるなど）。 

• 技術面 

o OS の種類、データベース・バージョン、または分離要件に基づいてクラウド・
プールを分離する。 

o ワークロードの補完的な性質を考慮する。 

o クラウド・プールが似た高可用性（HA）の目標を持つ。 

一般に、クラウド・プールは特定の構成のために構築され、特定のビジネス要件をサポートします。
SLA 要件の似たアプリケーションを同じ統合環境内に共存させることがベスト・プラクティスとし
て推奨されますが、クリティカル・アプリケーションとクリティカルでないアプリケーションを同
じクラウド・プールに配置することは適切ではありません。 

統合できるアプリケーションの数は、グループ化するアプリケーションのサイズ、リソース消費、
および SLA によって異なります。さらに、システム・リソース使用率に対して事前に定義したしき
い値をセットし、クラウド・プールの容量を制御する必要があります。  
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標準化されたモジュール式の構成要素を使用してクラウド・プールを構築することを推奨します。
4 ノードのクラスタは、サービス配置とアプリケーション負荷の増加に対する柔軟性を提供するだ
けなく、計画停止とコンポーネント障害の保護に対するより多くのオプションの提供を通じて可用
性を向上させるため、多くの顧客が 4 ノード・クラスタを使用して標準化を実施しています。 

ここからは物理リソースの構成について説明します。 

CPU 

初期の CPU サイズは、どのアプリケーションを配置するかによって決まります。バックアップやス
ケジュール制御されるタスクなどの運用タスク用に 10%追加し、ワークロードのフェイルオーバー
用に 15%追加します。クラウド・プール内のノードを 75%の CPU で運用すると、全体的な使用率
とヘッドルームのバランスがうまく取れます。 

クラウド・プールの初期サイズは格納されるアプリケーションの種類とそれぞれの容量要件によっ
て異なります。ほとんどの場合、プライベート・クラウドはいくつかの小さいクラウド・プールで
構成され、1 つのプールにはなりません。 

クラウド・プールは次の要件を満たす必要があります。 

• ビジネス面 

o 事業分野や部門ごとに別々のクラウド・プールを構築する。 

o SLA やコンプライアンス要件、テスト環境、または開発環境ごとに別々のクラウ
ド・プールを作成する。 

• 機能面 

o 機能の似たアプリケーションに対して 1 つのクラウド・プールを構築する（内部ア
プリケーションと外部アプリケーションを分けるなど）。 

• 技術面 

o OS の種類、データベース・バージョン、または分離要件に基づいてクラウド・
プールを分離する。 

o ワークロードの補完的な性質を考慮する。 

o クラウド・プールが似た高可用性（HA）の目標を持つ。 

• 一般に、クラウド・プールは特定の構成のために構築され、特定のビジネス要件をサポー
トします。SLA 要件の似たアプリケーションを同じ統合環境内に共存させることがベス
ト・プラクティスとして推奨されますが、クリティカル・アプリケーションとクリティカ
ルでないアプリケーションを同じクラウド・プールに配置することは適切ではありません。 

• 統合できるアプリケーションの数は、グループ化するアプリケーションのサイズ、リソー
ス消費、および SLA によって異なります。さらに、システム・リソース使用率に対して事
前に定義したしきい値をセットし、クラウド・プールの容量を制御する必要があります。 

• 標準化されたモジュール式の構成要素を使用してクラウド・プールを構築することを推奨
します。4 ノードのクラスタは、サービス配置とアプリケーション負荷の増加に対する柔
軟性を提供するだけなく、計画停止とコンポーネント障害の保護に対するより多くのオプ
ションの提供を通じて可用性を向上させるため、多くの顧客が 4 ノード・クラスタを使用
して標準化を実施しています。 



18 統合のベスト・プラクティス 

 

 

 

• ここからは物理リソースの構成について説明します。 

• CPU 

• 初期の CPU サイズは、どのアプリケーションを配置するかによって決まります。バック
アップやスケジュール制御されるタスクなどの運用タスク用に 10%追加し、ワークロード
のフェイルオーバー用に 15%追加します。クラウド・プール内のノードを 75%の CPU で
運用すると、全体的な使用率とヘッドルームのバランスがうまく取れます。 

 

図8：CPU使用率 

 

CDB であるか非 CDB6であるかに関係なく、クラウド・プールにプロビジョニングされるデータベー
スには少なくとも 2 つの CPU を割り当てる必要があります。これを実行するには、CPU_COUNT
（init.ora ファイルで設定）を使用するか、インスタンス・ケージング機能 7を使用します。インスタ
ンス・ケージングもまた CPU_COUNT パラメータを使用して設定しますが、Database Resource 
Manager を介してリソース使用率の制限を適用するという別のメリットがあります。 

インスタンス・ケージングは、同じマシン上のデータベース間での CPU 使用を分離するために使用さ
れます。これらのデータベースは 2 つ以上の CDB または非 CDB、もしくは両方の組合せになります。  

                            
6 非 CDB という用語は、Oracle Database 11g 以前のデータベースのユーザーに馴染みの深いデータベース・アーキテクチャを指します。Oracle 

Database 12c はマルチテナント・アーキテクチャと非 CDB アーキテクチャの両方をサポートしています。 
7 インスタンス・ケージングについて詳しくは、http://www.oracle.com/technetwork/jp/database/owp-instance-caging-1-132294-ja.pdf を参照して

ください。 

http://www.oracle.com/technetwork/jp/database/owp-instance-caging-1-132294-ja.pdf
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パーティション化とオーバー・プロビジョニングの比較 

インスタンス・ケージングは、同じサーバーを共有する複数データベース・インスタンス間での
CPU リソースの競合を軽減するための手段です。具体的には、特定のインスタンスに関連付けられ
たプロセスのスケジュールを割り当てる CPU の最大数を設定します。これは CDB と非 CDB の両方
に適用できます。CPU の最大数を決定するためのアプローチには、パーティション化とオーバー・
プロビジョニングの 2 つがあります。 

CPUのパーティション化 

パーティション化手法では、特定のノード上にあるすべてのデータベース・インスタンスに対する
CPU_COUNT 設定を合計した値が、合計 CPU 数を上回ることはありません。この手法はミッショ
ン・クリティカルなアプリケーションに推奨されており、QoS 管理を使用する場合には不可欠です。 

この構成を使用する場合、データベース・インスタンス間で CPU リソースの競合は発生しません。
ただし、インスタンスが割り当てられた CPU を使用しない場合も、その他のインスタンスはこれら
のリソースを使用できません。 

CPU のパーティション化には、次の推奨事項を使用する必要があります。これにより、Oracle 
Clusterware とそのエージェントや Oracle ASM などのクリティカルなプロセスが CPU リソースを
使用できるようになります。 

SUM（CPU_COUNT） < 合計 CPU の 75% 

CPUのオーバー・プロビジョニング 

オーバー・プロビジョニング手法では、すべてのインスタンスに対する CPU_COUNT を合計した値
が CPU 数を超える場合があります。オーバー・プロビジョニングではより高いリソース使用率を実
現できますが、複数のデータベースで同時に負荷が高くなると、競合が発生する可能性があり、結
果的にパフォーマンスが低下します。 

オーバー・プロビジョニングが推奨されるのは、クリティカルでないアプリケーションを実行する
システム、テストや開発データベース、または厳格な SLA 要件のないデータベースです。I/O 要件
やトランザクション速度の高いデータベースでオーバー・プロビジョニングを使用することは避け
てください。 

SUM（CPU_COUNT） <= 2 × （CPU 総数） 

合計 CPU 数の 2 倍の割当てを可能にしているのは、コアあたり 2CPU スレッドのハイパースレッ
ディングによるものです。CPU 対スレッドの比率が 2 を上回るシステム（例：Oracle Sun T4 では
CPU あたり最大 64 スレッドまで可能）でのオーバー・プロビジョニングには注意が必要です。 

Exadata Database Machine で稼働するデータベースにはさらに高いレベルのオーバー・プロビジョ
ニングを設定できます。最新の推奨事項については、Exadata のベスト・プラクティスに関する最
新ドキュメントを参照してください。 

上記に加えて、Parallel Max Query サーバーの数を合計 CPU 数またはスレッド数の 20 倍以下に制限
します。  
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メモリ 

クラウド・プールでのメモリ構成は、CPU のサイジングよりも直接的な作業になることがあります。
メモリ・リソースのオーバー・コミットを行わないでください。 

既存のデータベースを統合する予定の場合は、AWR レポートや V$SGASTAT または V$PGASTAT、
Oracle EM の自動メモリ・アドバイザを使用して SGA と PGA のメモリを決定します。新規アプリ
ケーションの場合、基本的なサイジング作業を実施したのち、MEMORY_TARGET には控えめな値を、
MEMORY_MAX_TARGET には積極的な値を設定します。 

次に、メモリ・フットプリントに対する一般的なガイドラインを示します。 

SGA 情報と PGA 情報を取得したら、プライベート・クラウドへの移行または配置の前に次の式を
評価してください。 

OLTP アプリケーション： 

データベースの合計値（SGA_TARGET + PGA_AGGREGATE_TARGET） < データベース・ノード
あたりの物理メモリの 80% 

DW/BI アプリケーション： 

データベースの合計値（SGA_TARGET + 3 × PGA_AGGREGATE_TARGET） < データベース・
ノードあたりの物理メモリの 80% 

注：それぞれのデータベース・インスタンスが独自の SGA と PGA を消費するため、データベース
統合ではメモリがもっとも効率的に使用されるわけではありません。PDB 統合は、1 つの大規模
データベース・インスタンスと統合された SGA がクラウド・プール内に構成されるため、もっとも
効率的なメモリ使用モデルです。 

ストレージ  

クラウド DBA は統合の前に、既存のアプリケーションのストレージの使用状況を見直す必要があ
ります。サイロ化されたデータベースには通常、使用するよりも多くのストレージが割り当てられ
ているため、割り当てられたストレージのうちのどのくらいが実際に使用されているのか、つまり、
空き領域はどのくらいで、データが格納されているのはどのくらいかを確認することが重要な項目
の 1 つになります。ストレージの割当て超過がある場合、これはおそらく、ストレージ領域を統合
するための良い機会となるでしょう。これは、Oracle Data Pump またはデータを論理移行する任意
のメカニズムを使用して実行できます。DBA は、Oracle EM 12c を使用して表領域またはデータ
ファイルごとにスキーマのストレージ増加パターンを評価することで、データ増加パターンを調査
する必要があります。さらに、プライベート・クラウドにアプリケーションを移行する前に、アプ
リケーション所有者はデータベース内の使われていないデータや不要なデータをクレンジングする
ことを検討する必要があります。これによりストレージ効率が上がるだけでなく、全体的な移行時
間が短縮されます。 

ストレージの IOPS はおそらく、統合環境でもっとも見過ごされがちな領域です。DBA は統合計画
作業の一環として、統合予定のデータベースまたはアプリケーションごとに、平均 IOPS とピーク
IOPS を調査する必要があります。  



21 統合のベスト・プラクティス 

 

 

 

AWR レポートを使用して次の I/O メトリックを収集します。 

IOPS = "物理読取りの合計 I/O リクエスト数" + "物理書込みの合計 I/O リクエスト数"   

MB/秒 = "物理読取りの合計バイト数" + "物理書込みの合計バイト数" 

これらのメトリックは、アプリケーションをサポートするために必要なストレージ・スループット
の決定に役立ちます。既存のアプリケーションが Oracle RAC 上で実行されている場合、IOPS また
は MB/秒をすべてのノードに対して合計します。 

 

補完的なワークロード 

プライベート・データベース・クラウドの導入を成功させるための重要な側面の 1 つは、補完的な
ワークロードのみを格納することです。非補完的な対立するワークロードを組み合わせると、統合
環境のパフォーマンスが不十分になったり、SLA を遵守できなかったり、停止が発生したりする可
能性があります。 

ワークロードを統合する場合、統合されたワークロードのピーク CPU 使用率が平均 CPU 使用率を
大幅に上回らないようにします。ピークと平均の差を最小限に維持することで、可能な限り CPU を
最大活用します。 

統合環境にワークロードを含めるかどうかを評価するには、新しいワークロードによってピーク時
と平均の CPU 使用率にもたらされる変化を確認する必要があります。図 9 に示すとおり、補完的
なワークロードは、ピーク負荷よりも平均負荷を増加させます。理想的なのは、ピーク使用率が変
わらず平均使用率が増加するような状況です。 

 

図9：補完的なワークロード  
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対立するワークロードの場合、平均負荷よりもピーク負荷が増加します（図 10）。つまり、使用率
が低い期間は CPU が十分に活用されていないにもかかわらず、ピーク負荷に備えてこれらを保持す
る必要があるということです。 

 

図10：対立するワークロード 

新しいワークロードが既存のシステムに与える影響を特定するには、Oracle Real Application 
Testing（Oracle RAT）が有用です。 

Oracle RAT は、データベース、スキーマ、PDB、および非 CDB 統合というすべての統合手法に使用
できます。統合型の Database Replay を使用すると、さまざまなデータベースで取得されたワーク
ロードを同時に再生できます。これにより、1 つまたは複数のシステムから多数のワークロードを
収集して統合し、1 つのテスト・システムで同時に再生できるようになります。統合型の Database 
Replay を使用することで、データベース統合が本番システムにどのような影響を与え、Oracle 
Exadata Machine などの単一マシンで統合データベースの複合ワークロードを処理できるかどうか
を評価できます。 

ワークロード・フォールディングはワークロードの組合せと同時再生を可能にし、タイム・シフト
はワークロード・ピークの調整を可能にします。 

Real Application Testing について詳しくは、『Oracle® Database Testing ガイド 12c リリース 1
（12.1）』を参照してください。 
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Oracle Enterprise Manager 12c Cloud Management Pack 

オラクルの統合エンタープライズ IT 管理製品ラインである Oracle Enterprise Manager 12c は、業界
初の完全なクラウド・ライフ・サイクル管理ソリューションです。Oracle Enterprise Manager が提
供するビジネス主導型の IT 管理機能を使用すると、アプリケーションからディスクに至るまで、エ
ンタープライズ・クラウドおよび従来のオラクルの IT 環境を簡単に設定、管理、サポートできるよ
うになります。 

Oracle Cloud Management Pack for Oracle Database は、データベース・クラウドのライフ・サイ
クル全体にわたる機能を提供します。 

Consolidation Planner 

クラウドを構築するには、管理者はまず、既存のリソースとそれらの使用率を把握する必要があり
ます。Enterprise Manager は、インフラストラクチャとそのトポロジを自動的に検出するため、管
理者は環境内の現在のワークロードを把握できます。 

その後、管理者は Consolidation Planner 機能を使用して、ワークロードを既存のシステムまたは新
しい環境に再配分するさまざまなシナリオを実行し（What-If 機能を使用）、これにより SLA 違反
が発生するかどうかを判断できます。これらのシナリオのテストには、Exadata などのエンジニア
ド・システムまたは市販ハードウェアを使用できます。 

多様な統合オプションが提供されており、前述のように Exadata への統合だけでなく、その他の物
理環境や仮想環境での統合を分析できます。また、Consolidation Planner は Exadata エンジニア
ド・システムでのアプリケーション統合に対する統合アドバイスを提供します。 

Consolidation Planner はエンタープライズ・クラウドへの移行パスをガイド付きで提供します。統
合に関するアドバイスは技術上の理由とビジネス上の理由の両方に基づいています。たとえば、プ
ロセッサ・アーキテクチャや事業分野のオーナーシップ、ロケーション、およびライフ・サイクル
などのすべてが考慮されています。 
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図11：Oracle EM 12c Consolidation Planner 

データベース・プロビジョニング・コンソールを使用したプロビジョニング作業 

データベース・プロビジョニング・コンソールはデータベースをプロビジョニングする作業の出発
点となります。このコンソールは、プロビジョニングのセットアップ情報、プロファイル、デプロ
イメント・プロシージャ、およびプロビジョニングの開始に関する情報を提供します。 

Oracle Database 12c より前に提供されていた非 CDB オプションに加えて、コンテナ・データベー
スまたはプラガブル・データベースをプロビジョニングできます。コンテナ・データベースと非
CDB の両方に対して、Oracle Real Application Clusters か Oracle RAC One Node のデータベースを
使用できます。データベース・テンプレートやインストール・メディア、またはデータベース・エ
ンティティを使用するか、デプロイメントを標準化するためのプロビジョニング・プロファイルを
使用して、これらのデータベースをプロビジョニングできます。 

チャージバック 

チャージバックは、IT リソースのコストを、消費した個人または組織に割り当てるために使用され
ます。これは IT リソースが専用のものとして使用されている状況にも適用できますが、特にリソー
スが共有されている状況で大きな意味を持ちます。消費に対する計測手段や課金手段のない環境で
は、ユーザーが必要以上のリソースを使用する傾向があるためです。この問題は、ユーザーがセル
フサービスを使用して固有のリソースをプロビジョニングできるクラウド環境で深刻になります。 

チャージバック機能を使用すると、ビジネス・クリティカルなリソースやメトリックを消費組織
（コスト・センターなど）別に追跡して、使用料金を組織に通知できます。IT 部門は、リソース使
用に見合った正確なコストをビジネス・ユーザーや事業分野に報告して共有できます。 

最近の Cloud Control の拡張では、インスタンス単位だけでなくサービス単位で Oracle RAC データ
ベースを共有できるようになりました。Oracle RAC データベース内のサービスはそれぞれ異なるコ
スト・センターに割り当てることができますが、同じ課金プランに割り当てる必要があります。
PDB へのすべてのアクセスはサービスを介して実行されるため、これはプラガブル・データベース
と十分に適合します。 

チャージバックには、リソース消費を計算するための基本メトリックが 3 つあります。それぞれ
CPU 使用率、メモリ割当て、およびストレージ割当てです。これらのメトリックによって構成され
る汎用課金プランは、チャージバック用に構成された任意のターゲット・タイプに適用できます。 

計測およびチャージバック（またはショーバック）モデルを採用すると、IT と事業分野の両方の
ユーザーに大きなメリットがあります。 

• 提供されるサービスのコストを提供者と利用者が理解し、リソース消費に対するアカウン
タビリティが確立されます。 

• 計測を通じて、どのように環境が使用されているかが可視化され、環境とサービス・カタ
ログを改善する機会が提供されます。 

• チャージバックにより、ユーザーが IT コストをコントロールできるようになります。 
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高速ホーム・プロビジョニング 

Oracle Grid Infrastructure Release 12.1.0.2 の新機能である高速ホーム・プロビジョニング（RHP）を
使用すると、ソフトウェアのデプロイメントとメンテナンスを一元化できます。ソフトウェアを一
度ダウンロードし、RHP サーバーに保存すると、そこからプライベート・クラウド内の任意のノー
ドまたはクラスタに必要なだけプロビジョニングすることができます。 

RHP の使用による効果： 

• 個々のデータベースにパッチを適用する必要性を排除 

• 1 つのコマンドで任意の数のデータベースを更新 

• ゴールド・イメージ系統を通じて標準化を確保 

• Oracle Database と Oracle Grid Infrastructure 双方のホームのプロビジョニングとメンテナ
ンスを実行 

高速ホーム・プロビジョニング・サーバー 

高速ホーム・プロビジョニング・サーバーは可用性の高いソフトウェア・プロビジョニング・シス
テ ム で す 。 高 速 ホ ー ム ・ プ ロ ビ ジ ョ ニ ン グ ・ サ ー バ ー は 、 Oracle ホ ー ム と Oracle Grid 
Infrastructure ホームをプロビジョニングﾞするための中央サーバーとして機能し、高速ホーム・プ
ロビジョニング・クライアントで利用できます。クライアントには、社内の他の Oracle Grid 
Infrastructure クラスタか単一のノード、またはクラスタ・ドメインを使用できます。 

高速ホーム・プロビジョニング・サーバーのおもな機能は次のとおりです。 

• 個別のバイナリ、およびユーザー、ロール、権限に関連するメタデータを含む、管理対象
ホームのゴールド・イメージを効率的に保存します。 

• リクエストに応じて、権限の与えられたクライアントに利用可能なホームの一覧を提供し
ます。 

• データベース・ホーム、その関連付けられたデータベース、グリッド・インフラストラク
チャ・ホームのすべてのソフトウェア・メンテナンス・タスク（プロビジョニング、パッ
チ適用、アップグレード）を自動化します。 

• 既存のデプロイメントに関するレポートを作成する機能を提供します。 

高速ホーム・プロビジョニングについて詳しくは、『Oracle Clusterware 管理およびデプロイメン
ト・ガイド、12c リリース 1（12.1）』を参照してください。  
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結論 

Oracle Database 12c は、エンタープライズ・クラウドに向けた工程の全フェーズで付加価値を提供
するとともに、標準化されたデータベース・サービスに対してもっとも効率的な統合プラット
フォームを提供します。 

マルチテナント・アーキテクチャは、アプリケーション・コードの変更というオーバーヘッドなし
で、セキュリティ・アクセスの制御を強化しながら、最高の統合密度を実現します。また、標準化
はこれまでにないほど簡素化されています。 

プラガブル・データベースは、ビジネスの俊敏性を高め、運用を迅速かつ簡単にする新たな移行機
能とクローニング機能を提供しており、プロビジョニング・タスクを合理化できます。 

アプリケーションの管理者とオペレータには各自のタスク実行に必要な権限のみが付与されている
ことが、実行時レポートを通じて検証できるようになりました。ネイティブのデータベース・セ
キュリティ機能はすべて、PDB のレベルで設定できます。 

Oracle Database 12c は、統合とサービス・デリバリに最適なプラットフォームであり、業務の合理
化を実現します。Oracle Real Application Clusters への統合は、Oracle RAC の持つ柔軟性と可用性
を向上させます。これに加えて、データベースと Oracle Enterprise Manager 12c Cloud Control の
新機能を利用することで、クラウド・コンピューティングによるメリットを全面的に実現するまで
の工程が迅速になります。 
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