
データウェアハウスおよび
ビッグ・データ対応の 
Oracle Database 12c Release 2 

Oracle ホワイト・ペーパー | 2016 年 11 月 



 

1 | データウェアハウスおよびビッグ・データ対応の Oracle Database 12c 

免責事項 

下記事項は、弊社の一般的な製品の方向性に関する概要を説明するものです。また、情報提供を唯
一の目的とするものであり、いかなる契約にも組み込むことはできません。マテリアルやコード、
機能の提供をコミットメント（確約）するものではなく、購買を決定する際の判断材料になさらな
いで下さい。オラクルの製品に関して記載されている機能の開発、リリース、および時期について
は、弊社の裁量により決定されます。 
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はじめに 

データウェアハウスとは何でしょうか。簡単に言うと、データウェアハウスは分析のために構築さ
れたデータベースです。"データウェアハウス"は現在、多数の高度な分析をサポートする大規模な
先進的分析データ・ストアから、数万のユーザーが使う事前構築されたビジネス・インテリジェン
ス・アプリケーション、そして企業全体のデータウェアハウスから部門単位のデータ・マートまで、
実に幅広いアプリケーションを含んでいます。今やデータウェアハウスは IT インフラストラクチャ
の主力であり、長期戦略的プランニングおよび新しい市況への敏捷な反応の両方を実現します。 

 

ただし、データウェアハウスは大きな転換期を迎えています。現在、データウェアハウスの利点は
ほとんどの組織で、全面的でなくても部分的には実現しています。データウェアハウスのベスト・
プラクティスは十分に確立されており、データウェアハウスを支えるテクノロジーはいっそう成熟
してきました。分析によってさらに差別化を図ろうとしている今日の最先端の組織は、データウェ
アハウスを"ビッグ・データ"で拡大しています。 

 

このホワイト・ペーパーでは、データウェアハウスとビッグ・データに対応した Oracle Database 
12c Release 2 の機能について説明します。まず、ビッグ・データ用の全体的なアーキテクチャにつ
いて説明し、ビッグ・データ・アーキテクチャの Oracle Cloud で利用可能な Oracle Database 12c 
Release 2 の役割を解説します。続くセクションでは、データウェアハウスとビッグ・データをサ
ポートするための Oracle Database 12c Release 2 の機能を取り上げ、おもにハードウェアの統合、
処理性能、拡張性、および分析に焦点を当てます。  
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ビッグ・データ：データウェアハウスの進化 

ビッグ・データもデータウェアハウスも、データ分析を通じてビジネス価値をもたらすことを基本
的な目的としています。ただし、ビッグ・データとデータウェアハウスは、データの収集範囲が異
なります。エンタープライズ・データウェアハウスに期待されていることは、ほとんどの場合、組
織の全データを分析することです。具体的には、従来のデータウェアハウスの大部分は、他のデー
タベースから収集したデータでできています。つまり、企業のデータウェアハウスに含まれるのは、
自社の企業財務システム、顧客マーケティング・システム、請求システム、店頭端末システムなど
のデータになります。急速にデジタル化が進んでいる現在、業務系データベースでは取得されない
データ（クリックストリーム・ログ、センサー・データ、モバイル機器の位置データ、カスタマ・
サポートの電子メールやオンラインチャットの記録、監視ビデオなど）の量が増えて続けているこ
とを認識するようになりました。ビッグ・データ・システムはこれらの新しいデータソースを利用
して、企業がこれらの膨大なデータセットからビジネス価値を分析、引き出すことを可能にします。 

ビッグ・データは多くの意味で、データウェアハウスが進化したものです。確かに、Hadoop や
NoSQL データベースなど、新しいテクノロジーがビッグ・データに使用されています。また、ビッ
グ・データがもたらすビジネスの利点は、革新的な力を秘めています。ただし、ビッグ・データに
はその特質として、複数のデータソースからデータを取得して、分析に適した形式でそのデータを
編成および保存し、ユーザーによるデータの効率的な分析を実現して、最終的にはビジネス決定の
推進を支援するアーキテクチャが必要です。これらは、IT 組織が長年にわたってデータウェアハウ
スで従ってきたものと原則は同じです。 

 

オラクルのビッグ・データ・プラットフォーム：新しい情報アーキテクチャ 

 

企業がビッグ・データ時代に追求する新しい情報アーキテクチャは、以前のデータウェアハウス・
アーキテクチャの拡張版です。リレーショナル・データベースを基盤とするデータウェアハウスは、
今後も主要な分析データベースとして、財務記録、顧客データ、売買取引などの企業の中核的なト
ランザクション・データの大半を保存するために利用され続けるでしょう。データウェアハウスは
ビッグ・データ・システムによって拡張され、これが‘データ・レイク’として機能するようになりま
す。そして、マシンによって生成されたログ・ファイル、ソーシャル・メディア・データ、ビデオ、
画像といった容量の大きい新たなデータソースのリポジトリになると同時に、データウェアハウス
に格納されていない細かいトランザクション・データや古くなったトランザクション・データのリ
ポジトリにもなります。新しい情報アーキテクチャが複数の物理的なデータ・ストア（リレーショ
ナル、Hadoop、NoSQL）で構成されていても、論理アーキテクチャは、リレーショナル・データ
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ウェアハウスと Hadoop ベースのデータ・レイクにまたがる単一の統合データ・プラットフォーム
です。Oracle Big Data SQL などのテクノロジーは、分散アーキテクチャを現実のものにします。
Oracle Big Data SQL1にはデータ仮想化機能が搭載されているため、SQL を使って、リレーショナ
ル・データベース、Hadoop、あるいは NoSQL のどのデータにもアクセスできます。この仮想化
SQL レイヤーにより、SQL 上に構築された他の多くの言語と環境がビッグ・データ・プラット
フォーム全体のデータにシームレスにアクセスすることができるようになります。 

 

Oracle Database 12c Release 2およびOracle Exadata： 

ビッグ・データの基盤としてのデータウェアハウス 

新しいビッグ・データ・アーキテクチャが登場し成熟していっても、ビジネス・ユーザーは引き続
き直接データウェアハウスを利用したりアクセスしデータを分析するでしょう。このホワイト・
ペーパーではこれ以降、Oracle Database 12c Release 2 がデータウェアハウス向けの包括的なプラッ
トフォームをどのようにして提供するのかについて説明します。このプラットフォームは、業界最
先端の拡張性と処理性能、緊密に統合された分析、および先進的なワークロード管理を組み合わせ
て、これらすべてを最適化されたハードウェア構成上で稼働する単一プラットフォームです。 

Oracle Exadata 

信頼性の高いデータウェアハウス・ソリューションの基盤となっているのは、拡張性と処理性能の
高いハードウェア・インフラストラクチャです。データウェアハウスに従来からある課題の 1 つは、
大量の問合せ、特にデータ量とユーザー・ワークロードが増え続けてきたことで大量に発生するよ
うになった問合せに、必要な I/O 帯域幅を提供することです。Oracle Exadata Database Machine が、
どのエンタープライズ・データベース用途にも対応する最適なデータベース環境を提供するように
設計されています。その上、Exadata アーキテクチャは、データウェアハウス用に独自に最適化し
たストレージ・ソリューションを提供して、大量のデータを圧縮することで、データウェアハウス
の大量の問合せを格段のパフォーマンスで処理し、非常に効率的なデータ・ストレージを実現しま
す。Exadata の主要機能のいくつかは、データウェアハウスにとって特に有用です。 

» Exadata Smart Scan：従来のストレージでは、データベース・インテリジェント機能はすべて
データベース・サーバー上に存在しています。しかし、Exadata の場合はデータベース・インテ
リジェント機能がストレージ・サーバーにも組み込まれています。そのため、ストレージ・
サーバーとデータベース・サーバー双方の CPU をデータベース操作（具体的には SQL 処理）に
活用してパフォーマンスを大幅に向上させることができます。その鍵となる機能が"Smart Scan"
です。これは、データ集中型 SQL 処理の一部を Oracle Exadata Storage Server にオフロードする
テクノロジーで、具体的には、行フィルタリング（WHERE 句の条件の評価）と列フィルタリン
グ（SELECT 構文のリストの評価）を Exadata Storage Server で実行し、フィルタ処理により大
幅に減少したデータセットをデータベース・サーバーに返します。“Smart Scan”を使用すること
で、大量の問合せのパフォーマンスが桁違いに向上し、Exadata のアーキテクチャに含まれる非
常に高い IO 帯域幅を併用することで、業界トップ・レベルのパフォーマンスで大量の問合せを
処理できるようになります。  

                            
1 Oracle Big Data SQL は本書の取扱範囲に含まれませんが、データウェアハウスとデータ・レイクを統合するた
めには不可欠な機能です。詳細にご興味のある方は、『Oracle Big Data SQL Solutions Brief』をご覧ください。 
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» Exadata ストレージ索引：完全に自動的、透過的な Exadata ストレージ索引は、ストレージ・
サーバー内にある表の各列の最小値と最大値を維持します。この情報をもとに、Exadata は不要
なデータを容易に除外して、問合せパフォーマンスを加速します。 

» Hybrid Columnar Compression：データは Exadata Storage Server 内で極めて効率的な列形式に
圧縮することができ、問合せパフォーマンスをまったく損なうことなく、最大 10 倍の圧縮率を
実現します。また、履歴データのみの場合、新たなアーカイブ・レベルの Hybrid Columnar 
Compression を使用して、最大 40 倍の圧縮率を達成できます。 

 

Oracle Database In-Memory 

Exadata はデータウェアハウスのおもな要件の 1 つであるパフォーマンスの高さ（高帯域幅の IO）
に対処するものですが、Oracle Database In-Memory はもう 1 つの要件、すなわちリアルタイムの
対話型問合せに対処する機能です。データをメモリから読み取ることで、ディスクからの読取りよ
りスピードは桁違いに向上しますが、これは In-Memory を使用することにより得られるパフォーマ
ンス上のメリットの一部でしかありません。オラクルは、ベクトル演算や最適化されたインメモリ
集計アルゴリズムといった画期的なメモリ最適化パフォーマンス・テクニックを活用して、インメ
モリ問合せのパフォーマンスをさらに向上させます。おもな機能は次のとおりです。 

» インメモリ（IM）列ストア：Oracle Database In-Memory を使用すると、データは圧縮された列
形式で格納されます。分析には列形式が適していますが、それは、表から数列しか選択しない
場合のデータ取得を高速化できるためです。列データの圧縮効率は非常に高く、インメモリ・
データは通常 2～20 分の 1 に圧縮されるため、大量の生データをインメモリ列ストアに保管で
きます。 

» SIMD ベクトル処理：インメモリ列ストアに格納されているデータをスキャンする場合、
Database In-Memory では SIMD ベクトル処理（単一命令による複数データ値の処理）が使用され
ます。列内の各エントリを 1 つずつ評価する代わりに、SIMD ベクトル処理では、列値のセット
を単一の CPU 命令でまとめて評価できます。このように、SIMD ベクトル処理を使用することで、
Oracle Database In-Memory で 1 秒あたり十億行のスキャンとフィルタ処理が可能になります。 

» インメモリ集計：分析型問合せは、単純なフィルタと結合だけでは実行できません。このよう
な問合せでは、複雑な集計とサマリーが必要となります。Oracle Database In-Memory は、標準
的なスター・クエリーに見られる結合-集計演算に特化して最適化された集計アルゴリズムを提
供します。このアルゴリズムを使用すると、ディメンション表とファクト表を結合し、結果と
して得られたデータセットを集計するという一連の操作を、ファクト表の単一のインメモリ・
パスで実行できます。 

Oracle Database In-Memory はどのようなデータウェアハウス環境でも有効です。また、アプリケー
ションやツールに対して完全に透過的であるため、容易に実装できます。純粋なインメモリ・デー
タベースと異なり、Oracle データベース内のすべてのオブジェクトをインメモリ列ストアに移入す
る必要はありません。インメモリ列ストアに移入する必要があるのは、特にパフォーマンスが重視
されるデータです。パフォーマンスがあまり重視されないデータは、コストの低いフラッシュか
ディスクに保存してもかまいません。したがって、最大規模のデータウェアハウスであっても、In-
Memory によるパフォーマンスの大幅向上を確認することができます。 
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問合せのパフォーマンス 

オラクルは、データウェアハウス環境のあらゆるタイプに合わせてパフォーマンスを最適化します。
さまざまなユーザーが多種多様な操作を実行し、問合せパフォーマンスの予測および要件はそれぞ
れ異なるため、データウェアハウス・ワークロードは多くの場合、複雑です。パフォーマンス上の
多くの課題は Exadata および In-Memory で対処されますが、全社的なデータウェアハウスのパ
フォーマンスに欠かせない基本的なパフォーマンス機能は他にもたくさんあります。 

オラクルは、データウェアハウスのパフォーマンス要件に対応するために、あらゆるタイプの問合
せおよびワークロードに合わせて広範な最適化技術を提供しています。 

» レポート問合せとダッシュボード問合せに対する応答時間を 1 秒未満にする高度な索引付けと
集計の技術。オラクルのビットマップ索引と B-Tree 索引およびマテリアライズド・ビューは、
事前定義したレポートとダッシュボードを高速パフォーマンスかつ最小限のリソース要件で実
行するためのツールを開発者と DBA に提供します。 

» ディメンション問合せに対応したスター・クエリーの最適化。ほとんどのビジネス・インテリ
ジェンス・ツールは、スター・スキーマ・データ・モデル用に最適化されてきました。Oracle 
Database はこうした環境に高度に最適化されており、Oracle Database In-Memory の場合は、イ
ンメモリ集計機能を利用してスター・クエリーのパフォーマンスを向上します。他のデータ
ベース環境の場合は、オラクルの“スター変換”でファクト表のビットマップ索引を利用し、複数
のディメンション表を 1 つの処理ステップで効率的に結合します。一方、Oracle Database には
完全な多次元分析エンジンとして Oracle OLAP が組み込まれており、SQL でアクセス可能なデー
タベース内部の多次元キューブ内にデータが保存されます。Oracle OLAP 環境は、高度な計算機
能（このホワイト・ペーパーの後続のセクションで説明）を提供するだけでなく、ディメン
ション環境の集約データへの極めて高速なアクセスを実現します。 

» スケーラブルなパラレル処理：パラレル実行は基本的なデータベース・テクノロジーの 1 つで
あり、ユーザーは大量のデータでも問合せを行うことができます。パラレル実行は、単一の
データベース操作の実行に複数の CPU および I/O リソースを利用するための機能です。オラク
ルのパラレル・アーキテクチャでは、どのような問合せも並列化でき、オラクルは問合せの特
性、システムでの現在のワークロード、要求しているユーザーの優先順位に基づいて、各問合
せの最適な並列度を選択します。 

» パーティション・プルーニングおよびパーティションワイズ結合：パーティション・プルーニ
ングはおそらく、もっともシンプルな問合せ最適化技術の 1 つですが、もっとも有益な技術の 1
つでもあります。パーティション・プルーニングにより、問合せは表全体ではなく、必要な
パーティションにだけアクセスします。ほとんどの場合、パーティション・プルーニングだけ
で問合せの速度を 2 桁上げることができます。パーティションワイズ結合は、同じキーでパー
ティション化した表を結合する際に、同様のパフォーマンス上の利点を実現します。これらの
パーティション最適化はともに、大規模データベース・オブジェクトの問合せパフォーマンス
を加速化するための基盤になります。 

ここで説明する問合せパフォーマンス技術は協調的に機能し、パフォーマンスの増大を実現します。
たとえば、1 つの問合せのパフォーマンスは、パーティション・プルーニングによって 10 倍、パラ
レル処理によって 5 倍、スター・クエリー最適化によって 20 倍、Exadata Smart Scan によって 10
倍改善でき、単純な SQL エンジンに比べて正味 1 万倍改善できます。 

  



 

6 | データウェアハウスおよびビッグ・データ対応の Oracle Database 12c 

Oracle データベースの問合せ機能の調整は、複数の基本テクノロジーによって行われます。データ
ウェアハウスで実行される各問合せは、以下によって利点を得ることができます。 

» 問合せオプティマイザ：オラクルで利用可能なすべての実行技術の中から、各問合せの実行に
最適な戦略を判別します。オラクルの問合せオプティマイザには先進的な問合せ変換機能があ
り、Oracle Database 12c では適応問合せ最適化が追加されています。これは、実行時に実行計
画をオプティマイザで調整できるようにする機能です。 

» 高度なリソース・マネージャ：複雑で種類も異なるワークロードが実行されるデータベースで
もパフォーマンスを確保することを目的としています。データベース・リソース・マネージャ
を使用すると、エンドユーザーは複数の'リソース・コンシューマ・グループ'にグループ分けさ
れ、利用できる CPU リソースおよび IO リソースの量を管理するためのポリシーをデータベース
管理者がグループごとに設定できます。また、問合せの予防的管理、および問合せのキューイ
ングを目的とするポリシーもそれぞれ指定できます。オラクルはデータベース・リソース・マ
ネージャにより、データウェアハウスで複数の同時ワークロードの要件に確実に対処するため
の機能を提供することで、1 つのデータウェアハウス・プラットフォームが、たとえば、数百も
のオンライン・ビジネス分析を同時に処理してビジネス・インテリジェンス・ツールで非定形
分析を実行したり、数千ものビジネス・ユーザーがダッシュボードを表示したり、何十人もの
データ科学者が詳細なデータ探査を行えるようにします。 

» 管理パック：データウェアハウスの継続的なパフォーマンス・チューニングを自動化します。
管理パックは継続的なパフォーマンスと問合せワークロードに基づいて、索引やパーティショ
ン化など、パフォーマンスのあらゆる面の推奨事項を提供します。 

 

データ管理 

IT 組織内で最大のデータベースであるデータウェアハウスは、通常の OLTP データベースとは異な
るデータ管理の課題への対応が求められます。オラクルは、データ・サービスを止めることなく
Oracle データウェアハウスを常にオンラインで運用する独自の利点を提供します。 

パーティション化 

大規模データベースの管理には、Oracle Partitioning が不可欠です。これは、"分割統治"の手法を
使ってデータベース内の大規模な表を管理できるようにする機能で、特に表が成長した場合に役立
ちます。 

データベースのデータが来年には現在の 2 倍になったとしても、エンドユーザーは、実行速度が半
分になるアプリケーションを許容しないでしょう。データベースのメンテナンスやバッチ処理に 2
倍の実行時間が提供されることもないでしょう。また、IT マネージャーがデータウェアハウスの
ハードウェア予算を 2 倍にすることもないでしょう。パーティション化とは、パフォーマンスを一
定に保ちながら、管理リソースやハードウェア・リソースを過度に増やすことなく、非常に大規模
なデータセットに合わせてデータベースを拡張できるようにする機能です。パーティション化を実
行すると大規模な表が分割されて小型化されるため、データが増加しても、一定のパフォーマン
ス・レベルでさまざまなタイプの一般的な保守作業やエンドユーザーの問合せに対応できます。 

 

オラクルはもっとも包括的な一連のパーティション化テクノロジーで業界をリードしています。こ
のテクノロジーには、表をパーティション化するための多数の方法の他に、DBA がカスタム・パー
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ティション化スキームを定義する機能、パーティション化された表に使用できる豊富な管理コマン
ド、および最適なパーティション化の実装方法を管理者に提案するパーティション・アドバイザが
含まれています。 

パーティション化によって、オラクルの高度なデータ最適化機能も実現します。単一表をパーティ
ション化すると、複数のストレージ層に分散させることができます。パーティションが古くなった
ら、それに対応している古くてアクセス頻度の少ないデータは圧縮して安価なストレージ層に格納
し、より新しいデータはより速いストレージ層に格納できます。 

高度なデータ最適化は、データのストレージ特性を変更するプロセスをそのデータの使用状況に基
づいて自動化します。 

圧縮 

圧縮機能は、大規模なデータウェアハウスならどれにでも使用されています。増え続ける大量のデー
タを格納する場合、圧縮の使用は解決策として自然な流れです。オラクルは、データウェアハウスの
各表を圧縮可能にする幅広い圧縮技術によって、業界最先端の圧縮テクノロジーを提供します。 

» “OLTP”圧縮：Oracle Advanced Compression に含まれるこの技法を使用すると、通常はデータ
ウェアハウスが 3：1 の割合で圧縮され、問合せパフォーマンスの低下はほとんどありません。
この圧縮技法を使用すると、‘トリクルフィード’されたり頻繁に更新されたりするデータウェア
ハウス表の場合でも、圧縮をサポートするための効率的な更新が可能になります。 

» 問合せ圧縮：これは Exadata Hybrid Columnar Compression に基づいた技術で、データウェアハ
ウスにおける通常の圧縮率は最大で 10：1 となっています。問合せのパフォーマンスに悪影響
を与えることはほとんどありません。 

» アーカイブ圧縮：これは Exadata Hybrid Columnar Compression に基づいた技術で、データウェ
アハウスにおける通常の圧縮率は最大で 40：1 となっています。ただし、問合せのパフォーマ
ンスが低下する可能性があります。 

読取り一貫性およびオンライン操作 

オラクルは、データ・ロードが問合せパフォーマンスに影響を及ぼさないようにする、特許取得済
みの独自の読取り一貫性モデルを提供します。オラクルは、マルチバージョンの読取り一貫性と呼
ばれるテクノロジーを使用して、同時アクセスの課題を解決します。この独自のテクノロジーは、
15 年以上に渡ってオラクルの同時実行性モデルの基盤になっています。マルチバージョンの読取り
一貫性により、ユーザーには必ず、要求したデータの一貫性のあるビューが表示されることが保証
されます。問合せの実行中に、他のユーザーが大容量のデータウェアハウス表のトリクルフィード
の更新など、基本となるデータを変更する場合でも、問合せの開始時に存在したデータのバージョ
ンが保存されています。問合せの実行中に他にどのような更新が行われているかどうかに関係なく、
問合せに戻されるデータには、問合せを送信した時点のデータベースの状態が（コミットされたト
ランザクションも含めて）常に反映されます。このテクノロジーにより、問合せと更新を相互にブ
ロックすることなく同時に実行できるため、オラクルはデータウェアハウス環境内でほぼリアルタ
イムのデータ・ロードを処理できる唯一のベンダーとなっています。 

オラクルはオンライン操作も提供します。時折実施するデータ・メンテナンス操作のときでも、
データウェアハウスの表をオフラインにすることはできません。そのため、オラクルは、進行中の
問合せや DML 操作に影響を及ぼすことなく、パーティションや表の移動といったメンテナンス操作
をオンラインのまま実施できます。
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データウェアハウスはミッション・クリティカルになりましたが、見過ごされがちなのは、ロード/
更新操作中やデータ・メンテナンス操作中に完全に使用可能になっていることで、ミッション・ク
リティカルなシステムとして機能する必要があるという点です。 

 

分析およびSQL 

空間分析、統計分析、予測分析、OLTP などのテクノロジーは、データウェアハウスおよびビジネ
ス・インテリジェンスに新しく導入されたテクノロジーではありませんが、それぞれに独自の'デー
タ・エンジン'があります。企業全体の分析環境では、さまざまな種類のデータ・エンジンを保持し
ていることがあります。その場合、それぞれに固有のデータコピー、固有の管理インフラストラク
チャ、固有のセキュリティ管理、固有の高可用性インフラストラクチャが必要になります。さらに
大変なことに、各エンジンには専用の API、専用の問合せ言語、専用の開発ツールとエンドユー
ザー・ツールのセットがあるかもしれません。 

最新のビッグ・データ・アーキテクチャは、このジレンマを解決する 1 つのソリューションを提供
します。組織はデータの複数のコピーを複数の分析サーバーに複製するのではなく、複数の分析エ
ンジンに単一のデータソースを提供するためにデータ・レイクを HDFS（Hadoop）に作成していま
す。Spark のような Apache プロジェクトだけでなく、Oracle Big Data SQL を含め多種多様な処理エ
ンジンが、HDFS に保管されたデータにアクセスできます。データ・レイクは分析サンドボックス
として人気のプラットフォームになりつつあります。このアーキテクチャは、複数のエンジンを単
一のデータセットに統合しながら、データサイエンティストにツールと言語を選ぶ余地を残すこと
で、複数のサイロ化された分析環境の主要な課題に対処します。 

Oracle Database はもう 1 つメリットを提供します。Oracle Database は、リレーショナル・データ
に対して複数の種類の分析（テキスト、空間、グラフ、統計、予測分析）を提供するだけではなく、
これらすべての分析技法に対応する 1 つの言語、SQL も提供します。 

Oracle Database 内の分析の統合によって、スタンドアロン環境にはない多くの利点が提供されます。
たとえば、現在使用しているスタンドアロンの OLAP サーバーは大規模なサーバー・クラスタに拡
張できますか。統計エンジンはユーザー認証サーバーとの統合を簡単に出来ますか。また、すべて
のデータ・セキュリティ・ポリシーを透過的に実装できますか。空間分析の結果をデータウェアハ
ウスのデータにどれだけ簡単に統合できますか。Oracle Database では、データベースの分析機能の
緊密な統合によって、これらのすべての問題が簡単に解決します。 

SQLの分析拡張機能 

SQL 言語は、より多くの複雑な分析を実 行できる よう に進化し続けています 。移 動平均、
LAG/LEAD、ランキング、比率レポートの計算は、今日のデータウェアハウスで広く使用されてい
ます。また、オラクルはこれらの標準的な SQL の拡張機能の開発を支援しました。 

オラクルは新しいパターン照合機能により、Oracle Database 12c Release 1 の SQL を拡張し続けま
す。SQL パターン照合では、新しい SQL 構文を最適化パフォーマンスとともに導入して、データ
ベース表に保存された一連のイベントのパターンを検出します。たとえば、株価の傾向、あるいは
アクティビティ・ログに保存された疑わしい動作を見つける必要がある場合、Oracle Database 12c
では、再帰的結合や他の複雑な SQL 構文を使用することなく、これらの問合せを簡単な構文で表す
ことができます。 
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近似問合せ処理 

Oracle Database 12c では、データベースで初めて近似問合せ処理関数、つまり、Approximate 
Count Distinct（重複を除いた概算カウント）を導入しました。重複を除いた概算カウントでは、た
とえば、実際の値の 1%以内である近似解を非常に速く返すことができます。その結果、リソース
を過剰に使わなくても、迅速な応答時間と適切な精度で得られる新しいクラスのデータ分析が実現
します。Oracle Database 12c Release 2 では、APPROX_COUNT_DISTINCT、APPROX_PERCENTILE、
APPROX_MEDIAN など、さらに豊富になった近似関数のライブラリを提供することで、近似結果に
基づく集計とデータ検出のサポートを拡大しました。また、これらすべての関数はマテリアライズ
ド・ビューのフレームワークに埋め込まれており、部分的な事前集計やクエリー・リライトに利用
できます。 

非リレーショナル・データに対応するSQLの拡張機能 

オラクルの SQL は、リレーショナル表だけでなく、他の多くのデータ構造に対する問合せもできま
す。ごく最近では、JSON ドキュメントを問い合わせるための SQL 拡張機能を追加しました。標準
SQL の問合せを使って、JSON ドキュメントの属性をリレーショナル列として問い合わせることが
できます。 

分析ビュー 

分析ビュー（アナリティック・ビュー）は Oracle Database 12c Release 2 の新しいタイプのビュー
であり、結合、集計ルール、階層メタデータ、複雑な測定計算を単一のビューに埋め込みます。分
析ビューは、非常にシンプルな SQL 文で問い合わせることができます。計算と集計ルールは、SQL
文ではなく、ビュー内で処理されます。したがって、分析ビューにより、新しい BI アプリケーショ
ンとレポートをはるかに迅速に開発できます。 

高度な分析 

Oracle Advanced Analytics は、SQL 言語や R 言語でアクセスできる強力なデータベース内の予測分
析アルゴリズムとオープンソースの R アルゴリズムの組合せを提供します。 

これらの分析機能には、Oracle Database に実装された多数のデータ・マイニング・アルゴリズム
（分類、クラスタリング、回帰、異常検出、相関用のアルゴリズムを含む）、基本的な統計技術に
対応する SQL 関数、サーバー側とオープンソース R との緊密な統合が含まれます。この統合により、
R プログラマーは Oracle データベース・プラットフォームの最大限の処理性能と高い拡張性を活用
でき、Oracle データベースに保存されたデータに対して R エコシステムを利用することが出来ます。 

Oracle Advanced Analytics は幅広い GUI と IDE（統合開発環境）のオプションを提供することで、ビ
ジネス・ユーザー、統計学者、データサイエンティストがそれぞれ適切な環境を使用して、Oracle 
Database の大量のデータかつ大規模な処理能力を直接利用できるようにします。SQL に精通した
データサイエンティストは SQL を直接使用でき、R の経験がある統計学者は R プログラムを記述して
R ベースの GUI を利用でき、ビジネス・ユーザーは SQL Developer で Oracle Data Miner の拡張機能
を利用できます。 

OLAP 

Oracle OLAP は、Oracle Database に組み込まれた、フル機能のオンライン分析処理（OLAP）エン
ジンです。Oracle OLAP は、パフォーマンスのセクションで説明したように、問合せのパフォーマ
ンスを向上させ、豊富な分析コンテンツを追加して、データウェアハウスを強化します。  
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Oracle OLAP の中核機能はキューブです。Oracle データベース内で管理されるキューブは、高度に
最適化された多次元形式でデータを格納します。キューブは、次元データのスケーラブルな圧縮保
存、高速な増分更新、高速な問合せパフォーマンス、および高度な分析計算を実行または格納する
機能を提供します。 

Oracle OLAP を使用したオラクルの戦略は、これらの中核的な OLAP の利点をデータウェアハウス
に導入することです。これを実現するために、標準 SQL を使用して Oracle OLAP の主要な機能を公
開し、任意のビジネス・インテリジェンス・ツールまたは他の SQL ベースのアプリケーションで
OLAP を活用できるようにしています。 

 

結論 

Oracle Database は、データウェアハウス市場のリーダーです。優れた拡張性と処理性能による強固
な基盤で構築され、ほぼリアルタイムのデータウェアハウス向けのオラクル独自の読取り一貫性モ
デル、柔軟で強力な一連のデータベース内分析機能など、革新的な機能によって強化されています。
データウェアハウスが幅広いビッグ・データ・プラットフォームへと進化する中、高速な問合せパ
フォーマンス、スケーラブルなデータ管理、柔軟な分析への主要な要件は変わらないだけでなく、
ビッグ・データ・プラットフォーム全体へと広げる必要もあります。オラクルは Oracle Big Data 
SQL により、ビッグ・データ・エコシステム全体にデータベースのパワーをもたらし、Hadoop エ
コシステムを拡大し、共存していきます。 
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