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エグゼクティブ・サマリー 

ビッグデータ時代の到来により、データウェアハウスは大きな転換期を迎えています。エンタープ
ライズ・データウェアハウス（EDW）では従来、他のデータベースのみをデータソースとしていま
したが、近年の組織では、オペレーショナル・データベースでは取得されない大量のデータが存在
するという認識がますます高まっています。情報システムでは、あらゆるデータソースを利用し、
これらのデータソースを分析してその価値を引き出すことができるようにする必要があります。 

ただし、ビッグデータとデータウェアハウス・システムの新しいインフォメーション・アーキテク
チャでは、ビッグデータを以前のデータウェアハウス・アーキテクチャの拡張として推進すること
となります。リレーショナル・データベースを基盤とするEDWは、財務記録、顧客データ、店頭端
末データなど、企業の中核的データを保存するための主要な分析データベースであり続けます。新
しいインフォメーション・アーキテクチャでは、分析の統合基盤を築くために、ビッグデータとデ
ータウェアハウス・システム間でデータをやり取りする必要があります。また、データウェアハウ
スが分析の統合基盤となります。データの多様性とデータ量の急増に伴い、さらに多くの情報がよ
り迅速に必要となっています。絶えず拡大しているユーザーとアプリケーションに分析を提供する
必要があります。EDWの速度、効率、柔軟性を強化し、かつてないほど容易に管理できるようにす
る必要があります。 

この急速に進化するビジネス・コンテキストで、Oracle Database 12cデータウェアハウスの導入を
成功させ、分析の統合基盤を構築するためには、どのようなことを検討する必要があるでしょうか。
このホワイト・ペーパーは、データウェアハウスのアーキテクト、開発者、および管理者を対象読
者としています。本書では、Oracleデータベースの関連するすべてのテクノロジー・コンポーネン
トの概念を学習できます。 
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概要 

このホワイト・ペーパーの最初の部分では、概要レベルの情報をいくつか説明します。オラクルの
インフォメーション・マネジメントリファレンス・アーキテクチャについて簡単に説明してから、
データウェアハウスに最適なデータの構築方法について概要を説明します。このホワイト・ペーパ
ーの残りの部分では、おもな技術的課題を特定し、Oracle Database 12cの機能を利用してこれらの
課題に対処する方法について説明します。 

特に、以下について説明します。 

» スケーラブルなデータウェアハウス・プラットフォームの選択 

» Oracle Exadata Database Machineの概要 

» 大量のデータの効率的な管理と保存 

» パーティション化による管理性の向上 

» 圧縮によるデータの効率的な保存 

» データの効率的なロードと変換 

» バッチ・ロードとほぼリアルタイムのロード 

» セットベースと行ベースの処理の使用 

» パラレル処理による応答時間と拡張性の向上 

» 外部表による柔軟かつ一貫したアプローチの使用 

» 問合せパフォーマンスの最適化 

» パーティション化によるパフォーマンスの向上 

» パラレル処理による応答時間と拡張性の向上 

» 物理データ・モデルの最適化機能 

» EDWの管理 

» データベース・リソース管理によるリソースの管理と割当て 

» グラフィカル・ユーザー・インタフェースを使用したデータベースの監視と管理：Oracle En
terprise Manager Cloud ControlまたはOracle Enterprise Manager Express 

» オプティマイザ統計の管理による問合せパフォーマンスの最適化 

このホワイト・ペーパーは、Oracleテクノロジーを利用したデータウェアハウスに関する総合ガイ
ドではありませんが、基礎知識やリファレンス・ガイドが必要な場合に適しています。このホワイ
ト・ペーパーではオラクルの他の補足資料も示しているため、これらの資料を参照して次のレベル
の情報に掘り下げることができます。Oracle Databaseドキュメント（特に、Oracle Data Warehousi
ng GuideとOracle VLDB and Partitioning Guide）では、Oracle Database 12cのすべてのデータウェ
アハウス機能を非常に詳しく説明しています。 
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オラクルのインフォメーション・マネジメント・リファレンス・アーキテ

クチャの概要 

はじめに 

オラクルのインフォメーション・マネジメント・リファレンス・アーキテクチャでは、エンタープ
ライズ・インフォメーションアーキテクチャのコンポーネントを高レベルで示しています。情報の
アクセスと分析の目的で、エンタープライズ・データを収集、保存、および使用するために必要と
なるコンポーネントを定義しています。 

リファレンス・アーキテクチャでは、多数のコンポーネントやレイヤーを定義しています。ほとん
どのEDWでは、最終的な物理設計にこれらすべてのコンポーネントが使用される可能性が高いため、
各コンポーネントを幅広く理解しておくことが重要です。少なくとも、以下の情報をある程度理解
している必要があります。 

図1：オラクルのインフォメーション・マネジメント・リファレンス・アーキテクチャの主要コンポーネント。このホワイト・ペーパーの最後にある「参考文

献」のリファレンス1を参照 

 

まず、図1の中央に示されているデータ管理レイヤー（ロウ・データ・レザボア、ファウンデーシ
ョン・データ・レイヤー、およびアクセス/パフォーマンス・レイヤー）を確認すると役立ちます。
これらのレイヤーは、アーキテクチャ内の他のコンポーネントを理解する上で重要です。 

データ管理レイヤー 

リファレンス・アーキテクチャでは、データを格納するための3つのレイヤーを定義しており、特
定のソリューションでこれらのレイヤーがどの程度必要となるかは、機能要件と非機能要件によっ
て異なります。これらのレイヤーの作成、およびロウ・データ・レザボアからファウンデーショ
ン・データ・レイヤー、アクセス/パフォーマンス・レイヤーへのデータ移動は、以下のニーズによ
って促進されます。 

» データ品質とデータ・エンリッチメントの強化 

» 定義の形式化の向上 
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» "使いやすい"簡素化されたデータ・モデルの強化 

» 問合せ同時実行コストの低減 

ロウ・データ・レザボアは、データがもっとも細かい粒度で保持されるデータ・ストアです。ロ
ウ・データ・レザボアは、もっとも基本的な形式ではファイル・システム・ステージング領域であ
り、一時的なフラット・ファイルがデータウェアハウスにロードされる前に格納されます。ビッグ
データ・テクノロジー（Hadoop分散ファイル・システムなど）は、データのステージングにます
ます使用されるようになってきていますが、長期にわたる永続性や事前定義のETL/ELT処理を実現
するためにも使用されるようになってきています。 

ファウンデーション・データ・レイヤーは、完全かつ信頼できるエンタープライズ・データセット
を適切に定義され、構造化された方法で格納するために使用されます。アクセス/パフォーマンス・
レイヤーには、ファウンデーション・レイヤーの一部またはすべてのデータが、さまざまなBIツー
ルや分析ツールを使ってアクセスする、アプリケーション・フレンドリーでナビゲートしやすいス
ター・スキーマ（またはスノーフレーク・スキーマ）で格納されます。アクセス/パフォーマンス・
レイヤーでは通常、高い同時実行性、短い応答時間、および一貫したパフォーマンスをサポートす
ることが必要となります。 

リファレンス・アーキテクチャは、基盤となる物理的実装にまったく依存しませんが、このホワイ
ト・ペーパーの目的のために、ファウンデーション・データ・レイヤーとアクセス/パフォーマン
ス・レイヤーはOracle Database 12cを使って実装することを前提としています。ロウ・データ・レ
ザボアは単純なファイル・システムまたはHadoop分散ファイル・システムであることを前提とし
ています。データ取得と情報解釈については、これらがOracleデータベースとやり取りする仕組み
のコンテキスト内で説明します。 

図2：このホワイト・ペーパーで提示している物理的実装 

 

先に説明したように、EDWでこれらすべてのデータ・レイヤーを実装するという絶対的な要件はあ
りません。特定のEDWのサービス・レベルに基づいて、ファウンデーション・データ・レイヤーの
一部またはすべてを情報解釈コンポーネントに公開するのが適切となる場合があり、別個のアクセ
ス/パフォーマンス・レイヤーの必要性が軽減される可能性があります。ただし、ビジネス要件が変
化しないことはまれであるため、この包括的なアーキテクチャを念頭においてソリューションを設
計することが重要です。これにより、ビジネスの範囲やニーズが時間とともに変化するのに応じて、
Oracle Database 12cで提供される機能を使ってEDWを容易に進化させることができます。 
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データ取得 

データ取得では、データの移動、クリーニング、および変換が実行されます。ほぼリアルタイムの
ストリーミング、抽出/変換/ロード（ETL）、抽出/ロード/変換（ELT）などの手法が使用されます。
データ取得では、外部システムからデータがロードされますが、異なるデータ・レイヤー間でもデ
ータの表示、ロード、および変換が実行されます。また、データ取得は、各データ・レイヤー内の
データを移動および変換するためにも使用されます。 

図3：EDWでのデータ移動と表示 

情報解釈 

図3に示すように、情報解釈コンポーネントは外部システムと外部サービスに情報を提示します。
任意のデータ管理レイヤーとやり取りできます。情報解釈コンポーネントは、さまざまな分析ツー
ル、データ・サイエンス・ツール、およびBIツールを使って実装できます。Oracle Advanced Analy
tics機能や、SQLパターン・マッチングなどの豊富なSQL機能を使用すると、Oracleデータベース内
のデータを分析できるため、情報解釈レイヤーが簡素化され、パフォーマンスが向上し、さまざま
なシステム間やデータ・レイヤー間でデータを移動する必要性が軽減されます。 

EDWの高レベル技術要件 

情報管理リファレンス・アーキテクチャのコンポーネントを基盤として使用すると、EDWのおもな
高レベル技術要件を詳しく示すことができます。 

柔軟性に優れた良質のEDWには、次のものが必要です。 

» スケーラブルでバランスの取れたハードウェア・プラットフォーム 

» 信頼性、可用性、およびパフォーマンスの各サービス・レベルを満たしながら、大量のデータを
コスト効率よく保存、管理するための機能 

» バッチおよびリアルタイムでの効率的なデータ・ロードとデータ変換 

» ビッグデータの統合による、容易なデータ移動と論理的なデータ提示 
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» 物理的なデータ・モデルのアプリケーション透過的な最適化：最適化により、非定型問合せ環境
の場合でも、高レベルの同時実行性と短い問合せ応答時間をシステムでサポート可能 

» 高パフォーマンスの情報解釈を実現する、統合型の分析および機能豊富な分析SQL 

» 環境を全体として監視、管理、最適化するためのツール 

このホワイト・ペーパーでは、Oracle Database 12cを使用してこれらの要件を満たす方法について、
その概要を説明します。 

データのモデリング 

ここでは、データウェアハウスで使用される論理データ・モデルの概要を説明します。次に、論理
モデルをOracle 12cリレーショナル・データベース内の物理的な実装へ発展させる方法について簡
単に説明します。 

このホワイト・ペーパーでは、データウェアハウスの論理モデルを、データウェアハウスのあるべ
き姿を観念的に表した概念モデルまたは抽象モデルとして扱っています。物理モデルでは、Oracle
データベースにデータウェアハウスを実際にどのように構築するのかを示します。 

論理モデル 

 
論理モデルは、データウェアハウスの開発プロセスに不可欠な部分です。論理モデルを使用すると、
ビジネス上の疑問に答えるためにデータウェアハウスで必要となる情報のタイプを定義したり、情
報のさまざまな部分の論理的な関係を定義したりできます。論理モデルは、単純で、容易に把握で
き、物理データベース、システムを実行するために使用するハードウェア、またはエンドユーザー
がアクセスに使用するツールにまったく依存しない必要があります。 
  
データウェアハウスに使用される典型的なモデルとして、第3正規形（3NF）モデルとディメンショ
ナル・モデル、つまりスター（スノーフレーク）スキーマの2つがあります。 
第3正規形（3NF）は、正規化によってデータの冗長性を最小限に抑える、従来型のリレーショナ
ル・データベース・モデリング手法です。図4を例として使用します。物理的な従業員表内の行に
は部門属性（"部門名"など）は含まれません。物理実装では、各従業員行には、関連する部門行に
リンクされる外部キーが含まれます。そのため、各従業員行で"部門名"が繰り返されません。"部門
名"は部門表の単一行に1回含まれます。冗長性を排除するプロセスである正規化では、通常、表の
数が多くなります。本質的に、3NFでは、データが冗長になることなく各トランザクションの詳細
なレコードが保持され、属性やデータ要素間のすべての関係を高度にエンコードできます。通常、
複雑な構造を確実にナビゲートするためには、ユーザーがデータを的確に把握している必要があり
ます。3NFデータ・モデルは、ファウンデーション・データ・レイヤーによく使用されます。 
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図4：一般的な3NFスキーマのE-Rダイアグラム 

スター・スキーマがそのように呼ばれるのは、ダイアグラムが中心から放射状に点が広がっており、
スターに似ているためです。スターの中心は1つまたは複数のファクト表で構成され、スターの先
端はディメンション表になっています。 

図5：スター・スキーマのグラフィカル表示 

 

ファクト表は、ビジネスメジャメントが格納される大規模な表で、通常、ディメンション表への外部
キーが含まれます。ディメンション表（参照表とも呼ばれます）には、データウェアハウス内の比較
的静的なデータや記述データが格納されます。図5を例として使用します。このスキーマの対応する3
NF物理実装に製品、製品カテゴリ、および製品タイプの表が含まれます。これとは対照的に、スタ
ー・スキーマの物理実装には通常、単一の製品表が使用され、製品カテゴリと製品タイプの列のみ含
まれます。この例から、スノーフレーク・スキーマでは、ある程度のデータ冗長性が受け入れられる
ことが容易に分かります。製品タイプと製品カテゴリの列値が製品表で繰り返されます。この冗長性
によるデメリットは、簡素化によるメリットで補われています。問合せを作成するときに把握、ナビ
ゲート、および結合を必要となる表が少なくなります。そのため、少なくともある程度はエンドユー
ザーが簡単にナビゲートできるため、このモデルはアクセス/パフォーマンス・レイヤーによく使用さ
れています。 

各スタイルの特定のデータウェアハウスに使用するのに"最適"なモデリング・アプローチについて
さまざまな議論がありますが、従来型の3NFモデルにもディメンショナル・モデルにもそれぞれ固
有の長所と短所があります。最新のEDWでは、単に1つのモデルを使用するのではなく、各モデ
ル・タイプの利点を活用する必要があります。これは、オラクルがインフォメーション・マネジメ
ント・リファレンス・アーキテクチャで採用しているアプローチです。数多くのEDW実装で両方の
モデル形式が組み合わせて使用されています。特定のビジネス・ニーズに応じてモデルを設計する
ことが重要です。 

物理モデル 

 
物理モデルの出発点は、論理モデルです。表や列の構造を若干変更することが必要となる可能性が
ありますが、物理モデルに可能な限り論理モデルが反映されている必要があります。また、物理モ
デルには、論理モデルに通常含まれないステージング表やメンテナンス表が含まれます。 
  
論理モデルから物理モデルへの移行は、非機能要件の影響を受けます。データ整合性要件に基づい
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て、特定の制約、主キー、および外部キーを使用することが必要となる可能性があります。スケー
ラビリティ要件と応答時間要件が、データのパーティション化、事前構築の集計や索引などの特定
の最適化の使用に影響します。 
Oracle Database 12cとOracleエンジニアド・システムでは、情報解釈コンポーネントと透過的に連
携するように設計された最適化と機能を利用できます。そのため、柔軟性が向上し、データベース
とやり取りするアプリケーションを変更せずに、物理モデルを最適化して進化させることができま
す。Oracleデータベースで利用できる最適化により、以下のことを実現できます。 

» 物理実装全体を簡素化する：物理モデルを簡素化すると、保存、管理、および保守が必要となる
物理構造の数が低減され、運用上のメリットが得られます。たとえば、インメモリカラムストア
を有効にするか、Oracle Exadata Database Machine（両方について後述）を使用すると、索引な
どの他の物理的な最適化の使用が軽減される可能性があります。 

» スケーラビリティと問合せ同時実行性を向上する：物理モデルを最適化する機能は必須ではあり
ませんが、これらの機能を使用するとデータ・アクセスが最適化されます。その効果として、問
合せや変換の実行時に消費されるシステム・リソース量が低減されます。これにより、Oracleデ
ータベースで提供されている物理的な最適化によって、多数の同時ユーザーや同時プロセスをサ
ポートすると同時に短い応答時間を常に維持できる、データウェアハウスを実現できます。 

» 変化への対応に伴うリスクを軽減し、"最初から完璧に実現する"必要性を低減する：アプリケー
ションを変更することなく、既存の実装の機能を拡張できます。たとえば、情報解釈コンポーネ
ントを構成しているツールや製品に変更を加えずに、パーティション化を追加して管理性、可用
性、およびパフォーマンスを強化できます。 

図6に、論理設計と物理設計をそれぞれ特徴づけている機能をいくつか示します。 

図6：論理設計とOracleデータベースのさまざまな物理属性の比較 

 

グラフィカル・ユーザー・インタフェース・ツールであるOracle SQL Developerは、物理設計プロ
セスに役立ちます。また、"アドバイザ"と総称されているユーティリティが提供されており、継続
的に使用すると、最適化が有益となる箇所を特定できます。例として、SQLチューニング・アドバ
イザやSQLアクセス・アドバイザがあります。 

このホワイト・ペーパーでは、物理モデルの実装に焦点をあてて説明します。特に、次のカテゴリの
一方または両方に該当する、Oracle Database 12cで提供されている機能と手法について説明します。 
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» データウェアハウスに不可欠な機能と手法 

» 物理的な実装を強化および簡素化するとともに、アプリケーションに対する透過性を維持するた
めに使用できる、データウェアハウスのコンテキストに役立つ機能と手法 

ハードウェア・アーキテクチャに関する考慮事項 

 
優れたハードウェア・インフラストラクチャの構築には、ハードウェア、ファームウェア、ソフト
ウェアの相互作用が複雑になるというリスクが伴います。迅速なスケールアウトを確実かつ容易に
実行できる、バランスのとれたインフラストラクチャを設計および構築するには、高度な専門知識
が必要です。Oracle Exadata Database Machineは、高い信頼性とパフォーマンスを実現するプラッ
トフォームを提供するだけでなく、スケーラビリティもその設計の基盤となっています。 

  

Oracle Exadata Database Machine 
Oracle Exadata Database MachineはOracleデータベース専用の高パフォーマンス・エンジニアド・
システムであり、自社開発のソリューションに内在するリスクと複雑さを軽減します。データウェ
アハウスのコンテキストで得られるおもな技術的メリットは、次のとおりです。 

» 卓越したI/Oパフォーマンス：データの読取りと書込みを非常に高速に実行できます。 

» 卓越したスケーラビリティ：スケーラブルなストレージ・インフラストラクチャを利用でき、複
数のデータベース・サーバーと複数のExadataラックで単一のデータベースをスケーリングする
こともできます。 

» バランスのとれた構成：システムの各コンポーネントが全体として連携して動作できるよう、コ
ンポーネントのパフォーマンスが調整されます。 

» 絶対的なアプリケーション透過性： 

スケーラビリティとパフォーマンスが設計の基盤となっています。Exadata Storage Serverでは、ス
キャンやリソース消費量の多い他の機能をデータベース・サーバーからオフロードできるため、統
合型のInfiniBandファブリックを使って複数のExadataラックをまとめて接続できます。複数のデー
タベース・サーバーをまとめて接続して単一のクラスタを形成し、このクラスタを複数のExadata
ラックに分散できます。 

Exadataはアプリケーションに対して透過的であり、データベースの管理に対してもほぼ透過的です。
Exadataの機能の多くで、手動操作や手動構成はごくわずかであるか、まったく必要ありません。 

Exadataを使用すると、構成やデータベース管理のオーバーヘッドを最小限に抑えながら、データ
ウェアハウスで新しいビジネス要件を非常に効果的に満たすことができます。完全な技術概要につ
いてはリファレンス2（「参考文献」を参照）に示していますが、以下に、データウェアハウス環
境で明確かつ直接的にメリットが得られる機能について要点を示します。 

» データウェアハウス環境では、問合せや変換で大量のデータの読取りと書込みが実行されるため、
データベース・サーバーとストレージ・インフラストラクチャ間に高パフォーマンスのインター
コネクトが必要です。 

» 1つのInfiniBand1ファブリックでExadataデータベース・サーバーとExadata Storage Serverを
まとめて接続します。 
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» クラスタ内のすべてのマシンにパラレル処理をスケーリングできるよう、データベース・サーバ
ー間に高パフォーマンスのデータ・チャネルかインターコネクトが必要です。 

» Exadataでは、InfiniBand0F

1ファブリックを使用してクラスタ・メンバーをまとめて接続します。 

» データ・スキャンをストレージ・インフラストラクチャにオフロードすると、データウェアハウ
スのワークロードでメリットが得られます。 

» Exadata Smart Scanでは、Exadata Storage Serverにスキャンが自動的かつ透過的にオフロー
ドされるため、データベース・サーバーのCPU消費量やInfiniBandファブリック経由で転送
されるデータ量が低減します。 

» フラッシュ・メモリ内のデータは、ディスク上のデータよりも大幅に高速にアクセスできます。 

»  Exadata Smart Flash Cacheにより、ストレージ・セルにフラッシュ・メモリ・キャッシュ・
レイヤーが提供されます。ディスクやフラッシュへのデータ格納は、Exadata Storage Server 
Softwareによって自動的に管理されます。フラッシュ・メモリのスキャン速度と最大IOPS
（1秒あたりのI/O数）は、ディスクのこれらの速度を大幅に超えます。 

» 問合せと変換において、スキャン・データで最適化からメリットが得られ、アクセスする必要が
あるデータ総量が透過的に低減されます。 

» Exadataストレージ索引は、インメモリ索引構造になっています。問合せ条件で除外された
表データの領域をSmart Scanでスキップできるよう、ストレージ・セル内に索引が自動的に
保持されます。 

» 圧縮により、データを保持するために必要となるストレージ容量が低減されます。また、多くの
場合、問合せ実行時にスキャンが必要となるデータ量も低減されます。 

» Exadata Hybrid Columnar Compression（EHCC。単にHCCとも呼ばれます）により、高い圧
縮率を使用でき、通常、問合せ応答時間も短縮されます。EHCCはアプリケーション・レイ
ヤーに対して透過的に実行されます。EHCCについては、後で詳しく説明します。 

Exadata以外のプラットフォーム 

Oracle Exadata Database Machineを使用しない場合、ハードウェア関連のボトルネックが発生しな
いように、すべてのハードウェア・リソース（CPU、メモリ、ネットワーク、I/O）をバランスのと
れたシステムとして構築するように注意する必要があります。特に、必要なワークロードをサポー
トするのに十分な帯域幅をI/Oパスに割り当てる必要があります。管理を容易にするとともに、複数
のストレージ・デバイスにI/Oを分散してI/O"ホット・スポット"に制約されないようにするには、
ストレージ管理（Oracle Automatic Storage Managementなど）が必要となります。 

Oracle Real Application Clusters（Oracle RAC） 

Oracle RACテクノロジーにより、共通のストレージ・インフラストラクチャへの共有アクセスが設定さ
れている複数のマシンで、Oracleデータベースを水平方向にスケーリングできます。Oracle RACをOracle
パラレル処理と組み合わせると、クラスタ内のすべてのサーバーにワークロードをスケーリングできる
ため、Oracle RACはEDWに適しています。Oracle RACでは、クラスタ内のすべてのサーバー間のデー
タ・インターコネクトが必要となります。クラスタのスケーラビリティと柔軟性を最大限に高めるため、

                            
1 Exadata X4のInfiniBand帯域幅は40ギガビット/秒です。 
http://www.oracle.com/jp/products/servers-storage/networking/infiniband/index.htmlを参照してください。 

http://www.oracle.com/jp/products/servers-storage/networking/infiniband/index.html


 

11 | Oracle Database 12c – データウェアハウス向けの構築 
 

ディスク・サブシステムと同様のスループットを維持するようにOracle RACインターコネクトを設計
する必要があります。この推奨設計に従うと、クラスタ全体で問合せをパラレルに実行する場合に、問
合せが適切にスケーリングされます。パラレル実行については、後で詳しく説明します。 

Oracle RACは、Oracle Exadata Database Machineで使用されている主要テクノロジーです。 

ストレージ 

当然ながら、EDWでは大容量のストレージが必要となるため、管理性とスケーラビリティをできる
だけ簡素化することが特に重要となります。Oracle Automatic Storage Management（Oracle ASM）
はOracleデータベースに組み込まれている機能であり、EDWの信頼性、可用性、管理性、パフォー
マンスに大きく貢献します。Oracle ASMは、使用可能なすべてのストレージ・デバイスにデータベ
ースI/Oを分散し、データ保護機能を備えています。また、データウェアハウスを停止せずにシーム
レスにスケールアップ（またはスケールダウン）できます。Oracle ASMについて、詳しくは「参考
文献」のリファレンス2を参照してください。 

多くのデータウェアハウス操作は、大量の表スキャンや他のI/O集中型操作に基づいています。高い
レベルのI/Oスループットを維持するには、ストレージ・インフラストラクチャのすべてのコンポー
ネントを最適化する必要があります。これには、ホスト・バス・アダプタ（HBA）、ファイバ・チ
ャネル（FC）接続、PCIフラッシュ・カード、ストレージ・コントローラ、ストレージ・ユニット
など、I/Oパスの重要なすべてのコンポーネントが含まれます。 

Oracle Database 12cでは、プロセッサ・コアあたり500メガバイト/秒以上の速度でストレージを読
み取ることが可能であるため、ストレージ・インフラストラクチャを入念に設計することが特に重
要です。中でも、CPU処理能力とメモリ容量が、ディスク、フラッシュ・メモリ、またはソリッ
ド・ステート・ディスクで利用可能な最大I/O帯域幅および最大IOPSに対応するように、システム
全体のバランスをとる必要があります。 

  

データ管理 - 大量データの管理 

 

数百テラバイトや数ペタバイトのデータを管理するには、効率的でスケーラブルなデータ管理が必
要となります。Oracle Database 12cは、これを実現にするために特別に設計された機能を備えてい
ます。最適でスケーラブルなデータ管理を実現するには、大規模な表をパーティション化する必要
があるため、データウェアハウス環境は必然的に、時間ベースのパーティション化に移行します。
パーティションをより小さいサブパーティションに分割すると、非常に大量のデータを保存するデ
ータウェアハウスの管理性が向上します。また、この手法は、問合せの結合やスキャンのパフォー
マンスを向上させるためにも役立ちます。 

圧縮により、所有コストを最適化し、パフォーマンスを向上させることができます。圧縮はパーテ
ィション化と非常に適切に統合されるため、データベース管理者はストレージ利用率を最適化でき、
データのライフ・サイクル全体で圧縮を適切に使用することを目標にできます。 

  

パーティション化による管理性の向上 

パーティション化によって、表または索引をさらに小さい表または索引に分割できます。データベ
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ース・オブジェクトの各部分はパーティションと呼ばれ、パーティションごとに固有の名前と固有
のストレージ特性（オプション）を持ちます。データベース管理者の観点では、パーティション化
されたオブジェクトには、全体としてまたは個別に管理できる複数のパーティションが含まれます。
アプリケーションの観点では、パーティション化された表はパーティション化されていない表と同
じです。問合せやINSERT、UPDATE、DELETE、MERGEなどのデータ操作言語（DML）コマンドでパ
ーティション化された表にアクセスする場合、アプリケーションの変更はまったく必要ありません。 

パーティション化を行うと、情報解釈コンポーネントを変更することなく管理性、可用性、パフォ
ーマンスが向上するため、さまざまなアプリケーションで大きなメリットが得られます（パーティ
ション化によるパフォーマンス向上については、このホワイト・ペーパーの後半で説明します）。
管理性を向上するためにパーティション化を行う典型的な例として、データウェアハウスで"ローリ
ング・ウィンドウ"方式のロード・プロセスをサポートする場合があります。たとえば、データが1
時間ごとに表にロードされる場合、新しいパーティションに1時間ごとのデータを格納し、古いパ
ーティションを日次、週次、または月次でパーティション化するように、この表をレンジ・パーテ
ィション化できます。ロード・プロセスでは、新しいパーティションのみ追加されます。パーティ
ション化を使用する別の利点として、データの削除を行う場合も挙げられます。1回の高速な処理
で、パーティション全体をドロップ、切捨て、または"削除"できます。このシナリオでの"削除"とは、
データが含まれたパーティションが空の表に置き換えられる、いわゆるパーティション交換のこと
です。データは表から論理的に削除されますが、アーカイブの目的でデータベース内にスタンドア
ロン表として引き続き保存されます。 

パーティション自体をサブパーティションに分割できます。これは、コンポジット・パーティショ
ン化と呼ばれます。コンポジット・パーティション化は、大きいパーティションをより小さい管理
しやすい単位に分割するとメリットが得られる、非常に大規模なデータセットに役立ちます。表と
索引をコンポジット・パーティション化すると、パフォーマンスが向上します。これについては、
このホワイト・ペーパーの後半で説明します。 

EDWでは、ファクト表に時間ベースのレンジ・パーティション化がよく使用されます。大量の時間
ベースのデータが絶え間なく到着し、古いデータを圧縮して長期間保持する（古いデータに対して
引き続き問合せを実行できる）必要があるという、もっとも一般的なユースケースが容易にサポー
トされるためです。一般的には、データが新しいほど問合せが実行される頻度が高くなるため、こ
のパーティション化モデルは特にこのシナリオに適しています（このホワイト・ペーパーの後半で
説明します）。 

パーティション化によるパフォーマンス面でのメリットによって、データベース管理者は、大型デ
ータベース・オブジェクトのメンテナンス処理を比較的短いバッチ時間で実行できます。特に、パ
ーティション化を使用すると、さまざまなタスクをより小さい管理しやすい作業単位に分割できま
す。たとえば、以下のことが可能です。 

» 問合せアクティビティを中断せずに、複数のファクト表を1つのパーティションずつ再編成でき
ます。たとえば、個々のパーティションを圧縮し、データを異なるストレージ層に移動します。 

» 索引をパーティションごとに作成できます。 

» バルク更新を1つのパーティションずつ段階的に実行できます（複数のパーティションを同時に
更新することも可能です）。 

» 表パーティションでtruncate文を使用し、バルク削除を簡単かつ迅速に実行できます。 

» オプティマイザ統計をパーティション・レベルで段階的に収集できます。 
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パーティション化は、データのライフ・サイクル全体において、オラクルのデータ管理機能の中核
となっています。たとえば、以下のことが可能です。 

 

» 表データに対して引き続き問合せを実行できるようにしながら、表データをいつどのように圧縮
するのかを指定できます。 

» 高速なストレージに"ホット"データを格納し、安価な低速のストレージに"コールド"データを格
納できます。 

Oracle DatabaseのSQLアクセス・アドバイザ（Oracle Performance Tuning Guideに記載）は、パー
ティション化でメリットが得られる表を特定するのに役立ちます。 

データ圧縮 

圧縮により、データウェアハウス環境に必要となるストレージ容量を低減できるだけでなく、デー
タウェアハウスの問合せパフォーマンスも向上できます。圧縮データに対して問合せを実行するた
めには、データをまずディスク（またはフラッシュ）から読み取ってから、圧縮解除する必要があ
ります。通常、ディスクから読み取るデータベース・ブロック数を減らして得られるパフォーマン
ス向上が、データの圧縮解除で生じるCPUオーバーヘッドよりもはるかに影響するため、問合せパ
フォーマンスが大幅に向上します。圧縮はアプリケーションに対して透過的に実行されるため、BI
ツールやアプリケーションを変更せずにデータを圧縮できます。 

圧縮をパーティション化と組み合わせて使用すると、特に強力です。異なるパーティションのデー
タには別の圧縮を選択でき、一部のパーティションはまったく圧縮しないようにもできます。通常、
挿入や更新が多数実行される最新のパーティションには圧縮なしを適用し、パーティションの古さ
やアクセス頻度に応じて、古いパーティションにさまざまな度合いの圧縮を適用します。 

オラクルでは、基本圧縮、OLTP圧縮（Advanced Compressionオプションのコンポーネント）、お
よびHybrid Columnar Compression（HCC）の3つのタイプの圧縮を提供しています。HCCは、Orac
le Exadata Database Machine、Oracle SuperCluster、Sun ZFS Storage Appliance、およびPillar Axio
mストレージ・システムで使用できます21F

2。 

基本圧縮では、データベース・ブロック内の重複する値を削除することでデータが圧縮されます。
基本圧縮は、ダイレクト・パス・ロード操作でのみ機能します（これについては、データ取得のセ
クションで説明します）。従来型のDML操作（INSERT、UPDATE、DELETE、MERGEなど）を使って
データを変更すると、全体的な圧縮率が低下します。行に大量の更新が実行されている場合、パー
ティション移動を使って再圧縮すると、最大限の圧縮率を効果的に回復できます。 

OLTP圧縮では、基本圧縮と同様に、データベース・ブロック内の重複する値を削除することでデー
タが圧縮されます。ただし、基本圧縮とは異なり、OLTP圧縮では、INSERTやUPDATEなどの従来型
のDML操作を含め、あらゆるタイプのデータ操作中もデータを圧縮した状態で保持できます。基本
圧縮とOLTP圧縮の圧縮率は通常、1.5～3倍程度です。 

基本圧縮とOLTP圧縮では、1つのデータベース・ブロック内に特定の行の列データが順番に格納さ
れます。異なるデータ型を持つ列データが接近して格納されるため、圧縮テクノロジーを使用して
も限られたストレージ削減しか実現できません。オラクルのHybrid Columnar Compressionでは異

                            
2  公式なライセンスとパッケージについて、および使用可能なすべての機能の詳しい内訳については、オラクルのライセンス・
ガイドを参照してください。 
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なるアプローチを使用しており、データは"列"形式で格納され、列ごとに編成および格納されます。
同じデータ型および類似した特性を持つ列データをまとめて格納すると、圧縮により達成されるス
トレージ削減が飛躍的に増加します。ただし、この方法でデータを格納すると、アプリケーション
問合せで複数の列にアクセスする場合、実行される更新数が少ない場合、またはトランザクション
ごとの挿入行数が少ない場合は、データベースのパフォーマンスが低下する可能性があります。オ
ラクルのHCCテクノロジーでは異なるアプローチを使用しています。HCCでは、行を使用した手法
と列を使用した手法を組み合わせてデータが格納されます。この混成アプローチにより、列形式の
格納方法による圧縮メリットを実現しながら、同時に、純粋な列形式によるパフォーマンス低下を
回避しています。 

Hybrid Columnar Compressionでは、圧縮単位と呼ばれる論理的な構成体を使用して一連の行が格
納されます。データがロードされると、行セットの列値がグループ化されてから圧縮されます。行
セットの列データが圧縮された後、圧縮単位に格納されます。HCCでは、ダイレクト・パス操作を
使ってデータをロードおよび移動する必要があります。 

より"積極的"に圧縮されたデータには通常、圧縮解除と読取りにより多くのCPUが必要となるため、
達成可能な圧縮率とデータ問合せのCPUコストのバランスをとれるよう、HCCにはさまざまな圧縮
レベルが用意されています。たとえば、問合せが実行される可能性が少ないデータは、"archive hig
h"を使って最大限に圧縮できます。このレベルの圧縮では、問合せを実行する際に比較的高いコス
トがかかりますが（CPUに関して）、非常に高い圧縮率が可能です。頻繁に問合せが実行されるデ
ータには、控えめなオプションである"query high"または"query low"が適しています。 

HCCを使用すると、非常に高い圧縮率を達成できる可能性があります。5～10倍が一般的ですが、
達成可能な圧縮率はターゲット・データセットのコンテンツや行順序によって異なります。すべて
のタイプの圧縮で得られるメリットを評価するために、Oracleデータベースには、特定のデータセ
ットで圧縮を使用した場合に節約されるストレージ容量を見積るCompression Advisorが含まれて
います。HCCがサポートされていない環境でも、Compression Advisorを使用してHCC圧縮率を見積
ることができます。 

従来型のDMLを使用してHCCデータを変更すると、全体的な圧縮率が低下します。行に大量の更新
が実行されている場合、パーティション移動を使って再圧縮すると、最大限の圧縮率を効果的に回
復できます。 

データの圧縮により、データ・ロード時とデータ移動時にパフォーマンスが低下します。圧縮デー
タの読取り時にパフォーマンスが低下しますが、ストレージから読み取るブロック数が少なくなる
ため、相殺されます。圧縮のタイプとシステムのタイプが、そのバランスに影響します。Exadata
では通常、HCCで高い圧縮率が達成され、問合せのパフォーマンスも向上します。 

Oracle Database 12cでは、Advanced Compressionオプションは圧縮の管理を簡素化する新機能を
備えています。ヒートマップ機能は、変更および問合せのタイムスタンプを行レベルおよびセグメ
ント・レベルで自動的に追跡します。そのため、データがどのようにアクセスされているかについ
て詳細に把握できます。自動データ最適化（ADO）は、ヒートマップによって収集された情報に基
づくユーザー定義ポリシーに従って、データの移動と圧縮を自動的に行います。ADOについて、詳
しくは「参考文献」のリファレンス5を参照してください。 

圧縮を使用する場合、データ・ロード時にデータをソートすることを検討します。これにより、最
大限の圧縮率を達成できます。属性クラスタリング（後で説明）を使用すると、データのロード時
および表やパーティションの移動時にデータを自動的にソートできます。 
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データ取得 - 効率的なロードと変換 

 

Oracle Database 12cでは、データのロードと変換をさまざまな方法で実行できます。ほとんどの場
合、システムの全体的なサービス・レベルに及ぼす影響を最小限に押さえて、データを迅速に移動
する必要があります。もっとも適したデータ・ロード方法は、ロード対象のデータを提供する方法
とタイミング、関連するデータの量、およびデータ提供からデータ表示までの必要な待機時間によ
って異なります。オラクルのパーティション化およびデータベースのトランザクション・モデルで
は、データのロードとアプリケーションへの表示を非常に柔軟に実行できます。 

  

ロウ・データ・レザボアの実装 

ロウ・データ・レザボアをさまざまな方法で実装できます。このホワイト・ペーパーでは、ファイ
ル・ステージング領域とビッグデータ環境という、もっとも一般的なシナリオについて説明します。 

従来のファイル・システムのファイル・ステージング領域 

Oracle Exadata Database Machineなどの最新のシステムでは、1時間あたり数テラバイトのデータ
を取得できます。この速度でステージング領域からデータを提供するためには、高度なI/Oインフラ
ストラクチャに加えて、ストレージ・ユニットとデータベース間に高パフォーマンスのチャネル（I
nfiniBand、複数のイーサネット・チャネルやファイバ・チャネルなど）が必要です。通常、ボリュ
ーム管理によって複数のストレージ・デバイスにI/Oを分散する必要があります。 

高パフォーマンス・システムのステージング領域を入念に設計およびテストし、必要な速度でデー
タを提供できることを確認する必要があります。ネットワーク・ストレージ・デバイスに、データ
ベース・サーバーへのネットワーク・パスが複数必要となる可能性があります。 

オラクルのファイル・システム 

Oracle Automatic Storage Management Cluster File System（Oracle ACFS）は、Oracleデータベー
スの外部に保持されているファイルをサポートするようにOracle Automatic Storage Management
（Oracle ASM）の機能を拡張する、スケーラブルなファイル・システムです。 

Oracle Database File System（Oracle DBFS）は、Oracleデータベースの表に格納されたファイルと
ディレクトリの上に標準のファイル・システム・インタフェースを作成します。Oracle DBFSのステ
ージング領域は、ファイルがOracleデータベース内部に透過的に格納されることを除き、従来のフ
ァイル・システムのステージング領域とほぼ同じ方法で使用できます。 

Oracle ACFSとOracle DBFSの両方で、Oracle ASMで提供されるパフォーマンスと管理性のメリットが
利用されます。Oracle ACFSはExadataリリース12.1.0.2以降でサポートされており、Oracle ACFSとOr
acle DBFSの両方をOracle Exadata環境のステージング領域に使用することを推奨します。 

ExadataにおけるOracle DBFSのパフォーマンスについて、詳しくは「参考文献」のリファレンス8
を参照してください。 
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Hadoop分散ファイル・システム（HDFS） 

ビッグデータ・システムは、非常に大量のデータを格納および処理する大きな機会を提供します。
このホワイト・ペーパーの目的のために、HDFS内のデータのサブセット（またはすべてのデータ）
は、Oracleデータベースから問合せが実行されるか、Oracleデータベースにロードされることを前
提としています。 

Oracle Big Data ConnectorsとOracle Big Data SQLにより、外部表を使ってOracleデータベースから
HDFS内のデータに対して読取りと問合せを透過的に実行できます（以下を参照）。 

HDFSとOracleデータベース間の最大パフォーマンスは、HadoopクラスタとOracleデータベース・
サーバー間のネットワーク・パスのパフォーマンスによって異なります。Oracle Exadata Database 
Machineでは共有のInfiniBandファブリックを利用できるため、Oracle Big Data Appliance（Oracle 
BDA）のデータを、1時間あたり10テラバイトを超える速度で転送できます。Oracle Exadata Datab
ase Machineについても検討してください。Oracle Big Data Connectorsについて、詳しくは「参考
文献」のリファレンス9を参照してください。 

外部表 

外部表を使用すると、"従来"のファイル・システム、Oracle DBFS、およびHDFSを使って実装され
たロウ・データ・レザボアからのバッチ・ロードとマイクロバッチ・ロードに、柔軟かつ一貫した
最適化されたアプローチを使用できます。 

オラクルの外部表では、ロウ・データ・レザボアからのデータ・ロードにパフォーマンスと柔軟性
に優れたアプローチを使用できます。外部表を使用すると、次のようなさまざまなタイプのデータ
ソースからデータを読み取ることができます。 

» 従来のファイル・システム、Oracle ACFS、およびOracle DBFSのフラット・ファイル 

» HDFSベース・データの読取りにOracle SQL Connector for Hadoopを使用するビッグデータソース 

» Oracle Big Data SQLを使用するOracle Big Data Applianceデータ（HDFSベース・データのインプ
レース問合せと読取り用） 

外部表を作成したら、標準のSELECT文を使って通常の方法で外部表の問合せを実行できます。重要
なこととして、これにより、ロウ・データ・レザボアの基盤実装がデータ取得コンポーネントと情
報解釈コンポーネントに表示されなくなります。たとえば、データ取得プロセスを変更せずに、従
来のファイル・システム・ステージング領域をHDFSのレザボアに置換えできます。外部表はオラ
クルのパラレル実行（後で説明）で容易に使用できるため、外部表を使用すると、データ・ロード
速度を透過的に高めるのが容易になります。 

外部表からデータをロードするのにもっとも一般的なアプローチは、既存のデータベース表に対して
パラレルのCREATE TABLE AS SELECT（CTAS）文またはパラレルのINSERT AS SELECT（IAS）文を特にダ
イレクト・パス・モードで使用するというものです。通常、CTASまたはIASの各操作で複数の行が処
理されるため、外部表はデータをバッチで処理およびロードする場合にもっとも適しています。 

外部表を使用したデータ・ロードについて、詳しくは「参考文献」のリファレンス1を参照してく
ださい。Oracle Big Data Connectorsについて、詳しくはリファレンス9を参照してください。Oracl
e Big Data SQLについて、詳しくはリファレンス11を参照してください。 
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バッチ・ロード 

ダイレクト・パス・ロードは、高パフォーマンスのデータ・ロードに重要です。ダイレクト・パ
ス・ロードは、外部表と組み合わせて使用されることが多いです。 

ダイレクト・パス・ロードを使用すると、非常に高いロード・パフォーマンスを実現できます。フ
ォーマットされたデータベース・ブロックは、標準のSQL処理エンジンとデータベース・バッフ
ァ・キャッシュをバイパスし、データベースに直接書き込まれます。ダイレクト・パス・ロード操
作では、標準のデータ操作言語（DML）とデータ・ディクショナリ言語（DDL）の構文を使用しま
すが、ほとんどの場合、構文を明示的に有効にする必要があります。多くのETLツールで、従来型
のパスを選択せずにダイレクト・パス・ロードを選択できます。 

CTASおよびダイレクト・パスのIASではOracleのパラレル実行を使用できるため、ダイレクト・パ
ス・ロードと外部表を使用するとロード速度を容易に高めることができます。 

ダイレクト・パス・ロード（特に、パラレル・ダイレクト・パス・ロード）は、大量のデータをバ
ッチでロードする場合にもっとも適しています。データ・バッチのサイズが小さすぎる場合、ダイ
レクト・パスのコストが同等の従来型パスよりも高くなる可能性があります。 

ダイレクト・パス・ロードは、ロード時にHybrid Columnar Compressionや基本圧縮を使ってデー
タを圧縮する場合に必要となります。また、ロード時に表の属性クラスタリング（後で説明）を使
ってデータをクラスタ化する場合にも必要となります。 

最大のロード・パフォーマンスを達成するためのガイドライン 

瞬時にデータを公開するには、パーティション交換ロードを検討してください。 

パーティション化の利点の1つとして、EXCHANGE PARTITIONコマンドを使って、ビジネス・ユー
ザーへの影響を最小限に抑えながらデータをすばやく簡単にロードできるという点があります。ダ
イレクト・パス・ロードをパーティション交換と組み合わせて使用すると、最高速のデータ・ロー
ド・パフォーマンスを達成できます。この手法は、非常に高いロード速度を維持する必要がある場
合に使用します。 

まず、ロード対象のパーティション表に対応する列が含まれた、パーティション化されていないス
テージング表を作成してロードします。EXCHANGE PARTITIONコマンドを使用すると、ステージン
グ表のデータをメインのパーティション表のパーティションに置き換えることができます。このEX
CHANGE PARTITIONコマンドで、データの物理的な移動は発生しません。代わりに、ポインタをパ
ーティションから表（またはその逆）に交換するようにデータ・ディクショナリが更新されます。
さらに、ステージング表の索引がパーティション表のローカルのパーティション索引と一致する場
合、索引を交換に含めることができます。データの物理的な移動がないため、交換処理は非常に高
速です。INSERTなどの従来型のデータ移動アプローチよりもパフォーマンス上の影響がはるかに小
さくなります。 

パーティション交換ロードについて、詳しくは「参考文献」のリファレンス1を参照してください。 

リアルタイムの連続的なロードとマイクロバッチ・ロード 

オラクルの読取り一貫性モデルと完全にノンブロッキングな従来型のDMLは、連続的なデータ・ロ
ードに重要です。 

従来型のパス・ロード・メカニズムとは、INSERT、UPDATE、MERGEなどの標準のデータ操作言語
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（DML）コマンドを使用してデータベースにデータを提供するメカニズムのことです。大部分のET
Lツールでは、デフォルトで従来型のパス・ロードが提供されています。従来型のパス・ロードは、
データをマイクロバッチでロード（たとえば、外部表を使って）する場合に使用できますが、連続
的に到着するデータを処理する必要がある場合にも適しており、特に、新しいデータを問合せに即
座に使用できるようにする必要がある場合に適しています。この場合、データベースに更新を連続
的に適用するほうが、バッチ指向の外部表のアプローチよりも適しています。Oracle GoldenGate
は、従来型のパス・ロードを使用してデータベースに更新を連続的に適用し、リアルタイムにデー
タを統合できる製品の良い例です。 

従来型のINSERT文およびMERGE文では、バッファ・キャッシュを使用してデータがデータベースに
書き込まれます。この方法でロードすると通常、直接パス・ロード・アプローチよりもシステム・
リソースの消費量が多くなります。また、従来型のパス挿入では、直接パス・アプローチよりもス
トレージ・サブシステムで1秒あたりの入力/出力操作（IOPS）が多くなる可能性がありますが、CP
U処理能力が向上し、さまざまな高パフォーマンス・ストレージ・サブシステムも利用できるため、
問合せ可能な"ライブ"の索引付き表への高速な従来型のパス・ロードがかつてないほど重要となっ
ています。オラクルの読取り一貫性を備えた従来型モデルでは、問合せがブロックされたり、問合
せ結果の一貫性が低下したりすることなく、データを連続的にロードできます。ほぼリアルタイム
のデータ・ロードとデータ問合せを装備したEDWが、Oracleデータベースの適切なユースケースと
なっています。 

従来型のパス・ロードのロード速度を高めるには、複数のロード処理または複数のスレッドが必要
になります。この場合、ロードするアプリケーションによって、スレッドのパラレル・ロード処理
を作成して管理する必要があります。 

変換の最適化 

トリクル・フィードを処理する場合を除き、セットベースのデータ処理が最速のデータ処理方法です。 

ロード処理にデータ変換を含めることができ、変換時にデータ・ロード・ステップを実行すること
もできます。多くの場合、このためには、Oracle Data Integratorなどの変換ツールを使用しますが、
大量のデータを適時処理するための一般原則をいくつか留意する必要があります。 

バルクのCREATE TABLE AS SELECT（CTAS）操作、MERGE操作、およびINSERT AS SELECT（IAS）操
作を使ったデータ変換は、非常に効率的です。経過時間を短縮する必要がある場合は、パラレル問
合せ、DDL、およびDMLを使ってこれらの操作を非常に簡単に拡張できます。このようなバルク操
作は通常、"セットベース"と呼ばれます。EDWの異なるレイヤー間でデータを移動する場合、特に
必要となる変換量がわずかなときには、セットベースのCTASアプローチおよびIASアプローチが推
奨されます。 

セットベースの処理に代わるものとして、1行ごとの処理があります。1行ごとの処理では通常、従
来型のパスDMLを使って少量のデータを追加または変更し、大量の反復に対してループを1回実行
します。このアプローチは通常、ビジネス・ロジックを適用する場合にはセットベースの処理より
も直観的であると見なされていますが、ほとんどの場合、セットベースの処理よりも効率が低下し
ます。この効率低下はそれ自体では問題にはなりませんが、通常、シングルスレッド・ループを組
み込むタスクを拡張するのが難しくなります。1行ごとの処理を提案する場合、設計プロセスの早
い段階で、複数の処理ストリームを拡張する手法を確立する必要があります。この場合、Oracle Pa
rtitioningは、複数の処理スレッドで対処される別個の作業単位にデータセットを分割するのに非常
に役立ちます。 
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情報解釈 - 問合せパフォーマンスの最適化 

 

 Oracle Database 12cでは、問合せパフォーマンスを強化するよう、さまざまな最適化が設計されて
います。どの最適化をどのスキーマやレイヤー（Oracle RDBMS内のレイヤーであることを前提とし
ています）と組み合わせて使用できるかについて、制約はまったくありません。各レイヤーの特性
が、どの最適化がもっとも適切であるかに影響します。ファウンデーション・データ・レイヤーの
サービス・レベル、データ・アクセス・プロファイル、およびデータ量がアクセス/パフォーマン
ス・レイヤーとはまったく異なる場合があります。このホワイト・ペーパーでは、どのような場合
に各最適化でもっとも大きいメリットが得られるのか、推奨事項を示します。 

  

EDWハードウェア・プラットフォームのアーキテクチャは、どの最適化がもっとも適しているのか
に影響します。たとえば、大容量のDRAMを搭載したプラットフォームでは、インメモリ列ストア
を利用できます。Exadataでは高いスキャン・パフォーマンスが得られるため、追加の最適化を選
択する必要性が低下します（ビットマップ索引を使ったスター・スキーマの最適化の代わりに、生
のスキャン・パフォーマンスを選択するなど）。 

最適化は相互に排他的ではなく、最適化を組み合わせて使用できます。最適化はアプリケーション・
レイヤーに対して透過的に実行されるため、すべての最適化を使用したり、"最初に正しい選択"を行
ったりする必要はありません。パーティション化してから、必要に応じて最適化を追加できます。 

パラレル処理による問合せパフォーマンスの向上 

パラレル実行は大規模なデータウェアハウスにおいて重要な機能であり、常に推奨されます。 

データウェアハウスで最大限のパフォーマンスを達成するには、複数のCPU、複数のI/Oチャネル、
複数のストレージ・アレイとディスク・ドライブ、および大容量メモリといった、使用可能なすべ
てのハードウェア・リソースを効率的に利用することが重要です。パラレル実行は、必要に応じて
個々のSQL文で大量のマシン・リソースを使用できるようにする、重要な機能となっており、使用
するデータ・モデルのタイプに関係なく利用できます。 

EDWでは、ファウンデーション・データ・レイヤーで大量のデータを移動、コピー、変換する必要
があるため、パラレル処理は特にこのレイヤーで役立ちます。アクセス/パフォーマンス・レイヤー
では、パラレル処理を全体的に使用するか、特定の問合せの応答時間を短縮するために限定的に使
用できます（必要に応じて、自動並列度を使用してパラレル処理を起動する必要があります）。 

次のような、リソース消費量の多いすべての操作で、パラレル実行のメリットが得られます。 

» 大量のデータにアクセスする複雑な問合せ 

» 大量のデータのロードと操作 

» 大規模な表での索引の作成 

» オプティマイザ統計情報の収集 

» データベースのバックアップとリストア 

Oracle DatabaseのSQLパラレル実行は、コーディネータ（問合せコーディネータやパラレル実行コ
ーディネータとも呼ばれます）およびパラレル・サーバーの原則に基づきます。パラレル実行コー
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ディネータは、パラレルのSQL文を開始するセッションです。パラレル・サーバーは、処理をパラ
レルに実行する個々のセッションです。 

図7は、SALES表で行の選択とソートを実行するパラレル問合せを示しています。4つの一連のパラ
レル実行サーバーによって表内のデータがスキャンされ、問合せ条件で除外されなかった行が2番
目の一連のパラレル実行サーバーに渡され、ここで行がソートされてから、最終結果がパラレル実
行コーディネータに渡されます。処理全体が透過的に実行されるため、問合せの実行元では、この
処理が実行されていることを認識する必要がありません。さらに、パラレル実行サーバーをクラス
タ内の複数のサーバーに透過的に分散できます。必要に応じて、Oracle RACクラスタ全体で使用可
能なすべてのリソースを単一のパラレルのSQL文で利用できます。 

図7：パラレルの問合せ実行 

 

デフォルトでは、Oracle Databaseはパラレル実行を標準でサポートするように構成されます。また、
Oracle Database 12cの自動並列度（Auto DOP）機能を使用して、個々のSQL文にパラレル処理をい
つどのように使用するのかを制御できます。 

 パラレル実行は、SQL操作を高速化する非常に強力でスケーラブルなフレームワークを提供します
が、制御された方法で使用しないと、すべてのマシン・リソースを消費したり、競合するワークロ
ードのパフォーマンスが低下したりする可能性があります。そのため、このようなタイプの問題を
回避できるように、パラレル処理をワークロード管理と組み合わせて使用する必要があります。こ
れについては、後半で説明します。 

パラレル実行とAuto DOPについて、詳しくは「参考文献」のリファレンス7を参照してください。 

パーティション化によるパフォーマンスの向上 

パーティション化は、データウェアハウス環境で高いパフォーマンスとスケーラビリティを達成す
るために重要です。 

大規模なデータセットに対して問合せがよく実行されるデータウェアハウス環境では、パーティシ
ョン化によってパフォーマンスが大幅に向上します。たとえば、ビジネス・ユーザーがおもに四半
期ごとに売上データ（第3四半期の売上合計など）にアクセスしているとします。この場合、売上
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表を四半期ごとにレンジ・パーティション化すると、1つのパーティションのみスキャンすれば典
型的な四半期ごとの問合せを解決できるため、データに極めて効率的にアクセスできるようになり
ます。パーティション化しない場合は、表全体をスキャンする必要があります。関連しないパーテ
ィションのスキャンを回避する機能は、パーティション・プルーニングと呼ばれます。 

図8：パーティション・プルーニング - スキャンが必要なデータ量を低減 

 

データウェアハウス環境では、時間ベースのレンジ・パーティション化がよく使用されます。必要
に応じて、インターバル・パーティション化と呼ばれるOracle Database機能を使用して、時間ベー
ス（および数値）のレンジ・パーティションを自動的に作成できます。 

レンジ（またはインターバル）パーティションを使って日付列に基づいて表を日付範囲に分割するの
がごく一般的ですが、さまざまなタイプの列データを使ってパーティション化することもできます。 

先に説明したように、パーティションをサブパーティションに分割し、コンポジット・パーティシ
ョン化されたオブジェクトを作成できます。パーティションとサブパーティション・タイプのさま
ざまな組合せを使用できますが、よく使用される組合せは、レンジ-ハッシュ、レンジ-リスト、イ
ンターバル-ハッシュ、およびインターバル-リストのパーティション化です。 

レンジ-リスト・パーティション化とインターバル-リスト・パーティション化は、一般的なディメ
ンション・ペアで頻繁にフィルタリングされる、データウェアハウスのファクト表によく使用され
ます。以下の例では、レンジ-リスト・パーティション化を使用して、SALES表を時間ベースのパー
ティション（四半期）と地域ベースのサブパーティション（米国各州のグループ）に分割していま
す。四半期と地域に基づいてフィルタリングする問合せを使用すると、SALES表全体ではなく、単
一のサブパーティションのみスキャンすれば済みます。 
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図9：コンポジット・パーティション化された表（レンジ-リスト）：SALESで"Q1 West"（強調表示の箇所）をスキャン 

 

列値から取得したハッシュ値（リニア・ハッシュ・アルゴリズムを使用）に基づいて、パーティシ
ョンをサブパーティションに分割できます。ハッシュに基づいたサブパーティション化はおもに、
非常に大規模な表（通常、数百ギガ・バイト以上のサイズの領域）に対してパフォーマンス上の理
由で使用され、パーティションワイズ結合を有効にするために使用されることが多いです。パーテ
ィションワイズ結合では、一致するサブパーティションの結合を個々のパラレル実行サーバーによ
って処理できるため、パラレル実行サーバー間で交換されるデータ量が最小限に抑えられ、問合せ
応答時間が短縮されます。 

図10：パーティションワイズ結合を使用してパラレル実行サーバー間の通信を軽減 

 

この最適化は自動的に実行されます。応答時間が大幅に短縮され、CPUリソースとメモリ・リソース
の両方の使用率が向上します。そのため、Oracle RACデータウェアハウスでは、クラスタ内の複数の
ノードに問合せを分散している場合、Oracle RACインターコネクト経由で転送されるデータ量が制限
され、応答時間が短縮されます。これは、大規模な結合操作で優れたスケーラビリティを達成するた
めに重要です。また、結合された表のうち1つの表のみサブパーティション化しても、パフォーマン
スがある程度向上します。これは、パーシャル・パーティションワイズ結合と呼ばれます。 

パーティションワイズ結合では、結合に使用できる最大並列度はパーティション数で決まるため、必
要に応じて、システム・リソースを最大限に活用できるように十分な数のハッシュ・パーティション
を使用する必要があります（通常、8つ、16、または32のサブパーティションが使用されます）。 



 

24 | Oracle Database 12c – データウェアハウス向けの構築 
 

Oracle Partitioningについて、詳しくは「参考文献」のリファレンス2を参照してください。 

ゾーン・マップと属性クラスタリング 

スター・スキーマとスノーフレーク・スキーマを最適化するために、ゾーン・マップと属性クラス
タリングを使用することを検討してください。 

ゾーン・マップと属性クラスタリングは、大量のデータがスキャンされないように、データベー
ス・アプリケーションのI/Oを低減するために使用できる機能です。この2つの機能は個別に使用で
きますが、連携して動作するように設計されています。ゾーン・マップは、原則がExadataストレ
ージ索引と似ていますが、特にデータウェアハウス環境で役立つ追加のメリットが得られます。 

ゾーン・マップは、ゾーンと呼ばれる連続的なブロック領域に表が概念的に分割されるデータ構造に
なっています。ゾーン・マップでは、ゾーンごとに指定の列の最小値と最大値が記録されます。ゾー
ン・マップ列をフィルタリングする問合せを最適化できます。ゾーンに含まれている列値の範囲が、
問合せ条件で定義されている範囲外であることが認識されている場合、そのゾーンのスキャンを回避
できます。そのため、ゾーン・マップを使用すると、問合せで列条件に基づいてゾーンをプルーニン
グ（すべてのパーティションも可能）でき、スキャンが必要となるデータ量が大幅に低減されます。 

ゾーン・マップはデータウェアハウス環境に特に関係します。ファクト表とディメンション表の両方
のゾーン・マップ列を指定できるためです。これにより、ディメンション階層によってフィルタリン
グする問合せに基づいて、ファクト表のスキャンをプルーニングできます。たとえば、REGIONSディメ
ンション表で結合を使用し、SALES表を"region name"と"sub region name"でフィルタリングするとしま
す。SALES表に、REGIONSディメンション表の"region name"列と"sub region name"列を指定するゾー
ン・マップを作成できます。"region name"と"sub region name"または"region name"のみに基づいて問
合せで行をフィルタリングする場合に、SALES表のスキャンからゾーンをプルーニングできます。 

属性クラスタリングは、列値に基づいて2F

3行が物理的に近接して格納されるように、行を"ソート"3す
るため使用する表レベルのディレクティブです。行のソートは、属性クラスタリングの表の列値にの
み基づいて実行できますが、属性クラスタリングの表と結合される表内の列値に基づいて実行するこ
ともできます。ゾーン・マップを使用してファクト表とディメンション表の結合を最適化できるため、
属性クラスタリングは特にデータウェアハウス環境に関係します。ファクト表の行をソートすると、
特定のファクト表列値や対応するディメンション属性値が含まれたゾーンの数が最小限に抑えられま
す。上の例では、SALES表に属性クラスタリングを使用すると、地域名"TEXAS"に対応するすべての行
を最小限の数のゾーン内に抑えることができます。これにより、"TEXAS"をフィルタする問合せでは、
一致する"TEXAS"行を検出するには、最小限の数のゾーンをスキャンすれば済みます。 

ゾーン・マップは索引の代わりにファクト表に使用でき、ビットマップ索引を使ったスター・スキ
ーマの最適化の代わりとなります（後で説明）。ゾーン・マップは、必要なストレージがビットマ
ップやBツリー索引よりも大幅に少なくなる、コース索引構造と考えることができます。ただし、
ゾーン・マップと索引では、表データに加えられた変更を同期する仕組みが異なります。索引は、
表内に保持されているデータと常に同期されますが、ゾーン・マップはマテリアライズド・ビュー
（後で説明）と同様で、表データと同期させるにはリフレッシュする必要があります。このリフレ
ッシュは、ダイレクト・パス操作のコミット時に実行できるため、ゾーン・マップは、基になる表
データがダイレクト・パス操作を使って作成されている環境にもっとも適しています。 

 

                            
3  "クラスタリング"を従来型のリニアなソート（ORDER BY）として、またはZ-Order同様の多次元のソートとして実装できます。 
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マテリアライズド・ビュー 

高いコストのかかる繰り返しの問合せには、ランタイムとリソース消費を最適化するために、マテ
リアライズド・ビューを検討してください。 

データのサマリー作成と集計は、多くのデータウェアハウスの重要な機能となっています。問合せ
では通常、詳細なデータのサブセットや集計が分析されるため、問合せに直接使用されるデータの
事前サマリー作成や事前集計を実行するメカニズムを利用すると、問合せパフォーマンスが大幅に
向上する可能性があります。詳細データではなくサマリー・データにアクセスする問合せでは、シ
ステム・リソースの消費が少なくなるため、システム全体のスケーラビリティも向上する可能性が
あります。アプリケーション自体を変更せずにサマリーや集計を長期にわたって最適化および進化
できるよう、サマリーや集計がアプリケーション・レイヤーに対して透過的に実行されるというの
が理想的です。 

データウェアハウスで参照されるサマリーや集計は、マテリアライズド・ビュー（MV）と呼ばれ
るスキーマ・オブジェクトを使ってOracle Database内に作成されます。マテリアライズド・ビュー
がアプリケーションへの透過性を維持するように、必要に応じて、クエリー・リライトと呼ばれる
機能によって、サマリー表にアクセスするようにSQL問合せが自動的に書き換えられます。 

マテリアライズド・ビューはアクセス/パフォーマンス・レイヤーによく使用されます。MVは、リ
フレッシュして基となる表データと同期させる必要があるため、データがそれほど変化しないか、
またはデータが絶えず追加される環境やスキーマにもっとも適しています。MVは、完全なスキー
マ・リビルドを使ってアクセス/パフォーマンス・レイヤーをリフレッシュするEDWにも適してい
ます。 

マテリアライズド・ビューの設計は、論理設計から物理設計へのマッピング・プロセス時に行われ
ることが多いです。また、ビジネス要件が長期にわたって進化し、データウェアハウスでサポート
する必要がある問合せのタイプが変化する可能性があるため、マテリアライズド・ビューの有効性
を継続的に評価すると役立ちます。Oracle Database 12cは、このプロセスを簡素化する、サマリー
管理と呼ばれるメカニズムを提供します。サマリー管理のアドバンザとコンポーネントについては、
12cの『Oracle Databaseデータ・ウェアハウス・ガイド』を参照してください。 

オンライン分析処理（OLAP） 

集計とサマリー管理をさらに強化するために、スター・スキーマにOLAPを使用することを検討し
てください。 

OLAPは、SQLベースのビジネス・インテリジェンス・アプリケーション用のサマリー管理ソリュー
ションです。OLAPオプションはOracle Databaseインスタンス内で実行されます。別のサーバー、
ユーザー、またはデータベース・ファイルを管理する必要はありません。 

OLAPキューブは、ディメンションやメジャーなどの一連の分析データを格納するために使用され
る、多次元のストレージ構造です。キューブが編成されたマテリアライズド・ビューとして使用す
ると、Oracle Databaseのクエリー・リライト機能を使用して、キューブ内で管理されているサマリ
ー・データにSQLベースのアプリケーションからアクセスできます。キューブ内のサマリー・デー
タが集計および管理されるため、SQLを使用してアプリケーションから詳細なリレーション表に対
して引き続き問合せが実行されます。問合せにサマリー・データが必要な場合は、問合せがキュー
ブに自動的にリライトされます。リライトはアプリケーションに対して完全に透過的に実行されま
す。 
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OLAPキューブは、アクセス/パフォーマンス・レイヤーでよく使用されます。OLAPについて、詳し
くは「参考文献」のリファレンス12を参照してください。 

 Oracle Database In-Memoryオプション 

アクセス/パフォーマンス・レイヤーで最適なパフォーマンスを実現するためには、インメモリ列ス
トア（IM列ストア）の利用を検討する必要があります。 

Oracle Database In-Memoryオプションは、Oracle Database 12c Release 12.1.0.2で導入されていま
す。このオプションを使用すると、表またはパーティションを列形式でメモリに格納できます。列
形式にすると、分析スタイルの問合せでスキャンが従来のオンディスク形式よりはるかに高速にな
ります。 

列ストアはデータベースにシームレスに統合されているため、アプリケーションではまったく変更
なしにこの機能を透過的に使用できます。DBAは、IM列ストアにメモリを割り当てるだけです。オ
プティマイザがIM列ストアを認識するため、問合せが列ストア内のオブジェクトにアクセスすると
列形式のメリットが得られる場合は常に、オブジェクトが直接送信されます。 

インメモリ・トランザクション・マネージャ（IMトランザクション・マネージャ）によって列デー
タとバッファ・キャッシュの整合性が維持されるため、IM列ストアが追加されてもアプリケーショ
ンに影響はありません。 

IM列ストアは、特に次のようなアクセス/パフォーマンス・レイヤーでの使用に適しています。 

» メモリ内のデータ・サイズを低減するために、圧縮アルゴリズムを使用している。多くの最新の
ハードウェア・プラットフォームでは、メモリ内にアクセス/パフォーマンス・レイヤーの大部
分（または、レイヤー全体）を格納できる可能性があります。 

» 多数の問合せで大規模なデータセットのスキャンを実行しており、I/Oサブシステムの読取りパ
フォーマンスのために問合せが制限されている。このタイプの問合せは、IM列ストアでメリット
がもっとも得られる可能性があります。 

» インメモリ・スキャンとインメモリ結合のパフォーマンスを最適化するために、IM列ストアに最
適化を組み込んでいる。このような最適化は、分析用のファクト表とディメンション表の結合に
適しています。 

» IM列ストアが、データベースを使ってアプリケーションに対して透過的に実行される。IM列ス
トアを限定的に使用し、アプリケーションを変更せずに重要な領域の応答時間を短縮できます。 

IM列ストアを使用すると、通常、マテリアライズド・ビューを作成して維持する必要性や、索引を
使ってスター・スキーマの最適化を実行する必要性が少なくなるため、IM列ストアを使用するとデ
ータウェアハウスの物理実装を簡素化できます。また、スキーマ設計が最適でない場合でも、デー
タ処理がより許容できるものとなります。この簡素化によって、索引のメンテナンスとサマリーの
管理に伴うリソース・オーバーヘッドが軽減されます。索引とサマリーが少ないほど、データの格
納に使用できる領域が多くなります。 

通常、問合せパフォーマンスを向上するには、数十ギガバイトの空きDRAMのあるハードウェア・
プラットフォームが必要となります。 

Oracle Database In-Memoryオプションについて、詳しくは「参考文献」のリファレンス12を参照
してください。 



 

27 | Oracle Database 12c – データウェアハウス向けの構築 
 

スター・クエリーの最適化 

スター・スキーマ問合せのI/Oを低減するには、オラクルのスター・クエリー変換を検討してくださ
い。 

オラクルのスター・クエリー変換は、ファクト表とディメンション表の典型的な結合で結合された
データにアクセスするために必要となる、ディスクの読取り量を低減する最適化手法です。この最
適化は、スター・スキーマにもっとも適しているため、アクセス・パフォーマンス・レイヤーでよ
く使用されます。 

複数のファクト表とディメンション表を問合せに含めることができます。この最適化では、ビット
マップ索引を使用し、結合を処理するために読み取る必要があるデータベース・ブロック数を低減
する必要があります。この最適化は透過的に実行されるため、問合せを変更せずに最適化を使用で
き、必要に応じてオプティマイザによって最適化が使用されます。 

スター・クエリー変換は、非Exadata環境での使用に特に適しています。これは、I/Oサブシステム
が十分でない環境に特に当てはまり、このような環境で、スキャンが必要となるファクト・データ
の量を低減できます。 

大容量のDRAMを搭載したシステムでは、スター・クエリーの最適化の代わりにIM列ストアを使用
するのが適している可能性があります。ゾーン・マップも、スター・クエリーの最適化の代わりに
使用できます。これらすべての最適化を組み合わせて使用できますが、IM列ストアとゾーン・マッ
プを使用すると、ビットマップ索引を作成する必要がなくなります。 

 

システム管理 

  

EDWでは複雑で多様なワークロードをサポートする必要があるため、十分な応答時間とスループッ
ト、システム・リソースの割当てと全体的な使用可能性という相反するニーズを監視してこれらの
ニーズのバランスを取る必要があります。Oracle Database 12cは、これを可能にする機能を備えて
います。 

ワークロード管理 

Oracle RACサービス、Auto DOP、およびリソース管理は、すべての混合ワークロード環境に重要な
主要コンポーネントです。 

ワークロード管理要件 

EDWでは、多様なワークロード、アプリケーション、およびユーザー・クラスをサポートする必要
があり、これらそれぞれに固有の品質保証契約（SLA）が設定されます。システム・リソースを最
大限に活用してハードウェア投資の価値を最大化する必要があるため、EDWインフラストラクチャ
を最大レベルの使用率で運用するというのは自然なことです。使用率が高いと、システム・リソー
スで競合が発生する可能性が高くなるため、サービス・レベルが低下しないように、これらのシス
テム・リソースを管理および制御することが必要となります。 

ワークロードのクラスに応じて、一貫した、つまり一定の応答時間を達成するために、固定のリソー
ス上限または最大リソース上限を割り当てることが必要となります。たとえば、業後バッチの実行は、
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システムで実行されている他の処理に関係なく、割り当てられたバッチ時間枠内に完了する必要があ
ります。BIユーザーは、パフォーマンスが散発的に"ときどき早く"なったり"ときどき遅く"なったり"
するよりも、応答時間が一貫しているほうを高く評価します。このようなタイプのワークロードでは、
適切なリソースを確実に使用できるようにするには、リソースの分離が必要になる可能性があります。 

一部のクラスのワークロードでは、システム・リソースの消費量を増やして応答時間が最短になる
ようにします。たとえば、重要なレポート実行、分析サービス、バルク更新には、使用可能なすべ
てのマシン・リソースを消費することを許可します（または、少なくとも、事前定義された最大値
まで消費することを許可します）。ワークロード管理を使用してこのタイプの動作を有効にすると、
マシンの使用率を最大限に高め、最大限のスループットと最小限の応答時間を達成するのに非常に
役立ちます。このようなタイプの環境では、ワークロード管理によってこの動作を制御でき、他の
重要なアクティビティにCPU、I/O、およびパラレル実行サーバーを予約できます。パラレル実行を
制御するメカニズムを自動化すると、この自動化されたメカニズムを使って、これらのタイプのワ
ークロードに使用できる並列度を増減できるため、役立ちます。 

EDWのワークロード・プロファイルは常に変化します。多くのEDWは24時間にわたって問合せ指向か
らバッチ指向に変化し、ビジネス要件は常に変化する可能性があります。そのため、ワークロード管
理用にOracle Database 12cが提供している機能は本質的に動的です。この機能を使用して、変化する
処理ニーズに適応してビジネス要件とともに進化できる、柔軟なソリューションを提供できます。こ
の柔軟性を使用して、まずはシンプルに開始してから、監視と制御によってソリューションを改良で
きます。ワークロード管理は本質的に反復的であり、継続的な進化と改良のプロセスです。 

ワークロードの分類 

システム・リソースを管理する際、重要な最初のステップとして、制御するさまざまなタイプのワ
ークロードを特定および分類します。これは、"非定型問合せ"、"業後バッチ"、および"サマリー管
理"と同じように基本的なことです。一般的なアプローチでは、まずはシンプルに開始し、後で監視
や改良を行います。EDWで特定のサービス・レベルのさまざまなクラスのユーザーやアプリケーシ
ョンを明示的にサポートする場合、このアプローチをワークロード管理計画に組み込むための出発
点として使用できます。1日、1週間、四半期などにわたってサービス・レベル要件がどのように変
化するのかを考慮する必要があります。 

この重要な最初のステップの詳細を含め、データウェアハウス・コンテキストでのワークロード管
理について、詳しくはリファレンス16を参照してください。 

ワークロード管理のコンポーネント 

データウェアハウス環境でワークロード管理に使用されるコンポーネントには、次のものがあります。 

» Oracle Real Application Clusters（Oracle RAC） 

» Oracle RACサービスを使用して、特定のワークロードを特定のデータベース・サービスにマップ
します。 

» Oracle Database Resource Manager（Oracle DBRM） 

» Oracle DBRMは、CPUやパラレル処理を含め、ワークロード管理のさまざまな側面を制御します。 

» » I/O Resource Manager（IORM） 

» Oracle Exadata Database Machineで、特定のワークロードへのストレージI/Oの割当てを管
理するために使用できます。 
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» Enterprise Manager Cloud Control（EMCC） 

» ワークロード管理の構成と監視に使用します。 

これらのコンポーネントは、以下に示すように反復的に使用されます。 

図11：ワークロード管理は反復的なプロセス 

  

CPU、ネットワーク、I/Oの管理 

Oracle Database Resource Manager（Oracle DBRM）を使用すると、Oracleデータベース内の処理に
優先順位を設定できます。Oracle DBRMをデータウェアハウス環境に使用することを強く推奨しま
す。Oracle DBRMは、システムでCPUが制限されると、個々のワークロードへのCPUの割当てを制
御します（Exadata環境および非Exadata環境）。Oracle Exadata Database Machine環境では、Oracl
e DBRMを使用してCPU、ネットワーク、およびI/Oの割当てを管理できます。 

Oracle DBRMでは、"コンシューマ・グループ"および"リソース・プラン"の概念を使用して個々のワ
ークロードを管理します。コンシューマ・グループは、ユーザー名やクライアント・タイプなどの
データベース・セッション特性を使用して特定のワークロードにマップされます。リソース・プラ
ンでは、さまざまなコンシューマ・グループにリソースをどのように分散するのかを指定します。
リソースには、CPU時間の割合、最大アイドル時間と最大待機時間、および個々の問合せに使用可
能なリソース量が含まれます。 

Oracle DBRMを使用すると、Oracle RACクラスタ内のすべてのデータベース・サーバーを同じ方法
で構成および利用できます。データベース・サービスを使ってさまざまなワークロードをさまざま
なデータベース・サーバー・グループに割り当てるのではなく、すべてのワークロードをすべての
データベース・サーバーにマップし、Oracle DBRMを使用して各ワークロードの利用可能なリソー
ス量を制御できます。 

Oracle DBRMについて、詳しくは「参考文献」のリファレンス14を参照してください。 

パラレル処理の管理 

1回の操作に関連するパラレル実行サーバーの数は、並列度（DOP）と呼ばれます。オラクルのパ
ラレル実行フレームワークでは、特定のDOPを明示的に選択でき、強制的に適用することも可能で
す。また、このフレームワークを使用して、DOPを自動的に制御することもできます。ほとんどの
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EDWのマシン・リソースの管理において、パラレル処理の管理はもっとも重要な考慮事項となりま
す。パラレル実行では、1回の問合せでも大量のマシン・リソースが消費される可能性があり、こ
れは通常、混合ワークロード環境では望ましくありません。そのため、Oracle Database 12cでは、
必要に応じてDOPを制限して、パラレル実行を制御された方法で使用できます。 

通常、ETLやバッチなどの適切に定義されたワークロードでは、特定のDOPが固定になります。非
定型問合せ環境では、オラクルのAuto DOP機能と呼ばれる、さらに動的なオプションを使用する
とメリットが得られます。オラクルでは、SQL文のDOPはリソース要件（文のコストとも呼ばれる）
に基づいて自動的に制御されます。さらに、DBAが構成したシステムしきい値に達すると、文は自
動的にキューに送信されます。また、必要に応じて、文はメモリ内で完全に処理されます（この機
能は通常のバッファ・キャッシュを使用するもので、IM列ストアには無関係です）。 

Oracle DBRMを使用すると、パラレル実行を柔軟かつ効率的に管理できます。そのため、特定のシ
ステムでCPUまたはI/Oのいずれが制限されるかに関係なく、EDW環境でパラレル実行を管理する場
合は、Oracle DBRMを強く推奨します。コンシューマ・グループごとに異なる方法でパラレル実行
を制御できます。Oracle DBRMは、最大並列度を決定する際のもっとも重要な判断材料であり、コ
ンシューマ・グループ（特定のリソース・プランを使用）のユーザーはリソース・グループの最大
並列度よりも高いDOPで実行することはできません。 

パラレル処理の使用方法について、詳しくは「参考文献」のリファレンス7を参照してください。 

Oracle RAC環境の管理 

Oracle RAC環境では、さまざまなワークロードをさまざまなサーバーにマップできます。Oracle RA
C環境でパラレル実行を適用する箇所を制御するには、サービスを使用する方法を推奨します。サ
ービスを使用すると、特定のアプリケーション・クライアントやクライアント・グループの接続を
特定のデータベース・ノードに転送できます。また、この接続のパラレル・サーバー・プロセスは、
サービスにマップされているノードに制限されます。そのため、環境を適切に制御できます。また、
柔軟なソリューションであるため、サービスからノードへのマッピングを動的に変更でき、変化す
るワークロード要件に迅速に対応できます。 

データウェアハウス環境では、リソースの管理はサービスを使って"垂直方向"に行うのではなく、
Oracle DBRMを使って"水平方向"に行うのが適切なアプローチとなります。たとえば、ワークロー
ドにOracle RACクラスタ内のすべてのノードを使用できるようにし、Oracle DBRMを使用してクラ
スタ内のI/O、CPU、およびパラレル実行サーバーの割合を一様に管理するとします。この方法では、
すべてのクラスタ・メンバーが対称になります。サービス構成が変更になった場合、Oracle DBRM
によるコンシューマ・グループへのリソース割当てはほぼ瞬時に行われるのに対し、個々のサーバ
ー間でのデータベース接続の移行には時間がかかる可能性があります（かかる時間は、使用するア
プリケーションのタイプによって異なります）。 

パラレル実行を利用して複雑なワークロードを管理する方法について、詳しくは「参考文献」のリ
ファレンス16を参照してください。 

ワークロードの監視 

オラクルの包括的なデータベース監視とワークロード・リポジトリを利用し、可視化にはEnterpris
e Manager Cloud Controlを使用します。 

先に説明したように、ワークロード管理は反復的なプロセスであるため、変更の効果を測定できるこ
とが重要です。また、変更の要因を把握したり、リソース管理計画の変更後に改善やリグレッション
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があるかどうかを把握したりすることも重要です。Oracle Database 12cでこれを達成するためのおも
なメカニズムが、自動ワークロード・リポジトリ（AWR）です。このリポジトリに、取得されたおも
なデータベース・メトリックがデフォルトで1時間ごとに保存されます。期待されるスループットと
パフォーマンスのベースラインを確立するのに役立ちます。AWRによって、システム全体の詳細を継
続的に把握できます。 

日常的なワークロード管理とパフォーマンス管理のために、グラフィカルな診断画面とパフォーマ
ンス監視画面をOracle Enterprise Manager Cloud Control 12c（Oracle EMCC）またはOracle Enterpri
se Manager Express（Oracle EM Express）で利用できます。Oracle EMCCとOracle EM Expressは、
システム・アクティビティをリアルタイムで把握するのに役立ちますが、AWRの履歴情報を表示し
たり、システム・アクティビティをグラフ表示したりすることもできます。 

Oracle EMCCは、Oracle DBRMを制御および監視するための包括的なインタフェースを備えています。 

ワークロードの監視について、詳しくは「参考文献」のリファレンス17および18を参照してください。 

オプティマイザ統計管理 

SQL文の最適化には優れた統計が必要であり、これを提供します。 

高い問合せパフォーマンスを達成するため、オラクルの問合せオプティマイザは、アクセスする必
要があるオブジェクトについて正確な情報を取得する必要があります。この情報はデータ・ディレ
クトリに格納され、できるだけ最新な状態となるように収集および保持される必要があります。統
計の収集では、各表の行数や表の列値のカーディナリティなど、特定の主要な統計情報を確認する
ために、データベース内の一部のデータをスキャンしてサンプリングする必要があります。一般的
なEDWには大量のデータが格納されるため、これらの統計の収集は、システム・リソースの観点で
高いコストのかかる処理となる可能性があります。 

そのため、オラクルでは、読み取られるサンプル・データが少量の場合でも統計の精度を維持でき
るように、統計収集プロセスに最適化を組み込んでいます。また、パーティション化を利用し、統
計を段階的（パーティションごと）に収集できるようにして、非常に大規模な表の統計を維持する
コストを軽減するメカニズムを備えています。グローバル統計は、各パーティションの統計を集計
して生成されます。表に新しいパーティションが追加された場合、新しいパーティションの統計を
収集するだけで済みます。適切な統計を維持するプロセスについて、詳しくは「参考文献」のリフ
ァレンス15を参照してください。 
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結論 

 

データウェアハウス用に構築された、データウェアハウスに最適なオラクル製品は、常に進化する
機能要件と非機能要件に対応するさまざまな機能を提供します。このホワイト・ペーパーで説明し
ている原則に従うと、ますます困難となっている品質保証契約や機能要件に対応しながら、データ
ウェアハウスを常に適切に運用できます。 

 
基本原則は次のとおりです。 
» ハードウェア 

» Oracle Exadata Database Machineを使用することを検討してください。また、可用性とパフ
ォーマンスのサービス・レベルの観点から、高いI/Oスループットを設計し、コンポーネン
ト障害シナリオを検討してください。 

» 将来的なステールアウトの影響を検討してください。 

» 大量のデータの効率的な管理と保存。 

» パーティション化を使用します。 

» 圧縮を使用します。 

» データの効率的なロードと変換。 

» セットベースのデータ・ロードに外部表を使用します。 

» 可能な場合、セットベースのデータ処理に外部表を使用します。 

» パラレル処理を使ってスケールアウトできるように設計および構築します。 

» 状況に何が最適なのかを検討してください。パフォーマンス・ニーズ、データの可視性とサ
ービス・レベル、データ到着パターン、および全体的な操作性のバランスをとります。 

» 問合せパフォーマンスの最適化 

» パーティション化を使用します。 

» パラレル処理を使用します（特に、3NFスキーマの場合）。 

» スター・スキーマで、スター・スキーマの最適化、OLAP、インメモリ列ストア、ゾーン・
マップなどの物理的な最適化を使用します。ハードウェア・アーキテクチャとサービス・レ
ベルにもっとも適した機能を選択します。 

» システム管理 

» Oracle DBRMを使用してパラレル処理を管理し、Oracle EMCCまたはOracle EM Expressを使
用して監視を行います。 

» オプティマイザ統計管理を最優先にします。 

これらの原則に従うと、EDWが高速になり、管理が容易になり、スケーラビリティも向上します。
TCOが削減され、ユーザーの満足度が向上し、EDWをビジネスとともに継続的に拡張および進化さ
せることができます。 
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