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SQLを使用したデータ分析 

今日の情報管理システムは、業務アプリケーションと連携して、いくらかの分析処理を伴う幅広い
ビジネス要件に対応する必要があります。これらの要件はデータのエンリッチメントやETLワーク
フローでの変換、販売レポートの移動平均や移動和などの時系列計算、ログ・ファイル内のリアル
タイム・パターン検索の実行から、予算編成および計画策定中のWhat-Ifデータ・モデルの構築まで
多岐にわたります。開発者やビジネス・ユーザー、プロジェクト・チームは要件を満たすソリュー
ションを構築するために、幅広い選択肢から任意の言語を選ぶことができます。 

時間の経過とともに、多くの企業では、データ・システムを動かすために多種多様なプログラミン
グ言語を使用すると、次の5つの重要な問題が発生することが明らかになりました。 

 

1. 迅速に革新を進める能力の低下 

2. データ・サイロの発生 

3. トレースと修正が困難なアプリケーション・レベルのパフォーマンス・ボトルネックの発生 

4. デプロイおよび管理プロセスの複雑化によるコストの増加 

5. トレーニングへの投資レベルの上昇 

 

開発チームは、競争力を大幅に高めてアプリケーション収入の流れを促す、革新的な新規アプリ
ケーションを素早く提供する必要があります。このようなイノベーションを抑制する要素は何であ
れ、至急見直して解決しなければなりません。多くの組織が直面している課題は、データおよび分
析要件を安全かつ効率的に管理すると同時に、非常に多様なツールとアプリケーションをサポート
して既存スキルへの投資を最大活用するための適切なプラットフォームと言語を見つけることです。 

 

ITマネージャーとプロジェクト・マネージャーが必要としているのは、上記の問題を招くことなく、
変わり続けるビジネス要件に開発者が素早く効果的に対応できるような、プロジェクトとアプリ
ケーションを支える俊敏なプラットフォームです。 
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柔軟で包括的な開発フレームワーク 

オラクルのIn-Database分析用SQLは、問合せパフォーマンスと開発生産性の両方を向上する俊敏な
分析開発プラットフォームを提供します。また、リアルタイム分析からインタラクティブな意思決
定支援や業務バッチ・レポートまで、あらゆるタイプの処理をサポートします。社内開発者も独立
系ソフトウェア・ベンダーも、Oracle Databaseを使用することで、プロジェクトとアプリケーショ
ン内でSQLベースの豊富な分析機能を利用できるようになります。 

オラクルのデータベース内分析用SQLのおもな利点は次のとおりです。 

• 開発生産性の向上 

• 管理性の強化 

• 最小限の労力での習得 

• 投資保護（ANSI SQLへの準拠による） 

• パフォーマンスの向上 

開発生産性の向上 
最新の分析用組込みSQL機能を使用すると、SQLやその他の言語で書かれた複雑なコードを、大幅
に明瞭で簡潔な分析用SQLで置換することで、アプリケーション・コードを簡素化できます。以前
であれば手続き型言語や複数のSQL文を使用する必要があったタスクを、1つの単純なSQLで表せる
ようになりました。この単純化されたSQL（分析用SQL）は、旧式のアプローチよりも迅速に構築、
保守、デプロイできるため、開発生産性が大幅に向上します。この生産性のメリットはSQLを使え
るビジネス・ユーザーにも当てはまり、独自のレポートやワークフローを作成して、拡張要件を各
自が管理できるようになります。 

図1に示す例では、左側の枠内に、2つのイベント（1001と1002）間の平均待機時間を計算するSQL
を記載しています。メインのSQL文が平均待機時間を計算できるようにするには、複数のSELECT文
を使用して各イベントのデータを抽出し、正しい順序で並んだ2つの結果セットを作成する必要が
あります。右側の枠では、複数のSELECT文を1つのLAG関数で置換しています。これにより、はる
かにすっきりしたコードになるため、迅速な開発と容易なテストが可能になるだけでなく、大幅に
理解しやすくなります。 
 

複数のSELECT文と複数の表結合文 ウィンドウ関数を使用した文 
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図1. 分析用SQLの使用によるコードの単純化 - ウィンドウ関数による66%のコード削減 

 

管理性の向上 

計算機能をデータの近くに集約すると、複数の専門処理プラットフォームに計算機能が分散してい
たことによる非一貫性や瞬時性の欠如、不十分なセキュリティという問題を完全に解消できます。
データ構造や言語に互換性のない計算エンジンの寄せ集めではなく、共通のリレーショナル環境を
アプリケーションが共有する場合、すべてのデータを統合したビューに簡単にアクセスできます。 

オラクルのアプローチを使用すると、開発者は幅広いビジネス要件に対応する SQL を使用して、そ
れぞれの分析を効率的に階層化できます。たとえば、分析用 SQL を使用すると、ある営業担当者が
地域売上の 18%以上に貢献している地域で、総売上の 50%以上を占めるすべての地域を選択する文
を、1 つの単純な SQL 文で表現できます。 

上記に太字で表示された分析用 SQL のおもな機能については、本書の後続のセクションで詳しく説
明します。 

最小限の労力での習得 

分析用 SQL の理解に必要な労力は、入念な構文設計によって最小限に抑えられています。組込みの
分析用 SQL 構文は、多くの場合、集計関数の SUM や AVG などの既存 SQL 構文を利用して、すでに
十分に理解されているこれらのキーワードを拡張しています。 

ほとんどの開発者やビジネス・ユーザーは十分な SQL スキルを持っているため、パレート分布やパ
ターン・マッチング、キューブおよびロールアップ集計などの分析機能をアプリケーションやレ
ポートで素早く採用して取り込むことができます。拡張や保守、アップグレードに必要な時間は最
小限です。特別なプログラミング・スキルを持つ少数のキーパーソンに頼らなくても、より多くの
担当者が既存の SQL コードを見直して拡張できるようになります。 

ANSI SQLへの準拠 

オラクルの分析用 SQL は、その大半が ANSI SQL 規格に含まれています。そのため、オラクルのパー
トナー・ネットワークとその他の独立系ソフトウェア・ベンダーの両方により、さまざまなアプリ
ケーションとツールでこれらの機能が幅広くサポートされており、新しく追加された機能も迅速に
導入されます。オラクルは、拡大する分析関数ライブラリの活用を支援するため、多数のパート
ナーと常に協力しています。すでに多くの独立系ソフトウェア・ベンダーが、Oracle Database 12c
の In-Database 分析関数に対するサポートをそれぞれの製品に組み込んでいます。 

パフォーマンスの向上 

オラクルの In-Database 分析用 SQL は、問合せパフォーマンスの大幅な向上を可能にします。特殊
なデータ処理サイロが不要になるだけでなく、これらの専用機能の内部処理は完全に最適化されて
います。SQL を使用することで、パラレル実行などの Oracle データベースが持つ潜在能力が存分に
発揮されるため、外部の専用処理エンジンとは比較にならないエンタープライズ・レベルのスケー
ラビリティが実現します。 



 

 
 
4 | Oracle Database 12cの分析用SQL 

 

まとめ 

このセクションでは、オラクルのデータベース内分析用 SQL が、IT チームとアプリケーション開発
チームの両方に対して堅牢で俊敏な分析開発プラットフォームを提供することで、問合せパフォー
マンスと開発生産性の両方を向上しながら、既存の標準ベースのスキルに基づいて投資を保護する
ことを説明しました。 

以降のセクションでは、オラクルの分析用 SQL を支える基本概念を確認し、これらの概念を使用す
るおもな分析機能および関数について概説します。 

 

Oracle Database 12cのIn-Database分析用SQL 

ここでは、分析用 SQL のベースになる処理の概念について概要を説明します。 

分析用SQLの処理概念 

Oracle8i Database Release 1 で初めて導入されたオラクルの In-Database 分析用 SQL は、SQL 処理
にいくつかの新しい要素をもたらしました。これらの要素は既存の SQL 機能に基づいており、高度
な計算をサポートするという点に関して柔軟でありながら強力なフレームワークを、開発者とビジ
ネス・ユーザーに提供しています。オラクルの分析用 SQL の処理に使用される 4 つの基本的概念は
次のとおりです。 

• 処理の順序 

• 結果セットのパーティション 

• 計算ウィンドウ 

• 現在の行 

この 4 ステップのプロセスは内部で最適化されており、完全に透過的に実行されますが、極めて柔
軟に分析機能を階層化することで、長くて複雑な SQL 文に頼ることなく、目的の結果セットを生成
します。ここからは、上記の 4 つの概念についてより詳しく確認していきます。 

1. 処理の順序 

分析用 SQL を使用した問合せ処理は、次の 3 段階で実行されます。 

ステージ1：すべての結合とWHERE、GROUP BY、HAVING句 1が実行されます。Exadata 
Storage Serverを使用している場合、問合せの最初の結合とフィルタリング処理はストレー
ジ・セルによって実行されます。このステップにより、分析関数に渡されるデータ量が大幅
に減る可能性があるため、パフォーマンスの向上につながります。 

ステージ2：結果セットが分析関数に渡され、すべての計算が適用されます。 

ステージ3：問合せにORDER BY句が含まれる場合は、最終的な出力を正確に制御するため、
ここで処理が行われます。 

                            
1 これが当てはまるのは、おもに単一の問合せブロックです。 
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2. パーティション - データセットの編成 

分析用 SQL を使用すると、問合せ結果セットを"パーティション"2と呼ばれる順序付けされた行グ
ループに分割できます。SUM や AVG などの集約された結果はすべて分析関数に渡すことができま
す。パーティションには任意の列や式を使用できます。問合せ結果セットは、すべての行を格納し
た 1 つのパーティションだけで構成される場合もあれば、少数の大きいパーティションや、数行の
みを格納した多数の小さいパーティションで構成される場合もあります。 

3. 計算ウィンドウ 

各パーティション内に、データのスライド・ウィンドウを定義できます。このウィンドウにより、"
現在の行"（次のセクションで定義）に対する計算実行に使用される行の範囲が決まります。ウィン
ドウ・サイズは、物理的な行数または論理的な間隔（時間など）に基づいて定義できます。 

ウィンドウには開始行と終了行があり、定義によって、ウィンドウの一方の端のみが動く場合と両
方が動く場合があります。 

たとえば、累積合計関数に対して定義したウィンドウの開始行は 1 行目に固定されており、終了行
は開始位置からウィンドウの最終行までスライドします。 

対照的に、移動平均に対して定義したウィンドウは開始点と終了点の両方がスライドし、一定の物
理範囲または論理範囲が維持されます。 

図2. ウィンドウ関数を使用したさまざまな集計レベルの作成（四半期ベース） 

次に、物理ウィンドウを使用して 6 か月の移動平均を求める例を示します。 

                            
2 分析関数に関する文脈で使用される"パーティション"という用語は、Oracle Partitioning とは無関係です。 
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別の方法として、データセットに日付列が含まれる場合は、Oracle データベースに組み込まれた時
間認識機能を利用して、論理ウィンドウを使用することも可能です。このケースでは、"range 
interval '5' month preceding"構文を使用して、6 か月の移動平均を作成できます。 

  

上記問合せによる出力を次に示します。 

図3. 6か月の移動平均を計算するためのローリング・ウィンドウの概念を示す例 

ウィンドウという概念は非常に強力であり、データとの相互作用能力という面で高い柔軟性を提供
します。ウィンドウは最大で、パーティションに含まれるすべての行を含む大きさに設定できます
が、反対に、1 行のみを含む大きさに設定することもできます。ユーザーは、ウィンドウに一定の
行数が含まれるように指定したり、または、列の値が指定した数値の範囲内にあるすべての行を含
むように指定したりできます。データ値が特定の期間内（前月など）に当てはまるすべての行を含
むように、ウィンドウを定義することも可能です。 

4. 現在の行 

分析関数を使用して実行するそれぞれの計算は、ウィンドウ内の現在の行に基づきます。現在の行
は、ウィンドウの開始位置と終了位置を決める参照ポイントとしての役割を果たします。次の例で
は、現在までの中間合計の計算は、現在の行に前の 2 行の値を加えた結果となります。ウィンドウ
の最後で中間合計がリセットされます。次の例は結果セット内で中間合計を生成して、特定の製品
カテゴリに入る年内のチャネル別合計売上を表示します。 

図4. ローリング・ウィンドウに基づいてパーティション内で現在の行の位置を示す例 
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まとめ 

ここでは、分析用 SQL のベースになる 4 つの主要概念について説明しました。以降のセクションで
は、これらの概念を使用する主要な分析機能と分析関数について説明します。 

 

In-Database分析用SQL機能の概要 

SQL ベースでない分析コードをデータベース内に移動したり、複雑な SQL 処理を ANSI 規格の関数
と機能を使った単純な SQL で置き換えたりすることで、メリットを得ると思われるデータウェアハ
ウス・プロジェクトや業務プロジェクトは多数存在します。分析計算を実現するために開発者が過
去に利用していた複数の自己結合や外部関数の呼出しなどの回避策を、Oracle Database 12c に含ま
れる以下のデータベース内関数および機能で置き換えられるようになります。 

• 拡張レポートの作成 

• データ・サンプリング 

• 高度な集計 

• 統計分析 

• パターン・マッチング 

• スプレッドシートのようなデータ・モデリング 
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ここからは、上記トピックについて詳しく説明します 3。 

 

拡張レポートの作成 

以下のトピックに沿って、拡張レポートの作成に関連する分析用 SQL の機能とテクニックについて
の情報を提供します。これらのトピックについてはデータウェアハウスの観点から説明しますが、
分析とレポートを必要とするすべてのアクティビティに適用できます。 

• ウィンドウ、LAG、LEAD、レポート集計の各関数 

• ピボット処理 

• レポート作成と時系列計算のためのデータの高密度化 

 

ウィンドウ、LAG、LEAD、レポート集計の各関数 

ウィンドウ関数は、移動バージョンと累積バージョンの SUM、AVERAGE、COUNT、MAX、MIN に加
えて、その他多数の関数の計算に使用されます。ウィンドウ関数を使用すると表内の複数行にアク
セスできるため、複数の自己結合を使用する必要がなくなります。ウィンドウ関数を使用できるの
は、問合せの SELECT 句と ORDER BY 句でのみです。集計ウィンドウ関数には、ウィンドウ内の最
初の値を返す FIRST_VALUE という関数と、ウィンドウ内の最後の値を返す LAST_VALUE という
関数が含まれます。これら 2 つの関数は分析関数としてのみ使用でき、集計関数および分析関数と
して使用できる FIRST および LAST とは異なります。 

FIRST_VALUE 関数と LAST_VALUE 関数では、NULL の処理方法を制御できます。FIRST_VALUE

に対して IGNORE NULLS オプションを使用すると、セット内で最初の NULL 以外の値（すべての
値が NULL の場合は NULL）が返されます。LAST_VALUE に対して IGNORE NULLS オプションを使
用すると、セット内で最後の NULL 以外の値（すべての値が NULL の場合は NULL）が返されます。
次に、FIRST_VALUE に対して IGNORE NULLS オプションを使用した例を示します。 

 

 

生成される出力は次のとおりです。 

 

                            
3 分析用 SQL の詳しい説明については、『Oracle Data Warehousing Guide』を参照してください。 
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一方、集計関数FIRST/LASTを使用すると、データセットのランク付けを行って、最上位の行と最下位
の行を後続処理で使用できます。最上位または最下位の行を見つけた後で、任意の希望する列に対して
集計関数を適用できます。これらの分析関数が有益なのは、自己結合や副問合せ SQL を使用せずに SQL
を簡素化し、パフォーマンスを向上できるためです。これらの関数の構文は、最初に、グループごとに
1 つの戻り値を生成する通常の集計関数を使用し、次に、この戻り値を使用して FIRST/LAST 関数に基
づくランクが決定されます。また、KEEP という用語で始まる新しい句を含みます。 
LAG 関数と LEAD 関数は、行の相対的位置が事前に特定できる場合にデータセット内の値を比較す
るために使用できます。LAG 関数は、現在の位置から後方に動作する任意のオフセットに基づいて
行にアクセスします。LEAD 関数も同様に行にアクセスしますが、現在の位置から前方を探します。
いずれの関数も、現在の行と目標の行を隔てる行数を指定することで動作します。これらの関数を
使用すると、同じ表内の複数の行に同時にアクセスできるため、このようなビジネス要件を満たす
ために自己結合を使用する必要がなくなります。もっとも効率的なパフォーマンスを実現するため、
Oracle Database にはこのようなデータ処理をサポートするための最適化が組み込まれています。 

問合せに対する処理が完了すると、追加のレポート集計や、中間合計と移動平均の計算などのメ
ジャーを組み込むことができます。ビジネス・ユーザーはこれらの追加計算を使用することで、各
製品カテゴリと売上高が最大の地域を記載したレポート作成などの高度な問合せを構築できます。 

開発者は SQL を分析言語として使用することで、各種関数を使用して SQL コードを階層化しながら
一定の単純さを維持して、複雑な専用コード（場合によって一部はデータベース外部に存在）を使
用するよりもはるかに容易に保守、サポート、拡張を管理できるようになります。 

ピボット処理 

ピボットは多くのデータウェアハウス関連アプリケーションで使用されている重要なテクニックです。
通常、ビジネス・インテリジェンスの問合せは複数の入力行を、行数がより少なく、たいていは列数の
多い結果セットに変換します。ビジネス・インテリジェンス問合せによって返されるデータは、多くの
場合、クロス集計形式で表示された場合にもっとも役立ちます。SELECT 文で PIVOT 句を使用すると、ア
プリケーション開発者は行を回転させて列にするクロス集計問合せを作成して、回転プロセスの一部と
してデータを集計できます。この機能が導入される以前、BI ツールとレポートの開発者は回避策として
自己結合を使用せざるをえず、最適化が極めて難しい複雑なコードの原因となっていました。 

ETL およびデータ・マイニング・ワークフローの多くは、変換ステップ内にピボット処理を含んで
います。このような処理をデータベース内に移動してネイティブ SQL で実行すると、行から列また
は列から行の変換を扱うステージング表を実装する必要がなくなるため、この種の機能を必要とす
るワークフローのパフォーマンスが大幅に向上します。 
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ディメンションの値（行）を列へ変換して、特定のデータ・ポイントのセットを分割する必要があ
る場合、PIVOT 句を使用して次の結果セットを変換できます。 

 
 PIVOT 句を使用した SQL 文は次のとおりです。 

 

 UNPIVOT 句を使用すると、データをもう一方の方向（PIVOT の逆）に回転できます。次に例を示します。 
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レポート作成と時系列計算のためのデータの高密度化 

データは通常、スパースな形式で格納されています。つまり、特定の組合せのディメンション値に
対して値が存在しない場合、ファクト表には行が存在しません。ただし、場合によっては、特定の
データ・ポイントに対するデータが存在しない場合も、すべてのディメンション値の組合せに対し
て行が存在するような高密度形式でデータを表示する必要があります。時間ディメンションに沿っ
てデータが密集している場合、時系列計算の実行はもっとも簡単になります。これは、高密度デー
タが各期間に対して一定の数の行を満たすため、物理オフセットで分析ウィンドウ関数を使用しや
すくなるためです。 

データの高密度化は、スパースなデータを高密度形式に変換するプロセスです。スパース・データ
による問題を解消するため、オラクルは時系列やその他のディメンションでの欠落を埋めるパー
ティション外部結合を提供しています。このような結合は従来の外部結合構文を拡張して、問合せ
内に定義されたすべての論理パーティションに対して外部結合を適用します。Oracle データベース
は PARTITION BY 句に指定された式に基づいて、問合せ内の行を論理的にパーティション化します。
パーティション外部結合の結果は、論理的にパーティション化された表に含まれる各パーティショ
ンと結合相手の表を外部結合したものの UNION になります。 

結果は大幅に密度の高いデータセットになり、移動平均や移動和などの分析関数を適用しやすくな
ります。 

データ・サンプリング 

ビジネス・インテリジェンス・レポートや高度な分析処理では、場合によって、問合せから返され
る行の数を特定の数（例：上位 5 行や下位 10 行）、または行数の割合（例：全行数の 25%）で制
限する必要があります。しばしば上位 N 番までの問合せと呼ばれるこのような問合せは、"収益性の
高い上位 10 顧客はだれか"を示すレポートを簡単に作成する手段を提供します。また、データセッ
トの最初の数行を表示するユーザー・インタフェースにも有効です。 

このような要件に対して、Oracle データベースの SQL 分析関数は大きなメリットをもたらします。
現在まで、多くの開発者やレポート作成者、ソフトウェア・ベンダーは、ウィンドウ関数の
ROW_NUMBER を使用してこの種の要件を満たしてきました。必要な SQL コードは過度に複雑なも
のではありませんが、ANSI SQL 規格の構文（SELECT 文の最後で指定する新しい"行制限"句）を使用
すると、SQL 文が大幅に単純化されて分かりやすくなります。次に例を示します。 

 

高度なSQL集計 

オラクルは GROUP BY 句の処理能力を拡張して、最初の結果セットから導き出される合計の作成を
細かく制御できるようにしました。これには次の機能が含まれます。 

• ロールアップ - 指定されたディメンション・グループ間で、さまざまなレベルの小計を計算します。 

• キューブ - 取りうるすべてのディメンション・グループの組合せに対して小計を計算してか
ら、総計を計算します。 
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• グルーピング - 結果セット内のどの行がロールアップ処理またはキューブ処理によって生成
されたかを特定します。 

• グルーピング・セット - 結果セットの一部として生成されたユーザー定義グルーピングのセット。 

ROLLUP は、ROLLUP 句に指定されたグルーピング・リストに従って、もっとも詳細なレベルから
総計に"ロールアップ"する小計を作成します。ROLLUP は引数として、順序付けされたグルーピン
グ列のリストを受け取ります。 

ROLLUP は、時間や地理などの階層型ディメンションに沿って小計を求める際に非常に便利であ
り、サマリー表の生成と保守を容易かつ迅速にします。これは ETL 開発者と DBA にとって特に便
利です。 

CUBE を使用すると、1 つの SELECT 文でクロス集計レポートを作成できます。ROLLUP と同様に、
CUBE は GROUP BY 句を拡張したものであり、その構文の習得も容易です。CUBE は指定されたグ
ルーピング列のセットを受け取り、すべての可能な組合せに対して小計を作成します。この機能は、
サマリー表の作成が必要である場合に非常に便利です。CUBE の付加価値がもっとも高くなるのは、
1 つのディメンション内の異なるレベルを表す列ではなく、複数のディメンションに含まれる列に
基づく問合せを処理する場合です。 

ROLLUP と CUBE は非常に強力な機能ですが、若干柔軟性に欠けるように見える場合もあります。
多くの場合、開発者は、小計となる結果セットの行と特定の小計に対する正確な集計レベルを決定
する必要があります。これにより、全体比などの計算で小計を使用できます。 

データ品質の問題を解決するには、データベースに格納された NULL 値を、ROLLUP または CUBE に
よって作成された"NULL"値から区別することが重要です。GROUPING 関数はこの問題を解消します。
GROUPING は単一列を引数として受け取り、ROLLUP または CUBE によって作成された NULL 値を
見つけると 1 を返します。つまり、NULLを含む行が小計である場合にGROUPINGは 1 を返します。
格納された NULL 値を含むその他すべての値に対しては、0 を返します。この情報が価値を持つの
は開発者に対してのみですが、非常に強力な機能であることに変わりはありません。これは NULL

値の識別に役立つだけでなく、小計行のソートや結果のフィルタリングにも使用できます。 

グルーピング・セットを使用すると、開発者やビジネス・ユーザーは主要なディメンションのグ
ルーピングを厳密に定義できます。生成される 1 つの結果セットは、別々にグルーピングされた行
の UNION ALL と等しくなります。これにより、CUBE 全体を計算することなく、複数のディメン
ション間で効率的な分析を実行できます。CUBE 全体に対して取りうるすべての順列を計算すると、
非常に高い負荷が発生するため、グルーピング・セットによる厳密な制御は大幅なパフォーマンス
向上につながります。 

たとえば、次の文について検討しましょう。 
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上の文は、次の 3 つのグルーピングに対して集計を計算しています。 
 

  
 

次に、CUBE と GROUPING ID を使用して同じ結果セットを返す次の文を上の文と比較してみましょう。 
 

 
 

この文は 8 つ（2*2*2）のグルーピングすべてを計算しますが、実際に必要なグルーピングは 3 つの
みです。 
連結グルーピングを使用すると、便利なグルーピングの組合せを簡単に生成できます。グルーピン
グに連結グルーピングを指定すると、各グルーピング・セットからグループのクロス積が戻されま
す。この機能を使用して少数の連結グルーピングを指定すると、実際には多数の最終的なグループ
を生成できます。これにより、SQL 文が短く単純になるため、理解と保守が容易になります。連結
グルーピングには、複数のグルーピング・セットやキューブ、ロールアップをカンマで区切って指
定します。次に連結グルーピング・セットを含む例を示します。 

GROUP BY GROUPING SETS(a, b), GROUPING SETS(c, d) 

これより定義されるグルーピングは次のとおりです。 

(a, c), (a, d), (b, c), (b, d) 

グルーピング・セットの連結が非常に有用な理由は数多くあります。第一に、SQL 文内にすべての
グルーピングを列挙する必要がなくなるため、問合せの開発における複雑さが軽減されます。次に、
アプリケーション開発者はより多くの処理を Oracle データベース内に移動できます。OLAP 型のア
プリケーションが通常生成する SQL には、グルーピング・セットの連結が含まれており、各グルー
ピング・セットがディメンションに必要なグルーピングを定義しています。 

複合列 

複合列は、グルーピングの計算中に 1 単位として扱われる一連の列です。一般に、複合列は
ROLLUP、CUBE、GROUPING SETS、連結グルーピングで役に立ちます。たとえば、CUBE または
ROLLUP で複合列を使用すると、特定のレベルでの集計を省略できます。 

次の文のように、かっこ内に列を指定します。 

ROLLUP (year, (quarter, month), day) 

この文では、年と四半期の間のロールアップは実行されません。実際に戻されるのは、次のグルー
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ピングを UNION ALL したものになります。 

(year, quarter, month, day),  

(year, quarter, month),  

(year) 

() 

高度な SQL 集計について、詳しくは『Oracle Database SQL 言語リファレンス』を参照してください 4。 

Oracle Database 12c（12.1.0.2）には、集計やデータ検出での概算結果要件をサポートするための新
機能が導入されています。一部のケースでは、分析問合せに必要な精度を下げることができます。
言い換えると、十分な精度を持つ結果が実際は理想的な結果になります。たとえば、実際の値の
1%以内に入る概算結果で十分に事足りる場合があります。 

オラクルは、'approximate count distinct'処理に対して SQL 内に HyperLogLog アルゴリズムを実装す
ることで、この機能を追加しています。大量のデータ処理が厳密な集計よりはるかに高速に実行でき、
特に、多数の異なる値を含むデータセットで、正確な結果との差異を無視できる場合に有効です。 

次の文は、重複を除いた顧客数の概算値を製品ごとに返します。 

 
次の出力が返されます。 

 
APPROX_COUNT_DISTINCT は、COUNT よりも大幅に高速に大量データを処理し、正確な結果から
ごくわずかな差異のある結果を返します。この新機能について、詳しくは『Oracle Database SQL 言
語リファレンス』を参照してください 5。 

 

統計分析 

多くのデータウェアハウス・プロジェクトや業務プロジェクトでは、はじめに、ビジネス要件または
前提が実現可能であるかどうか、またどのデータ・ポイントがもっとも価値ある情報を提供するのか
を特定するために、利用可能なデータの評価を行います。データの調査と評価には、パーセンタイル
分布や標準偏差、線形回帰、その他多数の統計検定などの数学的機能を使用する必要があります。 

以前は、外部の専用数学エンジンを使用してこれらの要件を実現していました。Oracle Database は、

                            
4 HTTP://DOCS.ORACLE.COM/CD/E16655_01/SERVER.121/E17209/FUNCTIONS186.HTM - I1279931 
5 HTTP://DOCS.ORACLE.COM/DATABASE/121/SQLRF/FUNCTIONS013.HTM - SQLRF56900 

http://docs.oracle.com/CD/E16655_01/SERVER.121/E17209/FUNCTIONS186.HTM%20-%20I1279931
http://docs.oracle.com/DATABASE/121/SQLRF/FUNCTIONS013.HTM%20-%20SQLRF56900
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このような調査と分析をデータベース内で実行できるようにします。オラクルが提供する豊富な統
計関数のライブラリには、次の数学的機能に対するサポートが含まれています。 

• 線形代数 

• 線形回帰 

• 統計的集計による仮説検定 

 

線形代数 

線形代数には、バイオインフォマティクスでのマイクロアレイ・データの解析や、サプライ・
チェーンでのオペレーションズ・リサーチ、計量経済学での消費需要データの分析、金融での資産
配分問題、その他の一般的な最適化問題など、幅広い実用的な用途があります。 

これまで、PL/SQL で行列を操作するには、PL/SQL のネイティブ・データ型を使用した行列表現を
作り出し、専用のデータ操作ルーチンを作成する必要がありました。これにはかなりのプログラミ
ング作業が必要であり、結果の実装パフォーマンスの最適化は困難でした。多くの開発者は、線形
代数のユースケースをサポートするために外部パッケージを使用することを選んできました。この
場合、データは外部パッケージで処理されてから、その後の SQL を使用した分析のために Oracle
データベースに戻されます。この往復のデータ送信には非常に長い時間がかかる場合があります。 

Oracle Database 12c では、UTL_NLA パッケージに含まれる行列データ型とラッパー・サブプログ
ラムを PL/SQL 内で使用することで、線形代数モデルを構築できます。これにより、データを
Oracle データベースの外部に送信する必要がなくなります。開発者は、結果をその他の分析と統合
し、必要なデータ・セキュリティ・レイヤーを維持できます。 

小売業者はしばしば、線形代数を使用してマーケティング・プログラムの有効性を分析します。た
とえば、個々の店舗は通常、マーケティング予算を多数の実行可能プログラム（メディア広告やプ
ロモーション、割引クーポン、ダイレクト・メールなど）に割り当てます。回帰分析を使用すると、
ある年の標準的な店舗の売上高と、マーケティング・プログラムの 4 要素に対する支出の間にある
線形関係を構築できます。 

上記に対する売上-マーケティング線形モデルは次のようになります。 
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このモデルは、OLS 回帰オブジェクトを参照する以下のビューとして実装できます 6。 

 

このビューを使用して、マーケティング・プログラム・マネージャーは"この売上-マーケティング
モデルは 2012 年のデータに対して妥当であるか"といった分析を実行できます。この問いは、"複数
の相関関係が容認可能な値（例：0.9）を超えているか"と書き換えることができます。このような
問合せを実装する SQL は次のようになります。 

 

このアプローチを使うと、以下のような追加の質問に対する結果を得られます。 

• マーケティング・プログラムを実施しない場合の、2012年のベースライン販売収入予想はい
くらか。 

• 2012年にもっとも効果を発揮したマーケティング・プログラムはどれか。つまり、どのプロ
グラムに多く支出すれば、売上の伸びが最大になると予想されるか。 

 

線形回帰 

線形回帰は必要な分析の種類に応じて多種多様な方法で使用されます。たとえば、あるアプローチ
では、欠落値を予想したり、将来的なデータ・ポイントを予測したりするために線形回帰を使用し
ます。その方法として、一連のデータ・ポイントに予測モデルを当てはめます。その他のデータ・
ポイントが存在する場合、結果のモデルを使用して欠落したデータ・ポイントの値を特定できます。
"当てはめた"モデルは、将来的なデータ・ポイントに関する予想にも使用できます。 

                            
6 UTL_NLA パッケージを使用して構築された複数の線形回帰アプリケーションが、OLS_Regression と呼ばれ

るオブジェクト内に実装されています。OLS_Regression オブジェクトのサンプル・ファイルは、

$ORACLE_HOME/plsql/demo にあります。 



 

 
 
17 | Oracle Database 12cの分析用SQL 

 

例を挙げると、販売製品数量を表す最小二乗法回帰直線をカタログ価格の線形関数として計算でき
ます。以下に示すコード・サンプルでは、売上、チャネル別に計算をグループ化しています。結果
セットに含まれる SLOPE、INTCPT、RSQR という値はそれぞれ、回帰直線の傾き、切片、決定係数
になります。COUNT という値は、販売数量とカタログ価格データの両方が提供されている製品に
対するチャネル別の数です。 

 

もう 1 つの線形回帰ユースケースでは、特定のデータ列と、関連する可能性のある一連のデータ列
に基づいて、データ列同士の関連性の強さを定量化できます。これにより、特定の列と関係のない
列を特定したり、重複する情報を含む可能性がある列を切り離したりできます。こうすることで、
不要なデータ列をレポートやデータ・マイニング・モデルから除外して、分析を単純化できます。 

 

仮説検定 

経営層による仮説検定とその他の複雑な統計分析の使用は急増しています。この分野でもっともよ
く引き合いに出される分析の 1 つに、2004 年の Glebbeek と Bax7による分析があります。二人は、
従業員の離職率と会社の業績の間にある関係は逆 U 字型の関係に基づくという仮説を検証しました。
これは、低すぎる離職率と高すぎる離職率はともに、総合的な業績に悪影響を及ぼすことを意味し
ます。最適な従業員離職率は 2 つの極値の間のどこかにあると推定されました。研究の結果、年間
離職率が 6%である場合に可能な限り最大の業績レベルが達成され、この数値を上回っても下回っ
ても、業績は下がる可能性が高いことが明らかになりました。このような特定の分析は、人事マ
ネージャーにとって非常に有益にはたらきます。 

 

オラクルは以下の仮説検定をサポートする統計関数を提供しています。 

• 仮説検定 - パラメトリック検定 

• クロスタブ統計 

• 仮説検定 - ノンパラメトリック検定 

                            
7 『Is High Employee Turnover Really Harmful?An Empirical Test Using Company Records』、Arie C. Glebbeek1

および Erik H. Bax1 
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• ノンパラメトリック相関 

Oracle Database 12c リリースに含まれていたのは、DBMS_STAT_FUNCS という PL/SQL パッケージ
です。記述的統計関数の SUMMARY のほかに、分散フィッティングをサポートする関数が含まれて
います。SUMMARY 関数は、表に含まれる数値列を、さまざまな記述統計を使用して集計します。5
つの分散フィッティング関数により、正規分布、一様分布、ワイブル分布、ポアソン分布、指数分
布がサポートされます。 

次の例は、平均売上高の分布が類似した分散（合併分散）を持つという仮定に基づいて、女性と男
性の間での平均売上高の違いの有意性を特定しています（GROUP BY 句の中で使用されている
ROLLUP コマンドに注意）。 

 

上記コマンドからの出力は次のとおりです。計算された"p-value"値は、男性の購入額は女性の購入
額と等しい、という帰無仮説を否定できる確率です。表内の赤字でハイライトした数値は、これら
の行が基準（0.5 未満で 95%の信頼水準）を満たしていることを示しています。 

 
 
これらの統計機能について、詳しくは『Oracle Database SQL 言語リファレンス』を参照してください 8。 

パターン・マッチング 

Oracle Database では、パターン・マッチング向けにまったく新しいネイティブ SQL 構文が提供さ
れています。この構文は Perl の正規表現機能を採り入れており、SQL を使用して連続するパターン
（行ストリーム）を定義する中心的ルール・セットを実装します。この新しい行から行へのパター
ン検索機能は、シングル・レコードの文字列内でパターン・マッチングを行う既存の正規表現機能
を補完するものです。12c の MATCH_RECOGNIZE 機能は、文字または文字セットという観点からの

                            
8 http://docs.oracle.com/cd/E16655_01/server.121/e17209/functions186.htm - i1279931 

http://docs.oracle.com/cd/E16655_01/server.121/e17209/functions186.htm%20-%20i1279931
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パターン定義を可能にし、行という境界を越えてこれらのパターンを検索する機能を提供します。 

MATCH_RECOGNIZE 句はその他の分析用 SQL 関数および機能をベースとしており、PARTITION BY や
ORDER BY などの多くの基本概念を再利用しています。MATCH_RECOGNIZE 句はこれらの概念を利用
することで、分析で使用できるデータ・ストリームを論理的にパーティション化し、順序を付けます。
このセクションで後から使用する抜粋コードからも分かるとおり、この新しい句に対する構文は非常
に豊富で包括的でありながら、既存の概念を再利用しているために分かりやすくなっています。 

MATCH_RECOGNIZE 要素の PATTERN 句は、レコード・ストリーム内で一致する必要のあるパター
ンを定義するものであり、正規表現構文に基づいています。次に、DEFINE 句内で SQL に似た構文
を使用して、個々の行、または行から行での動作（イベント）の変更を特定するためのパターン変
数を定義します。パターン定義に使用する構造は、正規表現を使用した宣言型言語（PERL など）
を使い慣れた開発者がよく知っているものです。 

MATCH_RECOGNIZE 句を構築するための基本的なステップは次の 4 つです。 

• 'イベント・ストリーム'内にカプセル化されたパターンを特定するために必要なパーティ
ションと順序を定義する 

• パターン・イベントとパターン変数を定義して、全パターン内の個々のイベントを識別する 

• メジャー（出力）として、パターンに関連するソース・データ・ポイント、パターン・デー
タ・ポイント、計算、集計を定義する 

• 出力の生成方法を定義する 

 

パターン・マッチングを使用すると、企業は顧客による Web サイトの使用法を理解することで大き
な価値を得られます。この典型的なユースケースはしばしばユーザーの"セッション化"分析と呼ば
れ、Web サイトのクリックストリーム・データと関連付けることができます。電気通信業界では通
話品質を測定するために、CDR データに対して同様のアプローチが使用されています。パターン・
マッチングは、ビジネス・チームが提供するサービスとその拡張、差別的価格戦略、マーケティン
グ・キャンペーンなどを定義するために役立ちます。以下に、パターン・マッチングを使用して
Web サイトのクリックストリームに関連するセッション化を考察する例を示します。 

パターン・マッチングを使用したセッション化 

ここでの目標は、クリックストリーム・データセット内でセッションを検出し、各セッションに
セッション ID を割り当て、入力行とともにセッション ID を表示することです。入力データは、す
べてのページ・リクエストを追跡する Web サーバー・システムのログから取得します。データセッ
ト内のそれぞれの行は、ユーザーがページをリクエストしたイベントです。これらのログには、い
つユーザーが特定のページをリクエストしたかが記載されていますが、いつユーザーがページの参
照を止めたかは示されません。パターン・マッチングを使用してイベント間のタイムスタンプを比
較することで、ユーザーがそれぞれのページで費やした時間を特定できます。 
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以下に示すパターン・マッチングの問合せは、それぞれの入力行とともに Session_ID を表示しま
す。このケースでは、時間単位が 10 以下の間隔を持つイベントを同じセッションに属するものと見
なします。セッションのしきい値はパターン変数に対する DEFINE 句内に記述されており、太字で
表示されています。 

 

この例の目的上、セッションは、同じパーティション・キーを持ち、時間順に並んだ一連の行とし
て定義します。行と行の間隔が 10 単位を超える場合、これらの行は異なるセッションに属すると見
なされます 9。 

上記問合せによる出力は次のようになります。 

  
これはセッション化データの分析プロセスの最初のステップです。ここまでに、上記問合せによっ
て、詳細レベルの行に対してセッション番号が割り当てられました。次の分析ステップでは、これ
らの結果をセッション別に集計します。次のコード例は、データを集計してセッションごとに 1 行
を出力します。出力にはセッション ID、ユーザーID、セッションごとに集計されたイベントの数、
合計セッション時間が表示されます。これにより、セッションごとにユーザーがクリックした回数
とセッションの持続時間が簡単に分かります。 

 

                            
9 ここでしきい値として使用した 10 単位は任意の数値であり、実際のケースでは、しきい値としてもっとも適

切な間隔をアナリストが判断する必要があります。従来、Web サイトの訪問セッションを区別するしきい値に

は 30 分という間隔が多く使用されています。 
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MEASURE 構 文 で は 、 集計 関 数 な ど の 標 準 の SQL 関 数 お よ び 機 能 を 使 用 で き ま す 。 ま た 、
MATCH_RECOGNIZE 句には 2 つの組込み関数が含まれており、パターン・マッチング条件の適用方法を
指定できます。上記の問合せでは、1 つ目の組込み機能である MATCH_NUMBER が使用されています。 
MATCH_NUMBER 関数は、行パターン・パーティション内のマッチングを識別します。各マッチング
に対して、見つかった順に 1 から連続で番号が付けられます。マッチング番号は行パターン・パー
ティションが変わると、再度 1 から始まります。これは、行パターン・パーティション間で番号が
引き継がれないためです。 

どの MATCH_NUMBER が割り当てられているかだけでなく、特定の行にどのパターン要素が適用さ
れているかを特定できます。これには CLASSIFIER 関数を使用します。行の分類子（classifier）は、
行パターン・マッチングによってマップされた行のパターン変数です。CLASSIFIER 関数は、行が
マップされた変数の名前を値に持つ文字列を返します。上記の例では、CLASSIFIER 関数は"s"という
値 の み を 返 し ま す 。 こ れ は 、 定 義 さ れ た イ ベ ン ト が 1 つ （s as (s.Time_Stamp - 

PREV(Time_Stamp) <= 10)）だけであるためです。 

上記の問合せは 1 つ目の組込み関数のみを使用しており、その出力は以下に示す出力例の最初の列
に表示されます。 

 
このデータセットは、最大、最小、平均のセッション時間などのさまざまな分析に利用できます。 
SQL パターン・マッチングの一般的な構文は非常に豊富に用意されているため、複雑なパターンを簡単
に定義できます。上記の例は、この機能に含まれるもっとも基本的な要素を簡単に説明したものです。
詳しくは、Oracle Database 12c の『Oracle Database データ・ウェアハウス・ガイド』と『Oracle 
Database SQL 言語リファレンス』を参照してください。これらのドキュメントは OTN Web サイト 10で

                            
10データベース・ドキュメント・ライブラリへのリンク： 

http://www.oracle.com/technetwork/indexes/documentation/index.html  

http://www.oracle.com/technetwork/indexes/documentation/index.html
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参照できます。また、Oracle Learning Library で Oracle-by-Example チュートリアルを提供しています 11。 

スプレッドシートのようなデータ・モデリングとWhat-If分析 

スプレッドシートが持つ柔軟性を好むビジネス・ユーザーは数多くいます。ただし、取り扱えるデータ
量という観点から見ると、これらのツールには厳しい制限があります。ビジネス・ユーザーが本当に必
要としているのは、データウェアハウス内の大量データに対するアクセスに、従来のスプレッドシート
が提供する柔軟な分析機能を組み合わせたソリューションです。Oracle Database は、ビジネス・ユー
ザー向けにSQLベースのソリューションであるMODEL句を提供しています。オラクルが目指す展望は、
多くのアプリケーションで MODEL 句によってデスクトップ・スプレッドシートが不要になることです。 

MODEL 句を使用すると、問合せの結果から高度な多次元配列を作成し、この配列にビジネス計算
（ルール）を適用して新しい計算値を導き出すことができます。これらのルールは、単純な算術演
算から、連立再帰方程式などのより複雑で高度な要件にまで対応します。MODEL 句には、スケー
ラビリティ、管理性、コラボレーション、セキュリティに関する Oracle Database の中核的な強み
が活用されています。中心となる問合せエンジンが処理できるデータ量に制限はありません。デー
タベース内でモデルを定義して実行することで、独立したモデリング環境との間での大きいデータ
セットの送信を回避できます。ワークグループ間で簡単にモデルを共有できるため、すべてのアプ
リケーションに対して一貫した計算を維持できます。また、Oracle データベースのセキュリティ機
能を使用してアクセスを厳密に制御できます。豊富な機能を備えた MODEL 句を使用すると、あら
ゆる種類のアプリケーションを拡張できます。 

MODEL 句は問合せに含まれる列をパーティション列、ディメンション列、メジャー列という 3 つのグ
ループにマップすることで、多次元配列を定義します。各要素が実行するタスクは次のとおりです。 

1)  パーティションは、分析関数と同様の
方法で結果セット内に論理ブロックを定
義します（「分析用 SQL の処理概念」の
パーティションに関するセクションを参
照）。各パーティションは計算式によっ
て、独立した配列として表示されます。 

2) ディメンションはパーティション内の
各メジャー・セルを識別します。これら
の識別特性には、日付、地域、製品名な
どのデータ・ポイントが含まれます。 

3) メジャーはスター・スキーマのファク
ト表に含まれるメジャーと同じです。通
常、販売単位やコストなどの数値を含み
ます。パーティション内で各セルにアク
セスするには、すべてのディメンション
の組合せを指定します。 

図 5 は、これらの概念がどのように適用
されるかを示したものです。この図は以
下の 3 つの部分に分けられます。 

ステージ 1：モデルのエンティティに対して列をマップします。これにより、ソース表が 3 つ

                            
11http://www.oracle.com/webfolder/technetwork/tutorials/obe/db/12c/r1/misc/sql_pattern/sql_pattern.html 

図5. SQLのMODEL句の使用 

http://www.oracle.com/webfolder/technetwork/tutorials/obe/db/12c/r1/misc/sql_pattern/sql_pattern.html
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の部分（パーティション列、ディメンション列、メジャー列）に分割されます。 

ステージ 2：必要なビジネス・ルールを定義して、新しいデータ・ポイントを定義します。最後
のステージでは、ソース表にルールを適用して、元のデータとビジネス・ルールから導き出され
た仮説データを 1 つにまとめたデータセットを作成することで、統一された出力が生成されます。 

ステージ 3：計算された行に対してデータをマージします。図 5 で網掛けしていない部分は出
力ブロックを示しており、データベースから取得されたデータを含みます。一方、網掛けした
部分の出力は、ルールを使用して計算された行を示しています（ルールはそれぞれのパーティ
ション内で適用されます）。 

SQL の Model 句は非常に高度な計算にも対応しています。次の SQL 問合せは、典型的な SQL 
MODEL 句の使用法を示したものです。 

 

上記の問合せはソース表である sales_view 表を国別にパーティション化してから、それぞれの国に
対して、3 つの RULES によって定義されたモデル計算を実行します。このモデルは"2002"年の
"Bounce"の売上高を、"2000"年と"2001"年の売上高の合計として計算し、"2002"年の"Y Box"の売
上高に"2001"年と同じ値を設定します。また、"All_Products"という新しい製品カテゴリを
"2002"年に対して追加し、"Bounce"と"Y Box"の売上高の合計を設定します。 

上記問合せの出力を次に示します。太字で表示した部分は新しい値です。 

 
 

詳しくは、Oracle ホワイト・ペーパー『Oracle Database 10g の SQL MODEL 句』を参照してくださ
い 12。また、Oracle Learning Library で Oracle-by-Example チュートリアルを提供しています 13。 

                            
12 HTTP://WWW.ORACLE.COM/TECHNETWORK/MIDDLEWARE/BI-FOUNDATION/10GR1-TWP-BI-DW-SQLMODEL-131067.PDF 
13 HTTP://WWW.ORACLE.COM/WEBFOLDER/TECHNETWORK/TUTORIALS/OBE/DB/10G/R2/PROD/BIDW/ 

SQLMODEL/SQLMODEL_OTN.HTM 

http://www.oracle.com/TECHNETWORK/MIDDLEWARE/BI-FOUNDATION/10GR1-TWP-BI-DW-SQLMODEL-131067.PDF
http://www.oracle.com/WEBFOLDER/TECHNETWORK/TUTORIALS/OBE/DB/10G/R2/PROD/BIDW/SQLMODEL/SQLMODEL_OTN.HTM
http://www.oracle.com/WEBFOLDER/TECHNETWORK/TUTORIALS/OBE/DB/10G/R2/PROD/BIDW/SQLMODEL/SQLMODEL_OTN.HTM
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Model 句はリレーショナル・データを多次元配列として扱います。この配列内では、簡潔かつ柔軟
な表記法を使用してすべてのセルにアクセスできます。これにより、複雑な SQL 結合と UNION が
不要になり、処理が最適化されます。- オラクルのパラレル問合せ処理能力を利用する Model 句は、
エンタープライズ・レベルのスケーラビリティによるメリットをさまざまなアプリケーションにも
たらします。Model 句は計算式間の論理的な依存性を自動的に処理して、高度なビジネス計算の開
発と保守をさらに簡素化します。 
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結論 

オラクルの分析用 SQL を使用すると、ビジネス・ユーザーや SQL 開発者は、業務とビジネス・イン
テリジェンスに関するもっとも重要なレポート要件を簡単にサポートできます。処理をデータベー
ス内に移動することで、データベース開発者の生産性が向上します。また、ビジネス・ユーザーに
は、幅広いビジネス計算で問合せパフォーマンスが向上するというメリットがあります。 

オラクルの In-Database 分析機能を使用することで、IT チームとビジネス・ユーザーにもたらされ
る利点は次のとおりです。 

• 開発生産性の向上 

• 最小限の労力での習得 

• 管理性の強化 

• 投資の保護（業界標準ベースの構文への準拠） 

• 問合せ速度の向上 

柔軟性とパワーを備え、国際 SQL 規格にも準拠したオラクルの分析関数は、DBA やアプリケーショ
ン開発者からデータウェアハウス開発者やビジネス・ユーザーまで、あらゆる SQL ユーザーにとっ
て重要なツールになっています。また、多くのビジネス・インテリジェンス・ツール・ベンダーに
よってその重要性が認識されているため、オラクルの分析機能および関数のサポートはベンダーの
製品内に直接組み込まれています。 

 SQL 分析関数および機能を備えた Oracle Database 12c は、業務やデータウェアハウス、ビジネス・
インテリジェンスのプロジェクトに対して直接分析結果を提供するための、もっとも効果的なプ
ラットフォームです。 

 

  



 

 
 
26 | Oracle Database 12cの分析用SQL 

 

参考資料 

本書で参照された Oracle Database 機能は次のとおりです。 

1. Oracle Database SQL 言語リファレンス - Oracle SQL と標準 SQL 

2. Oracle 分析用 SQL の機能と関数 - SQL を使用してアクセスできる一連の強力な分析機能と
分析関数 

3. Oracle 統計関数 - 外部システムへの移動およびステージングなしで統計分析を実行 

4. Oracle Database 12c の問合せ最適化 - 計画の実行と安定性に革新を提供 

 

次の Oracle ホワイト・ペーパー、記事、プレゼンテーション、データ・シートの参照をお勧めします。 

1. Oracle Magazine の SQL 101 コラム 

2. Oracle Database SQL 言語リファレンス － STATS_T_TEST_* 

3. Oracle Statistical Functions の概要 

4. SQL 分析のデータ・シート 

 

上記ドキュメントへのリンクやその他の情報は、Oracle Technology Network の"Oracle Analytical 
SQL" Web ページを参照してください。 

http://www.oracle.com/technetwork/jp/database/bi-datawarehousing/sql-analytics-index-
1984365-ja.html 

  

http://www.oracle.com/technetwork/jp/database/bi-datawarehousing/sql-analytics-index-1984365-ja.html
http://www.oracle.com/technetwork/jp/database/bi-datawarehousing/sql-analytics-index-1984365-ja.html
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