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クラウドのためのデータベース
Oracle® Database 12c
バージョンにCloud の頭文字「c」を冠した、Oracle Database 12cは、データベース・クラウドのために開発されたオラクルの
データベースです。その機能はいずれも、前バージョンまでさまざまな目的のためにオラクルが開発を続けてきた機能の延長
線上にありながら、「クラウド」をキーワードに進化しています。これまで以上のパフォーマンスと可用性はもちろん、管理・運
用に必要な処理を自動化した自律的なデータベースとして、ユーザーがデータベース・クラウドを実現するためにベストな選
択肢となる製品です。

現在までに、多くのお客様がデータベースの統合に取り組んで
います。多くのデータベースを一元管理することによりIT コスト
を削減するという目的で、さまざまなアーキテクチャが使用さ
れてきました。また、一方でクラウド・コンピューティングが登
場し、ITリソースをより柔軟に使用することによって、ユーザー
が期待するサービス・レベルを実現できるようになっています。
そのような環境を背景に、さまざまなデータベース統合の手法
が生まれ、それをもっとも効率的な形で実現し、多くのメリット

を提供できるアーキテクチャが模索されてきました。

データベース統合での現実的な課題は、統合密度とそれぞれの
システムの独立性がトレードオフの関係になるという状況にあ
りました。つまり、ハードウェアなどのリソースの活用度を高め
れば高めるほど、データベースのセキュリティや運用の負荷、移
行の際の作業負荷が増大していくことから、このバランスをい
かに適切なものに設計するかということが最大の課題となって
いたのです。

データベース統合の課題

マルチテナント・コンテナ・データベース（CDB）は、その中に
複数のプラガブル・データベース（PDB）と呼ばれる仮想的なデー
タベースを持つことができます。CDB は従来のデータベースと同
様、メモリとプロセスおよびデータから構成されます。一方、PDB
は仮想的なデータベースで、独立したメモリスペースは持たず、
CDB が割り当てられたリソースを他の PDBと共有します。

Oracle Database 12cではマルチテナント・アーキテクチャの採
用により、「マルチテナント（CDB に複数の PDB を持つ）」「シング
ルテナント（1 つの CDB に 1 つだけ PDB を持つ）」「Non-CDB（従
来の形式）」の 3 種類のデータベース構成をとれるようになります。

マルチテナント・アーキテクチャ

マルチテナント対応の
データベース
サーバースペックの向上とITコスト削減のため、データベース統合はこれまで以上に進められることが予想されます。サー
バー統合にはさまざまな手法がありますが、データベース・クラウドを容易に構築し、安全に運用管理を続けていくためには、
複数システム・複数業務・複数企業が同居することを可能にするマルチテナント型のデータベースが必要でした。Oracle 
Database 12cは、このマルチテナント・アーキテクチャを可能にするため、マルチテナント・コンテナ・データベースとプラガ
ブル・データベースという新しい要素を採用しました。

Oracle Database 12cでは、従来のデータベース構成に加えて マルチテナント・コンテナ・データベース（CDB）という新しいデータベース
の形式がサポートされ、プラガブル・データベース（PDB）と呼ばれる仮想的なデータベースを構築することができるようになりました

これまでの企業システムにおけるデータベースは、ERP や CRM、
DWHといった各システムのアプリケーションにひもづいていま
した。企業によっては数百にものぼるデータベースを、個別のシ
ステムごとに監視し、管理することが必要とされていたのです。
ハイパーバイザなどの仮想化ソフトは、このような環境を 1 つに
まとめることには優れていましたが、システム全体をクラウド化
しサーバー統合を進めても、データベースの管理コストは減少
せず、十分なメリットを受けられませんでした。

また、サイロ化された環境から高度に統合された環境に移行す
るために、異なるデータベースのさまざまなアプリケーション・
スキーマを、より少数の大規模なデータベースにマージするス
キーマ統合の手段が講じられることもありますが、これには通
常、多くのアプリケーションの再開発が必要です。また元のデー
タベースが独立して設計されていることから、移行によってデー
タ・セキュリティの課題が発生することもありました。

データベース統合の手法

これまでの課題を解決し、スキーマ統合が持つリソース効率（統
合密度）の高さと、仮想化環境が持つ既存環境からの移行の容
易さをあわせ持つようなデータベース・クラウドとして、マルチ

テナント型のデータベースが必要であることが論じられ、Oracle 
Database 12cは、マルチテナント型のアーキテクチャを持った全
く新しいデータベースとして開発されました。

データベース・クラウドはマルチテナント型へ

この新しいアーキテクチャの利点は、既存のアプリケーションに
変更を加える必要がないということです。さらに、メモリやバック
グラウンド・プロセスを CDB に 1 度だけ割り当てるようになる
ため、既存の IT リソースの利用率を大幅に向上させることが可
能となりました。つまり、統合密度が大幅に向上され、より少数か
つ大規模なコンテナでより多くのデータベース・アプリケーショ
ンを管理できるようになるのです。PDB はリソースの割り当てを
独立しておこなわないこと以外は、通常のデータベースと同様に
扱うことができます。

CDB に PDB を関連付ける処理のことを「plug」、その逆の切り離
す処理を「unplug」と呼びます。これはその単語からイメージす
る通り、コンセントをつないだり抜いたりするようなイメージとな

ります。このポータビリティの高さや、クローニングの容易さは、
開発環境の構築や、環境の配布、本番環境への移行の負荷を飛
躍的に削減します。

プラガブル・データベース（PDB）はその名の通り、「plug」「unplug」という動作で、
マルチテナント・コンテナ・データベース（CDB）間を移動することができます　

従来のシステムをこの新しいアーキテクチャに移行することは難
しくありません。たとえば、Data Pump や GoldenGate のような
従来のデータ移行ツールで、既存の環境から新しい統合環境に
データを移すことができます。また、既存のデータベースを単純
に Oracle Database 12c にアップグレードしてから、そのまま新
しい環境に組み込むこともできます。1 つのマルチテナント・コ
ンテナ・データベース（CDB）に複数のプラガブル・データベー

ス（PDB）を持つことができ、データベースの構造がシンプルに
なります。さらにデータベース管理者の操作の多くは CDB のレベ
ルで実行することになるため、管理工数も低くおさえることがで
きるようになります。たとえば、データベースをアップグレードす
るときは、CDB に対してアップグレードを実行します。個々の PDB 
をアップグレードする必要はありません。

従来バージョンからプラガブル・データベース（PDB）への移行は、通常のアップグレードや移行と同じツール、
方法を用いておこなうことができます

■さまざまな統合手法の長所・短所

プラガブル・データベース（PDB）の操作 　　　

プラガブル・データベース （PDB）への移行
New!!

マルチテナント・コンテナ・データベース（CDB）

プラガブル・データベース
（PDB）

マルチテナント・コンテナ・
データベース（12.1）

マルチテナント・コンテナ・
データベース（12.x）

ITコスト削減のため、いくつものデータベース統合の手法やアーキテクチャが提唱されてきましたが、リソース効率（統合密度）とシステム
の独立性・管理性はトレードオフの関係にありました

初期導入の簡易さがメリットである仮想化では管理効率を上げづらく、統合密度の高さが魅力のスキーマ統合はアプリケーション・
スキーマの変更を伴うことがネックでした

Oracle Database 12cはデータベース・クラウドのために開発されました

マルチテナント・アーキテクチャ
データベース・プール

Pluggable Database
マルチテナント・アーキテクチャによる統合

Isolation
独立性
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Heat Map では、その名が示すように、データがいつアクセスさ
れたかをデータベースが追跡します。問合せ、全表スキャン、索
引検索とは別に、挿入、更新、削除による変更が詳細に追跡さ
れます。表レベル、パーティション・レベルですべてが自動的に
追跡されるので、どのデータがアクセスされ、どのデータがアク
セスされていないかが正確かつ詳細に示されます。データがど
の程度の頻度で、どのような処理のためにアクセスされている
かをデータベース自身が収集して保持します。

データ利用頻度のモニタリング

Automatic Data Optimization(ADO) で は、デ ー タ の アクセ
ス頻度によってデータベースがデータをどのように格納するか
を、ポリシーとして指定できます。実際、ADO を利用する際に必
要な作業は、表に対してポリシーを定義することだけです。デー
タベースは、定義したポリシーにしたがって、データを自動的に
移動したり、圧縮したりします。

従来のシステムでは、管理者が適切な動作を保証するには、階

層化されたストレージを実装してデータを移し、圧縮するため
に、スクリプトとジョブを記述し、スクリプトの更新とジョブの監
視を常におこなう必要がありました。ADO を使用すれば、この
作業がずっと簡単になります。これはストレージ計画の実装に
必要な作業が大幅に減り、基本的には情報ライフサイクル管理
ポリシーを実装するだけでよくなることを意味しています。結果
として膨大な領域が節約され、コスト削減につながります。

データとストレージの自動管理

必要な権限を必要なユーザーに必要なだけ付与すること( 最小
権限 ) が、権限管理の大原則です。しかし最小権限の定義を稼動
中のデータベース上でおこなうのは、困難な作業です。時が経つ
につれユーザーも権限も増加していくことはよくあります。また、
ディクショナリビューではユーザーやロールに付与されている権
限の一覧を確認することができても、実際に使われているかどう
かまで識別することはできませんでした。

この 課 題 を 解 決 する の が、Privilege Analysis で す。Privilege 
Analysis は、データベースに接続するユーザーやロールを監視
し、保持している権限から実際に使用したものをキャプチャしま
す。キャプチャ終了後は、分析がおこなわれ、使用・未使用に分
類され、使われていない権限、ユーザー、ロールを洗いだすこと
ができます。

（◆図：SEC-2）

Data Redaction はアクセス制御の機能で、データベースへアク
セスするユーザー情報に応じて列データをリアルタイムにリダ
クション（編集）します。個人情報やクレジット番号などの機密
性の高い列データに対して、どのタイミングでどのように見せ
ないようにするか、というポリシーを設定することで、ユーザー
の権限レベルに応じたマスキングを動的におこなうことができ
ます。リダクションが起動する条件として、ユーザー単位だけで
なくIP アドレスやプログラム名、アプリケーション ID などのセッ
ション情報を組み合わせた条件を作成することができます。

Data Redaction は、マスキングされたデータを元データから
物理的に作り出すことがないという点で、従来のマスキングと
は異なっています。これは物理的な容量やパフォーマンス、アプ
リケーションロジックでの制御に関する考慮が必要ないほか、
メンテナンス上も非常に利点となります。データベース側でおこ
なうアクセス制御の大きなメリットは、アプリケーションを経由
したアクセスや SQL*Plus、管理ツールを利用したデータベース

への直接アクセスなど、どのレイヤーからのアクセスに対しても
一律に同じポリシーを適用し、データを見せないようにする仕
組みを根本的に実装できる点です。

データベース自身が
セキュリティを管理
複数の企業や業務が同居するデータベース・クラウド環境では、ユーザーが多岐に渡るためセキュリティポリシーを遵守させ
ることが困難になり、また年々厳しくなるポリシーをアプリケーションロジックの修正で対応することもコスト増加の原因と
なります。 データベース側でセキュリティポリシーを保持し、自律的に適用する仕組みがなければなりません。

データの見せ方をデータベース自身でコントロール

最小権限の原則を徹底

Data Redaction： データベースの内容を変更せずに、データベースユーザーや
アプリケーションの種類などに応じた機密データの見せ方を定義しておくことができます

Privilege Analysis： オブジェクト権限・システム権限の利用状況をモニタリングし、
不要と思われる権限・ユーザー・ロールを洗い出します

情報ライフサイクル管理を
自動化
データベース統合をおこなう際には管理コストのほかにも、物理的なサーバーやストレージのコストの削減も重要なファク
ターになります。個々のデータベース自体もデータが増え続ける今、最大のレスポンスタイムとコストパフォーマンスを得るた
めには、データのアクセスパターンによってストレージを選択し、配置・圧縮までをカバーできる、情報ライフサイクル管理の
自動化をデータベースに導入していかなければなりません。

Heat Map： データベースの行や値レベルで更新・参照の頻度の情報を集め、
温度分布のように表示します

Automatic Data Optimization （ADO）：Heat Mapが利用頻度のデータを参照し、
設定されたポリシーに従ってデータの移動や圧縮をおこないます
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データベースでの処理中に障害が発生した場合、通常はエラーメッ
セージが返され、ユーザーやアプリケーションは処理をもう一度や
り直そうとします。しかし、データベースでの処理がコミットされた
後に障害が起きた場合、これまではそれを知る手段がなく、また処
理を繰り返すと二重処理になってしまうという課題がありました。

Oracle Database 12c からは、「Transaction Guard」という、データ
のコミット状態を確認するための API が提供され、さらにコミット状
態を確認後に再実行を制御する「Application Continuity」という機
能が登場しました。これは Oracle Database 11gから提供されてい
るTransparent Application Failover の強化版と呼べるもので、トラ
ンザクション制御までできるようになっています。

Far Sync は、長距離間での災害対策構成におけるデータ損失ゼロ
を実現するためのソリューションです。遠隔地でのデータ同期を実
行するときに問題となるのは、ネットワーク待機時間です。ネット
ワーク待機時間は、距離の影響を大きく受け、同期が不完全になる
可能性があります。本番環境からデータが転送開始されても、ネット
ワーク上ではまだスタンバイDB に届いていないデータがわずかに
発生する可能性があり、切り替え時にはこれがデータ損失の原因に
なります。

Oracle Database 12c で実装された Data Guard の Far Sync 構成で
は、プライマリDBとスタンバイDB の間に中継サーバーとしてFar 
Sync Standby を構成します。Far Sync Standby をプライマリDB の
近距離に配置し、プライマリDB からFar Sync Standby へは同期転
送で、Far Sync Standby から遠隔地のスタンバイDB へは非同期転
送で REDOデータの転送をおこなうことにより、プライマリDB の待
機時間削減と、遠隔地のスタンバイDB へのデータ損失無しの同期
転送の両方を実現することが可能です。

Global Data Services（GDS）を使用すると、データセンター内、デー
タセンター間、地域間であっても、同期されているデータベースの
複数サイトを「サービス」としてクラスタと同じように扱うことがで
き、切替時の接続先選択を負荷分散やデータ同期の頻度から自動
的に判断しておこなうことが可能になります。

たとえばヨーロッパにデータベースが 1 つあり、アジアにもう1 つの
同期されたデータベースをもつ企業システムがあるとします。ここ
で、ヨーロッパのデータベースがハードウェア障害のために停止し
たとすると、この場合、ヨーロッパへの接続をアジアのデータベース
にルーティングするのが理想的です。GDS はこれを透過的に実行し

ます。負荷の属性やフェイルオーバーの属性、あるいはデータ・ア
クセス要件に基づいて設定されたビジネス・ポリシーは、GDS が
処理するため、アプリケーション側での制御は必要ありません。

複製サイト間でのロードバランシングを実現

もしもの時にもゼロ・データロスで
ビジネスを続行
データベースの統合が進むほど、システム障害や災害への対策は重要になっていきます。反面、データロス、システムパフォー
マンス、管理コストはお互いにトレードオフになることが多く、システム設計の難所でもありました。Oracle Database 12cでは、
可用性について多くの機能を追加し、これらのトレードオフを最小化しています。

ゼロ・データロスとパフォーマンスの両立

Far Sync： 遠隔地への複製で、ネットワーク待機時間とコミット待ちのジレンマを解消し、
ゼロ・データロスを快適に実装するための新しいData Guard構成

Global Data Services： Oracle Real Application Clustersの「サービス」の概念をレプリケーション環境でも使えるようになり、
切り替え時の接続先の選択が自動的かつ負荷分散されたものになります

ビッグデータへの
対応

ノード障害時もトランザクションを正常に終了する

Application Continuity： トランザクションの途中でサーバーに障害が起きた場合でも、
ユーザーの発行したトランザクションが1回だけ実行されることを保証します

Oracle Database In-Memory

最先端の高速なインメモリ分析とOLTPの完全な両立を実現するデータベース

Oracle Database に、JSONデータをトランザクショナルに格納でき
ます。索引を作成し、SQL に統合された PATH ベースのクエリを使用
して、簡単に検索や分析がおこなえます。

Oracle Database に 統 合 さ れ て い る た め、実 績 豊 富 な Oracle 
Database の多彩な機能が使用でき、JSONデータに対する強力な
セキュリティや高可用性も実現します。

JSONデータのサポート

JSON（JavaScript Object Notation）データをOracle Databaseに格納し、
SQLによる分析を可能にします

モバイルやソーシャル・メディア、センサー・データなどにより、大量のデータ（ビッグデータ）が生成されるようになってきて
います。Oracle Database 12cでは、ビッグデータおよびデータ・ウェアハウスの包括的なプラットフォームが提供され、ビッグ
データを高速にシンプルに、そしてセキュアに分析できます。

Oracle Database In-Memory により、最先端の高速なインメモリ・
パフォーマンスがもたらされます。Oracle Database を使用してい
る多くの既存アプリケーションは、アプリケーションの変更を行うこ
と無く容易に導入でき、Oracle Database の実績ある高可用性やセ
キュリティ、スケール・アウトなどの機能もそのまま使用できます。 

また、Oracle Database In-Memory は、あらゆるワークロードに対
応するように設計されています。カラム（列）型とロー（行）型の両
方のフォーマットで同時にデータを持つオラクル独自の「デュアル・
フォーマット」により、桁違いに高速な分析処理を実現しつつ、同
時にオンライン・トランザクション処理も今までと同様に行えます。
これにより、データを他の分析専用データベースに移動する必要が
無くなり、最新のデータをリアルタイムに分析することが可能になり
ます。 

Oracle Database In-Memoryでは、高価なメモリー（DRAM）に全
てのデータを格納する必要はありません。必要なデータだけメモ

リーに置き、他のデータは必要に応じてより安価なフラッシュやディ
スクに格納できます。Oracle Database は、全てのデータを透過的
に扱うことができます。

Oracle Database 12c では、SQL によるパターン・マッチング機能
が拡張されました。これにより、例えば株価やネットワーク・ログの
データから、特定の時系列パターンを容易に検索できるようになり

ます。パターン・マッチングのために複雑なコードを記述する必要
が無くなり、シンプルな SQLで効率的に、そしてより高いパフォーマ
ンスで分析できるようになります。

パターン・マッチング

SQLによる効率的でハイパフォーマンスなパターン・マッチング処理
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