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はじめに 

データベース・アプリケーションのパフォーマンスは、一貫した問合せの実行計画に大きく依存
します。Oracle のオプティマイザは、ユーザーの介入なしで実行可能な最善の計画を評価するの
に非常に適しています。ただし、SQL 文の実行計画は、オプティマイザ統計の再収集、オプティ
マイザ・パラメータの変更、スキーマ定義やメタデータ定義の変更など、さまざまな理由で予期
しない変更が発生する可能性があります。変更された計画が必ずしも良いとは限らず、実行計画
の凍結（ストアド・アウトラインを使用）やオプティマイザ統計のロックを実行するお客様もい
ます。ただし、このような場合、計画の改善を実現する新しいオプティマイザ機能（新しいアク
セス・パスなど）を利用できません。環境が変化している間は現在の実行計画を維持し、計画が
より良い場合のみ変更を実行するというのが、この問題の理想的な解決策となります。 

 

SQL 計画管理（SPM）は、そのようなフレームワークを実現し、計画展開の完全な制御を可能に
します。SPM を使用すると、実行計画はオプティマイザによって自動的に管理され、既知の計画
または検証済みの計画だけが使用されます。SQL 文に新しい計画がある場合、現在の計画よりも
高いパフォーマンスを実現することが検証されるまで使用されません。 

 

このホワイト・ペーパーでは、SPM が機能する仕組み、および SPM が DBA のすべてのツール
キットの重要な部分となる理由について詳しく説明します。このホワイト・ペーパーは、次の 3
つのセクションに分かれています。最初のセクションでは、SPM の基本的な側面について説明
し、計画の安定性と計画展開の制御を実現するために、これらの基本的な側面が連携して機能す
る仕組みについて説明します。2 つ目のセクションでは、SPM がオプティマイザの計画選択に影
響する Oracle Database の他の機能と相互作用する仕組みについて説明します。最後のセクショ
ンでは、アップグレードなどのさらに困難なタスクを DBA が実行するときに、SPM を使用して
データベースとアプリケーションで一貫したパフォーマンスを確保するための、詳細なステッ
プ・バイ・ステップのガイドを提供します。 
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SQL計画管理 

はじめに 

SQL 計画管理(SPM)は、実行計画の変更によるランタイム・パフォーマンスの低下を防止します。
これを実現するため、承認済みの実行計画だけが使用されます。計画で展開が発生すると後で追跡
および評価され、新しい計画で実行時にパフォーマンスが顕著に向上する場合にのみ承認されます。
SQL 計画管理には、以下の 3 つの主要コンポーネントがあります。 

» 計画取得： 

» 関連するすべての SQL 文の承認済みの実行計画を保存する、SQL 計画ベースラインを作成し
ます。SQL 計画ベースラインは、SYSAUX 表領域の SQL Management Base に保存されます。 

» 計画選択： 

» SQL 計画ベースラインによって、承認済みの実行計画だけが、SQL 文で使用されるように
し、SQL 文に見つかった新しい実行計画を未承認の計画として SQL 計画ベースラインに記
録します。 

» 計画展開： 

» 特定の SQL 文のすべての未承認の実行計画を評価し、パフォーマンスの向上が示されてい
る計画のみが、SQL 計画ベースラインの承認済みの計画となります。 

SQL Management Base 

SQL Management Base（SMB）は、データ・ディクショナリの論理リポジトリで、物理的に
SYSAUX 表領域に配置されています。SPM のコンテキストでは、次の構造体を保存します。 

» SQL 計画履歴 

» SQL 計画履歴は、長期にわたって SQL 文用に生成された一連の SQL 実行計画です。 

» 履歴には、SQL 計画ベースラインと未承認の計画の両方が含まれます。 

» SQL 計画ベースライン 

» SQL 計画ベースラインは、SQL 文でオプティマイザの使用が許可された承認済み計画です。
典型的なユースケースでは、計画がスムーズに遂行されたことが確認されないと、データ
ベースは計画を計画ベースラインに入れません。 

» SQL ステートメント・ログ 

» 自動計画取得中に何回か実行された問合せを識別するために使われる一連の問合せシグネ
チャです（以下を参照）。 

計画取得 

SPM をアクティブにするには、対応する SQL 文の SQL 計画ベースラインとなる一連の承認済みの
実行計画を SQL Management Base にシードする必要があります。SQL Management Base に移入す
るには、自動と手動の 2 つの方法があります。 
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自動計画取得 

自 動 計 画 取 得 を 有 効 に す る に は 、 init.ora パ ラ メ ー タ
OPTIMIZER_CAPTURE_SQL_PLAN_BASELINES を TRUE に設定します（デフォルトでは FALSE）。
有効にすると、繰り返し可能な SQL 文に対して、SQL 計画ベースラインが自動的に作成されます
（まだ作成されていない場合）。繰り返し可能な文とは、取得期間中に複数回実行される SQL 文の
ことです。繰り返し可能な SQL 文を識別するため、オプティマイザは、最初のコンパイル時に、実
行される各 SQL 文の SQL シグネチャ（正規化された SQL テキストから生成された一意の SQL 識別
子）をログに格納します。SQL シグネチャは、SQL Management Base 内の SQL ステートメント・
ログに保存されます。 

SQL 文が再度実行されるときに、そのシグネチャがステートメント・ログに存在する場合、この文
は繰り返し可能な文であることを意味します。SQL 計画ベースラインは繰り返し可能な文に対して
作成され、SQL テキスト、アウトライン、バインド変数値、コンパイル環境など、文についての現
在のコストベースの実行計画を再現するためにオプティマイザで必要となるすべての情報が含まれ
ます。この最初の計画は、承認済みとして自動的にマークされます。後でこの SQL 文に新しい計画
が見つかった場合、この実行計画は SQL 計画ベースラインに追加されますが、未承認としてマーク
されます。 

自動計画取得は、監視用 SQL 文や再帰的 SQL 文すべてを含め、システムで実行されるすべての繰り
返し可能な SQL 文に対して SQL 計画ベースラインが作成されるため、デフォルトでは有効になって
いません。きわめてビジー状態のシステムでは、SYSAUX 表領域が不要な SQL 計画ベースラインで
いっぱいになる可能性があります。また、各文に取得された最初の計画がもっともパフォーマンス
の高い計画でない場合でも、自動的に承認されます。そのため、重要な SQL 文に生成されたデフォ
ルトの計画が期待どおりのパフォーマンスを発揮する場合のみ、自動計画取得を有効にする必要が
あります。 

Oracle Database 12c Release 2 では、フィルタを使って取得する SQL 文を制限する機能が追加され
て い ま す 。 た と え ば 、 図 1 に は 、 特 定 の デ ー タ ベ ー ス ・ ス キ ー マ を 対 象 に し て 、
DBA_SQL_MANAGEMENT_CONFIG ビューの構成設定を表示する方法が示されています。 

 

 

 

 

 

 

図1：SPM構成情報の設定と表示 

 

手動計画取得 

計画を SPM に手動でロードするのが、SQL 計画ベースラインに移入するもっとも一般的な方法で
す。この方法は、データベースを以前のバージョンからアップグレードする場合や、新しいアプリ
ケーションを展開する場合に特に役立ちます。手動ロードは、自動計画取得と併用することも、自
動計画取得の代わりに実行することもでき、アプリケーションの 1 つの文に対しても、すべての
SQL 文に対しても実行できます。手動でロードされた実行計画は自動的に承認され、新しい SQL 計
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画ベースラインが作成されるか、既存の SQL 計画ベースラインに承認済み計画として追加されます。
DBMS_SPM パッケージの関数または Oracle Enterprise Manager を使用して、計画を５つの異なる
ソースから手動でロードできます。 

» SQL Tuning Set の使用 

» カーソル・キャッシュの使用 

» AWR リポジトリの使用（Oracle Database 12c Release 2 の新機能） 

» ステージング表を使用したアンパック 

» 既存のストアド・アウトラインの使用 

SQL Tuning Setの使用 

SQL Tuning Set（STS）は、1 つ以上の SQL 文、これらの SQL 文の実行統計、および実行コンテキス
ト（実行計画を含めることが可能）を含むデータベース・オブジェクトです。また、データベース
から SQL Tuning Set をエクスポートして別のデータベースにインポートすることもできます。
DBMS_SPM.LOAD_PLANS_FROM_SQLSET 関数を使用して、1 つまたは複数の計画を STS から SPM
にロードできます。STS から手動でロードされた計画は、自動的に承認されます。 

カーソル・キャッシュの使用 

カーソル・キャッシュから SQL 計画ベースラインに計画を直接ロードすることが可能です。SQL 文
のテキスト、モジュール名、SQL_ID または解析スキーマにフィルタを適用して、1 つの SQL 文また
は一連の SQL 文を特定し、DBMS_SPM.LOAD_PLANS_FROM_CURSOR_CACHE 関数を使用してこれら
の SQL 文の計画を取得できます。 

AWRリポジトリの使用 

Oracle Database 12c Release 2 では、DBMS_SPM.LOAD_PLANS_FROM_AWR 関数を使用して、AWR
リポジトリから SQL 計画ベースラインを直接取得する機能が追加されています。計画は、指定の
AWR 開始スナップショットと AWR 終了スナップショットの間にロードすることができ、他の手動
アプローチと同様にフィルタを使って、どの SQL 文を選択して SQL 計画ベースラインとして保存す
るかを制限できます。 

ステージング表を使用した、SQL計画ベースラインのコピー 

オプティマイザ統計を 1 つのデータベース・システムから別のデータベース・システムに転送でき
るのと同様に、ステージング表を使用して SQL 計画ベースラインを転送できます。ソース・システ
ム で SQL 計 画 ベ ー ス ラ イ ン を ス テ ー ジ ン グ 表 に パ ッ ク す る に は 、
DBMS_SPM.PACK_STGTAB_BASELINE 関数を使用します。次に、Data Pump などのデータベー
ス・ユーティリティを使用して、ステージング表をシステムからエクスポートして別のシステムに
イ ン ポ ー ト で き ま す 。 ス テ ー ジ ン グ 表 を イ ン ポ ー ト し た ら 、
DBMS_SPM.UNPACK_STGTAB_BASELINE 関数を使用して、ステージング表から SQL 計画ベースラ
インをアンパックできます。アンパックすると、SQL 計画ベースラインがアクティブになり、対応
する SQL 文の次回実行時に使用されます。 
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図2：データベース間のSQL計画ベースラインのコピー 

既存のストアド・アウトラインの使用 

Oracle Database の以前のリリースでは、ストアド・アウトラインが実行計画を維持するために利用
できる唯一のメカニズムでした。ストアド・アウトラインでは、特定の SQL 文に 1 つの計画のみを
使用でき、計画展開は実行できません。Oracle Database 11g ではストアド・アウトラインは非推奨
になっており、既存のストアド・アウトラインを SPM に移行することを強く推奨します。 

ス ト ア ド ・ ア ウ ト ラ イ ン を SQL 計 画 ベ ー ス ラ イ ン に 移 行 す る に は 、
DBMS_SPM.MIGRATE_STORED_OUTLINE 関数を使用します。移行するストアド・アウトラインを、
名前、カテゴリ、または関連付けられた SQL テキストに基づいて指定できます。システム内のすべ
てのストアド・アウトラインを単に移行することもできます。 

既存のベースラインの追加の計画の取得 

SQL 計画ベースラインを最初に作成する際にどの方法を使用したかに関係なく、その SQL 文で見つ
かった追加の新しい計画は、未承認の計画として計画ベースラインに追加されます。この動作は、
初期化パラメータ OPTIMIZER_CAPTURE_SQL_PLAN_BASELINES に依存せず、このパラメータが
FALSE（デフォルト）に設定されている場合でも実行されます。これらの新しく追加された計画は、
SQL 計画ベースラインの既存の最適な承認済み計画よりも高いパフォーマンスを実現することが検
証されるまで使用されません。 

計画選択 

SQL 文がコンパイルされるたびに、オプティマイザはまず、従来のコストベースの検索方法を使用し
て、最適なコスト計画を構築します。初期化パラメータ OPTIMIZER_USE_SQL_PLAN_BASELINES

が TRUE（デフォルト値）に設定されている場合、コストベースの計画が実行される前に、オプティ
マイザはこの文に SQL 計画ベースラインが存在するかどうかを確認します。SQL 文のシグネチャを
使用して、SQL 文が SQL 計画ベースラインと照合されます。シグネチャは、正規化された SQL テキ
ストから生成された一意の SQL 識別子（大文字と小文字は区別されず、空白は削除）であり、SQL
プロファイルや SQL パッチで使用されているのと同じ手法です。この照合はインメモリ操作として
実行されるため、アプリケーションにオーバーヘッドはほとんど発生しません。  
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SQL 文に承認済みの SQL 計画ベースラインが存在する場合、生成されたコストベースの計画が SQL
計画ベースラインの計画と比較されます（計画ハッシュ値を使って一致が検出されます）。一致す
る計画が見つかり、SQL 計画ベースラインが承認済みの状態である場合、オプティマイザによって
この計画が処理されます。一致する計画が見つからない場合は、新しく生成された計画が SQL 計画
ベースラインに未承認の計画として追加されます。計画は、承認される前に検証される必要があり
ます。新しく生成された計画を実行する代わりに、オプティマイザはこの SQL 文の承認済みの各計
画のコストを見積もり、もっとも低コストの計画を選択します（1 つの SQL 計画ベースラインに、
特定の文の承認済みの計画を複数含めることが可能です）。ただし、索引の削除などのシステム変
更によって、承認済みの計画がいずれも再生成できなくなった場合、オプティマイザは新しく生成
されたコストベースの計画を使用し、この計画を未承認の計画として SQL 計画履歴に保存します。 

 

図3：計画選択の仕組みを示すフロー・チャート 

また、オプティマイザが SQL 計画ベースラインの計画から選択する場合、オプティマイザの選択に
影響が生じる可能性があります。SQL 計画ベースラインの 1 つまたは複数の計画を、固定として
マークできます。オプティマイザにとって、固定の計画は優先であることを意味します。オプティ
マイザは、すべての固定の計画が再生成可能でない場合を除き、もっとも低コストの固定の計画を
選択します。すべて再生成可能でない場合、オプティマイザは SQL 計画ベースラインの残りの計画
（承認済みで固定ではない）のコストを見積もり、もっとも低コストの計画を選択します。 

既存の計画のコスト見積りは、完全なコストベースの最適化と比べてはるかに低コストで実行でき
ます。オプティマイザでは、特定のアクセス・パスなど、計画によって示された特定の選択肢を除
き、使用可能なすべての選択肢が検討されるわけではありません。 

また、解析時に新しいコストベースの計画が見つかった場合でも、固定の計画が含まれた SQL 計画
ベースラインには新しい計画は自動的に追加されないことに注意する必要があります。  
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計画展開 

SQL 文の新しい計画がオプティマイザによって検出されると、この計画は SQL 計画ベースラインに
未承認の計画として追加され、承認済みの計画となる前に検証が必要となります。検証のプロセス
では、未承認の計画と最適な承認済みの計画（もっとも低コストの計画）の実行パフォーマンスが
比較されます。この実行は、未承認の計画が SQL 計画ベースラインに追加されたときに適用されて
いた条件（バインド値、パラメータなど）を使用して行われます。未承認の計画のパフォーマンス
の方が高い場合は、この未承認の計画が自動的に承認されます。そうでない場合は、未承認の計画
は未承認のままになり、LAST_VERIFIED 属性が現在のタイムスタンプで更新されます。Oracle 
Database 12c の自動計画展開（以下を参照）は、計画が最後に検証されてから 30 日以上経過する
と （ そ し て 、 SQL が ま だ 実 行 さ れ て い る 限 り ） 、 再 び そ の 計 画 を 検 討 し ま す 。 計 画 を
dbms_spm.alter_sql_plan_baseline で無効化すると計画の再検討を止めることができますが、有効
なままにして、検証する実行計画の優先順位付けを引き続き自動展開に任せることをお薦めします。
つまり、システムに変更が行われると、代わりの計画が有益であると判明することがあるからです。 

展開プロセスで使用されるパフォーマンス条件は、SQL チューニング・アドバイザや SQL 
Performance Analyzer で使用されているパフォーマンス条件と同じです。経過時間、CPU タイム、
およびバッファ取得に基づいて、テスト実行ごとにパフォーマンス統計が集計されます。その後、
パフォーマンス統計が比較されて、新しい計画が既存の承認済みの計画よりも 1.5 倍パフォーマン
スが高くなることが示された場合は、新しいパフォーマンスが承認されます。 
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展開プロセスの結果はデータ・ディクショナリに記録され、DBMS_SPM.REPORT_EVOLVE_TASK 関
数を使用していつでも参照できます。 

 

図4：展開レポートの例 

展開レポートには、テストされた計画、テストで実行されたアクション、および各実行のパフォー
マンス条件の対照比較が表示されます。また、Findings（検出結果）セクションもあり、検証プロ
セス中に発生した事項、新しい計画を承認する必要があるかどうかが明確に示されます。さらに、
Recommendation（推奨事項）セクションが含まれており、必要な構文を含め、次に実行する詳細
な手順が示されます。図 4 の展開レポートでは、未承認のテスト計画（Test Plan）の成績が現在の
承認済みの計画（Base Plan）よりも 1.5 倍優れているため、この計画を承認して新しい SQL 計画
ベースラインとして保存することが推奨されています。 

計画取得と同様に、計画展開は自動でも手動でも実行できます。 

自動計画展開 

Oracle Database 12c Release 1 以降では、自動計画展開は SPM 展開アドバイザによって実行されま
す。SPM 展開アドバイザは AutoTask（SYS_AUTO_SPM_EVOLVE_TASK）であり、夜間のメンテナ
ンス時間枠で動作し、SPM 内の未承認計画に対して改良プロセスを自動的に実行します。AutoTask
は、SPM 内のすべての未承認の計画をランク付け（新たに見つかった計画をもっとも高くランク付
け）してから、メンテナンス時間枠が終了する前に可能な限り多くの計画に対して展開プロセスを
実行します。 

SQL 計画ベースライン内の既存の承認済みの計画よりもパフォーマンスが高い未承認の計画はすべ
て、自動的に承認されます。ただし、パフォーマンス条件を満たしていない未承認の計画は未承認
のままになり、これらの未承認の計画の LAST_VERIFIED 属性が現在のタイムスタンプで更新され
ます。AutoTask では、以降少なくとも 30 日間、未承認計画の展開は再度試行されません。その後、
SQL 文がアクティブになっている（LAST_EXECUTED 属性が更新されている）場合のみ、再度試行
されます。夜間の展開タスクの結果を表示するには、DBMS_SPM.REPORT_AUTO_EVOLVE_TASK 関
数を使用します。 
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手動計画展開 

Oracle Enterprise Manager または提供されているパッケージ DBMS_SPM を使用して、未承認の計画
を手動で展開することもできます。Oracle Database 12c Release 1 以降では、元の SPM 展開関数
（DBMS_SPM.EVOLVE_SQL_PLAN_BASELINE）は推奨されておらず、SPM 展開アドバイザをコー
ルする新しい API が推奨されています。図 5 に、SPM 展開アドバイザを起動するのに必要となる一
連の手順を示します。通常、3 段階のプロセスとなり、プロセスの最初に展開タスクを作成します。
各タスクに一意の名前が付いており、この一意の名前を使って各タスクを複数回実行できます。タ
スクを実行したら、DBMS_SPM.REPORT_EVOLVE_TASK 関数にタスク名と実行名を指定して展開レ
ポートを確認できます。 

 

 

 

 

 

 

図5：SPM展開アドバイザの手動起動 

SPM 展開アドバイザを手動で起動する場合、未承認の計画がパフォーマンス条件を満たしている場
合でも、未承認の計画は自動的には承認されません。DBMS_SPM.ACCEPT_SQL_PLAN_BASELINE

プロシージャを使用して、未承認の計画を手動で承認する必要があります。展開レポートには、特
定の構文など、計画を承認するための詳細な手順が含まれています。 

 

 

図6：計画の手動承認 

計画を手動で展開するには、'Administer SQL Management Object'権限が必要です。 
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SQL計画ベースラインの管理と監視 

SQL 計画ベースラインの管理と監視のすべての側面を、Oracle Enterprise Manager または PL/SQL
パッケージ DBMS_SPM、DBMS_XPLAN、および DBA ビューDBA_SQL_PLAN_BASELINES を使用し
て実行できます。 

Oracle Enterprise Manager 

SQL 計画ベースライン・ページに移動するには、以下の手順を実行します。 

» Enterprise Manager の Database ホームページにアクセスします。 

» ページ上部の「performance」タブをクリックし、ドロップダウン・リストから「SQL Plan 
Control」を選択します。 

» SQL Plan Control ページが表示されます。 

» ページ上部の「SQL Plan Baseline」表をクリックして、SQL 計画ベースライン・サブページを表
示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図7：Oracle Enterprise ManagerのSPMホームページ 

初期化パラメータ 

SPM を制御する、2 つの init.ora パラメータがあります。 

OPTIMIZER_CAPTURE_SQL_PLAN_BASELINES は、繰り返し可能な SQL 文の新しい SQL 計画ベー
スラインの自動作成を制御します。このパラメータは、デフォルトでは FALSE に設定されていま
す。新たに見つかった計画を既存の SQL 計画ベースラインに追加するために、このパラメータを
TRUE に設定する必要はありません。  
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SQL 文に複数の計画がある場合は、これらすべてが取得されますが、最初の計画しか承認されませ
ん。自動取得中に計画ベースラインを使用したくない場合は、optimizer_use_sql_plan_baselines
を FALSE に設定します。 

OPTIMIZER_USE_SQL_PLAN_BASELINES は、SQL 計画ベースラインの使用を制御します。有効に
なっている場合、オプティマイザは、解析時に決定されたコストベースの計画を実行する前に、コ
ンパイルされた SQL 文に SQL 計画ベースラインが含まれているかを確認します。SQL 計画ベースラ
インが見つかり、コストベースの計画がそのベースラインの承認済みの計画である場合、オプティ
マイザは先に進みこの計画を使用します。ただし、SQL 計画ベースラインが見つかり、コストベー
スの計画がそのベースラインの承認済みの計画でない場合、このコストベースの計画は SQL 計画
ベースラインに追加されますが、実行されません。オプティマイザは、SQL 計画ベースラインの承
認済みの各計画のコストを見積もり、もっとも低コストの計画を選択します。このパラメータは、
デフォルトでは TRUE に設定されています。FALSE に設定されている場合、オプティマイザは解析
時に決定されたコストベースの計画のみを使用し（SQL 計画ベースラインは"無視されます"）、既
存の SQL 計画ベースラインに新しい計画は追加されません。 

これらのパラメータ値は、セッション・レベルで alter session コマンドを使用するか、システ
ム・レベルで alter system コマンドを使用して、コマンドラインで変更できます。また、
Enterprise Manager の SQL 計画ベースラインのメイン・ページの左上（Settings セクション）で、
パラメータ設定を調整できます。 

SQL Management Baseによる領域使用量の管理 

ステートメント・ログとすべての SQL 計画ベースラインは、SQL Management Base に保存されま
す。SQL Management Base は、SYSAUX 表領域に保存されるデータベース・ディクショナリの一部
です。これは、ディクショナリ外の永続的なすべての内部情報の表領域であり、変更できません。
デフォルトでは、SQL Management Base の領域の上限は SYSAUX 表領域のサイズの 10%になって
います。ただし、PL/SQL プロシージャ DBMS_SPM.CONFIGURE または Enterprise Manager を使用
して、1～50%の間の任意の値に上限を変更できます。週単位のバックグラウンド・プロセスは、
SQL Management Base が占有する領域を測定します。定義された制限を超える場合、プロセスはア
ラート・ログに次のような警告を生成します。 

SPM:SMB space usage (99215979367) exceeds 10.000000% of SYSAUX size (1018594954366). 

上限に達しても、新しい計画を既存の SQL 計画ベースラインに追加できなくなったり、新しい SQL
計画ベースラインを SQL Management Base に追加できなくなることはありません。 

また、週次でスケジュールされている消去タスク（MMON で操作）によって、SQL Management 
Base 内の SPM が使用するディスク領域が管理されます。このタスクは自動的に実行され、各計画
に対して DBMS_SPM.DROP_SQL_PLAN_BASELINE 関数を実行することにより、53 週以上使用され
ていない計画が消去されます。DBMS_SPM.CONFIGURE または Enterprise Manager を使用して、未
使用計画の保存期間を変更できます。設定可能な値の範囲は 5～523 週（10 年と少し）です。 

SQL Management Base は全て SYSAUX 表領域に格納されているため、この表領域が使用できない場
合、SPM は使用されません。 
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SQL計画ベースラインの監視 

ビューDBA_SQL_PLAN_BASELINES で、データベースの現在の SQL 計画ベースラインの情報が表示
されます。この同じ情報が、Oracle Enterprise Manager の SQL 計画ベースライン・ページの下部に
表示されます。 

 

 

 

 

 

図8：ディクショナリ・ビューDBA_SQL_PLAN_BASELINESを使用した、SQL計画ベースラインの監視 

図 8 の例では、同じ SQL 文の SQL 計画ベースラインに 2 つの計画が含まれています。両方の計画が
自 動 的 に 取 得 さ れ ま し た が 、 承 認 済 み か つ 有 効 に な っ て い る の は 片 方 の 計 画
（SQL_PLAN_c2bg7p288wk7b18498f6e）だけであるため、この計画のみオプティマイザで使用
されます。もう片方の計画は未承認の計画であるため、検証されるまで使用されません。 

SQL 計画ベースラインの詳細な実行計画を確認するには、Enterprise Manager の SQL 計画ベースラ
イン・ページで計画名をクリックするか、DBMS_XPLAN.DISPLAY_SQL_PLAN_BASELINE 関数を
使用します。Oracle Database 11g では、この関数を実行すると、SQL Management Base に保存さ
れている計画情報を使用して SQL 文のコンパイルがトリガーされます。計画が Oracle Database 11g
で作成された場合は、Oracle Database 12c でも同様です。Oracle Database 12c Release 1 以降では、
新しい計画が SPM に追加されると、実際の計画行が取得されます。つまり、Oracle Database 12c で
は、DISPLAY_SQL_PLAN_BASELINE により、計画が SQL 計画ベースラインに追加されたときに記
録された、実際の計画が表示されます。 

実際の実行計画を取得することで、SQL 計画ベースラインがあるシステムから別のシステムに移動
されているかどうか、ベースライン内で使用されている一部のオブジェクトや解析スキーマ自体が
新しいシステムに存在しない場合でも、SQL 計画ベースラインの計画を引き続き表示できるかどう
かを確認します。つまり、計画を再生成できない場合でも、計画を引き続き表示できます。 

図 9 に、図 8 からの承認済みの計画の実行計画を示します。ここに示されている計画は、属性'Plan 
rows'が'From dictionary'に設定されているため、この計画が SQL 計画ベースラインに追加されたと
きに取得された実際の計画です。アウトラインに基づいて表示される計画では、属性‘Plan rows’は
‘From outline’に設定されています。 
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図9：SQL計画ベースラインの承認済みの計画の1つを表示したもの 

また、V$SQL を参照すると、SQL 文で SQL 計画ベースラインが使用されているかどうかを確認でき
ます。SQL 文で SQL 計画ベースラインが使用されている場合、V$SQL の sql_plan_baseline 列に SQL
計画ベースラインの plan_name が表示されます。plan_name 列または exact_matching_signature
列を使用すると、V$SQL ビューと DBA_SQL_PLAN_BASELINES ビューを結合できます。 

 

図10：V$SQLとDBA_SQL_PLAN_BASELINESの結合 

 

その他のパフォーマンス機能との相互作用 

Oracle Database の SPM の機能は、オプティマイザによる実行計画の選択を左右するだけではあり
ません。この項では、計画に影響する Oracle Database の他の機能と SPM がどう相互作用するのか
詳しく説明します。SPM は計画の安定性を保証するための非常に慎重なアプローチであり、他の機
能を十分に利用しない場合があることに留意してください。 

SQL計画ベースラインと適応計画 

Oracle Database 12c で導入された適応計画では、オプティマイザによって、文の最終計画の決定を
実行時まで先延ばしにできます。カーディナリティ見積りと、計画に含まれている操作で確認され
た実際の行数が大きく異なるかどうかを実行時に検出できるように、オプティマイザは選択された
計画（デフォルトの計画）を統計コレクタとともに使用します。大きく異なる場合、SQL 文の初回
実行時にパフォーマンスが最適化されないという状況を防ぐよう、計画または計画の一部が自動的
に調整されます。 

詳細については、「参考資料 1」の『Oracle Database 12c Release 2 のオプティマイザ』を参照して
ください。  



 

14 | Oracle Database 12c Release 2 の SQL 計画管理 

 

 

SPMの計画取得と適応計画 

自動計画取得が有効になっており、適応計画を持つ SQL 文が実行されている場合、使用されている
最終計画のみ SQL 計画ベースラインで取得されます。 

ただし、既存の SQL 計画ベースラインを持つ SQL 文に対して新しい適応計画がオプティマイザに
よって見つかった場合は、最初の計画（デフォルトの計画）のみが SQL 計画ベースラインに記録さ
れます。記録された計画は適応としてマークされるため、展開プロセス中にこの計画をオプティマ
イザが考慮に入れることができます。 

 

図11：DBA_SQL_PLAN_BASELINESにより新たに追加された、適応属性(ADAPTIVE)がTRUEに設定された計画の表示 

SPMの計画選択と適応計画 

SQL 計画ベースラインの承認済みの計画は、適応となることはありません。したがって、SQL 計画
ベースラインを持つ SQL 文に選択された計画は、適応となることはありません。 

SPMの計画展開と適応計画 

適応とマークされている計画を展開する場合、オプティマイザは、テスト実行を開始する前に、使
用可能なすべてのサブプランを決定します。実行すると、オプティマイザは、統計コレクタに記録
された実行統計に基づいて、使用するサブプランを決定します。テスト実行時に使用された最終計
画のパフォーマンスが、SQL 計画ベースラインの既存の承認済みの計画と比較されます。最終計画
のパフォーマンスが既存の承認済みの計画よりも高い場合、最終計画が計画ベースラインに承認済
みの計画として追加され、検証済みの未承認の適応計画と置き換わります。新しく追加された計画
は最終計画であるため、適応とはマークされなくなります。 

SQL計画ベースラインとAdaptive Cursor Sharing 

Oracle Database 11g 以降、オプティマイザでは、バインド変数を使用して、1 つの文に複数の実行計
画を同時に使用できるようになりました。この機能は Adaptive Cursor Sharing（ACS）1と呼ばれ、各
バインド値に適切な計画が使用されていることを確認するために、実行統計の監視を利用します。 

初回実行時に、オプティマイザはバインド値を読み取って、バインド値の選択性に基づいて実行計画
を決定します。バインド変数の値によって最適な計画が異なるとオプティマイザが認識した場合（ヒ
ストグラムが列に存在する場合や、条件が範囲、つまり<、>である場合など）、カーソルはバインド
依存としてマークされます。カーソルがバインド依存としてマークされると、Oracle はさまざまなバ
インド値を使用してカーソルの動作を監視し、別の計画を呼び出すかどうかを決定します。 

オラクルの Adaptive Cursor Sharing は楽観的なアプローチに基づいて構築されています。後続の実
行で別のバインド値が使用されると、そもそもカーソルを共有できることを前提としているため、
オプティマイザは既存のカーソルと実行計画を使用します。ただし、この新しいバインド値の実行
統計が記録され、以前の値の実行統計と比較されます。新しいバインド値を使用した場合に、問合

                            
1 Adaptive Cursor Sharing の詳細については、Closing the Query Loop in Oracle 11g を参照してください。 

http://www.vldb.org/pvldb/1/1454178.pdf
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せによって処理されるデータ量が大きく変わると判断した場合、Oracle は次回実行時に“適応”とし
て新しいバインド値に基づいてハード解析を実行し、カーソルはバインド対応としてマークされま
す。各バインド対応カーソルはバインドの選択範囲と関連付けられているため、文のバインド値が
その範囲に含まれていると認識される場合は、そのカーソルはその文でのみ共有されます。 

さらに別の新しいバインド値が使用されると、バインド値の選択が類似しているかどうかに基づい
て、オプティマイザはふさわしいカーソルを探します。適切なカーソルが見つからない場合、新し
くカーソルを作成します。新しいカーソルの計画が既存カーソルと同じである場合、共有プール内
の領域を節約するため 2 つのカーソルはマージされます。また、新しいバインドの選択を含めるた
め、このカーソルの選択範囲が拡大されます。 

ACS からメリットが得られる SQL 文に SQL 計画ベースラインが存在する場合、その SQL 文の使用
可能なすべての実行計画を承認し、SQL 計画ベースラインで有効にする必要があります。こうしな
いと、SQL 計画ベースラインが存在するために、SQL 文で ACS を十分に利用できない可能性があり
ます。次に、SPM の他の側面が ACS と相互作用する仕組みについて簡単に説明します。 

SPMの計画取得とAdaptive Cursor Sharing 

自動計画取得が有効になっており、ACS からメリットが得られる SQL 文が 2 回実行された場合、そ
の文の使用可能な計画が 1 つだけ最初に取得されます。その文に見つかった追加の計画は、承認さ
れないため使用されません。新しい計画は、ハード解析時に SQL 計画ベースラインに追加されるだ
けで、SQL 計画ベースラインに承認済みの計画が 1 つのみ存在する SQL 文に対して、追加のハード
解析が ACS によってトリガーされることはありません（詳細については、「SPM の計画選択と
Adaptive Cursor Sharing」の項を参照してください）。 

ACS からメリットが得られる SQL 文に使用可能なすべての計画を、カーソル・キャッシュ（共有
プール内）から SQL 計画ベースラインに直接、手動でロードすることを強く推奨します。これによ
り、すべての計画が自動的に承認されて使用可能になります。図 12 に、さまざまなバインド変数値
を使用して複数回実行された、カーソル・キャッシュ内に 2 つの異なる計画（子カーソル 1 と 2）
が存在する SQL 文を示します。DBMS_SPM.LOAD_PLANS_FROM_CURSOR_CACHE関数を使用して、
両方の計画を承認済みの計画として SQL 計画ベースラインで取得しています。 

 

図12：ACSで見つかった、1つのSQL文の複数の計画の手動取得 
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SPMの計画選択とAdaptive Cursor Sharing 

ACS の候補となる SQL 文に、文に必要なすべての計画が含まれており、これらの計画がすべて承認
されている SQL 計画ベースラインが存在する場合、ACS は期待どおりに動作します。文に使用され
ているさまざまなバインド変数に適切な計画が使用されます。 

ただし、SQL 計画ベースラインに承認済みの計画が 1 つのみ存在する場合、その文では ACS が自動的
に無効になります。最適な計画は、バインド変数の値によって異なる場合があるとオプティマイザが
認識した場合のみ、カーソルはバインド依存としてマークされることに留意してください。SPM で問
合せに 1 つの計画のみが選択される場合は、カーソルはバインド依存としてマークされません。 

SQL計画ベースラインとSQLプロファイル 

SQL プロファイルには、オプティマイザが使用する通常の情報源（統計、バインド変数値など）で
の不足のために最適ではない計画が選択されるのを防ぐ、補足情報が含まれています。SQL プロ
ファイルによって、オプティマイザの選択が特定の計画に制約されることはありません。SQL プロ
ファイルを共有できるのは、このためです。これに対して、SQL 計画ベースラインによって、オプ
ティマイザの選択は一連の承認済みの計画に制約されます。コストベースのアプローチを引き続き
使用して計画が選択されますが、この一連の計画内でのみです。SQL 計画ベースラインは、SQL プ
ロファイルよりも慎重な計画選択戦略となっています。 

SQL プロファイルが存在する場合、SPM の 3 つのすべてのコンポーネントに影響します。次に、こ
れらの相互作用について簡単に説明します。 

SPMの計画取得とSQLプロファイル 

SQL 文が実行されると、SQL 文がハード解析されてコストベースの計画が生成されます。この計画
は、SQL プロファイルの影響を受けます。コストベースの計画が決定されると、このコストベース
の計画が SQL 計画ベースラインに存在する計画と比較されます。計画が、SQL 計画ベースラインの
承認済み計画のいずれかと一致する場合、この計画はオプティマイザによって使用されます。ただ
し、コストベースの計画が SQL 計画ベースラインのいずれの承認済み計画とも一致しない場合、こ
の計画は計画ベースラインに未承認計画として追加されます。 

SPMの計画選択とSQLプロファイル 

SQL 計画ベースラインが存在する SQL 文が解析されると、もっとも低コストの承認済み計画が選択
されます。このプロセスでは、オプティマイザのコスト・モデルが使用されます。SQL プロファイ
ルが存在すると、これらの各計画の見積りコストに影響するため、最終的に選択される計画に影響
する可能性があります。 

SPMの計画展開とSQLプロファイル 

展開プロセスでは、最適な承認済み計画との比較で未承認計画がテスト実行されます。最適な承認
済み計画が、コストに基づいて選択されます。SQL プロファイルが文に存在する場合、見積りコス
トに影響するため、未承認計画との比較用に選択される承認済み計画に影響します。 
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SQL計画ベースラインとストアド・アウトライン 

ストアド・アウトラインは、SQL 計画ベースラインの前の機能です。このため、ストアド・アウト
ラインと SQL 計画ベースラインにはいくつか類似点があります。ストアド・アウトラインは、特定
の SQL 文に対して生成する実行計画を指定する、一連のヒントで構成されます。ストアド・アウト
ラインが存在する SQL 文が実行されると、オプティマイザは、標準のコストベースのアプローチを
使用せずに、アウトラインのヒントを使用して計画を再生成します。 

ストアド・アウトラインは Oracle Database 11g で非推奨になっており、SQL 計画ベースラインが
推奨されています。 

自動SQLチューニング・アドバイザとの統合 

Oracle Database 11g 以降は、SQL チューニング・アドバイザがメンテナンス時間枠で自動実行され
ます。この自動 SQL チューニング・タスクは、負荷の高い SQL 文を対象としています。対象となる
文は、自動ワークロード・リポジトリのスナップショットで収集された実行パフォーマンス・デー
タによって識別されます。高負荷な SQL 文でより良い実行計画が SQL チューニング・アドバイザに
よって検出されると、その文の SQL プロファイルが推奨されます。 

自動 SQL チューニング・タスクによって推奨された SQL プロファイルが実装されており、SQL 文に
すでに SQL 計画ベースラインがある場合、SQL チューニング・タスクで検出された実行計画は、
SQL 計画ベースラインに承認済み計画として追加されます。 

また、特定の SQL 文に対して SQL Tuning Set を作成すると、手動で SQL チューニング・アドバイ
ザを呼び出すことができます。文の SQL プロファイルが SQL チューニング・アドバイザによって推
奨されており、この SQL プロファイルを手動で実装した場合、チューニングされた計画が SQL 文の
計画ベースラインに存在すると、承認済み計画として追加されます。 

 

SQL計画管理のユースケース 

本番データベース環境で DBA が直面するさらに困難な作業に対処するときに、SPM で提供される計
画展開の制御が非常に役立つ場合があります。ホワイト・ペーパーのこの最後の項では、SPM を使
用してデータベースのアップグレード、新しいアプリケーションやモジュールの展開、およびリグ
レッションが発生した SQL 文の修正に対処する方法について、具体的な使用例を含めて説明します。 

SPMを使用したアップグレード 

SQL Tuning Set（STS）から実行計画をバルク・ロードする方法は、データベース・アップグレード
による計画の変更を防ぐための優れた方法です。必要な手順は、次の 4 つのステップのみです。 
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1. アップグレード前に、現在のデータベース環境の重要な各 SQL 文の実行計画を含める STS
を作成します。実行計画を取得するには、STS に移入するために使用する DBMS_SQLTUNE

（SQL 文を収集する関数）の属性パラメータを ALL に設定する必要があります。 

 

図13：実行計画を取得するSTSの作成時に、属性パラメータをALLに設定する操作を示したもの 

2. STS をステージング表にパックし、ステージング表をフラット・ファイルにエクスポート
します。 

3. ステージング表を最新バージョンの Oracle Database にインポートし、STS をアンロードす
るか、既存のデータベースの単純アップグレードを実行します。アップグレード中、STS
は保持されます。 

4. Oracle EM または DBMS_SPM.LOAD_PLANS_FROM_SQLSET 関数を使用して、実行計画を
SQL Management Base にロードします。 

 

図14：SQL計画ベースラインへのSQL Tuning Setの計画のロード 

 

SPMを使用した、新しいアプリケーションまたはモジュールの展開 

新しいアプリケーション・モジュールを展開すると、完全に新しい一連の SQL 文がデータベースに
導入されます。Oracle Database 11g 以降では、サード・パーティ・ソフトウェア・ベンダーが、新
しく導入される SQL に合った適切な SQL 計画ベースラインをアプリケーション・ソフトウェアに同
梱することができます。この場合、SQL 計画ベースラインに含まれるすべての SQL 文に、標準のテ
スト構成で優れたパフォーマンスを実証した計画が最初に必ず使用されます。または、アプリケー
ションを社内で開発やテストする場合、次の手順に従ってテスト・システムから適切な計画をエク
スポートし、本番システムにインポートすることができます。 
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1. テスト・システムまたは開発システムで、DBMS_SPM.CREATE_STGTAB_BASELINE プロ
シージャを使用してステージング表を作成します。 

 

 

2. DBMS_SPM.PACK_STGTAB_BASELINE 関数を使用して、SQL Management Base からエクス
ポートする SQL 計画ベースラインをステージング表にパックします。 

 

3. export コマンドまたは Oracle Data Pump を使用して、ステージング表をフラット・ファイ
ルにエクスポートします。 

4. このフラット・ファイルをターゲット・システムに送信します。 

5. import コマンドまたは Oracle Data Pump を使用して、このフラット・ファイルのステー
ジング表をインポートします。 

6. DBMS_SPM.UNPACK_STGTAB_BASELINE 関数を使用して、ステージング表の SQL 計画ベー
スラインをターゲット・システムの SQL Management Base にアンパックします。 

  

 

SPMを使用した、リグレッションが発生したSQL文の修正 

ヒントを使用して既存のアプリケーションを手動でチューニングする必要がある場合に、カーソ
ル・キャッシュから計画を直接ロードすると、非常に便利なことがあります。必要なヒントを含め
るためにアプリケーション・コードを変更する可能性は低い一方、アプリケーション・コンテキス
ト外でチューニングされた実行計画を SQL 計画ベースラインとして取得できるため、以降は、アプ
リケーションを変更しなくても、チューニングされた望ましい計画がアプリケーションの SQL に
よって確実に使用されるようになります。 

次の簡単な手順を実行するだけで、SPM を使用してヒントを含む実行計画を取得し、ヒントを含ま
ない SQL 文にこの計画を関連付けることができます。はじめに、ヒントを含まない SQL 文に対する
SQL 計画ベースラインを取得します。 
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1. V$SQL ビューで文の SQL_ID を見つけ、この ID と
DBMS_SPM.LOAD_PLAN_FROM_CURSOR_CACHE 関数を使用してこの文の SQL 計画ベース
ラインを作成します。 

 

2. 取得した計画は最適ではない計画であるため、DBMS_SPM.ALTER_SQL_PLAN_BASELINE

関数を使用して無効にする必要があります。計画を無効にするには、SQL_HANDLE と
PLAN_NAME が必要です。これは、DBA_SQL_PLAN_BASELINES ビューから確認できます。 

 

3. 必要なヒントを使用して SQL 文を修正し、修正した文を実行します。 

 

4. ヒントを含む SQL 文のSQL_IDとPLAN_HASH_VALUEを、V$SQLビューから見つけます。 
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5. 修正した計画の SQL_ID と PLAN_HASH_VALUE を使用し、修正した計画を元の文の
SQL_HANDLE に関連付けて、元の SQL 文に対して新しい承認済み計画を作成します。 

 

6. DBA_SQL_PLAN_BASELINES ビューの問合せを実行すると、ヒントを含まない元の計画とヒ
ントを含む新しい計画という、SQL 計画ベースラインの 2 つの計画が表示されます。ヒント
を含む計画のみ承認されているため、この計画が SQL 文の次回実行時に選択される計画と
なります。 
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結論 

データベース・アプリケーションのパフォーマンスは、一貫した問合せの実行計画に大きく依存し
ます。SQL 計画管理を使用すると、環境が変化している間も、重要な SQL 文の現在の実行計画を維
持し、実行計画が良い方向に変更される場合のみ実行計画を変更できます。 

SPM を使用すると、オプティマイザは実行計画を自動的に管理し、既知の計画または検証済みの計
画だけを使用します。SQL 文に新しい計画が見つかった場合、既存の承認済みの計画よりも高いパ
フォーマンスを実現することが検証されるまで使用されません。 

このような慎重なアプローチを取ることで、SPM により、DBA は本番環境で直面する、アップグ
レードなどの比較的困難な作業に対処できます。常に安心して一貫した問合せ計画を実行できます。 
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