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概要： 

このOracle Fusion Middleware 11gホワイト・ペーパーでは、SOAデータベースでよく発生するパ
フォーマンスの問題、およびこれらのパフォーマンスの問題を解決するための推奨事項について説
明します。これらの推奨事項は、Oracle Databaseリリース11.1.0.1以降で実行されているSOA 11gを
対象としています。SOAデータベースは、非Oracle RAC構成およびOracle RAC構成でホストできます。 

 

データベース・パラメータのチューニング 

SOAデータベースにアクセスするアプリケーションについて、アプリケーションの要件に対応するよ
うデータベースが適切に構成されていることを確認します。 

次の表に、SOAデータベースのデータベース初期化パラメータのガイドラインを示します。これらの
パラメータ値は、ベースラインを提供することを目的としています。デプロイメントとワークロー
ドの特性が変化した場合は、これらの値も調整する必要があります。 

パラメータ名 説明およびデフォルト値 推奨される開始値 

audit_trail データベースの監査を有効または無効にします。 

デフォルト値：DB 

データベース・アクティビティを監

査するためのポリシーがない場合

は、このパラメータをNONEに設定

することを検討します。監査を有効

にすると、パフォーマンスが低下す

る可能性があります。 

plsql_code_type PLSQL_CODE_TYPEには、PL/SQLライブラリ・ユニットのコンパイル・

モードを指定します。 

● INTERPRETED：PL/SQLライブラリ・ユニットは、PL/SQLバイトコー

ド形式にコンパイルされます。このようなモジュールは、PL/SQLイ

ンタプリタ・エンジンによって実行されます。 

● NATIVE：PL/SQLライブラリ・ユニットは、ネイティブ（マシン）コー

ドにコンパイルされます。このようなモジュールは、インタプリタに

影響することなく、ネイティブに実行されます。 

デフォルト値：INTERPRETED 

 

NATIVE 

nls_sort NLS_SORTには、ORDER BY問合せの照合順序を指定します。 

● この値をBINARYに設定すると、ORDER BY問合せの照合順序は文字

の数値に基づきます（少ないシステム・リソースで済むバイナリ・ソー

ト）。 

● この値が名前付き言語ソートの場合、ソートは定義された言語ソート

の順序に基づいて行われます。NLS_LANGUAGEパラメータでサポー

トされているほとんどの言語（すべてではありません）は、同じ名前

の言語ソートもサポートしています。 

デフォルト値：NLS_LANGUAGEから導出 

 

BINARY 
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open_cursors 1つのセッションで同時に使用できるオープン・カーソル（プライベートSQL

領域へのハンドル）の最大数を指定します。OPEN_CURSORSには、アプ

リケーションでオープン・カーソルが不足しないように十分な値を設定する

ことが重要です。 

デフォルト値：50 

 

推奨値：500 

session_cached_cursors キャッシュするセッション・カーソル数を指定します。同じSQL文の解析

コールを繰り返すと、その文のセッション・カーソルがセッション・カーソ

ル・キャッシュに移動されます。後続の解析コールでは、キャッシュ内にカー

ソルがあるため、カーソルが再度開かれることはありません。必要に応じて、

新しいエントリの領域を確保するために、オラクルでは、もっとも長く使用

されていないアルゴリズムを使用して、セッション・カーソル・キャッシュ

内のエントリを削除しています。 

 

また、このパラメータで、PL/SQLカーソル・キャッシュのサイズを制限し

ます。PL/SQLでは、このPL/SQLカーソル・キャッシュを使用することで、

ユーザーが文を再実行したときに再解析せずに済むようにします。 

 

デフォルト値：50 

 

推奨値：500 

_b_tree_bitmap_plans B-Tree索引のビットマップ・アクセス・パスの使用を有効にします。 

デフォルト値：TRUE 

 

推奨値：FALSE 

プロセス Oracleに同時接続できるオペレーティング・システム・プロセスの最大数を

設定します。このパラメータの値が、Oracleバックグラウンド・プロセスに

対応している必要があります。SESSIONSパラメータは、この値から推測さ

れます。 

 

デフォルト値：100 

 

推奨値：1500 

 

ユーザー数の多いデータベースな

どの大規模なシステムでは、次の値

を推奨します：5000 

sga_target このパラメータをゼロ以外の値に設定すると、自動共有メモリ管理が有効に

なります。構成の簡素化とパフォーマンスの向上の両方のために、自動メモ

リ管理を使用することを検討します。 

デフォルト値：0 

推奨値：小規模システムの場合、2gb

以上。大規模システムの場合、18gb

以上。 

pga_aggregate_target インスタンスに接続されたすべてのサーバー・プロセスが使用可能なター

ゲット集計PGAメモリを指定します。 

デフォルト値：0 

推奨値：小規模システムの場合、1gb

以上。大規模システムの場合、8gb

以上。 

Memory_target MEMORY_TARGETには、Oracleシステム全体の使用可能なメモリを指定し

ます。データベースがMEMORY_TARGET値に合わせてメモリをチューニン

グし、必要に応じてSGAとPGAを削減または増加させます。 

MEMORY_TARGET を NONE に設

定 す る こ と を 検 討 し ま す 。

MEMORY_TARGETを設定しても

SGAとPGAに十分なメモリは割り

当てられないため、必要に応じて、

SGAとPGAを個別に設定します。 

Disk_asynch_io DISK_ASYNCH_IOで、データ・ファイル、制御ファイル、およびログ・ファ

イルへのI/Oが非同期かどうか（表スキャン中に、パラレル・サーバー・プ

ロセスでI/OリクエストとCPU処理をオーバーラップできるかどうか）を制

御します。 

デフォルト値：TRUE 

使用するプラットフォームが非同

期IOをサポートしている場合は、こ

のパラメータをデフォルト値TRUE

のままにします。それ以外の場合

は、FALSEに設定します。 
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Filesystemio_options FILESYSTEMIO_OPTIONSには、ファイル・システム・ファイルのI/O操作

を指定します。 

デフォルト値：なし 

 

推奨値：SETALL 

Secure_Files 表のLOBオブジェクトを格納する方法を指定します。 

デフォルト値：PERMITTED 

 

推奨値：ALWAYS 

Parallel_max_servers PARALLEL_MAX_SERVERSでは、インスタンスのパラレル実行プロセスと

パラレル・リカバリ・プロセスの最大値を指定します。需要が増加すると、

Oracle Databaseはプロセス数を、インスタンスの起動時に作成された数か

らこの値に増やします。 

 

推奨値：NUM_CPU_CORESと同等 

Job_queue_processes JOB_QUEUE_PROCESSESには、DBMS_JOBジョブとOracle Scheduler

（DBMS_SCHEDULER）ジョブの実行用に作成可能な、インスタンスごとの

ジョブ・スレーブの最大数を指定します。DBMS_JOBとOracle Scheduler

は、同じジョブ・コーディネータとジョブ・スレーブを共有し、両方が

JOB_QUEUE_PROCESSESパラメータによって制御されます。 

 

推奨値：NUM_CPU_CORESと同等 

 

HugePages： 

HugePagesは、Linuxカーネル2.6に統合されている機能です。より大きなページ・サイズを利用する
ための手法で、大容量のメモリを使用する場合に役立ちます。HugePagesは、32ビット構成と64ビッ
ト構成の両方で使用できます。HugePageのサイズは、カーネル・バージョンとハードウェア・アー
キテクチャに応じて、2MB～256MBまで幅があります。Oracle Databaseでは、HugePagesを使用す
ると、オペレーティング・システムによるページ状態のメンテナンスが軽減され、Translation 
Lookaside Buffer（TLB）ヒット率が向上します。 

HugePagesを使用しない場合、オペレーティング・システムにはページごとに4KBのメモリが保持さ
れ、このメモリがSGAに割り当てられていると、そのページのライフ・サイクル（使用済み、空き、
プロセスにマップ済みなど）がオペレーティング・システム・カーネルによって最新の状態で保持
されます。 

HugePagesを使用する場合、ページ表の各エントリが2MB～256MBのページを指しているため、オ
ペレーティング・システムのページ表（仮想メモリから物理メモリへのマッピング）が小さくなり
ます。また、カーネルに保持される、ライフ・サイクルを監視する必要があるページの数が少なく
なります。 

 

以下に、HugePagesを使用する利点を示します。 

• TLBヒットが増加するため、パフォーマンスが向上します。 

• ページがメモリ内にロックされ、スワップアウトされないため、SGAなどの共有メモリが
RAMに残ります。 

• 連続するページは事前に割当てされるため、System V共有メモリ（SGAなど）以外に使用で
きなくなります。 
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• ページ・サイズがより大きいため、仮想メモリの部分でのカーネルのブックキーピング処理
が少なくなります。 

 

RHEL/Oracle LinuxでのHugePagesの構成 

HugePagesを構成するには、以下の手順を実行します。 

1. 次のコマンドを実行して、Hugepagesize変数の値を表示します。 

2.    $ grep Hugepagesize /proc/meminfo 

3. 以下の手順を実行して、現行の共有メモリ・セグメントのhugepages構成の推奨値を計算
するスクリプトを作成します。 

注：以下は1つの例であり、変更が必要な場合があります。 

 

次のOracle Support Noteを参照：Doc ID 401749.1 

hugepages_settings.shという名前のテキスト・ファイルを作成します。 

このファイルに、次の内容を追加します。 

#!/bin/bash 
# 
# hugepages_settings.sh 
# 
# Linux bash script to compute values for the 
# recommended HugePages/HugeTLB configuration 
# 
# Note:This script does calculation for all shared memory 
# segments available when the script is run, no matter it 
# is an Oracle RDBMS shared memory segment or not. 
# Check for the kernel version 
KERN=`uname -r | awk -F. '{ printf("%d.%d\n",$1,$2); }'` 
# Find out the HugePage size 
HPG_SZ=`grep Hugepagesize /proc/meminfo | awk {'print $2'}` 
# Start from 1 pages to be on the safe side and guarantee 1 free HugePage NUM_PG=1 
# Cumulative number of pages required to handle the running shared memory segments 
for SEG_BYTES in `ipcs -m | awk {'print $5'} | grep "[0-9][0-9]*"` 
do 

MIN_PG=`echo "$SEG_BYTES/($HPG_SZ*1024)" | bc -q`  
if [ $MIN_PG -gt 0 ]; then 

NUM_PG=`echo "$NUM_PG+$MIN_PG+1" | bc -q` 
fi 
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done 
# Finish with results 
case $KERN in 

'2.4') HUGETLB_POOL=`echo "$NUM_PG*$HPG_SZ/1024" | bc -q`; 
echo "Recommended setting: vm.hugetlb_pool = $HUGETLB_POOL" ;; 

'2.6') echo "Recommended setting: vm.nr_hugepages = $NUM_PG" ;; 
*) echo "Unrecognized kernel version $KERN.Exiting.";; 

esac 
# End 
次のコマンドを実行して、ファイルの権限を変更します。 
$ chmod +x hugepages_settings.sh 

 

4. hugepages_settings.shスクリプトを実行して、hugepages構成の値を計算します。 

5. $ ./hugepages_settings.sh 

6. 次のカーネル・パラメータを設定します。 

7. # sysctl -w vm.nr_hugepages=value_displayed_in_step 3 

8. コンピュータの再起動時に常にこのパラメータの値が使用されるようにするには、
/etc/sysctl.confファイルを編集して、次のエントリを追加します。 

9. vm.nr_hugepages=value_displayed_in_step 3 

10. 次のコマンドを実行して、使用可能なHugePagesを確認します。 

11. $ grep Huge /proc/meminfo 

12. インスタンスを再起動します。 

13. 次のコマンドを実行して、使用可能なHugePages（1～2ページが空き）を確認します。 

14. $ grep Huge /proc/meminfo 

注：nr_hugepagesパラメータの設定が有効でない場合、サーバーを再起動する必要があ
ります。 

 

HugePages構成の制限 

以下に、HugePagesを使用する場合の制限を示します。 

• 自動メモリ管理（AMM）とHugePagesには、互換性がありません。AMMを使用すると、
/dev/shmにファイルを作成することで、SGAメモリ全体が割り当てられます。Oracle 
Databaseでこの方法によりSGAを割り当てると、HugePagesは予約されません。HugePages
を使用するためには、Oracle Database 11gのAMMを無効にする必要があります。 
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SOA DBの競合 

多くのSOAワークロードでは、負荷の大きいDMLアクティビティがデータベースに生成されるため、
データベース・オブジェクトで競合が発生する可能性があります。 

 

SOA DBでよく発生する待機イベント 

AWRレポートの待機イベント・データには、パフォーマンスを低下させる可能性がある問題のさま
ざまな症状が表示されます。SOAデータベースでもっともよく発生する待機イベントは、以下のとお
りです。 

• DB CPU 

• db file sequential read、db file scattered read 

• log file sync 

• enq: HW – contention 

• enq: TX – index contention 

• buffer busy waits 

• gc buffer busy acquire、gc buffer busy release（Oracle RAC） 

• enq: SQ – contention 

以下に、これらのイベントのいくつかと、そのチューニング方法を示します。 

 

log file sync - REDOログのチューニング： 

ほとんどの場合、データベースのSOAワークロードでREDOログのパフォーマンスが低下し、AWRの
上位イベントの1つとして"log file sync"イベントが発生します。上位の"log file sync"待機が発生する
理由として、以下のことが考えられます。 

1. 次のいずれかの理由のために、LGWRで書込みを迅速に実行できない。 

a. ログ・ファイルへのディスクI/Oパフォーマンスが十分でない。 

b. LGWRでCPUリソースが不足している。 

2. コミットが過剰であるため、LGWRでプロセスを迅速にポストできない。 

3. LGWRで、エンキュー待機やラッチ競合などの他のデータベース競合が発生している。 

REDOログのパフォーマンスをチューニングすると、Oracle Fusion Middleware環境で実行している
アプリケーションのパフォーマンスを向上できます。 

根本原因を特定する最初のステップでは、LGWR待機イベントを見つけて取り除きます。以下に示す
ように、SIDを使用してLGWR待機イベントの問合せを実行できます。 
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SQL> SELECT sid, event, time_waited, time_waited_micro 
FROM v$session_event 
WHERE sid IN 

(SELECT SID FROM v$session WHERE type!='USER' AND 
program LIKE '%LGWR%' ) 

ORDER BY time_waited; 
 

REDOログのサイジング： 

以下に、REDOログのパフォーマンスを向上するためのガイドラインを示します。 

1. ログ・スイッチの頻度を制御し、システム待機を最小限に抑えるように、オンラインREDO
ログをサイジングします。 

2. REDOログ・ディスクを最適化して、ボトルネックを防ぎます。 

3. log_bufferの最適なサイジングを判断します。 

データベース・ライターとアーカイバ・プロセスの動作はREDOログのサイズによって異なるため、
REDOログ・ファイルのサイズがパフォーマンスに影響を与える可能性があります。REDOログ・ファ
イルのサイズが小さすぎると、チェック・ポイントとログ・ファイルの切替えが頻繁に発生し、シ
ステムのパフォーマンスが低下します。ログ切替えの頻度を制御し、システム待機を最小限に抑え
るためには、まずは、それぞれが2Gのサイズの少なくとも3つのREDOログ・グループを使用し、REDO
ログのパフォーマンスを定期的に監視して、必要に応じてREDOログ・グループの数と各メンバーの
サイズを調整することを検討します。Oracle Enterprise Managerを使用すると、REDOログ・グルー
プのサイジングに関するアドバイスを取得できます。REDOログ・ファイルのサイジングは、システ
ムで生成されるREDOの量に応じて行います。大まかな目安として、最短で20分に1回ログを切り替
えます。つまり、データベース・アクティビティのピーク時にオンラインREDOログが5分に1回切り
替わる場合に、20分のガイドラインを達成するには、各ログのサイズを現在のサイズの4倍にします

（20÷5 = 4）。 

REDOログ・ファイルをデータ・ファイルとは分けてディスクに配置すると、I/Oパフォーマンスが向
上します。SOAデータベースは書込みが非常に多く、トランザクションごとに毎秒、大量のREDOが
生成されます。オラクルでは、1か所のREDOの場所にすべてのディスクのすべての更新を配布する
必要があるため、どれほどチューニングを行っても、REDOログのボトルネックが解消されない場合
があります。SOAデータベースでは、AWRレポートで平均待機時間の長い上位イベントとして、フォ
アグラウンド待機イベント"log file sync"が確認されるのはごく一般的なことです。I/O帯域幅が問題
である場合、I/O帯域幅を改善する以外は効果がありません。REDOのボトルネックを解消する方法の
ひとつとして、より高速なREDOストレージを使用することが挙げられます。ソリッド・ステート・
ディスクのREDOログ・ファイルを使用することを推奨します。SSDでは、プラッタ・ディスクより
も広い帯域幅を使用できます。 
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REDOログ・バッファのチューニング： 

SOAアプリケーションでは、大量のデータの挿入、変更、および削除が行われ、これらの操作のほと
んどがバッチ・モードではなく1行ごとにコミットされます。トランザクションがコミットされる頻
度が非常に高いため、REDOのパフォーマンスに大幅なオーバーヘッドが発生します。そのため、
log_bufferを最適にサイジングすることが重要です。 

AWRレポートおよびV$ビューの統計REDO BUFFER ALLOCATION RETRIESには、ユーザー・プロセス
がREDOログ・バッファの領域を待機した回数が示されます。動的パフォーマンス・ビューV$SYSSTAT
を使用して、この統計値を問合せできます。 

アプリケーションを実行している間、これらの統計を一定期間にわたって監視するには、次の問合
せを使用します。 

SELECT NAME, VALUE 
FROM V$SYSSTAT 
WHERE NAME = 'redo buffer allocation retries'; 
 
redo buffer allocation retriesの値は、一定の時間間隔においてゼロに近い値である必要があります。
この値が継続的に増加する場合は、REDOログ・バッファ内の領域が使用可能になるまで、プロセス
が待機する必要があったことになります。この待機は、ログ・バッファが小さすぎるか、またはチェッ
ク・ポイントが原因となっている可能性があります。必要に応じて、初期化パラメータLOG_BUFFER
の値を変更して、REDOログ・バッファのサイズを増やします。このパラメータの値は、バイト単位
で示されています。チェック・ポイントまたはアーカイブ・プロセスを改善するという方法もあり
ます。別のデータソースとして、log buffer space待機イベントがインスタンスの待機時間の重要な
要因でないかどうかを確認することが挙げられます。重要な要因でない場合、ログ・バッファ・サ
イズは十分である可能性が高いです。REDOサイズが過剰になると、上位の"log file sync"待機が発生
してパフォーマンスが低下する可能性があるため、log_buffer settingを増やす際は注意が必要です。 

目安として、書込み集中型のワークロードでは、まずは、ログ・バッファを100mbに構成します。 

 

LGWRプロセスのチューニング： 

ほとんどのSOAワークロードでは、コミット・レートが非常に高く、コミットを減らすことはできな
いため、結果として上位の"log file sync"待機イベントがAWRレポートの上位5つによく表示されます。
上記のガイドラインに従って、上位の"log file sync"に対処します。それでもREDOログのパフォーマ
ンスが改善されない場合は、LGWRの優先順位を上げるか（niceを使用）、LGWRの優先順位クラス
をRTに上げると、ある程度パフォーマンスが向上する可能性があります。 
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Smart Flash Logging： 

データベースがExadataマシンの場合、BP11以上を使用してSmart Log機能を利用することを推奨し
ています。 

Exadataストレージ・ソフトウェア11.2.2.4.2（および・データベース・バージョン11.2.0.2とBP11）
で実装された追加の機能は、Exadata Smart Flash Loggingと呼ばれています。この機能を使用すると、
512MBのフラッシュ・ストレージがREDO書込みに予約され、データベースのログ・ライター（LGRW）
プロセスで異なるパターンの動作が使用されます。この機能を使用していないシステムでは、LGWR
はREDOログの多重化コピーにパラレルで書き込み、すべての書込みが完了するまで待機します。こ
の結果、これらの書込みを実行するのにかかる時間（Oracle待機インタフェースの統計ログ・ファイ
ルのパラレル書込みで示される）は、もっとも低速のディスクで書込みを完了するのにかかる時間
になります。Exadata Smart Flash Loggingを使用すると、REDOログ・ファイルはディスクに残りま
すが、512MBの追加の予約領域がフラッシュ・ストレージに作成されます。書込みコールが発行さ
れると、LGWRはディスク上のREDOログに通常どおり書込みを実行しますが、フラッシュ領域にも
追加でパラレル書込みを実行します。次に、LGWRは、これらの書込みのいずれかが完了するまで待
機し、完了した片方の書込みをポストしたら、もう一方の書込みが完了するのを待機せずに処理を
続行します。この手法では、REDO書込みの時間は、もっとも高速のメディア（フラッシュまたはディ
スク）の書込み時間になります。 

 

enq:HW contention 

ビジーなLOBセグメントのenq:HW contention：競合する複数のプロセスが同じ表に挿入されて、表
の最高水位標を同時に上げるよう試みられると、HW High Waterエンキュー競合が発生します。 

SOAデータベースでは、この問題は、LOB列が含まれている表で発生します。たとえば、CUBE_SCOPE、
XML_DOCUMENT、AUDIT_DETAILSがあります。負荷が高い状況で、これらの表のLOBセグメントに
競合が発生し、これらの競合はAWRレポートに待機イベント"enq:HW contention"として示されます。
Oracle Database 11gのLOBのデフォルトの記憶域はBASICFILEであるため、HW競合の問題が発生し
ます。エクステントの割当てやチャンクの再生を頻繁に行うと、LOBセグメントの最高水位標で競合
が発生する可能性があります。領域割当てで取得されるブロックは一度に1つだけであるため、ASSM
で管理されているLOBセグメントでHWエンキュー競合が発生する可能性があります。 

このタイプの競合のために、パフォーマンスが大幅に低下する可能性があり、Oracle Database 
Release 11gのSecureFiles機能を使用すると、この競合を排除できます。SecureFilesはLOB記憶域の
新しいアーキテクチャで、従来のBasicFileのLOBよりもパフォーマンスが向上します。 

以下のいずれかの方法を使用して、BasicFilesからSecureFilesに移行できます。 

1. データベース・パラメータSECURE_FILES = ALWAYSを設定します。この方法は、
RCUを使用してSOA表を作成する前に、新しいインストールに適用できます。この
パラメータをインスタンス・レベルで設定したら、作成する新しいLOBセグメント
でSecureFilesが自動的に使用されます。 
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2. LOBをSecureFilesに移行します。この方法は、すでにSOA表が作成されているイン
ストールに適用できます。この場合、"enq:HW contention"が発生しているSOAデー
タベースの表のLOBセグメントをSecureFilesに移行できます。オンライン再定義の
手法を使用すると、非常に短い停止時間でこれを行えます。pl/sqlパッケージ
DBMS_ONLINE_REDEFINITIONを使用すると、データ、制約、索引を失うことなく、
この移行を容易に行えます。LOBからSecureFilesに移行するためのサンプル・スク
リプトについては、Oracle Support Note：1498415.1を参照してください。 

3. データベース・イベント44951を設定します。 

ALTER SYSTEM SET EVENT=’44951 TRACE NAME CONTEXT FOREVER, LEVEL 

1024? scope=spfile; 

SOAのインストールに11gよりも前のOracleバージョンを使用している場合は、この
データベース・イベントを設定してLOBセグメントの"enq:HW contention"を防止でき
ます。 

次の表に、負荷が高い状況で"enq:HW – contention"が発生する可能性のあるLOB列を示します。こ
れらのLOBをSecureFilesに移行することを強く推奨します。"enq:HW – contention"が発生している
LOBオブジェクトを把握するためには、AWRレポートとADDMレポートを徹底的に分析する必要があ
ります。次の表を参照として使用できます。 

表名 列名 LOB記憶域の推奨属性 

ATTACHMENT ATTACHMENT COMPRESS CACHE 

AUDIT_DETAILS BIN COMPRESS CACHE 

CUBE_SCOPE SCOPE_BIN COMPRESS CACHE 

 

索引競合 

ほとんどのSOAシナリオでは、複数のデータベース・セッションでSOA表に数千の行が挿入され、多
くの索引キー（特に主キーの索引）が単調に増加します。B*Tree構造の索引では、これらのキーは、
Oracle Real Application Cluster（Oracle RAC）で非常に集中する可能性がある、一部のデータベース・
ブロックのみをターゲットとして挿入されます。この問題は、AWRレポートに上位の"buffer busy 
waits"として表示されます。 

索引の競合につながるBTREE索引のもう1つの側面として、索引に行を挿入するトランザクションが、
別のトランザクションによる索引ブロックの分割が終了するまで待機する必要がある場合に、イベ
ントenq:TX - index contentionのためにセッションが待機状態になる、ということがあります。Oracle 
RAC環境では、索引の競合は"gc buffer busy acquire"待機イベントおよび"gc buffer busy release"待機
イベントとして表示されます。同時挿入を多く行うと、索引ブロックの分割が過剰に発生し、パ
フォーマンスが低下します。 

これを解決するには、競合またはホット・スポットを回避するように索引を再編成します。数多く
のデータベース・ブロックに索引キーをランダムに分散するために、索引をグローバル・ハッシュ・
パーティション化できます。 
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ハッシュのパーティション化は、索引競合に対処する最善のチューニング方法であることが実証さ
れています。次の表に、負荷が高い状況で索引競合の影響を受ける可能性があるSOA表の索引と、こ
のような索引をパーティション化するための推奨事項を示します。パーティション化が必要な索引
を把握するためには、AWRレポートとADDMレポートを徹底的に分析する必要があります。次の表
を参照として使用できます。 

比例 パーティション・キー 

COMPOSITE_INSTANCE_CREATED レンジによるグローバル・パーティション（CREATED_TIME）後、ハッシュによるサ

ブパーティション（COMPOSITE_DN） 

BRDECISIONINSTANCE_INDX3 レンジによるグローバル・パーティション（CREATION_TIME）後、ハッシュによる

サブパーティション（STATE） 

MEDIATOR_INSTANCE_INDEX2 レンジによるグローバル・パーティション（CREATED_TIME）後、リストによるサブ

パーティション（COMPONENT_STATE） 

MEDIATOR_INSTANCE_INDEX5 ハッシュによるグローバル・パーティション（COMPLETED_CASE_NUM、

CASE_NUM、COMPONENT_NAME） 

MEDIATOR_INSTANCE_INDEX6 ハ ッ シ ュ に よ る グ ロ ー バ ル ・ パ ー テ ィ シ ョ ン （ COMPONENT_STATE 、

COMPONENT_NAME、CREATED_TIME） 

MEDIATOR_INSTANCE_INDEX1 ハッシュによるグローバル・パーティション（ID） 

MEDIATOR_INSTANCE_INDEX3 ハ ッ シ ュ に よ る グ ロ ー バ ル ・ パ ー テ ィ シ ョ ン （ COMPONENT_NAME 、

COMPONENT_STATE、CREATED_TIME） 

MEDIATOR_CASE_INSTANCE ハッシュによるグローバル・パーティション（ID） 

MEDIATOR_CASE_INSTANCE_INDEX2 ハッシュによるグローバル・パーティション（INSTANCE_ID） 

MEDIATOR_CASE_DETAIL_INDEX1 ハッシュによるグローバル・パーティション（INSTANCE_ID） 

REFERENCE_INSTANCE_CO_ID ハッシュによるグローバル・パーティション（PROTOCOL_CORRELATION_ID） 

DOC_DLV_MSG_GUID_INDEX ハッシュによるグローバル・パーティション（MESSAGE_GUID） 

CUBE_SCOPE主キー索引 ハッシュによるグローバル・パーティション（CIKEY） 

XML_DOCUMENT主キー索引 ハッシュによるグローバル・パーティション（DOCUMENT_ID） 

CI_ECID ハッシュによるグローバル・パーティション（ECID） 

AC_PK ハッシュによるグローバル・パーティション（CIKEY） 

CI_CREATION_DATE レンジによるグローバル・パーティション（CREATION_DATE） 

TABLE AUDIT_COUNTER ハッシュによるパーティション（CIKEY） 

WI_STRANDED レンジによるグローバル・パーティション（MODIFY_DATE） 
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DLV_MESSAGE_CIKEY ハッシュによるグローバル・パーティション（CIKEY） 

DOC_DLV_MSG_GUID_INDEX ハッシュによるグローバル・パーティション（MESSAGE_GUID） 

HEADERS_PROPERTIES_PK ハッシュによるグローバル・パーティション（MESSAGE_GUID） 

DLV_MESSAGE_PK ハッシュによるグローバル・パーティション（MESSAGE_GUID） 

DLV_MESSAGE_DATE_ECID レンジによるグローバル・パーティション（RECEIVE_DATE）後、ハッシュによるサ

ブパーティション（ECID） 

DOC_DLV_MSG_ID_INDEX ハッシュによるグローバル・パーティション（DOCUMENT_ID） 

DLV_MESSAGE主キー索引 ハッシュによるグローバル・パーティション（MESSAGE_GUID） 

DM_CONVERSATION ハッシュによるグローバル・パーティション（CONV_ID） 

CONV_ID_STATE_DLV_TYPE ハッシュによるグローバル・パーティション（CONV_ID） 

WI_STRANDED レンジによるグローバル・パーティション（MODIFY_DATE） 

 

シーケンス競合 

次の表に、負荷が高い状況で競合の影響を受ける可能性があるシーケンスと、このようなシーケン
スを最適化するための推奨事項を示します。競合が発生しているシーケンスを把握するためには、
AWRレポートとADDMレポートを徹底的に分析する必要があります。次の表を参照として使用でき
ます。 

シーケンス名 推奨 

SEQ_ULGYF_QHGPHCDX_ZBG5ARQ__ キャッシュの値を2000に増やします。 

SEQ_Kz5RKYJvLhWspE3N_p13ew__ キャッシュの値を2000に増やします。 

 

パージ 

大量のデータが蓄積されるSOAのインストールには、重複データのクリーンアップ、SQL問合せのパ
フォーマンス向上、およびディスク領域の削減を促進する、パージ戦略を実装する必要があります。 

積極的で継続的なパージの必要性は、SOAのパフォーマンスとディスク領域を制御するための重要な
側面です。 

実装について詳しくは、SOAのパージに関する次のホワイト・ペーパーを参照してください。 

『SOA 11G Database Growth Management Strategy』 
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領域再生 

SOA表の不要なデータが頻繁にパージされるSOAインストールでは、ディスク領域の問題が発生する
可能性が高くなります。パージ・スクリプトでは、データベース・セグメントの行（表と索引）を
削除し、再利用のためにデータ・ブロック内の領域を解放しますが、再利用するには小さすぎる一
部の領域で断片化が発生する可能性もあります。ASSMを使用し、表領域をローカルに管理している
場合でも、特に表にLOB列が含まれている場合は、行が削除されても領域がすぐには解放されないこ
とがあります。このため、表とLOB列を圧縮し、領域を手動で再生することを推奨します。 

圧縮操作により、最高水位標より下の空き領域を統合し、セグメントを圧縮してから最高水位標を
移動し、最高水位標より上の領域の割当てを解除します。 

次のコマンドを使用して、領域を手動で再生できます。 

ALTER TABLE CUBE_SCOPE ENABLE ROW MOVEMENT; 
ALTER TABLE CUBE_SCOPE SHRINK SPACE; 
ALTER TABLE CUBE_SCOPE MODIFY LOB (SCOPE_BIN) (SHRINK SPACE); 
ALTER TABLE CUBE_SCOPE DISABLE ROW MOVEMENT; 

セグメント・アドバイザを使用すると、オンライン・セグメント圧縮で利点が得られるセグメント
を特定できます。ただし、頻繁にパージを実行すると、ほとんどのSOAセグメントがオンライン・セ
グメント圧縮操作の対象となります（セグメント・アドバイザについて詳しくは、『Oracle Database
管理者ガイド』を参照してください）。 

 

オプティマイザ統計収集 

オプティマイザ統計には、データベースおよびデータベース内のオブジェクトの詳細が記録されま
す。問合せオプティマイザは、これらの統計を使用して各SQL文に最適な実行計画を選択します。 

オプティマイザ統計には、次のものが含まれます。 

• 表統計 

○ 行数、ブロック数、行の平均長 

• 列統計 

○ 列内の個別値数（NDV）、列内のNULL数 

○ データ分散（ヒストグラム）、拡張統計 

• 索引統計 

○ リーフ・ブロック数、レベル、クラスタ化係数 

• システム統計 

○ I/Oパフォーマンスと使用率、CPUパフォーマンスと使用率 
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自動統計収集 

データベース内のオブジェクトは常に変化する可能性があるため、これらのオブジェクトが正確に
記録されるように、統計を定期的に更新する必要があります。すべてのSOAデータベースに、Oracle 
Database 11gにおいてデフォルトで有効になる自動統計収集を使用し、このジョブを毎晩実行する
ことを推奨します。 

 

手動統計収集 

ほとんどのデータベース・オブジェクトでは自動オプティマイザ統計収集で十分ですが、まもなく
稼働になるデータベースや、大幅な変更/パージが実行される表では、手動統計収集が必要です。ま
た、古いデータのパージを定期的に実行するSOAデータベースでは、パージの完了直後に統計を手動
で収集することを推奨します。 

このような場合、DBMS_STATS.GATHER_TABLE_STATSプロシージャを使用します。 

 

MDS DB：統計の収集による、MDSデータベース・リポジトリのパフォーマンスの最適化 

自動統計収集が有効になっていることを確認します。 

ほとんどの場合、MDS_PATHS表のPATH_FULLNAMEの最初の32文字は同じです。これらの文字が
データベースによってヒストグラムの同じセクションに配置されるのを防ぐには、以下の手順を実
行します。 

システムとして以下を実行して、PATH_FULLNAME列のヒストグラムをドロップします。 

execute dbms_stats.delete_column_stats(ownname=>'mdsSchemaOwner', 
tabname=>'MDS_PATHS', colname=>'PATH_FULLNAME', col_stat_type=> 'HISTOGRAM'); 

PATH_FULLNAME列のヒストグラムの収集を除外するように、表のプリファレンスを設定します。 

execute dbms_stats.set_table_prefs(mdsSchemaOwner, 'MDS_PATHS', 'METHOD_OPT', 'FOR 
COLUMNS SIZE 1 PATH_FULLNAME'); 

 

固定のオブジェクト統計 

自動統計収集ジョブでは、固定オブジェクト統計は収集されません。統計が見つからない場合、オ
プティマイザは事前定義のデフォルト値を統計に使用します。これらのデフォルト値は代表的な値
ではないため、実行計画が最適化されずに、システムで重大なパフォーマンスの問題が発生する可
能性があります。 

DBMS_STATS.GATHER_FIXED_OBJECTS_STATSプロシージャを使用して、固定オブジェクトの統計を
収集できます。x$表は本質的に一時的なものであるため、システムに代表的なワークロードが存在
する場合は固定オブジェクト統計を収集することが重要です。 
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主要なデータベースやアプリケーションの大幅なアップグレードを行う場合や、新しいモジュール
を実装する場合や、データベース構成を変更する場合は、固定オブジェクト統計を再収集すること
を推奨します。たとえば、SGAサイズを増加させると、v$buffer_poolやv$shared_pool_adviceで使
用されるx$表など、バッファ・キャッシュと共有プールの情報が含まれたすべてのx$表が大幅に変
化する可能性があります。 

 

システム統計 

システム統計では、オプティマイザがシステムのI/OとCPUのパフォーマンスと使用率を考慮できま
す。候補となる各実行計画に対し、CBOオプティマイザがI/OコストとCPUコストの見積りを計算し
ます。I/OコストとCPUコストの比率が最適な、もっとも効率的な計画を選択するためには、システ
ムの特性を把握することが重要です。システムのCPUとI/Oの特性は、さまざまな要因によって異な
り、常に一定しているわけではありません。収集される統計は、次のとおりです。 

• 単一ブロック読取り時間（ms） 

• マルチブロック読取り時間（ms） 

• CPU速度（mhz） 

• 平均multiblock_read_count（ブロック数） 

これらの統計では、さらに正確に経過時間に比例するように、オプティマイザでコストを増加させ
ることができます。 

システム統計は、ハードウェア（CPU、ディスク）を追加する場合や、システムの負荷が変化する場
合に収集する必要があります。 

システム統計は、自動統計収集ジョブでは収集されません。DBAは、必要に応じてシステム統計を
収集できます。収集の頻度は、システムの性質によって異なります。システムのハードウェアとデー
タ負荷に変化がない場合、システム統計を頻繁に再収集する必要はありません。ただし、アプリケー
ションの負荷とマシンの負荷が非常に変化しやすい場合は、再収集の頻度を増やす必要があります。
また、システムの負荷が時間帯によって異なる場合、別のシステム統計を使用してこれらの負荷を
反映できます。 

 

システム統計の収集手順 

-- ワークロードの実行を開始する前に、システム統計の収集を開始します。 

EXECUTE dbms_stats.gather_system_stats('Start'); 

-- 標準的なアプリケーション・ワークロードを実行します。 

-- ワークロードが終了したら、システム統計の収集を停止します。 

EXECUTE dbms_stats.gather_system_stats('Stop'); 
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SQL計画ベースライン： 

実行計画の変更により、SQL文が突然影響を受けることがあります。索引の変更、データベース・パ
ラメータの変更、パッチなどのデータベースの変更がない場合でも、効率的に実行されていた1つ以
上のSQLのパフォーマンスが低下することがあります。これらはすべて、最適でない新しい計画を
CBOが選択し、SQLのパフォーマンスが低下したためです。これを見つけるには、AWRデータや、
Enterprise Managerで提供されているSQLチューニング・アドバイザの推奨事項を確認します。 

古い統計、データ・ボリュームの変更、またはバインド・キーピングのために実行計画の変更が発
生し、結果としてSQLのパフォーマンスが低下する可能性があります。このような状況で問題の解決
を試みるには、オプティマイザ統計を再収集します。計画の変更が引き続き持続する場合は、SQL
計画ベースラインを作成してSQL文のパフォーマンスを解決できます。 

SQL計画ベースラインの目的は、データベースの変更に関係なく、対応するSQL文のパフォーマンス
を維持することです。SQL計画ベースラインには、次の情報を含む、1つまたは複数の承認済みの計
画が含まれます。ヒントのセット、計画のハッシュ値、計画に関連する情報。SQL計画ベースライン
の作成手順は、次のとおりです。 

 

1. AWRデータまたはSQLチューニング・アドバイザを使用して、実行計画の変更のためにパフォー
マンスが低下しているSQLを特定します。 

 

2. SQLチューニング・タスクを作成します。 

DECLARE 
l_sql_tune_task_id VARCHAR2(100); 

BEGIN 
l_sql_tune_task_id := DBMS_SQLTUNE.create_tuning_task ( 

begin_snap => 3999, 
end_snap => 4195, 
sql_id => 'b4440hp0hmkq0', 
scope => DBMS_SQLTUNE.scope_comprehensive, 
time_limit => 60, 
task_name => 'b4440hp0hmkq0_AWR_tuning_task', 
description => 'Tuning task for b4440hp0hmkq0'); 

DBMS_OUTPUT.put_line('l_sql_tune_task_id:' || l_sql_tune_task_id); 
END; 
/ 
 

-- 上記のステップで、ターゲット・データベースのSNAP ID、SQL ID、およびタスク名を変更します。 
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3. SQLチューニング・タスクを実行します。 

EXEC DBMS_SQLTUNE.execute_tuning_task(task_name => b4440hp0hmkq0_AWR_tuning_task'); 

4. SQLチューニング・タスクのレポートを生成します。 

SELECT task_name, status 
FROM dba_advisor_log 
WHERE task_name='b4440hp0hmkq0_AWR_tuning_task'; 
 

set long 1000000 

 

SELECT DBMS_SQLTUNE.report_tuning_task('b4440hp0hmkq0_AWR_tuning_task') 

AS recommendations FROM dual; 

 

5. SQL計画ベースラインを作成します。 

execute dbms_sqltune.create_sql_plan_baseline(object_id=> 1,task_name 
=>'b4440hp0hmkq0_AWR_tuning_task', owner_name => 'SYSTEM',plan_hash_value => 
613666522); 

-- 上記のステップで、チューニング・タスクのレポートの出力に基づいて、object_idと計画のハッ
シュ値を変更します。 

 

6. SQLチューニング・タスクをドロップします。 

BEGIN 
DBMS_SQLTUNE.drop_tuning_task (task_name => 'b4440hp0hmkq0_AWR_tuning_task'); 

END; 
/ 
 

詳細については、次のURLを参照してください。 

https://blogs.oracle.com/optimizer/entry/sql_plan_management_part_1_of_4_creating_sql_plan_
baselines 
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付録 

オラクルでは、データベースのパフォーマンス統計を収集および分析するために、自動ワークロー
ド・リポジトリ（AWR）および自動データベース診断モニター（ADDM）を提供しています。 

 

AWR、ADDM、ASHレポート 

–すべてのOracle Databaseの組込みリポジトリです。 

–AWRに保存される統計が、パフォーマンス・チューニングの基盤となります。 

 

AWRは、パフォーマンス統計のスナップショットの定期的な収集を、自動で実行する構成または手
動でトリガーする構成の、どちらも可能です。その後、ADDMユーティリティを使用して、2つのス
ナップショット間隔の統計を分析し、次の情報を含むパフォーマンス・サマリー・レポートを生成
できます。 

• CPUのボトルネック 

• 標準以下のサイズのメモリ構造 

• I/O容量の問題 
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• 高負荷のSQL文 

• 高負荷のPL/SQL実行とコンパイル、高負荷のJava使用 

• Oracle RAC特有の問題 

• アプリケーションによるOracle Databaseの最適でない使用 

• データベース構成の問題 

• 同時実行性の問題、ホット・オブジェクト 

AWRおよびADDMのユーティリティは、手動またはOracle Enterprise Manager（Oracle EM）Database 
Consoleで実行できます（Oracle Enterprise Managerの使用について詳しくは、『Oracle Database管
理者ガイド』を参照してください）。 

 

AWRレポート 

AWRスナップショットの作成 

1. SQLPLUSセッションから、DBA権限を持つユーザーとしてデータベースに接続します。 

2. テスト実行を開始する前に、次のコマンドを使用してAWRスナップショットを作成します。SQL> 
SELECT DBMS_WORKLOAD_REPOSITORY.Create_Snapshot FROM DUAL; 

CREATE_SNAPSHOT 
------------------------------- 

1904 
3. テスト実行を完了します。 

4. テスト実行が完了したら、次のコマンドを使用してAWR終了スナップショットを作成します。
SQL> SELECT DBMS_WORKLOAD_REPOSITORY.Create_Snapshot FROM DUAL; 

CREATE_SNAPSHOT 
------------------------------- 

1905 
 

ADDMレポート 

• 自己診断アドバイザ 

• ADDMでは、Oracle Databaseでもっとも時間がかかっている領域を特定 

–ロック競合 

–過剰な解析 

–I/O容量 

–SGA、PGAの不適切なサイジング 

–その他 

• 解決方法を推奨し、期待されるパフォーマンス向上を定量的に提示 
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• ハードウェア、データベース構成、データベース・スキーマ、またはアプリケーションの変
更を推奨 

ASHレポート 

• アクティブなセッションの履歴を表示– サンプリングを毎秒実行 

• "事後"分析が可能 

• より詳細な期間でドリルダウン 

• P1、P2、P3の値 

• 一定期間のセッション、SQL、待機クラスのサービス、モジュールの情報のみ表示 

• ブロックされたセッション、ホット・セグメントを特定 

• AWR、ADDM、ASHレポートの生成 

 

1. 次のコマンドを使用して、AWRレポートを生成します。 

SQL> @?/rdbms/admin/awrrpt.sql 

2. ADDMレポートを生成します。 

SQL> @?/rdbms/admin/addmrpt.sql 

3. ASHレポートを生成します。 

SQL> @?/rdbms/admin/ashrpt.sql 

4. AWR差分レポートを生成します。 

SQL> @?/rdbms/admin/awrddrpt.sql 

 

参考資料 

『Oracle® Databaseパフォーマンス・チューニング・ガイド11gリリース2（11.2）』 

『Oracle® Database VLDBおよびパーティショニング・ガイド11gリリース2（11.2）』 
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