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概要 

今日では、世界中の企業が、プロセスを効率化し、生産性を向上させるべく、ビジネス変革プログ

ラムを実施しています。この行程のための戦略的な実現手段は、複数のITプロジェクトを実施し、

そして企業のITプラクティスを、すべてのビジネス・ニーズをジャスト・イン・タイムで実現する

真のエンタープライズ・クラスのクラウドへ全変革することです。しかし、この試みでのボトルネッ

クは、プロジェクトに関連するITから本番サイクルへの待機時間であることがわかってきました。

また、限りある計算リソースの使用が最適化されていないために、組織によって浪費されるリスク

もはらんでいます。データベースは、アプリケーション・インフラストラクチャの重要な部分であ

り、同じ変革パラダイムによって影響を受けます。Oracle Enterprise Manager 12cのクラウド・サービ

スは、さまざまなマルチテナント・アーキテクチャに対応するリソース・プーリング・モデルに加

え、ビジネス・ユーザーにITリソースのセルフサービス配置を提供する先駆的なテクノロジーです。

Database as a Service（DBaaS）は、エンドユーザー（DBA、開発者、QAエンジニア、プロジェクト・

リードなど）がデータベース・サービスを要求し、それをプロジェクトのライフタイムの間消費し

た後、自動的にプロビジョニング解除してリソース・プールに返すようにできるパラダイムです。 

Database as a Serviceは、次のものを提供します。 

 

• データベース・サービスをプロビジョニングするための共有および統合されたプラット

フォーム 

• これらのリソースをプロビジョニングするためのセルフサービス・モデル 

• データベース・リソースをスケールアウトおよびスケールバックするための適応性 

• データベース使用量に基づいたチャージバック 

Database as a Service'の進化 

Database as a Serviceは、おもに資本支出（CAPEX）を削減するための統合方式として開始されまし

たが、進化するにつれ、組織はセルフサービスやショーバックなどのその他の主要な推進要因を調

査し始めました。2012年のIOUGの調査に、Database as a Serviceのさまざまな目的がはっきりと示さ

れています。 

 

図1：2012年のIOUGの調査のマクロ・レベルの分析 
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下の図に示すように、DBaaSを提供するためのさまざまな統合モデルが存在します。もっとも単純で、

かつもっとも普及している統合の形式は、サーバーの仮想化で見られます。同じハードウェア上で

複数のオペレーティング・システム・インスタンスを実行するという簡単な方法を提供したのがサー

バー仮想化です。これよりも優れたモデルがあります。それは、同じオペレーティング・システム

またはクラスタ上で複数のデータベース・インスタンスを統合する方法です。ただし、このどちら

の場合も、常に管理オーバーヘッドの増大とコンプライアンスの課題を招くデータベースの乱立と

いう問題が依然として残ります。これらよりもさらに優れた統合モデルとして、同じデータベース

内の異なるテナントから複数のスキーマをホストする方法があります。 

 

図2：さまざまなDBaaS統合モデル 

2013年2月の最新プラグイン・リリースにより、Oracle Enterprise Manager 12c Release 2 Plug-in Update 
1は、上に示す一連の多様なデータベース統合を提供しています。また、組織には、サービス提供と

テクノロジーやビジネスへの影響に関連したさまざまな選択肢も提供されます。下の表1では、さま

ざまな統合モデルとそれらの利点および欠点を比較しています。 

 

表1. DBaaS統合モデルの比較 

 専用VM内のDB 専用DB 専用スキーマ 

統合の密度 低い 高い もっとも高い 

保守 非常に複雑 

（VMの乱立） 

容易 容易～複雑（必要なリソースの

分離による） 

分離 優良 良好 最小限 
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データベース・ライフ・サイクルの管理 

今日の情報化時代では、どのような組織においても、その要の部分は各組織のITが保守するデータ

ベースの内部に存在します。ERPなどの日常の主幹業務に対応する、ライフスパンが長いデータベー

スもあれば、非定型の周辺プロジェクトにサービスを提供し、ライフスパンが限られているデータ

ベースも多数あります。これらの各データベースごとに、開発、テスト、ステージング、本番など、

そのライフサイクルに応じた環境が存在する場合があります。ここで確認すべき重要な点は、上の

いずれかのカテゴリに属するデータベースに対して次々と送られてくるリクエストに対処する必要

があるのは、IT部門であるということです。上のシナリオに対処するための共同チームは、システ

ム、ストレージ、データベースの管理者および開発者のほか、QA、リリース管理コミュニティで構

成されます。従来、ビジネス部門からの拡張または新規のリクエストは、複数の開発者からなるプ

ロジェクトのタスク・フォース・チームに行きつき、彼らはまず最初にソース・データベースの最

新のコピーか、または同様の種類の空のデータベースのどちらかをリクエストします。もっとも優

れたリリース管理手順にもかかわらず、実際のシナリオでは、さまざまなアプリケーションが異な

るオペレーティング・システム・プラットフォーム上の異なるバージョンのデータベースとしか互

換性がありません。 

データベース・プロビジョニングへの従来のアプローチ 

プロジェクトが新しいアプリケーションを作成しようとしている場合は、最新かつ最大バージョン

のデータベース・インスタンスがリクエストされます。これに対して、実際の使用プロファイルは、

特定の1つまたは2つのスキーマの作成だけに限られるでしょう。ここで、システム管理者は、その

ワークロードに適したサーバー（ホスト）を見極める必要があります。ストレージ管理者はストレー

ジを構成してパーティション分割し、それを、データベース管理者（DBA）が必要なバージョンの

ソフトウェア・インストールの実行に消費します。このフローは、もっとも理想的な条件の場合で

も2～3日ほどかかります。 

これが、多種多様なアプリケーションやオペレーティング・システムの動作確認、高可用性のニー

ズ、その他の考慮事項によって、さらに複雑になることがあります。これにより、プロジェクトに

簡単に3～4日が余分に追加され、新しいデータベース・プロビジョニングが1週間以上のプロセスに

なります。 

管理者の最後の課題として、割り当てられたホスト、ストレージ、およびプロビジョニングされた

データベースのすべてに対するアカウンタビリティが残ります。従来から、どのデータベースがア

クティブに使用されており、これらのリソースがいつ解放されるかを正確に特定することは手間の

かかるプロセスです。 

上のフローは、データベースを提供する従来のモデルを示しています。このモデルでは、統合、標

準化、自動化、およびアカウンタビリティに関する中核の問題に十分に対処できません。これらの

各プロビジョニング・リクエストによって非標準の構成になる可能性があり、適切なプーリングが

なければ、非常に断片化されたITインフラストラクチャが生成される場合があります。したがって

必要とされているのは、次のセクションで説明されている、適切なガバナンス・ルールが組み込ま

れた、適切に定義されたサービスのプラットフォームです。 
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Database as a Service 

これらの課題に対処するため、ほとんどのIT組織が自社データセンター内のクラウド・コンピュー

ティングの利点について調べています。それがより高速なプロビジョニングであっても、オンデマ

ンド・アクセスや、ポリシーに基づく迅速なリソース・スケジューリングであっても、またはビジ

ネス・アカウンタビリティと環境への管理強化を確実にするためのチャージバック・ルールであっ

ても、ITは事後対応型から予測による事前予防型へとデータセンター管理アプローチを変えていか

なければなりません。 

オラクルの代表的なシステム管理製品であるOracle Enterprise Managerは、業界でもっとも完全なクラ

ウド管理ソリューションを提供します。今日の複雑なIT環境では、さまざまな問題が発生していま

す。Oracle Enterprise Managerではそうした環境を配置、運用、監視、診断、およびトラブルシューティ

ングするための単一の統合コンソールを提供します。また、クラウド環境において、最重要なシス

テムに対してOracleデータベースを実行するためのシンプルでスケーラブルなソリューションを実

現します。企業は、増大するビジネス要求を満たすために数百、場合によっては数千のアプリケー

ションをサポートする必要があります。この増大により、サーバーやストレージの追加および管理

に関するコストが上昇しています。クラウドを使用すると、サーバー、ストレージ、およびデータ

ベース・ワークロードを共有されたハードウェアおよびソフトウェア・インフラストラクチャ上に

統合できます。ソフトウェアやインフラストラクチャへのオンデマンド・アクセスを柔軟かつスケー

ラブルで、計測可能なセルフサービスの方法で提供することにより、Enterprise Managerは次の利点を

提供します。 

• サービス品質の向上：IT組織は、コストを削減しようとしているだけでなく、パフォーマン

ス、可用性、およびセキュリティの点からサービス品質を同時に向上させるソリューション

に目を向けています。クラウド・コンシューマは本質的に、クラウドに備わっている高可用

性の特性から利点を得ることができます。 

• リソース適応性の提供：特定のデータベースの容量をストレージ・サイズと演算処理能力の

両方の点から見て拡大および縮小する機能により、アプリケーションは、ビジネス・ワーク

ロードの動的な性質を満たす柔軟性を得ることができます。 

• 迅速なプロビジョニング：クラウド内のデータベースを（多くの場合はセルフサービス・イ

ンフラストラクチャを経由して）迅速にプロビジョニングできるため、アプリケーション配

置での俊敏性が得られます。これにより、本番アプリケーションの配置、開発プラットフォー

ム、またはテスト・ベッド構成の作成での全体的な時間が短縮されます。 

• アカウンタビリティ：クラウド内のデータベース使用率は、予算編成や計画の目的で、また

リソース使用率に基づいて管理リソースを分配するためにも測定する必要があります。 

Database as a Serviceの設定 

ゾーン：サーバー・リソースの割当て 

データベース・サービスを使用可能にするための最初のステップは、そのサービスを実行する物理

リソースを識別することです。そして、これは決して容易なタスクではありません。これは、ビジ

ネス上の考慮事項（LOBなど）、データベースのライフ・サイクル・ステータス（開発または本番）、

ワークロード（OLTPまたはデータウェアハウス）、場合によってはサービス品質（高可用性かどう

か）に基づいて行うことができます。これらの各考慮事項は、インフラストラクチャをユニット

（Enterprise Managerではゾーンと呼ばれます）に分離することによって対処することができます。こ

こで、組織'mycompany'に3つのLOB、つまり財務、製造、HRが存在するとします。企業のIT部門で

使用可能なサーバーがデータセンター内に1000台存在します。 
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IT管理者は、各LOBに基づいてこれらのサーバーを分離し、それらをさらに本番サーバーと開発サー

バーに分割するように選択できます。Database as a ServiceやJava as a Serviceなどのプラットフォー

ム・サービスをホストするゾーンは、Platform as a Service（PaaS）インフラストラクチャ・ゾーンと

して分類されます。効率化の最初のステップとして、システム管理者は各ホストをPaaSインフラス

トラクチャ・ゾーンに分割し、配置ポリシーの制約条件を定義し、さらにこのゾーンにアクセス制

御を強制することができます。 

• PaaSインフラストラクチャ・ゾーン：PaaSインフラストラクチャ・ゾーンは、Exadataコンピュー

ト・ノード、Oracle VMゲスト、またはEnterprise Managerでサポートされるその他の任意のホ

ストによって表すことができるホストのグループです。ゾーン内の各リソースは、サービス・

インスタンスが配置される場所を表します。 

 

図3：PaaSゾーンを示すOracle Enterprise Managerのクラウド・リソース 

ゾーンを割り当て、LOBユーザーへのアクセス制御を実装した後は、非定型のニーズが発生するた

びに使用可能なホストを検索する必要はなくなります。 

プール：実行中のデータベースのためのプラットフォーム・リソースのプーリング 

DBAは本来、各LOB内で使用されているデータベースの正確なバージョンとタイプ、さらにはオペ

レーティング・システムのバージョンとの互換性を認識しています。次のレベルの効率化として、

DBAは、プールと呼ばれる1つの場所に固有のタイプのデータベース構成をそれぞれ追加できます。

たとえば、1つのインスタンス11.1.0.7、クラスタ・データベース11.2.0.2などを追加します。 

• ソフトウェア・プール：ソフトウェア・プールは、同種のリソースのセットです。DBaaSで
作成されるデータベース・プールは、選択されたクラウド・サービス・モデルのタイプ（共

有プールまたは共有スキーマ）に基づく、同種のデータベース・ホームまたはデータベース

の集合です。 
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データベース・プールには、PaaSインフラストラクチャ・ゾーン内のデータベース・インスタンス

をプロビジョニングするために使用できるリソース・セットが含まれています。このコレクション

のさらに別のタイプとして、完全なデータベースは必要なく、1つ以上の特定のスキーマで十分なプ

ロジェクト・リクエストに対応する、事前に作成されたデータベースのセットが存在する場合があ

ります。つまり、DBAは最終的に、次の2種類のプールを使用します。 

• データベース用のプール：データベース・ソフトウェアがインストールされたサーバーまた

はクラスタのコレクション 

• スキーマ用のプール：シード・データの有無にかかわらず、スキーマを含むデータベースの

コレクション 

サービス・カタログ：サービスの設定および有効化 

高度なDatabase as a Serviceソリューションは、さまざまなユースケースに対応する必要があります。

一般的な例の一部を次に示します。 

• シード・データの有無にかかわらず、新しいデータベース・サービスを必要とする開発者ま

たはプロジェクトの所有者 

• 厳しい負荷テストのために完全なデータベース・リフレッシュを必要とするQA 

• データのサブセットに対する機能テストのために複数のクローンを作成する必要があるQA 

これらのユースケースが、前に説明した統合モデルにマッピングされると、次の要件が示されます。

これらの各要件は、Enterprise Manager 12cでサポートされています。 

 

図4：DBaaSに対するユーザー要件のモデリング 
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上の要件をサポートするために、DBAはゴールド・イメージまたはプロビジョニング・プロファイ

ル（Enterprise Managerの用語）を作成し、それらをソフトウェア・ライブラリにステージングする必

要があります。データベース・プロビジョニング・プロファイルは、プロビジョニング用にソース・

データベース情報を取得するエンティティです。実際、既存のインストールからプロビジョニング・

プロファイルが作成されると、Grid Infrastructure（ソフトウェアまたは構成を含む）およびOracle 
Database（ソフトウェアまたは構成を含む）を柔軟にクローニングできるようになります。プロファ

イルは、完全なデータベースか、またはアプリケーションを形成している関連スキーマのセットを

表すことができます。Enterprise Manager 12cは、以下を使用したプロファイルの作成をサポートして

います。 

a.  DBCAテンプレート 

b.  RMANバックアップ 

c.  スナップショット 

d.  スキーマ・オブジェクトのエクスポート・ダンプ 

これでDBAによりPaaSゾーン内のホストがグループ化され、すべての種類のプロビジョニング・プ

ロファイルが作成されたため、解決されるべき課題の最後の部分は、プロジェクト・ユーザーがこ

れらのリソースを必要に応じてその場で自律的に使用できるようにすることです。Enterprise Manager 
12cのソリューションは'サービス・テンプレート'です。これは、データベースまたはスキーマを作成

するためにセルフサービス・ユーザーに提供される、標準化されたサービス定義です。セルフサー

ビス・ユーザーは、サービス・テンプレート定義に基づいて、1つ以上のデータベースまたはスキー

マを作成できます。ここで根本的に優れている点は、1つのプロファイルを使用して複数のサービ

ス・テンプレートを作成できることです。また、公開された各'サービス・テンプレート'へのアクセ

スは、どの特定のロールがどのテンプレートを使用できるかを定義することによって制御できます。

たとえば、次のようになります。 

• サービス・テンプレート1：これは、Oracleホームと、DBCAテンプレートによって関連付け

られたカテゴリBシステム・データベースの構造のコピーです。 

• サービス・テンプレート2：これは、Oracleホームと、カテゴリAシステムの完全なデータベー

スのRMANバックアップ・コピーです。 

• サービス・テンプレート3：これは、さまざまなワークロード構成を定義し、空のスキーマの

作成を可能にします。 

• サービス・テンプレート4：これは、特定のカテゴリBアプリケーションのエクスポート・ス

キーマ・ダンプです。 
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図5：データベース・プロファイルとサービス・テンプレート 

データベース・プロビジョニングのサービス・テンプレートの場合、そのいずれかのインスタンス

化のコンピューティング・リソース消費は、そのテンプレート自体に対する初期化パラメータの設

定を使用してDBAが事前に定義できます。 

ユースケースの例 

新しいデータベース・サービスのプロビジョニング 

開発者やプロジェクトの所有者は多くの場合、そのプロジェクトのために新しいデータベースが必

要です。これらのデータベースは、必要に応じて何らかのデータでシードできます。新規アプリケー

ションの開発プロジェクトの場合、要件によって規定されるのは、サポートされているバージョン

のOracleソフトウェアを使用した特定の配置タイプの空のデータベース（1つのインスタンスまたは

クラスタ）だけです。新しいデータベースは、そのデータベースの特性を定義する事前に定義され

たサービス・テンプレートを使用してプロビジョニングされます。サービス・テンプレートは、デ

プロイメント・プロシージャを利用してプロビジョニング・プロセスを実行します。このデータベー

スは、占有数（すでにホストに配置されているデータベースの数）や負荷（現在のCPUおよびメモ

リ使用率）などの条件を使用して、サーバーのプール内の適切なホストに自動的に配置されます。

プロビジョニング・プロセスの最後に、そのデータベースを使用するための接続文字列がユーザー

に提供されます。 

比較表1に示すように、専用データベース・モデルでは（VMまたは物理マシンのどちらに実装され

ていても）、データベースやオペレーティング・システムの乱立が発生する可能性があります。こ

れにより、管理者がこれらのソフトウェアの管理、バックアップ、パッチ適用を行い、最終的にす

べてのコンプライアンス違反に責任を持つことが困難になります。 
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Schema as a Service 

すべてのアプリケーションに専用データベースが必要なわけではありません。ERPとは異なり、小規

模な社内アプリケーションは多くの場合、データベース・リソースを他のアプリケーションと共有

できます（特に開発サイクル中）。Schema as a Serviceは、共有データベースの提供モデルをサポー

トするためのOracleソリューションです。そのおもな目的は、DBAがセキュリティとリソースを損な

うことなく、データベース上の同じアプリケーションや別のアプリケーションをホストするために

使用できるデータベースでマルチテナント・モデルをサポートすることです。セルフサービス管理

者は、シード・データやデータベース・オブジェクトの有無にかかわらず、1つ以上のスキーマを含

むデータベース・サービスを作成するサービス・テンプレートを公開します。エンドユーザー（開

発者）は、そのサービス・テンプレートを選択することによって、公開された構成を要求できます。

この構成の最後に、必要なスキーマがロードされたデータベース・サービスが作成されます。つま

り、すべてのSchema as a Serviceリクエストによって、次のものがユーザーに提供されます。 

 

• データベース・サービス（SSAユーザーがデータベースに接続できるようにするため） 

• シード・データの無い、1つ以上のスキーマ（サービス・テンプレートによって異なります） 

• すべてのスキーマに対する権限を持つ1つのマスター・アカウント 

• 1つの表領域（リクエストの一部として作成されたスキーマは、この表領域を使用してデータ

を読み書きします） 

• エクスポート/インポート（ユーザーは、独自の個人データをバックアップおよびリストアで

きます） 

Schema as a Serviceでの'サービス・レベルの分離'の実装は、次の2つのカテゴリに最適に定義されます。 

リソースの分離：以下に対するリソース・レベルの分離 

• データ/ストレージ：リクエスト・レベルでデータ整合性とセキュリティを確保する、すべて

のユーザーに対する一意の表領域の作成によって達成されます。 

• CPU：リソース・マネージャ（有効になっている場合）によって達成されます。リソース・

マネージャ・オプションが有効になると、サービス・リクエストの一部として作成されたす

べてのスキーマが、指定されたとおりにコンシューマ・グループに配置されます。これによ

り、マルチテナント・モデルでCPUサイクルを公平に共有使用できるようになります。 

• メモリ：データベースにはメモリ使用率を制限するためのツールがないため、指定されたし

きい値制限をサービスが超えた場合は、アラートを生成し、管理者とユーザーに警告を表示

します。 

セキュリティの分離：セキュリティ・レベルの分離は、サービス・リクエストの一部として作成さ

れたスキーマに適切な許可と権限を与えることによって達成されます。必要に応じてData Vault構成

を使用すると、セキュリティ・レベルを追加できます。 

Schema as a Serviceの利点は明らかです。データベースを共有するとデータベースの乱立が防止され

るため、管理や構成上のコンプライアンスの課題が最小限に抑えられます。たとえば、数百のスキー

マをホストするデータベースへのパッチ適用に必要なパッチ・セッションが1つだけになります。従

来は、完全なデータベースのプロビジョニングが必要でしたが、Schema as a Serviceの最適な使用に

より、ハードウェア使用率が40%以上改善される可能性があります。 
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クローニング（フル・クローンまたはスナップ・クローンを使用） 

DBaaSの1つの大きなコンシューマ・グループは、QAエンジニアまたはテスターです。このグループ

は、さまざまなアプリケーションに対してユーザー受け入れテスト（UAT）と呼ばれる操作を実行

します。UATを実行するには、本番データベースのコピーが必要です。アップグレード前のシナリ

オにあるような厳しいテストの場合は、本番データの完全な更新可能なコピーが必要です。また、

機能テストなどでは、データに対して最小限の更新を実行する必要がありますが、同時に複数の機

能コピーが必要になる、といった他の状況が存在します。Enterprise Manager 12cは、この両方のシナ

リオをサポートしています。前者の場合は、RMANバックアップを利用してデータをクローニング

します。後者の場合は、ストレージ・レイヤーで"Copy-On-Write"テクノロジーを利用して、Enterprise 
Manager 12cのスナップ・クローン（または単にスナップ・クローン）を実行します。現在は、NAS
テクノロジー、つまりNetappおよびZFS Storage Applianceがサポートされています。このテクノロジー

を使用すると、データ全体をクローニングする必要はなく、新しいデータベースで同じファイラー

内のソース・ブロックを物理的に指し示すことができます。また、クローニングされたコピーに更

新が発生した場合は、新しいブロックを割り当てるだけで済みます。この2つのモデルの比較を次に

示します。 

 

図6：'Database as a Service'のクローニング・ソリューション 

ストレージ・スナップショットを利用するプロビジョニング・プロファイルのタイプは、'スナップ・

クローン'と呼ばれます。スナップショットはデータのポイント・イン・タイム・ビューであると考

えるのが妥当です。それは、過去を見ることができるようにするタイム・マシンです。単なるポイ

ンタであるため、アクティブなファイル・システムであるかのように、実際にスナップショットを

見ることができます。過去は変更できないため、読取り専用ですが、実際に見たり、データを読み

取ったりすることができます。NetAppおよびSunZFSスナップショットは、SnapReserveと呼ばれる、

これらの変更を格納するために予約されたディスクの特殊なビットに新しい情報を書き込むだけで

す。次に、データを見つける場所をシステムに指示するポインタが、SnapReserve内の新しいデータ

を指し示すように更新されます。 

• 容量の効率：記録しているのは差分だけであるため、Copy-On-Writeスナップショットのディ

スクが節約されます（通常、1テラバイトのデータベースに対して数百キロバイト）。ただし、

元のブロックを不適切にコピーしているわけではないため、大きなパフォーマンスの低下は

発生しません。 
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• 時間の効率：スナップショットは（SnapRestoreを使用して）データをリストアするための単

なるポインタであるため、再び元のデータを指し示すようにポインタを更新するだけです。

これは、Copy-On-Writeスナップショットの場合のように、すべてのデータをスナップショッ

ト領域から元のデータにコピーして戻すより高速です。そのため、非常に大きなボリューム

（数テラバイトなど）の場合でも、スナップショットの作成は数秒で完了し、リストアも同様

です。したがって、標準的なテラバイト規模のデータベースでもクローニングに数分しかか

かりません。 

 

図7：データベース・プロファイル作成の可能性 

エンドユーザー（開発者）の観点からの有用性を念頭においた場合、スナップショットまたはRMAN
バックアップを使用した本番データベースのプロビジョニング・プロファイルを、1か月以上経過し

ないように保つことがベスト・プラクティスになります。 

スナップ・クローンに付属する追加機能として、追加の領域を大きく消費することなく、データベー

スの複数の実体のスナップショットを作成する機能があります。これは、QAエンジニアの、テスト

に使用する各データの間を行き来したいという普遍的な要件に対処するものです。各QAエンジニア

は、クローニングされたコピーの複数のバックアップを作成できます。Enterprise Managerを使用する

と、QAエンジニアは、文字どおりこれらのスナップショットの間を"タイム・トラベル"し、以前の

時点にリストアすることができます。 

セルフサービスの操作 

セルフサービス・パラダイムの提供は、多くの場合、クラウド・コンピューティングの採用の背後

にある原動力の1つになります。クラウド・コンピューティングのセルフサービスの性質により、エ

ンドユーザーは、ITスタッフ・メンバーの支援を必要とすることなく、自分でクラウド・サービス

を取得したり、削除したりすることができます。クラウド・ユーザーは、セルフサービス・ポータ

ル経由でクラウド・サービスを取得できます。ビジネス・ユーザーが直接クラウド・サービスを取

得および構成できるため、ITスタッフは生産性を向上させ、クラウド・サービスの管理により多く

の時間を取ることができます。 
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Enterprise Manager内のすべてのセルフサービス・ユーザーには、Enterprise Managerでクラウド・リソー

スに対するロール・ベースのアクセス制御（RBAC）モデルを使用して実装された特定のPaaSインフ

ラストラクチャ・ゾーンへのアクセス権限が明示的に与えられます。 

ユーザーがセルフサービス・ポータルにログオンすると（このユーザーのロールは4つのすべての

サービス・テンプレートにアクセスできると仮定します）、そのユーザーには完全なデータベース

を作成するオプションを含むサービス・カタログか、または1つ以上のスキーマを含むサービスが提

供されます。ユーザーはここで、自分のプロジェクト要件の性質に応じて、何が作業にもっとも適

しているかを判断できます。たとえば、SITまたはUAT用に完全なデータベースをクローニングする

ことが目的である場合は、適切なサービス・テンプレートのインスタンス化が必要であると判断で

きます。ユーザーがこのリクエストを送信すると、Enterprise Managerはターゲット配置適合アルゴリ

ズムを実行することによって、要求されたデータベースに最適なホストはどれか、および要求され

たスキーマに使用できる最適なデータベースはどれかをプールの定義に基づいて自動的に決定しま

す。セルフサービス・ユーザーはまた、要求したリソースがいつまで必要かを指定することもでき

ます。 

 

図8：DBaaS用のセルフサービス・コンソール 

ここでは、企業のIT部門が、クラウド俊敏性モデルの定義に忠実に、セルフサービスを使用してジャ

スト・イン・タイムでプロビジョニングされたリソースへのオンデマンド・アクセスを提供してい

るシナリオについて説明しています。 

また、プロビジョニング・プロセスがデータベース・サービスを作成するだけでなく、それをEnterprise 
Managerから完全に管理可能にしている点に注意することも重要です。ほとんどのクラウド・アプリ

ケーションは、管理の負荷を管理者に移すプロビジョニング・プロセスで終わります。それに対し

て、Enterprise Managerはデータベース・サービスを作成して構成した後、図8に示すように、スナッ

プ・クローン用にそれらをターゲットとして検出します。その結果、セルフサービス・コンソール

によってデータベース・サービスのプロビジョニングが可能になるだけでなく、ユーザーに表示さ

れる操作のセットも制限されます。また、データベースを起動およびシャットダウンし、バックアッ

プとリストアを実行し、さらにデータベース・アクティビティに関連した主要なメトリックを監視

することもできます。 
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図9：プロビジョニングおよび検出を示すスナップ・クローン手順のアクティビティの詳細 

オンデマンドのビジネス開発でリソースを消費するために、データセンターの使用可能なすべての

リソースを効率化した後、限りあるリソースに関するチェックとバランスを定義することも依然と

して非常に重要です。Database as a Serviceのコンテキストでセルフサービス・ガバナンスを強制する

いくつかのベスト・プラクティスの方法について次に説明します。 

• リクエストの設定：DBAはここで、リクエストをどれだけ前に作成できるか、リクエストで

きる最大期間、を指定し、最後に、アーカイブされたリクエストがシステムによって自動的

に削除されるまでに格納される期間を定義することができます。 

• 廃止：セルフサービス・リクエストごとの廃止リクエストは、次の3つの方法で定義できます。 

a.  サービスを要求している間に廃止の日付と時刻を指定します。これにより、後で必要に応

じて再スケジュールできるクリーンアップ用デプロイメント・プロシージャがスケジュー

ルされます。 

b.  リクエストが処理された後に定義できます。クリーンアップ用デプロイメント・プロシー

ジャは、ユーザーによって定義されたとおりにスケジュールされます。 

c.  ユーザーは、'削除'リクエストを再スケジュールできます。これにより、新しいスケジュー

ルに基づいて、クリーンアップ用デプロイメント・プロシージャがバックエンドで再スケ

ジュールされます。 

• 割当て制限の設定：これは、特定のロールに属する各セルフサービス・ユーザーに付与でき

るリソースの総量です。いずれかのセルフサービス・リクエストに対応している間、Enterprise 
Managerは毎回、割当て制限の検証を透過的に実行して、ユーザーの現在の使用量が、そのユー

ザーが属するロールに指定された制限内に収まっている場合にのみそのリクエストが実行さ

れていることを確認します。内部では、Enterprise Managerが、次の属性に基づいて割当て制

限を自動的に適用します。 

a.  データベース：データベースの数は、'Scheduled'または'Succeeded'のどちらかの状態にある
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セルフサービス・リクエスト（Database as a Service）の数に基づいて計算されます。 
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b.  データベース・サービス：サービスの数は、'Scheduled'または'Succeeded'のどちらかの状態

にあるセルフサービス・リクエスト（Schema as a Service）の数に基づいて計算されます。 

c.  メモリ：割り当てられるメモリは、次の合計になります。データベースごとに割り当てら

れるメモリ（SGA + PGA） + 'スキーマ'サービス・リクエスト（'Scheduled'と'Processed'を
含む）ごとにワークロードで定義されているメモリ。 

d.  ストレージ：総ストレージは、次の合計になります。データベースで（DBaaS用に）作成

されたすべての表領域の合計 + スナップ・クローニングされたデータベースの書込み可

能な領域（シン・クローニングにのみ適用可能） + ワークロードで定義されているスト

レージ（Schema as a Serviceの表領域サイズにマッピングされます）。 

• チャージバック（ショーバック）の設定：セルフサービス・パラダイムによって、ますます

多くのデータベース・サービスをプロビジョニングする傾向が強くなる可能性があります。

そのため、Enterprise Manager内の高度なチャージバック・アプリケーションで各DBaaSユー

ザーを管理し、アカウンタビリティを課すことができます。チャージバック機能については、

次で説明します。 

チャージバック（ショーバック） 

セルフサービス・プロビジョニングおよびそれ以降のデータベース・リソースの消費は、特にプラッ

トフォームが複数のユーザーやユーザー・グループの間で共有されている場合、正しく説明される

必要があります。そのため、割当て制限と廃止に加えて、消費量を測定可能にするチャージバック

（ショーバック）計画でセルフサービス・ユーザーを管理することもできます。Enterprise Manager 12c
には、チャージバック計画を構築するベースとなる豊富な一連のチャージバック・メトリックが付

属しています。チャージ計画は、リソース使用率または構成、あるいはその両方の組合せをベース

にすることができます。たとえば、より高いバージョンのデータベースとCPU消費の組合せに対し

てより多くチャージすることができます。計測された使用率は、LDAPで定義されている階層を使用

して組織のレベルでロールアップし、予算編成の目的で報告することができます。Database as a 
Serviceに関連するさまざまなメトリックと構成項目を次に示します。 

 

図10：チャージバック/ショーバックの構成オプション 
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チャージバックの結果はEnterprise Managerから表示できるほか、BI Publisherでも表示できます。レ

ポートでは、セルフサービス・ユーザー、データベース管理者、およびLOB所有者のカスタマイズ

されたビューが表示されます。また、EMCLIを使用して毎時計測情報をエクスポートし、チャージ

バックのために請求または会計システムに入力することもできます。 

 

図11：それぞれ（左から）DBA、セルフサービス・ユーザー、およびLOB所有者のチャージバック・レポート 

 

クラウドAPIおよびオーケストレーション 

セルフサービス・ポータル・インタフェースは、クラウド・コンピューティングを超えた世界に通

じる、エンドユーザー用の唯一のウィンドウです。引き続きプライベート・クラウド採用の傾向を

観察していると、この優れた製品を他のサード・パーティおよびカスタム構築オーケストレーショ

ン・ツールと統合できるようにする固有の必要性も存在します。そのためのソリューションがクラ

ウドAPIです。これは、クラウド操作を促進するためにJSONペイロードを使用し、Enterprise Manager
クラウド・リソース・モデルで動作するRESTFul APIのセットです。 
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図12：DBaaSのRESTFul APIモデリング 

上に示したDbaaSリソース・モデルは、次のリソースの集合です。 

• DBaaSゾーン：ホストの集合によって識別されるクラウド内の論理パーティション。ゾーン

では、アクセスの分離境界、コスト構造を指定するために使用できるクラウド・パーティショ

ンが可能になります。 

• DbPlatformTemplate：DBインスタンスの作成に使用されるテンプレートを配置するサービ

ス・テンプレート。これは、新しいインスタンスの作成中に使用されるデータベース構成パ

ラメータを指定します。 

• DbPlatformInstance：サービス・ファミリー・タイプ"dbaas"内のサービス・インスタンス。デー

タベースの作成には、次の2つのアプローチがあります。 

1. データベースが存在する"dbaas"ゾーンへのPOST 

2. データベースのベースとする"DbPlatformTemplate"へのPOST 

クラウドAPIを使用すると、セルフサービス・アプリケーション・ユーザーは次のことを実行できま

す。 

1. クラウド・リソースを取得する 

a.  ユーザーが使用できるゾーンおよびサービス・テンプレート 

b.  各ゾーンおよびサービス・テンプレートの詳細 

2. DbPlatformInstanceまたはサービス・インスタンスを作成/削除するためのPOSTリクエスト 

a.  これは、リクエスト本文でゾーンを指定するDbPlatformTemplateへのPOSTを使用し

て実行できます。 
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b.  または、リクエスト本文でDbPlatformTemplateを指定するDbZoneへのPOSTを使用

して実行できます。 

3. ServiceInstance作成リクエストの状態/進捗を監視する 

4. すべてのデータベースをゾーンまたはサービス・テンプレートごとに一覧表示する 

5. データベースを削除する 

Enterprise Manager 12cにはまた、ブループリントを使用してマルチレイヤー・アプリケーションをプ

ロビジョニングできる独自のオーケストレーション・フレームワークも付属しています。ブループ

リントは、クラウドAPIで動作し、サービス・インスタンスを配置するとともにそれをアプリケーショ

ンの形式で統合します。これにより、DBaaSを高水準のPlatform-as-a-Service（PaaS）ソリューション

に結合できるようになります。 

 

図13：DBaaSおよびMWaaSに関連するブループリントの例 

 

結論 

Enterprise Manager 12cは、業界でもっとも完全で、包括的なDatabase as a Service機能を提供します。

これらの機能は、このソリューションをDBaaS管理者の観点からも完全なものにする、構成管理、パ

フォーマンス管理、パッチ適用の自動化などのデータベース・ライフ・サイクル管理機能によって

補完されます。これまで説明してきたとおり、Enterprise Manager 12cはDBaaS用の主要なすべての

ユースケースに対応しているため、次に要約されているビジネス上の多大な利点がもたらされます。 
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図14：DBaaSの機能と利点の概要 

豊富なクラウド管理機能は、企業のすべてのプライベート・クラウド設計の成熟度が増すだけでな

く、"正確なコピー"の強力な機能も提供します。つまり、エラーのない組み立てライン生産を繰り返

す手法を、従来はほとんど人間主導であったプロセスに導入します。Enterprise Manager 12cは、セル

フサービス・リクエストで指定された、参照先 

リソースに関連した多くの要因や条件を透過的に検討した後、ハードウェア・コンピューティング・

リソースを利用するためのもっとも効率的な方法を決定します。このサービス・カタログの自動設

定、ソフトウェア・リソースのインテリジェントな配置、シングル・クリックによるプロビジョニ

ングとクローニング、さらには計測とチャージバックの豊富な機能が、エンタープライズ・クラス

のプライベート・クラウド環境でのデータベースのオンデマンド消費パターンに関する予測モデル

の提供に非常に役立ちます。 
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