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仮想化やクラウド・コンピューティングなどの新しいデータセン
ター・テクノロジーの登場により、アプリケーション・データは急
激に増加しています。本番データベース内に留まらず、関連するテ
スト、開発、本番データベース以外のその他のデータベースでも同
様のことが起こっています。Oracle Test Data Management Pack を
使用すると、アプリケーションの開発、トレーニングおよびテスト
向けに、データセットの参照整合性を維持しながらサイズを縮小し
た本番データのコピーを作成できるため、企業ではストレージ・コ
ストの削減を実現できます。Oracle Test Data Management Pack で
は、データ検出とアプリケーションのモデリングにより、エンター
プライズ・アプリケーションの複雑なビジネス・ルールが自動的に
実行され、正確な本番データのサブセットが生成されます。 

 

Test Data Management の課題 

データベース・アプリケーション数の増加に伴い、企業はアプリケーションの
開発やテストに使用される非本番環境のプロビジョニングという課題に直面し
ています。企業には、本番と同じデータを非本番データベース内にプロビジョ
ニングするだけのストレージ経費を負担する余裕も、本番データを適切なサイ
ズの開発環境に縮小するためのツールやアプリケーション知識もありません。
このような課題を克服しないままでは、結局のところ、高いストレージ・コス
トを負担することになるか、アプリケーション開発やテストを担当するスタッ
フが不適切なデータセットを手動で作成することで生産性の低下を招き、本番
アプリケーションの品質に影響を与えることになります。 

データ検出とエンタープライズ・アプリケーションのモデリング 

現代のエンタープライズ・アプリケーションの本番データからそのままデー
タ・サブセットを指示的に作成することは、たとえ高いスキルを持った DBA を
有する企業でも困難な作業です。このようなエンタープライズ・アプリケーショ
ンは、非常に複雑で複数のスキーマにまたがっており、そのスキーマには無数
にあるビジネス・ルールで制御される何千もの表が含まれています。この困難
な作業の原因は、異なるスキーマにまたがることもある表の列と列とのリレー
ションシップを制御する、大規模で、複雑なデータ・モデルにあります。Oracle 
Test Data Management Pack を使用すると、このようなリレーションシップを
自動的に検出し、アプリケーション・データ・モデルと呼ばれるエンティティ
内 に そ れ ら を 格 納 で き ま す 。 ま た 、 Oracle Fusion Applications 、 Oracle 
E-Business Suite アプリケーションなどの Oracle Applications のデータ・リレー
ションシップをアプリケーション・メタデータ表から直接取得するために、事
前定義されたドライバが標準で提供されています。アプリケーション・コード
またはメタデータを振るいにかけてリレーションシップを見出す、DBA を必要
とする大変な作業は、ものの数分で成し遂げることができるようになりました。 

検出プロセスの一部として、アプリケーション・データ・モデルでも、表タイ
プなどの主要なテーブル属性を取得します。どの表がサブセットの候補である
かを示す表タイプの情報は、サブセット化のプロセスに有用です。たとえば、
トランザクション表には通常、大量のデータが含まれています。つまり、デー
タのサブセット化の候補としては理想的と言えます。参照表または参照データ
表は通常、データ量が少ないことから、サブセットの操作をせずに全体を含め
ることができます。

堅牢で統合化されたエンタープライズ向
けサブセット化ソリューション 

 

おもな機能 

• データ・リレーションシップの自動検出 

• 機密データや関係性を保護しながら、
データベースのサイズを縮小 

• 実行前の分析および予測 

• Oracle Data Pump を使用したストレー
ジ・オーバーヘッドの低い実行 

 

 

おもな利点 

• データのサブセット化によるアプリ
ケーション・ストレージ・コストの大
幅な削減 

• 適正なサイズの本番データベースのコ
ピーによる開発者の生産性の向上 

• インライン・マスキング機能とサブ
セット機能により、機密データが本番
環境から取り出されず安全 

• テスト・システムの作成において、ア
プリケーションの検出、データ・リレー
ションシップ・モデリング、動的なサ
ブセット・ルール、およびパラメータ・
ドリブンの実行を自動化することによ
り、労力がかかりエラーが起こりやす
い手動プロセスを排除 

 

 

関連製品 

Oracle Test Data Management Pack を次
のオラクル製品と併せて使用すると、最大
限の効果が得られます。 

• Oracle Data Masking Pack 

• Oracle Real Application Testing 

• Oracle Diagnostics Pack 

• Oracle Tuning Pack 

• Oracle Database Lifecycle 
Management Pack 
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サブセットの条件と定義 

アプリケーション・データ・モデルの定義が完了したら、管理者はまた別のタ
イプのサブセット操作を定義できます。たとえば、サブセットが時間ベースの
場合、すべての会計年度データまたは地理的地域/製品ラインなどの他のディメ
ンションから 1 つの会計年度を抽出します。または、サブセットがアプリケー
ションによって取得される場合は、ERP アプリケーション・スイートから総勘
定元帳データを抽出します。 

サブセットの条件が定義されると、Oracle Test Data Management Pack によっ
て、アプリケーション・データ・モデルに保持されるリレーションシップに基
づいた、すべての表に適用されるデータ抽出ルールが自動的に作成されます。
たとえば、特定の会計四半期に対するサブセット条件の場合、Oracle Test Data 
Management Pack によって、関連する表が特定され、特定の抽出ルール（受
注表から会計四半期の注文、注文明細表から関連する明細、発送表から関連す
る発送など）が作成されます。管理者は、必要に応じて、SQL WHERE 句を使用
して他の条件を追加できます。 

サブセットの予測と実行 

アプリケーション開発者のストレージの利用が限られている場合、IT 管理者は、
開発者のシステムのストレージ制約に合ったデータベースを特定するサブセッ
ト 条 件 を 事 前 に 定 義 す る と い う 問 題 に 直 面 し ま す 。 Oracle Test Data 
Management では、IT 管理者はサブセット条件をパラメータとして定義するこ
とが可能です。厳密な値は必要ありません。サブセット予測機能を使用すれば、
サブセット・プロセスを実行する前に、サブセット・パラメータのそれぞれの
値に対してテスト・データベースの予想サイズが決定されます。また、サブセッ
ト条件では、定義済みのデータ比率をランダムにサンプリングおよび抽出して
テスト・データベースを作成する、比率に基づいたデータベース作成プロセス
をサポートしています。 

Oracle Test Data Management には、本番データベースからテスト・データベー
スを作成する際に使用できるオプションが複数用意されています。ソース環境
でサブセット化する方式では、Oracle Test Data Management Pack で革新的な
アプローチを使用して、本番データベースから直接、縮小サイズのデータセッ
トが含まれている移植性の高い Oracle Data Pump ファイルを作成します。こ
れには、本番データベースのコピーは必要ありません。このファイルは、どの
ようなテスト・データベースにも転送およびインポートしてテスト・データベー
スを作成することが可能です。これにより、ストレージのコストが大幅に削減
されます。クローニング後にサブセット化する方式では、IT 管理者は、Oracle 
Enterprise Manager でデータベース・クローニング機能を使用して、Oracle 
Recovery Manager（Oracle RMAN）ベースのライブ・クローニングを使用する
か、または本番データベースのバックアップからテスト・データベースを再作
成し、本番データをテスト・データベースにコピーできます。コピー後、この
本番データベースのコピー上でサブセット操作を実行し、縮小サイズのデータ
ベースを作成できます。本番データベースがテラバイト・サイズに増大する場
合は、このオプションはコストが高くなります。これは、本番データベースの
ストレージ容量と同等の容量をテスト・システムに割り当てる必要があるため
です。 
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セキュアなテスト・システムのプロビジョニング 

本番環境内の機密データ量や、非本番環境にレプリケートされるデータ量の増
加に伴い、Oracle Test Data Management Pack および Oracle Data Masking Pack
は、本番環境からサブセット化されたテスト環境や開発環境をセキュアに作成
するための簡素化された統合ワークフローで、サブセット化およびデータ・マ
スキング機能を統合します。 

これは、データ保護ポリシーに準拠しながら、非本番環境における本番データ
の大量のコピーにかかるストレージ・コストの大幅な削減、および機密データ
の難読化の 2 つの目的を果たします。厳格なルールと規制を遵守するとともに、
機密データが本番環境から取り出されることはありません。 

利点 

Oracle Test Data Management Pack では、Oracle データベースおよび Oracle
以外のデータベースに使用する適切なサイズのセキュアなテスト・システムの
作成を自動化することで、ストレージ・コストの削減、IT 管理者の作業効率の
向上、アプリケーション開発における俊敏性の向上を実現します。 
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