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失敗しない移⾏行行・アップグレード
プロジェクトのために	  
  〜～コスト削減とリスク低減を両⽴立立する	  
クラウドの使い⽅方とは？〜～	  

⽇日本オラクル株式会社	  

クラウド・テクノロジー事業統括	  
データベースエンジニアリング本部	  

⼩小幡 　創	  
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以下の事項は、弊社の⼀一般的な製品の⽅方向性に関する概要を説明する
ものです。また、情報提供を唯⼀一の⽬目的とするものであり、いかなる
契約にも組み込むことはできません。以下の事項は、マテリアルや
コード、機能を提供することをコミットメント（確約）するものでは
ないため、購買決定を⾏行行う際の判断材料料になさらないで下さい。オラ
クル製品に関して記載されている機能の開発、リリースおよび時期に
ついては、弊社の裁量量により決定されます。

OracleとJavaは、Oracle	  Corpora@on	  及びその⼦子会社、関連会社の⽶米国及びその他の国における登録商標です。	  
⽂文中の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。
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アプリケーションもプラットフォーム製品も	  
リリースサイクルはますます早くなっている

Source:	  techtarget.itmedia.co.jp	

Source:	  Wikipedia.org	
Source:	  cloudscaling.com	

一年あたりの	  
リリース数	

次のリリースが	  
でるまでの日数	

Source:	  Wikipedia.orgを元に作成	

アップデート数	

Source:	  vmware.com	

Source:	  cnet.com	

Source:	  tomcat.apache.org	  
を元に作成	

アップデートが	  
出る平均日数	

3



Copyright	  ©	  2015,	  Oracle	  and/or	  its	  affiliates.	  All	  rights	  reserved.	  	  |	  

アプリケーションもプラットフォーム製品も	  
リリースサイクルはますます早くなっている

Source:	  techtarget.itmedia.co.jp	

Source:	  Wikipedia.org	
Source:	  cloudscaling.com	

一年あたりの	  
リリース数	

次のリリースが	  
でるまでの日数	

Source:	  Wikipedia.orgを元に作成	

アップデート数	

Source:	  vmware.com	

Source:	  cnet.com	

Source:	  tomcat.apache.org	  
を元に作成	

アップデートが	  
出る平均日数	

⼿手間をかけず安全に	  
プラットフォームをリフレッシュし続けていくための	  

仕組み、体制、プロセスが必要
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Oracle	  Databaseのリリース・スケジュール
Release	  Schedule	  of	  Current	  Database	  Releases	  (Doc	  ID	  742060.1)	
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Oracle	  Databaseのリリース・スケジュールを	  
把握し、アップグレード戦略略を⽴立立てる

2011	   2012	   2013	   2014	   2015	   2016	   2017	   2018	   2019	   2020	   2021	  

Oracle11.2	  

Oracle12.1	  

　　　　　　　　	  

　　　　　　　	  

11.2.0.1	  

11.2.0.2	  

11.2.0.3	  

11.2.0.4	  

12.1.0.1	  

12.1.0.2	  

Oracle12.2	   12.2.0.1	  

12.2.0.2	  

(予定)	

(予定)	  

(2017年中にリリースと仮定)	

Premium	  Support	  
Extended	  Support(無償期間)	  
Extended	  Support	  
Sustaining	  Support	  
パッチ提供期間	  
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Oracle	  Databaseのアップグレード戦略略例例

2011	   2012	   2013	   2014	   2015	   2016	   2017	   2018	   2019	   2020	   2021	  

Oracle11.2	  

Oracle12.1	  

　　　　　　　　	  

　　　　　　　	  

11.2.0.1	  

11.2.0.2	  

11.2.0.3	  

11.2.0.4	  

12.1.0.1	  

12.1.0.2	  

Oracle12.2	   12.2.0.1	  

12.2.0.2	  

(予定)	

(予定)	  

(2017年中にリリースと仮定)	

Premium	  Support	  
Extended	  Support(無償期間)	  
Extended	  Support	  
Sustaining	  Support	  
パッチ提供期間	  

「新機能積極採用」派	  
12.1を経由するパターンもあり	

「リスク最適型	  
堅実運用」派	

「有償Extend	  Support
最大限活用」派	
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「テストしきれない」がアップグレードの最⼤大の関⾨門	  
データベースのバージョンアップに躊躇するポイント

・・・	

テストに膨⼤大なコストがかかる

⻑⾧長期間かかるうえに、予定期⽇日をオーバーする

リリース後にトラブルが起こる

8
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どれだけのSQLがあるんだろう・・・
調査するだけでもかなりのコストだ・・・

9
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テスト網羅羅率率率をどこまで⾼高めるべきか？

テスト網羅羅率率率

コスト

    過剰な品質領領域 品質

ユーザ満⾜足度度

テスト網羅羅率率率を上げると、ある点を
境にユーザ満⾜足度度はほとんど上がら
なくなる

過剰な品質によるコスト増を避け、
低コストでテストを実現するには、
網羅羅率率率に対して割り切切ることも必要
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コストに応じたテスト対象SQLの調査⽅方法を選ぶ

「プログラムのソースコードを調査し
てSQLを取得する⽅方法」の採⽤用を検討品質最優先の場合

「本番環境で実⾏行行されたSQLを取得する
⽅方法」の採⽤用を検討

コスト、品質の
バランス重視

コスト最優先

11
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本番環境で⼀一定期間収集し、収束曲線を観察する

 S
Q
L件

数
	

時間	
業務の周期	  
(一般的なOLTPアプリケーションなら	  
12～24時間など)	

SQL数が収束曲線を
描くようになることを

観察する	  
(その後も一般的にSQL件数

は漸増する)	  
	  

これに季節的なSQLを追加し、	  
テスト用SQLリポジトリとする	

リテラルや動的SQLが	  
多用されている可能性

がある	  

12
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通常運⽤用時からSQLリポジトリを
整備しておくことは、テスト時だ
けでなく障害対応等にも有効
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Oracle	  DatabaseにはSQLを収集し	  
SQLリポジトリを作る機能がある
•  SQLチューニングセット(STS)	  

– SQL⽂文や実⾏行行計画、実⾏行行統計を格納できる	  
オブジェクト

– カーソルキャッシュやAWRスナップショット等	  
からSQLを⼿手早く収集可能

– SQLの追加削除が容易易
– インポート・エクスポート可能

•  10g	  Release	  2以降降、Tuning	  Packまたは	  
Real	  Applica@on	  Tes@ngオプションで使⽤用可能

14

キャプチャ	

カーソル・キャッシュ	

SQL	  チューニングセット	  
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SQL>	  select	  sql_id,	  parsing_schema_name	  schema,	  sql_text	  from	  dba_sqlset_statements	  
where	  sqlset_name=‘SAMPLE_STS‘;	  
	  
SQL_ID	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SCHEMA	  SQL_TEXT	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
02wfd2jfxb0tw	  	  	  	  	  	  	  	  APPS	  	  	  SELECT	  /*	  my_query_3_bis_8*/	  1	  FROM	  apps.lu_pg_featurevalue_	  
	  
0a3frdyv6ffdy	  	  	  	  	  	  	  	  APPS	  	  	  SELECT	  /*	  my_query_3_bis_20*/	  1	  FROM	  apps.lu_pg_featurevalue	  
	  
1h3c2y092ds9d	  	  	  	  	  	  	  	  APPS	  	  	  SELECT	  /*	  my_query_1_scott	  */	  DISTINCT	  'B'	  ||	  t1.pg_featurev	  
	  
203uqyb1vw0d5	  	  	  	  	  	  	  	  APPS	  	  	  SELECT	  /*	  my_query_3_bis_15*/	  1	  FROM	  apps.lu_pg_featurevalue	  
	  
21ytccyhkpznw	  	  	  	  	  	  	  	  APPS	  	  	  SELECT	  /*	  my_query_10	  */	  /*+	  ORDERED	  INDEX(t1)	  USE_HASH(t1)	  	  
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実⾏行行計画が変化して性能が良良くな
るだけでなく、劣劣化する可能性も
あるのではないか

SQL

アップグレード前

SQL

アップグレード後

OK NG
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実⾏行行計画による変化を先に切切り分ける

実⾏行行計画が変化したSQL数

性能が低下するSQL数

テスト対象のSQL数
実⾏行行計画の⽐比較

性能⽐比較

※上記図はフローをイメージ化したものであり、具体的に
      それぞれのフェーズで想定される割合を表現したものではありません

チューニング

(負荷テスト)

実⾏行行計画が変化するSQLのみを
実性能⽐比較することでテスト
対象を減らす

Oracleソフトウェアのみ変更更する(基盤変
更更を伴わない)場合、負荷テストは省省略略で
きることもある
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実⾏行行計画を⽐比較する
•  EXPLAIN	  PLANは、実際に使⽤用される実⾏行行計画を表していない場合が
ある	  
– 実際の実⾏行行計画はバインド値や適応計画を加味して作成される	  

• バインド値を⽤用いてSQLを実⾏行行し、V$SQLSTATSやV
$SQLAREA_PLAN_HASH等からPLAN_HASH_VALUEを取得し⽐比較	  
– 実⾏行行計画が変化したものについて  V$SQLSTATSやDBMS_XPLAN.DISPLAY_CURSOR
などで詳細を調査  	  

Oracle®	  Database	  SQLチューニング・ガイド12cリリース1(12.1)	

19
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バインド値を取得する
• 開発チームからサンプル値を提供してもらう	  

• DBMS_XPLAN.DISPLAY_CURSORを⽤用いて取得する	  
– 実⾏行行計画作成時のバインド値が表⽰示される	  
– Using	  DBMS_XPLAN.DISPLAY_CURSOR	  to	  Iden@fy	  Bind	  Values	  Used	  During	  Parse	  (Doc	  
ID	  416324.1)

• V$SQL_BIND_CAPTUREから取得する	  
– 実⾏行行計画作成時以降降の多様なバインド値を取得できる

20
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SQL>	  select	  sql_id,	  position,	  name,	  datatype_string,	  last_captured,	  value_string	  from	  v
$sql_bind_capture	  where	  sql_id='9nb7t2zu8j9n3‘;	  
	  
SQL_ID	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  POSITION	  NAME	  	  	  DATATYPE_STRING	  	  	  	  LAST_CAPTURED	  	  	  	  	  VALUE_STRING	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
9nb7t2zu8j9n3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  :SSN	  	  	  VARCHAR2(128)	  	  	  	  	  	  15-‐12-‐01	  11:28:39	  519-‐35-‐4835	 
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リアルなテストのための4つの機能を1つのライセンス(EEオプション)で提供	  
Oracle	  Real	  Applica@on	  Tes@ng

SQL	  Performance	  Analyzer	  (SPA)	  
• SQL単体テスト	  
• システム変更前後でのSQLの実行計画やパ

フォーマンスの比較レポートを生成	  

Database	  Replay	  
• システムテスト	  
• 本番環境のトランザクションを記録(キャプチャ)し、

テスト環境で再現(リプレイ)、比較レポート	  

SPA	  Quick	  Check	  
• テスト環境が用意できない場合でもテストを実施	  
• 本番環境の制御されたセッションを用いてクイッ

クにSPAテスト	  

Consolidated	  Replay	  
• 複数のDB	  Replayキャプチャを一つのDB/CDBに対

して同時リプレイ	  
• ワークロードの切り抜きやピーク負荷の重ね合わ

せなど	  

Real	  Applica@on	  Tes@ng	  
？	

22
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リアルなテストのための4つの機能を1つのライセンス(EEオプション)で提供	  
Oracle	  Real	  Applica@on	  Tes@ng

SQL	  Performance	  Analyzer	  (SPA)	  
• SQL単体テスト	  
• システム変更前後でのSQLの実行計画やパ

フォーマンスの比較レポートを生成	  

Database	  Replay	  
• システムテスト	  
• 本番環境のトランザクションを記録(キャプチャ)し、

テスト環境で再現(リプレイ)、比較レポート	  

SPA	  Quick	  Check	  
• テスト環境が用意できない場合でもテストを実施	  
• 本番環境の制御されたセッションを用いてクイッ

クにSPAテスト	  

Consolidated	  Replay	  
• 複数のDB	  Replayキャプチャを一つのDB/CDBに対

して同時リプレイ	  
• ワークロードの切り抜きやピーク負荷の重ね合わ

せなど	  

インフラ変更に伴うテストを自動化	  
高い網羅度とテストの正確性	  
データベース主体のテスト	  

？	

実行計画や単体性能、SQL	  
互換性(エラー有無)のチェックに	

スループットのチェック、	  
リソース使用量のチェックに	

テスト環境が準備できないときの	  
クイックテストに	

DB統合時の負荷テストに	

23
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SQLごとの性能・実行計画の違いや、エラーの有無をテストするSPA	  
SQL	  Performance	  Analyzer	  (SPA)

SQLチューニングセットに格納された
50本のSQLの性能を測定した例	  

アップグレード後、	  
バッファ読み取りが
122％増加	  

チューニングアドバイザの
実行	  

24

一部のSQLの実行計画が変化し	  
改善するものも低下するものもある	  
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SQLごとの性能・実行計画の違いや、エラーの有無をテストするSPA	  
SQL	  Performance	  Analyzer	  (SPA)

Enterprise	  Managerからの操作のほか、
API(DBMS_SQLTUNEなど)からの操作、HTMLや

テキスト形式でのレポート出力も可能	  

25
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SQL	  Performance	  Analyzer	  (SPA)の使用イメージ

アプリケーション	

本番環境	  

3. STSをステージング
環境にインポート	

2. データをステージン
グ環境にセット(※1)	

テスト環境	

STS	

1. SQLチューニング
セット(STS)を使用し、
SQL情報を取得	

STS	

4. 変更前・変更後の環境に
対してSQL実行、性能等測定	

26

2. データをステージング
環境にセット	

5. レポート生成 

データベースのみで
テストが可能
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SQL	  Performance	  Analyzer	  (SPA)では	  
バインド変数の取得と使用も自動化

•  SQLチューニングセットはSQL⽂文だけで	  
なく、バインド値の取得も⾏行行う	  

•  SPAは、STS中のバインド値を使⽤用して	  
SQLを実⾏行行し、実⾏行行計画や性能情報を	  
取得する	  
	  

27
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プロジェクト予算が承認されて
テスト機器が調達されるまで
まだ時間がかかる
でも、データベースだけで
できるテストは始めたい

現行本番	 現行テスト	 新本番・テスト	
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Oracle	  Database	  Cloud	  Service
No.1データベースをそのままクラウド上で利用可能	

Database	  
Cloud	  Service	  

データベースが使えるまで、わずか5画⾯面	  
リソースが⾜足りなくなったら、すぐに拡張できる

すぐに使える	  
すぐに拡張できる	  

クラウドなので、もちろん従量量制（1時間50円〜～）	  
オラクルであれば、SWライセンス（オプション含）も従量量制

使った分だけ	  
お⽀支払い	  

オンプレミスとのハイブリッド対応（監視・移⾏行行）	  
最⾼高のデータベース基盤である  Exadata	  を選択可能	  

エンター	  
プライズ対応	  

29
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オンプレミスと⽐比べたクラウドのメリット
コスト⽐比較 プロビジョニング⽐比較

88ステップ
  数週間

5ステップ  
30分

$1,530
コア/⽉月

$1,000
コア/⽉月

オペレーション

ソフトウェア

ハードウェア
ファシリティ

オンプレミス Oracle  Cloud オンプレミス Oracle  Cloud

約35%
コスト削減

約95%
⼯工数削減

30
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Oracle	  Database	  Cloud	  Service:	  エディション
Extreme	  Performance	  High	  Performance	  Enterprise	  Edi@on	  

Adds… Adds… Adds… 

マルチテナント	

Par@@oning	

Advanced	  
Compression	  

Advanced	  Security,	  
Label	  Security,	  
Database	  Vault	  

RAC	  
RAC	  One	  Node	  

DB	  In-‐Memory	  

Ac@ve	  Data	  Guard	  

•  完全なデータベース・イン
スタンス	

•  最大16	  OCPUまで	

Standard	  Edi@on	  

•  全てのEE 標準機能	  
-‐	  Data	  Guard	  
-‐	  Hybrid	  Columnar	  
Compression(HCC),	  etc	  

•  データベース透過的暗号
化（Transparent	  Data	  
Encryp@on）	  

Real	  Applica?on	  
Tes?ng	  

OLAP,	  Analy@cs,	  
Spa@al	  and	  Graph	  

オンプレミスで提供されるのと同じ 
Oracle	  Database	  ソフトウェアをクラ
ウドでも提供	

Management	  Packs	  

全てのデータベース・オプション機能	  
が利用可能	  

31
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RAT	  in	  Cloud	  –	  Oracle	  Cloudを活⽤用したデータベース・テスト
• Oracle	  Cloud  上で最新のデータベー
ス・バージョンを迅速に準備	  

• Real	  Applica@on	  Tes@ngのSPA機能を
使い、オンプレミスで取得したSQL
を、クラウド上で測定	  
– クラウド上でアプリケーションの準備
は不不要	  

– バージョンアップ、パッチ適⽤用、パラ
メータ変更更、新機能導⼊入の際に、その
効果・影響を事前に調査可能	  

オンプレミスで	  
SQLを取得 	  

クラウドDB	  
SQLの変化をテスト	  

ex:	  Oracle	  Database	  11g	  

ex:	  Oracle	  Database	  12c	  

11g	  

12c	  

32
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RAT	  in	  Cloud	  –	  テストの流流れ

Oracle	  Database	  

SQL	  
チューニング	  

セット	  

On	  P	
PHV	 123456	
Elapsed	 2.53	
Buffer	  Gets	 10000	
Cost	   200	
Rows	 5	
・・・	

SPAテスト1	  
オンプレミスの
性能値等をSTS

から抽出	  

SPAテスト2	  
クラウド上で	  
SQLを実行	  

または	  
実行計画を作成	  

オンプレミス	   Oracle	  Cloud	  

テスト1	  
(On	  P)	

テスト2	  
(Cloud)	

PHV	 123456	 987654	

Cost	   200	 180	

Elapsed	 2.53	 0.92	

Buffer	  Gets	 10000	 9000	

Rows	 5	 5	

・・・	

SPAレポート作成	  

33
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[参考]	  SPAで利利⽤用可能なテストモード

34

“Test	  Execute”	  

STS	  

STS内のSQL文を順に実行し、実
行計画や性能を記録。STS内のバ
インド値を使用	  
テスト環境でテストデータが使用
可能な場合に使用	  

“Explain	  Plan”	  

STS内のSQL文の実行計画を順に
生成し、記録。	  
EXPLAIN	  PLAN文と異なり、STS内
に記録されたバインド値を使用	  
テスト環境でテストデータが使用
できない場合に使用します	  

“Convert	  SQLSET”	  

On	  P	
PHV	 123456	
Elapsed	 2.53	
Buffer	  Gets	 10000	
Cost	   200	
Rows	 5	
・・・	

STS内の実行計画・実行計画等を
テスト結果として使用	  
変更前の性能をテストする環境
が無い場合などに使用	  
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テスト環境⽤用データの準備
• 性能はデータによって⼤大きく左右されるため、極⼒力力本番同等のデー
タ環境をリストアすることが望ましい	  

• ただし、個⼈人情報等をそのまま使⽤用すると漏漏洩のリスクを伴うため、
個⼈人を特定できない形にマスクする必要がある

• ランダムなマスキングでは不不⼗十分で、以下を考慮しなければならな
い
– 主キー、⼀一意性、参照整合性等の制約やカーディナリティーの保持
– マスク処理理の性能とマスク後の処理理性能

35
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Oracle	  Data	  Masking	  and	  Subseong	  Pack
• 機密性の⾼高い情報を様々な形式でマスキング

– 個⼈人情報、医療療情報、患者情報、クレジットカード番号・・	  

• データベースの特性を考慮したアーキテクチャ	  
– 表の制約や表と表の関係性を認識識した⼀一貫性のあるマスキング	  

– 列列データの要素数、分布、件数など、本番データの特性を維持したマスキング環境の作成
• データのサブセット＆マスキング	  

– 本番環境の10分の1のデータを抽出〜～マスキング〜～ダンプファイル⽣生成までを⾃自動化

NAME SALARY
AGUILAR *****
  CHANDRA *****

010010110010101001001001001001001001
010010110010101001001001001001001001	  
010010110010101001001001001001001001	  
	  
	  

データ抽出 マスキング

NAME SALARY
AGUILAR 50135.56
BENSON 35789.89
CHANDRA 60765.23
DONNER 103456.82

本番環境 開発・検証環境

36
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Oracle	  Data	  Masking	  and	  Subseong	  Pack
カーディナリティの維持

EMPNO ENAME 
3982 ALLEN 

3991 ALLEN 

4391 ALLEN 

4419 BOSH 

4501 BOSH 

4781 CATHY 

4958 CATHY 

5104 CATHY 

5392 CATHY 

5594 DAVID 

5920 DAVID 

：	

EMPNO ENAME 
3982 ajehndl 

3991 ajehndl 

4391 ajehndl 

4419 apemmm 

4501 apemmm 

4781 pfhes 

4958 pfhes 

5104 pfhes 

5392 pfhes 

5594 fmfaow 

5920 fmfaow 

：	

EMPNO ENAME 
3982 JANET 

3991 JANET 

4391 JANET 

4419 KATE 

4501 KATE 

4781 HOUGH 

4958 HOUGH 

5104 HOUGH 

5392 HOUGH 

5594 IGOR 

5920 IGOR 

：	

配列リストを使ったマスキング	
(GRUK,	  HOUGH,	  IGOR,	  JANET,	  

KATE,LEHMANN)	  
ランダム文字列を使った	  

マスキング	

カーディナリティ(濃度)を	  
維持したままマスキング	

37	  
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データをマスキングする場合の注意点

select	  empno	  from	  emp	  where	  ename=	  :bind1;	

「2行が選択されました」	

「SCOTT」	  

ENAME	

SCOTT	

SCOTT	

BILL	

ENAME	

agpohjf	

agpohjf	

voenlkd	

select	  empno	  from	  emp	  where	  ename=	  :bind1;	

「レコードが選択されま
せんでした。」	

38

本番環境	  

「SCOTT」	  

テスト環境	  

マスク済み	  
データ	  

データをマスクする場合は、	  
バインド値も同様にマスクしないと、
セレクティビティ、ひいてはテスト結
果に大きな影響を与える	
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SPAとData	  Masking	  Packとの連携

select	  empno	  from	  emp	  where	  ename=	  :bind1;	

「2行が選択されました」	

「SCOTT」	  

ENAME	

SCOTT	

SCOTT	

BILL	

ENAME	

agpohjf	

agpohjf	

voenlkd	

select	  empno	  from	  emp	  where	  ename=	  :bind1;	

「2行が選択されました」	

39

本番環境	

(STS/キャプチャファイル)	

(STSに記録されたバインド値)	  

「 agpohjf	  」	  

テスト環境	  
(SPA実行環境、DB	  Replayリプレイ環境)	

マスク済み	  
データ	  

STS	  /	  キャプチャファイル内のバインド値を
データと同じようにマスクし、マスキングによ
る性能の変化を最小限に	
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SQLチューニングセットのマスキング

40

SQL>	 --	 マスク前	 
SQL>	 select	 *	 from	 emp;	 
	 
	 	 	 	 	 EMPNO	 ENAME	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 EMAIL	 
----------	 ---------------	 --------------------	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 1	 SCOTT	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 scott@acme.com	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 2	 JOHN	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 john@acme.com	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 3	 MARIA	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 maria@acme.com	 
	 
	 
	 
	 
SQL>	 --	 マスク後	 
SQL>	 /	 
	 
	 	 	 	 	 EMPNO	 ENAME	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 EMAIL	 
----------	 ---------------	 --------------------	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 1	 aaaaaaaalb	 	 	 	 	 	 scott@acme.com	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 2	 aaaaaagyvc	 	 	 	 	 	 john@acme.com	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 3	 aaaaafxnpd	 	 	 	 	 	 maria@acme.com	 

SQL>	 --	 マスク前	 
SQL>	 select	 sql_id,	 	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 sql_text,	 	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 dbms_sqltune.extract_bind(bind_data,1).value_string	 bind_data	 
	 	 	 	 	 from	 	 	 dba_sqlset_statements	 
	 	 	 	 	 where	 	 sqlset_name='RATMASK_STS'	 and	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 sql_id='aq0qhwhsdyt84'	 
	 
SQL_ID	 	 	 	 	 	 	 	 	 SQL_TEXT	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 BIND_DATA	 
--------------	 ----------------------------------------	 ------------	 
aq0qhwhsdyt84	 	 /*	 +	 NO_PARALLEL	 */select	 email	 from	 emp	 SCOTT	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 where	 ename=	 :ename	 
	 
SQL>	 --	 マスク後	 
SQL>	 /	 
	 
SQL_ID	 	 	 	 	 	 	 	 	 SQL_TEXT	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 BIND_DATA	 
--------------	 ----------------------------------------	 ------------	 
aq0qhwhsdyt84	 	 /*	 +	 NO_PARALLEL	 */select	 email	 from	 emp	 aaaaaaaalb	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 where	 ename=	 :ename	 

表データ	   STS内のバインド値	  
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SQLチューニングセットのマスキングのイメージ

AP	

本番環境	   マスキング環境	

3. Cloud Controlを使用し、
STSとデータをマスキング	

STS	

41

1. SQLチューニング
セット(STS)を使用し、
SQL情報を取得	

EM	

テスト環境	

4. データおよびSTSをテスト
環境のDBにインポート	

5. SPAを使用して
テストを実施	2. データおよびSTSをマスキ

ング環境のDBにインポート	
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画⾯面イメージ

42

マスキング定義の作成時	  

チェックを入れると、マスキング用
スクリプト内に、RAT連携用の 
ロジックが追加される	

マスキングの実行時	  

マスキングスクリプトの実行時に 
STSのマスキングやキャプチャ
ファイルを指定する	
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画⾯面イメージ

43

マスキングの実行時	  

マスキングの前後でSPAを実行し、
マスキングそのものによる実行計画
の変化が発生していないかどうか
チェック可能	
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テスト条件に応じて結果を評価する
• アップグレード前と後の双⽅方でテストが可能な場合	  

– バッファ読み取り量量で⽐比較する	  

– 実⾏行行計画の良良し悪しを定量量的に評価可能	  

• アップグレード後のテスト環境しかない場合	  
– 経過時間で⽐比較する場合、バッファキャッシュをウォームアップしてから測定する必要があ
る。またHW性能が異異なる場合、サイジング値として評価する	  

– オプティマイザコストを⽤用いると実⾏行行計画の良良し悪しを評価できるが、実性能の良良し悪しと
は異異なる場合がある	  

– バッファ読み取り量量は、アップグレード前(本番環境)の値が測定時の負荷により影響を受けて
⽐比較評価が難しくなることがある	  

• テスト環境にデータを準備できない場合	  
– オプティマイザ統計情報をインポートし、オプティマイザコストで⽐比較する	  

44
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RAT	  in	  Cloud	  ユースケース
1.  “Basic”	  

–  クラウドに本番データを持っていき、その他のテスト条件もオンプレミスとなるべく同等
にできる場合	  

–  SPAを使⽤用し、オンプレミスとクラウドでのSQL性能を⽐比較する	  

2.  “No	  Data	  to	  Cloud”	  
–  データをクラウドに持っていくことができないと想定	  
–  代わりにオプティマイザ統計をクラウドに持っていき、実⾏行行計画とコストを⽐比較する	  

3.  “Masked	  Data	  to	  Cloud”	  
–  マスキングすることで本番同等量量のデータをクラウドに持っていくことができる場合	  
–  Masking	  Pack/RAT連携の機能を使⽤用してデータとSTSをマスキングしクラウドへ	  
–  SPAを使⽤用してテスト.	  

45
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1.	  Basic	  (Oracle	  Cloudへデータを持っていける場合)
•  Oracle	  Cloud上で実際にSQLを実⾏行行(Test	  Execute)し、「経過時間」または
「コスト」で⽐比較することが望ましい	  
– 「経過時間」で⽐比較する場合は、HWの性能差を反映した参考値(サイジング値)とし
て取り扱う	  

– 「コスト」で⽐比較する場合は、HWの性能差によらない実⾏行行計画の改善・劣劣化を評価
可能。	  
• ただしReport	  Summaryに表⽰示されるコスト値は実際と異異なるため注意が必要  (サマリではなくSQL
ごとの詳細を⾒見見てコストの違いを判断する)	  

– 「バッファ読み取り」での⽐比較は、Convert	  SQLSETを⽤用いる場合(今回はオンプレミス
側のデータ取得に使⽤用)、読み取り量量にUNDO読み取りを含む可能性があって⽐比較結果
の評価が難しく、特にOLTP系のアプリケーションではその可能性が⾼高まる	  

46
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1.	  Basic	  (Oracle	  Cloudへデータを持っていける場合)

経過時間で比較	

今回の例ではオンプレミスのに対し	  
クラウドのCPUがきわめて速かったことにより	  
経過時間が改善している	  

Unsupportedに分類されたSQLは、クエリなしの
DML	  (insert	  ...	  values)など	

47
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1.	  Basic	  (Oracle	  Cloudへデータを持っていける場合)

オプティマイザコストで比較	

Report	  Summaryに表示されるコスト (Metric	  
Before)はSQL実行回数 (Execu@on	  Frequency)	  で割
られた値になっているため実際より小さい数値に
なる	  
実際のコスト値は、各SQLの詳細で確認可能	  
	

48
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1.	  Basic	  (Oracle	  Cloudへデータを持っていける場合)

詳細を見ると実際にはコストは変化し
ていないことがわかる	  

49
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2.	  No	  Data	  to	  Cloud	  
(Oracle	  Cloudへデータを持っていけない場合)
• Oracle	  Cloud上にスキーマを作成し統計情報をインポートして、実⾏行行
計画を⽣生成(Explain	  Plan)し、「コスト」で⽐比較する	  

• ただしReport	  Summaryに表⽰示されるコスト値は実際と異異なるため注意が必要  (サマリではな
くSQLごとの詳細を⾒見見てコストの違いを判断する)	  

50
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3.	  Masked	  Data	  to	  Cloud	  
(Oracle	  Cloudへマスクしたデータを持っていける場合)
• Oracle	  Cloud上にマスクしたデータをインポートして実際にSQLを実
⾏行行(Test	  Execute)し、「経過時間」または「コスト」で⽐比較する	  
– 「経過時間」で⽐比較する場合は、HWの性能差を反映した参考値(サイジング
値)として取り扱う	  

– 「コスト」で⽐比較する場合は、HWの性能差によらない実⾏行行計画の改善・劣劣化
を評価可能。	  
• ただしReport	  Summaryに表⽰示されるコスト値は実際と異異なるため注意が必要  (サマリではな
くSQLごとの詳細を⾒見見てコストの違いを判断する)	  

– マスク⽅方法によってはコスト変化が起こる可能性がある  (列列データをすべて  
‘AAA’	  にしてカーディナリティが⼤大きく変わってしまった場合など)	  	  
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テスト内容ごとの要件⼀一覧
実行計画変化の	  
有無のチェック	
	

実行計画の	  
改善度のチェック	

実性能(elapsed	  
?me)のチェック	

エラーのチェック	 Exadata	  
シミュレーション	

その他の新機能の	  
効果チェック	

本番データの	  
インポート	  

なくても可能	 なくても可能	 必要 (マスク可)	 なくても可能	 必要	 原則として必要	

統計の	  
インポート	  

データが無い	  
場合は必要	

データが無い	  
場合は必要	

不要	  
	  (クラウドで再取得)	

不要	   不要	  
	  (クラウドで再取得)	

不要	  
	  (クラウドで再取得)	

オンプレミス側の	  
エディション	

SE	  /	  EE	 EE	 EE	 EE	 EE	 EE	

オンプレミス側の	  
Tuning	  Pack	

なくても可	 必要	 必要	 必要	 必要	 必要	
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おわりに
• アップグレード戦略略をたてる	  

• 本番環境の情報をうまく活⽤用する	  

• 実⾏行行計画の変化を正確に把握する	  

• データや環境の制約に合わせて適切切に評価をする	  

•  Oracle	  Cloud	  +	  SPA	  +	  Data	  Maskingで迅速に、安全に、網羅羅度度⾼高くテストする	  
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参加登録はこちら：  http://ora.cl/7lN

クラウド・テクノロジーを語ろう
  

第1回  Meetup  2016年年1⽉月29⽇日 　19:00〜～
＠オラクル⻘青⼭山センター  

var  community  =  React.createClass({
init  :  function(){

return  {
date  :  “2016-‐‑‒1-‐‑‒29”,
location  :  “OAC”,
goal  :  [

“Learn”,
“Connect”,
“Have  Fun”

]
};

}
});
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	  	  	  	  	  Oracle	  Cloud	  ラーニング・サブスクリプション	

【ご注意】	  Oracle	  Plazorm	  as	  a	  Service	  (PaaS)	  ラーニング・サブスクリプションの最小購入ユーザー数は 5	  です。	  
本特別価格は、2015	  年	  12	  月	  31	  日までにご購入される方に対して適用されます。また、他の割引契約、またはキャンペーンと併用することはできません。	

定価:	  116,856	  円	  (税込)	  

	  特別価格:	  58,428	  円	  (税込)	  
1ユーザー/1年間利用可能	  

Oracle	  Cloud	  (PaaS)	  の導入から運用まで、クラウドを活用するために必要なスキルを身につけた 
 "Cloud	  Ready"	  なエンジニアを育成するための学習プラットフォーム	  
	  
	  
	  

l  Oracle	  Cloud	  Service	  の活用に必要なスキルを学習できるビデオ・トレーニング	
l  製品アップデートに応じて最新のコンテンツに更新	
l  1年間のサブスクリプション形式	

ただいま 無償体験版公開中！	  
 

	  Oracle	  Cloud	  インスタンスの作成やクラウド
上の	  Oracle	  Database,	  WebLogic	  Server	  	  の

起動方法など、技術者が円滑に	  Oracle	  
Cloud	  (PaaS)	  をはじめるためのポイントを学

習できる『Geong	  Started』を視聴可能	
	

アクセスはこちらから	
educa@on.oracle.co.jp/cls_paas	  

Oracle	  Pla[orm	  as	  a	  Service	  ラーニング・サブスクリプション	  
多彩な Oracle	  PaaS	  の活用方法をトータルにカバー。す

べての Oracle	  PaaS	  技術者にオススメします！ 
	

学習内容:	

【対応サービス】	
Database	  Cloud,	  Java	  Cloud,	  Business	  Intelligence	  Cloud,	  	  
Process	  Cloud,	  Mobile	  Cloud,	  Integra@on	  Cloud,	  Documents	  Cloud,	  
Messaging	  Cloud,	  Internet	  Of	  Things	  Cloud,	  SOA	  Cloud,	  	  
Database	  Backup	  Cloud,	  Developer	  Cloud	  

•  Oracle	  Cloud	  Plazorm	  as	  a	  Service	  の使用方法	
•  Oracle	  PaaS	  の多様なサービスを活用する利点	
•  Oracle	  PaaS	  の運用管理	
•  Oracle	  PaaS	  を使ったアプリケーションの開発とデプロイ	
•  既存のアプリケーションの Oracle	  PaaS	  への移行 など	

DBCSとJCSは 
日本語講義 
視聴可能	

50%	  Off	  
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