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以下の事項は、弊社の一般的な製品の方向性に関する概要を説明するものです。ま
た、情報提供を唯一の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、購買決定を行う際の判断材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
裁量により決定されます。 
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１．はじめに 
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１．はじめに 
本セッションの内容 

 

 

 

 

•本セッションでは、組織・仕組みづくりという観点からこの悩みに応えます。 

• DBAチームを設立してトラブル減少に成功した事例をもとに、 
DBAチームの意義や設立の際の注意点、具体的なタスクの実践方法 
についてお伝えします。 
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トラブルを防ぎたい… 
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２．DBAチームでトラブルを防ぐ 
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２．DBAチームでトラブルを防ぐ 
ある情報システム部の課題 

障害が絶えない、突然性能劣化する… 

障害が長引く… 

特定のシステムで障害が多い… 

   →別のシステムで経験済みの事象だった 
   →予兆に気づいていなかった 

   →障害対応時の手順が確立していなかった 
   →問題切り分けに必要な情報が取得できていなかった 

   →設計に考慮漏れがあった（システムごとに設計がバラバラ） 

ヒアリング 
していくと… 
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２．DBAチームでトラブルを防ぐ 
ある情報システム部の課題 

システム企画部門 システム開発部門 システム運用部門 

Aシステム Bシステム Cシステム Dシステム 

SIベンダ様 SIベンダ様 

障害の予兆に気がつかない 

システムごとに 

設計・監視の仕
組みがバラバラ 

原因が同じ障害 

妥当性の判
断ができない 

情報不足で 
原因特定に時間 
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SIベンダ様 SIベンダ様 
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２．DBAチームでトラブルを防ぐ 
「DBAチーム設立」という手段 
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標準化 
 
 
 
 
 
 

標準基盤 

標準文書 

体制強化 
 
 
 
 
 
 

組織 

仕組み 

基盤または文書による標準化とそれを展開・推進する組織と仕組みが必要 

文書による標準化と、それを担う組織を設立しよう！ 

オラクルコンサル 

例）DBAチーム 
  （DB Architect） 
 

例）技術情報調査 
  ヘルスチェックなど 

例）設計標準ガイド文書など 

→トラブルを防ぐため、DBAチーム設立へ 

ITインフラ最適化 
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２．DBAチームでトラブルを防ぐ 
DBAチーム設立の意義 

11 

Point1. 標準化の確実な遂行 
標準化ガイドの作成だけでなく、ガイドに従っているかどうかをチェックするなど確実に標準化を遂行し、 
トラブルの予防/早期解決の実現へ導きます。 

Point2.専門知識を活用した、効果あるトラブル予防策の実施 
専門チームとして、最新の深い知識・技術を活用し、トラブル予防のためのタスクを実施します。 

Point3. 効果の範囲を最大化 
組織間の橋渡しを行い、広範囲でのトラブル予防、再発防止を実現します。 

Oracle Database に関する製品や運用の専門的な知識を活用し、 
組織／PJ横断的に、企画・設計・開発・運用・保守の円滑化を推進するチーム 

DBAチームとは… 
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２．DBAチームでトラブルを防ぐ 
DBAチーム設立の意義 

システム企画部門 システム開発部門 システム運用部門 

Aシステム Bシステム Cシステム 

SIベンダ様 SIベンダ様 SIベンダ様 

統一した設計、監視の仕組み 
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DBAチーム 

標準ガイド 標準ガイド 標準ガイド 標準ガイド 

SIベンダ様 

障害情報を横展
開し、未然防止 

ヘルスチェック 重要技術情報調査 各種レビュー 標準化推進 ナレッジ蓄積 人材育成 

Dシステム 

問題の予兆検知 

トラブル対応 

ガイドに従って
いるかチェック 

部門/PJ横

断の横串
チーム 

標準ガイド 

開発/設計の問題を反映 運用の問題を反映 

公開技術情報
をもとに障害発
生を未然防止 

切り分け手順書に従い迅速に切り分け 
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２．DBAチームでトラブルを防ぐ 
DBAチーム設立の効果 
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•運用中システム 
–障害発生件数減 

–障害解決までの時間短縮 

 

•設計/開発中システム 
–本番障害や手戻りの未然防止 

–不要な作り込み回避 
 

  →システムの安定化に成功 
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２．DBAチームでトラブルを防ぐ 
【参考】なぜデータベースから始めるのか 

DBMS 

AP Server 

OS, Clusterware 

HW Storage 

Middleware 

Application 

データベースはシステムアーキテクチャの中核 

•システムを構成する全てのコンポーネントと緊密に連携 

•システム全体の品質を大きく左右 

アプリケーション処理の特性も把握しやすい 

•アプリケーションからのSQL発行状況を確認することにより、 
ボトルネックとなっている処理やチューニングポイントを把握しやすい 

システム構成スタック 

14 
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３．トラブルを防ぐための予防保守タスク 

15 
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３．トラブルを防ぐための予防保守タスク 

DBAチーム設立の意義は理解した。 
でも、具体的に何をすればトラブルが減るの？ 

• DBAチームのタスクは目的に応じて様々です。以下では予防保守タスクと
して多くのDBAチームが実施している重要技術情報調査タスクと、 
ヘルスチェックタスクについて、何をどのように行うのかお伝えします。 

16 
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3-1.重要技術情報調査 
重要技術情報調査とは？ 

 

• システムの潜在的なリスクを把握し、問題の発生を未然に防ぐための 
対策を取れるようにすること。 

                                                          ※以下、Oracle製品に絞って記述します。 

 
 

• オラクル・カスタマ・サポートの提供する製品技術情報から、不具合情報や 
重要な障害につながりうる情報を定期的に調査し、問題発生の条件や 
回避策等をまとめた調査結果を各システム担当者へ展開するタスク。 

 

目的 

内容 

17 
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3-1.重要技術情報調査 
調査タスクの運用事例 

DBAチーム 

トラブル防止専門チーム 

各システム担当 

My Oracle 
Support 

1月分の 
調査結果 

OS主要製品ベンダ 

H/W主要製品ベンダ 

M/W主要製品ベンダ 

各システムの 
該当調査結果 

①My Oracle Support(MOS)を
使用して調査を行い、結果をト
ラブル防止専門チームへ共有 

②各レイヤの情報を整理理し、 
各システムへ展開 

③システムごとに該当調査を行い、 
結果をトラブル専門チームへ共有 

④トラブル防止専門
チームが、各システムの 
該当調査結果を管理 

⑤DBAチームは、 
DBに関連するリスクの 
対応策実施等に対して 
支援を行う 

1ヵ月サイクル 

※DB以外のレイヤは 
各ベンダの有償サービス 
を利用 

18 



Copyright © 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.  | 

3-1.重要技術情報調査 
調査の実施手順 

情報の収集 事前定義 重要リスクの
洗い出し 

各システムへ 
情報の展開 

ＱＡ対応 
対策実施支援 

定期的に実施（2週間～1カ月） 

必要に応じて 

19 
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3-1.重要技術情報調査 

情報の 
展開 

QA対応 
実施支援 

事前定義 
情報の 
収集 

重要リスク 
洗い出し 

事前に以下の項目を定義しておきます 

項目 例 補足 

調査結果活用の 
仕組み 

18pの図参照 ・重要技術情報調査は、結果を共有し必要に応じて各システムで対策を
実施することで、初めて効果があります。調査結果の展開方法や該当調
査など活用の仕組みについて、事前に定めておきます。 

調査頻度 ・月に一度 ・2週間～1カ月を目安に実施します。頻度が多すぎると、Documentの更
新状況によっては、同じDocumentを何度も対象とする可能性が高まり、
頻度が少ないと1回の作業負荷が大きくなる可能性が高まります。 

対象製品 ・Oracle Database 
・Oracle Enterprise Manager 

・社内で使用しているOracle製品を対象とします。使用しているバージョン
まで把握していると、Documentのフィルタリングに役立ちます。 

対象プラットフォーム ・Linux, Solaris ・社内で使用しているOSを対象とします。 

対象言語 ・日本語 ・重要Documentは基本的に日本語化されるため、英語Documentを調査

対象とする作業時間を確保できない場合は、日本語のみを対象とするこ
とも検討します。 

評価基準 （後述。23p） ・収集した情報を分類するための基準を事前に定義しておきます。 

20 
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3-1.重要技術情報調査 

情報の 
展開 

QA対応 
実施支援 

事前定義 
情報の 
収集 

重要リスク 
洗い出し 

網羅性と作業負荷を考慮しつつ、定義した条件に従い情報収集を行います 

●「ホット・トピック」の確認 
– 予防保守上、最重要情報は以下のDocumentの「ホット･トピック」欄にて案内されます。 

 
 

●インフォメーションセンターのDocumentの確認 
– 30日以内に更新されたDocumentは、以下で一覧を確認可能です。 

 

 

● MOS検索システムを使用し、手動で検索 
– 上記一覧から対象外の製品、期間についてはMOS検索システムで条件を指定し、手動で検索をします。 

 

● PSUで修正された不具合を確認 
– 四半期ごとにリリースされるPSUで修正された不具合は以下で確認可能です（12.1.0.2の例）。 

網羅性 ：低 
作業負荷 ：低 

網羅性 ：高 
作業負荷 ：高 

Oracle Japan : Database 技術情報トップページ (Doc ID 1632115.1) 

インフォメーション・センター: データベースおよび Enterprise Manager 日本語ドキュメント (Doc ID 1946305.2) 

12.1.0.2 Patch Set Updates - List of Fixes in each PSU (ドキュメントID 1924126.1) 
12.1.0.2 Grid Infrastructure Patch Set Updates - List of Fixes in each GI PSU (Doc ID 1928853.1) 
12.1.0.2 Patch Set - List of Bug Fixes by Problem Type (Doc ID 1683802.1) 

21 
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3-1.重要技術情報調査 

情報の 
展開 

QA対応 
実施支援 

事前定義 
情報の 
収集 

重要リスク 
洗い出し 

収集した情報をまとめ、Document一覧を作成します 

ホット・トピック 

最近更新されたDocument 

修正された不具合 

MOS検索結果 

22 
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3-1.重要技術情報調査 

情報の 
展開 

QA対応 
実施支援 

事前定義 
情報の 
収集 

重要リスク 
洗い出し 

Documentを1つ1つ読み、分類と情報の整理を行い、展開可能な形にまとめます 

分類（例） 定義 

重要度（高） インスタンス・クラッシュ、ハング、データ破壊、結果不正、メモリリークなどDB全体に影響がある情報 

重要度（中） プロセス障害、想定通りに動かないなど、プロセスレベルで影響がある情報 

重要度（低） メッセージ不具合など運用等に影響がない情報 

非重要 仕様説明、TIPSなど重要技術情報調査の観点から重要でない情報 

●分類 

 事前に定義した評価基準に従って、 

 Documentを分類します 

 

●整理 

 Documentごとに展開すべき情報を 

 まとめます 

 

項目（例） 説明 

Document ID DocumentのID 

最終更新日 Documentが最後に更新が行われた日 

重要度 上で行った分類の結果 

種類 内容の一言要約 

タイトル Documentタイトル 

概要 内容の概要 

対象リリース 問題の発生するリリース 

修正Ver(予定含む） 修正された、あるいは修正予定のリリース（不具合に起因する問題の場合） 

プラットフォーム 問題の発生するOS 

発生条件 問題の発生する条件 

回避策 問題を回避する方法 

不具合番号 不具合番号（不具合に起因する問題の場合） 

個別パッチの有無 問題を修正する個別パッチが出ているかどうか（不具合に起因する問題の場合） 

23 
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3-1.重要技術情報調査 

情報の 
展開 

QA対応 
実施支援 

事前定義 
情報の 
収集 

重要リスク 
洗い出し 

整理した情報を展開し、適宜フォローを行います 

【ケース1 】 
結果の展開と該当
調査の結果管理を
専門チームが実施 

【ケース2】 
結果の展開と該当
調査の結果管理を
DBAチームが実施 

【ケース3】 
該当調査の結果は 
各システムで管理 

重要技術情報 
調査結果 

該当調査 
結果 

対応の検討や実施
のフォローはDBA
チームが行う 

展開された情報を
もとに、各システム
で対応が必要か 
どうかを確認する 

24 
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3-2.ヘルスチェック 
ヘルスチェックとは？ 

 

• システムの状態を定期的に把握・評価し、障害の未然防止や 
余裕あるキャパシティ・プランニングを可能にすること。 

 

 
 

•稼働状況に関する情報を取得し、これを定期的に分析・評価するタスク。 
問題の予兆や異常を検知した場合は、詳細な調査を実施し、必要に応じて 
対策を検討する。 

目的 

内容 

※以下、データベースサーバーに絞って記述します。 

25 
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3-2.ヘルスチェック 
ヘルスチェックタスクの運用事例 

DBAチーム 

各システム担当 

①定期的に取得している稼働
に関する情報をまとめ、 
DBAチームへ展開 

②評価しやすい形に 
  情報を加工する 

③ベースラインと比較しながら、 
システムの状態を評価し、 
結果を各システムへフィードバック 

n月 n+1 月 n+2月 

⑤四半期ごとに 
長期傾向を評価し、
結果をフィードバック 

n+3 月はn月に戻る 

26 

④結果を受け、適宜 
詳細調査、対策の
検討を実施する 

⑥結果を受け、適宜 
詳細調査、対策の
検討を実施する 
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3-2.ヘルスチェック 
ヘルスチェックの実施手順 

情報の加工 
事前定義・ 
設計 評価・展開 詳細調査支援 対策実施支援 

必要に応じて 

27 

問題が解消するまで繰り返し 



Copyright © 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.  | 

3-2.ヘルスチェック 

詳細調査 
支援 

対策実施
支援 

事前定義 
設計 

情報の
加工 

評価・展開 

事前に以下の項目を定義しておきます 

項目 例 補足 

結果活用の仕組み 26pの図参照 ・ヘルスチェックは、結果を共有し必要に応じて各システムで詳細調査や対
策を実施することで、初めて効果があります。調査結果の展開方法など活
用の仕組みについて、事前に定めておく必要があります。 

評価項目 （後述。29p） ・ヘルスチェックで評価対象とする項目を定義します。システム間でばらつき
がでないよう標準化します。 

実施頻度 ・月に一度 
・四半期に一度 

・ヘルスチェックの実施頻度を定義します。稼働状況を現状把握の実施と併
せて、より長い期間（四半期に一度など）の稼働状況の変化を確認するなど、
組み合わせて実施するとより問題の予防に効果的です。 

対象期間 ・月次のピーク日 ・システムの特性に合わせてヘルスチェックの対象とする期間を定義します。 

ベースライン ・2016年1月のピーク日 ・評価のための比較対象とする期間を定義します。障害の発生しなかった日、
平均的なトランザクションの日などを選択します。 

評価基準 （後述。31p） ・評価するための基準を事前に定義しておきます。 

28 

※ヘルスチェックを実施するためには、あらかじめ必要な情報を取得している必要があります。 
取得すべき情報、取得間隔、方法等について標準ガイドを作成し、システムによるバラつきがないようにします。 
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3-2.ヘルスチェック 

詳細調査 
支援 

対策実施
支援 

事前定義 
設計 

情報の
加工 

評価・展開 

【参考】DBヘルスチェックで評価する項目の例 

29 

種類 項目 

基本的な処理量 CPU/メモリ使用率、セッション数、SQL実行回数、トランザクション数、REDO生成量 
論理読込ブロック数、物理読込ブロック数、物理書込ブロック数 

処理時間 DBの処理に要したCPU時間（DB CPU）と上位待機イベントの時間 

I/O状況 データブロック読込速度、データブロック書込速度、REDOログ書き出し速度 

メモリ使用状況 各種メモリサイズ（バッファキャッシュ、共有プール、PGAなど）、各種メモリヒット率 

その他 キャッシュ･フュージョン量・速度、ログスイッチ回数、処理時間の長い上位SQL、物理読込量の多い上位SQLなど 
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3-2.ヘルスチェック 

詳細調査 
支援 

対策実施
支援 

事前定義 
設計 

情報の
加工 

評価・展開 

取得した情報は、システムの状態を把握・評価しやすいように加工します 

30 

AWR/Statspack Reports Excel Files（グラフ） CSV Files 報告用資料 

レポートのセクション別に 
各ノード、各時間帯の 
データがまとまったCSVファイル 

各ノード、各時間帯のAWRレポート ヘルスチェック対象項目別に各ノード、 
各時間帯のデータのグラフ 

ヘルスチェック対象項目の
グラフと、項目ごとの評価が
記載された報告資料 

具体的な方法については本セミナーの「運用ヘルスチェックでトラブル発生を予防しよう！ 」にて紹介しています。 
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3-2.ヘルスチェック 

詳細調査 
支援 

対策実施
支援 

事前定義 
設計 

情報の
加工 

評価・展開 

項目ごとにシステムの状態を評価し、結果をまとめたらシステム担当へ展開します 

評価の観点 例 

稼働状況の確認 ・値の推移や傾向が想定と一致しているかを確認 

リソースキャパシティ ・リソースの余力を確認し、必要に応じてキャパシティプランニングを行う 

問題の予兆 ・問題へとつながりうるような特徴や傾向がないかどうかを確認 

評価の基準 例 

絶対評価 ・特定の閾値を定め、これに達した場合「異常検知」とする 

相対評価 ・ベースライン（平常時）と比較し、特異な値・傾向を示していた場合「異常検知」とする 
・過去分を比較し、最大/最小値が増加/減少し続けている場合「異常検知」とする 
・過去の最大負荷日を基にした限界性能値と比較し、突破しそうであれば「異常検知」とする 

31 
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3-2.ヘルスチェック 
【参考】評価の例 

詳細調査 
支援 

対策実施
支援 

事前定義 
設計 

情報の
加工 

評価・展開 

32 

項目ごとにシステムの状態を評価 項目ごとの結果を一覧化 

ベースライン 「異常検知」の項目について、 

各システム担当が、詳細調査を実施し、
対策の要否を判断 

・共有プールのサイズが増減している 
・ベースラインと比較して、 
 特異な状態のため「異常検知」とする。 

展開 
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3-2.ヘルスチェック 
各システムの詳細調査・対応実施を支援します 

• 「異常検知」と判断された項目について、各システムの担当者は詳細分析を行い、 
その結果をもとに対応を決定する必要があります。 

• DBAチームは、詳細分析の方法や、評価の観点、対応の実施方法について技術的な支援を行います。
また、「異常検知」のまま放置されていないか確認します。 

詳細調査 
支援 

対策実施
支援 

事前定義 
設計 

情報の
加工 

評価・展開 

33 

DBAチーム システム担当 

結果一覧の展開 

技術支援 
・詳細調査 
・対策の実施 
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４．DBAチーム設立のポイント 

34 
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４．DBAチーム設立のポイント 

DBAチームを設立する時、 
 気を付けるべきことは何だろう  

• トラブルを防ぐには、DBAチームが適切に運営される必要があります。 

•以下では、DBAチームを設立する際のポイントを、事例を基にピックアップ
してお伝えします。 

35 
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４．DBAチーム設立のポイント 
DBAチーム設立の流れの例 

36 

1年目 2年目 3年目以降 

チーム運営 

標準化推進 

プロジェクト支援 

トラブル対応支援 

担当者育成 

ナレッジ管理の仕組みづくり 

活動の反省・改善活動 

標準化ガイド作成 

標準化ガイドの展開 

ガイドの継続的改修 

各種レビュー 

ヘルスチェック 

重要技術情報調査 

ナレッジ蓄積・展開 

準備 
 

・課題分析 
・改善案検討 
・ゴールの設定 
・計画立案 
・組織立ち上げ 
 －KPI設定 
 －体制決定 
 －役割/責任設定 

pick up! 
pick up! 

pick up! 

各システムの設計・運用確認 
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４．DBAチーム設立のポイント 
DBAチーム立ち上げ準備期 

 
 

– 現状の課題や原因の分析等を踏まえ、DBAチーム設立によって実現すること、およびそのために 
必要なDBAチームのあるべき姿を明確化します。設定されたゴールをもとにスケジュールや実施タス
クを決めていきます。 

– 設定したゴールを関係者間で共有することで、実施するタスクの過不足を防いだり、施策の振り返り
と改善が可能となります。 

 

 

– ゴールを基に、DBAチームのKPIを設定します。具体的で測定可能なKPIを設定することで、 
定期的にDBAチームの活動を評価可能となります。 

 例）障害発生件数、障害の平均解決時間、設計標準ガイド準拠システム数…など 

37 

ゴールについて 

KPIについて 
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４．DBAチーム設立のポイント 
DBAチーム立ち上げ準備期 

 
 
 

– ゴールを達成するために人数や組織上の位置づけなど十分な体制を準備します。 
システム担当との兼務の場合、DBAチームとしての作業時間を考慮し、他業務量の調整が必要とな
ります。 

– 実施タスクを見直した場合（支援対象システムを広げた場合など）は、体制面も同時に見直します。 

 
 

 

– DBAチームの活動が、目的達成につながるよう明確な役割を与えることが重要です。 

 例）「新システムの設計時には、DBAチームのレビューを必須とする」など 

 

 

38 

体制について 

役割/責任について 
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４．DBAチーム設立のポイント 
DBAチーム試行・運用期 

 
 

– DBAチームのメンバは、幅広いスキル・知識が求められます。 
そのため、立ち上げ時の他、メンバの入れ替えがあった際もDBAチームのタスクを遂行できるよう、 
育成の仕組みを用意することが重要です。 

 

– 育成計画の策定・実施・評価を行い、 
チームとしての総合力を維持します。 

 

– また外部研修受講費など、育成用予算を 
あらかじめ確保しておく必要があります。 

39 

DBスキルチェックシートを使用した 
1年間の人材育成の効果測定（例） 

担当者育成について 
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４．DBAチーム設立のポイント 
DBAチーム運用期 

•  
 

– DBAチームの活動について、定期的に活動を評価し、課題を洗い出すことが重要です。 
明らかになった課題に対して、改善策を検討・実施し、活動を改善していきます。 

– これにより、「DBAチームを設立したものの、効果がみられない」という状態のままにしておくことを防
ぎます。 
 

活動の反省・改善活動について 

40 

改善 評価 
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４．DBAチーム設立のポイント 
“本気で”実現するために… 

41 

・なんだか複雑 
・やることが多いなぁ 
・うちでは難しそう 

できるところから始めましょう！ 
兼任でOK!! 

まずは現状を把握するところから！ 
 ※（他セッションでご紹介した）運用チェックシートやスキルチェックシートの活用 

重要技術情報調査とヘルスチェックから運用をスタート！ 

・適切な組織と仕組みを作ることで、多くのトラブルは防ぐことができます。 
 
・DBAチームは、標準化を確実に実現し、専門知識をもとにトラブルを予防し、組織横断的に活動します。 
 
・DBAチームが効果を最大限発揮するためには、目標・体制・役割の明確化が重要です。 
 また、効果を継続・向上させるためには、育成と活動の振り返り・改善活動が有効です。 
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５．まとめ 

42 
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５．まとめ 
本日お伝えしたこと －トラブルを防ぐために－ 

43 

• 「DBAチーム設立」という選択肢 
– 適切な組織と仕組みを作ることで、多くのトラブルは防ぐことができます。 

– DBAチームは、組織／PJ横断的に企画・設計・開発・運用・保守の円滑化を推進し、 
トラブルの未然防止、早期解決に資します。 

•重要技術情報調査/ヘルスチェックという方法 
– トラブルの予兆を把握し、早期の対策につなげましょう。 

• DBAチームを育てるコツ 
– DBAチームの効果を最大化するためには、目標・体制・役割の明確化が重要です。 
また、育成と活動の振り返り・改善によって効果を継続・向上させることができます。 

– 掛け声で終わらせないためには、現実的なステップを踏むことが重要です。 
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