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Oracle Advanced Compression 

企業はデータ量の急増という重大な問題に直面しています。企業は、収益に影

響を与えることなく変化の激しいビジネス状況に迅速に適応する必要がありま

す。IT マネージャーは、既存のインフラストラクチャを効率的に管理してコス

トを制御しながら、優れたアプリケーション・パフォーマンスを提供し続けて

いく必要があります。 

Oracle Advanced Compression と Oracle Database はともに、この複雑な環境

で IT マネージャーを成功に導く、一連の強力な圧縮機能、パフォーマンス機能、

およびデータ・ストレージ最適化機能を提供します。 

Oracle データベース環境がクラウドかオンプレミスかに関係なく、Oracle 

Advanced Compression を利用すると、アプリケーションを変更せずに、複数の

異 な る 環 境 全 体 で 強 力 な 圧 縮 機 能 を 利 用 で き ま す 。 Oracle Advanced 

Compression で得られるメリットには、データベース記憶域のフットプリントの

削減、バックアップの節約、システム・パフォーマンスの向上などがあります。 

圧縮 POC の実行に役立つ知識 

本書は、圧縮 POC を実行するためのステップ・バイ・ステップ・ガイドとして

作成されたものではありません。本書は、顧客の POC で得られたベスト･プラク

ティスを示し、圧縮 POC を計画するのに役立つ洞察や、各自の POC の結果を理

解するのに役立つ洞察を提供することを目的としています。 

高度な行圧縮の有効化 

新しい表やパーティションに対して高度な行圧縮を有効化する方法は簡単です。

単純に表または パーティシ ョン を CREATE 構文で作 成し、 “ROW STORE 

COMPRESS ADVANCED”と指定します。たとえば、次のような文を使用します。 

CREATE TABLE emp (emp_id NUMBER, first_name VARCHAR2(128), 

last_name VARCHAR2(128)) ROW STORE COMPRESS ADVANCED; 

既存の表で高度な行圧縮を有効化するには、さまざまな手法があります。本書

では、これらの各手法の詳細については説明していませんが、顧客が一般に使

用している手法について概要を説明しています。これらの手法の詳細について

は、Oracle Database のドキュメントを参照してください。 

ALTER TABLE … ROW STORE COMPRESS ADVANCED 

今後のすべての DML について高度な行圧縮を有効化しますが、表の既存のデー

タについては非圧縮のままにします。 

一般に評価されている機能 

• 高度な行圧縮 
あらゆるタイプのデータ操作の実行中
に表データを圧縮可能 

• 索引キー圧縮/高度な索引圧縮 
サポートされているすべての一意索引
と非一意索引のサイズを低減 

• バックアップ・データ圧縮 
Oracle Recovery Manager（Oracle 
RMAN）または Oracle DataPump を利
用する場合の、バックアップ･データの
圧縮 

• 高度な LOB 圧縮と重複排除
SecureFiles によって管理される LOB
に対して、圧縮と重複排除を実行 
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オンライン再定義（DBMS_REDEFINITION） 
今後の DML について高度な行圧縮を有効化し、さらに既存のデータも圧縮し
ます。DBMS_REDEFINITION を使用すると、移行中に、読取り/書込みの両方の
アクティビティに対して、表がオンライン状態で維持されます。最適なパフォー
マンスを得るには、DBMS_REDEFINITION をパラレルで実行します。 

オンライン再定義では、操作の実行中に索引が仮表にクローンされます。クロー
ンされたすべての索引の増分が同期（リフレッシュ）操作中に維持されるため、
オンライン再定義の実行中も実行後も、索引の利用が中断されることはありま
せん。 

ただし、オンライン再定義をパーティションの再定義に使用する場合に限り、
索引の利用は中断されます。この場合、グローバル索引がすべて無効化され、
オンライン再定義の実行後にそのグローバル索引を再作成する必要があります。 

ALTER TABLE … MOVE ROW STORE COMPRESS ADVANCED 

今後の DML について高度な行圧縮を有効化し、さらに既存のデータも圧縮し
ます。表の移動中、読取りアクティビティに対しては表がオンライン状態で維
持されますが、排他（X）ロックがかかるため、移動コマンドが完了するまで
すべての DML がブロックされます。最適なパフォーマンスを得るには、ALTER 
TABLE … MOVE をパラレルで実行します。 

ALTER TABLE … MOVE により、パーティションまたは表にある索引がすべて
無効化されます。ALTER TABLE … MOVE の実行後、これらの索引を再作成す
る必要があります。パーティションの移動の場合、ALTER TABLE … MOVE 
PARTITION を UPDATE INDEXES 句とともに使用すると、索引が維持されます（排
他（X）ロックがかかるため、移動コマンドが完了するまで、すべての DML が
ブロックされます）。パーティション化されていない表に対しては、この句は使
用できません。 

ALTER TABLE...MOVE 文を使用すると、パーティション化されていない表のデー
タやパーティション化された表のパーティションのデータを新しいセグメント
に再配置したり、オプションとして異なる表領域に再配置したりできます。
ALTER TABLE…MOVE ROW STORE COMPRESS ADVANCED により、圧縮データ
用の新しいエクステントが移動先の表領域内に作成され、データが圧縮されま
す。ここで、新しいセグメントは、データファイルの末尾や先頭に配置される
とは限らず、あらゆる場所に配置される可能性がある点に注意が必要です。そ
のため、元のセグメントが解放されるとき、エクステントの位置によっては、
データファイルが縮小されない場合もあります。 

ALTER TABLE … MOVE TABLE/PARTITION/SUBPARTITION … ONLINE 

今後の DML について高度な行圧縮を有効化し、さらに既存のデータも圧縮し
ます。ALTER TABLE ...MOVE TABLE/PARTITION/SUBPARTITION … ONLINE を使
用すると、移動中の表、パーティション、またはサブパーティションで、DML
操作を中断せずに実行し続けることができます。 

索引は移動操作中に維持されるため、手動による索引の再作成は不要です。
Oracle Cloud で Oracle Database 12.2 以降を使用する場合、表とともにパーティ
ションとサブパーティションをオンラインで移動できます。 

  

詳細情報 

 

Oracle Advanced Compression  
OTN ページ：
http://www.oracle.com/technetwork/jp
/databas 
e/options/compression/overview/index
.html 

 

Oracle.com ストレージ最適化 

ページ：
https://www.oracle.com/database/stor
age-management/index.html 

 

ストレージ最適化に関するブログ： 

https://blogs.oracle.com/DBStorage/ 
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高度な行圧縮の実行時 

高度な行圧縮では、OLTP およびデータウェアハウス・アプリケーションで動
作するように特別に設計された独自の圧縮アルゴリズムを使用します。このア
ルゴリズムは、データベース・ブロック内や複数の列における重複値を排除す
ることによって動作します。圧縮されたブロックには、圧縮メタデータを維持
する記号表と呼ばれる構造体が含まれます。 

ブロックが圧縮されると、最初に重複値のコピーが記号表に 1 つ追加されるこ
とにより、重複値が排除されます。そして、各重複値が、記号表内の適切なエ
ントリへの短い参照に置き換えられます。 

圧縮のメリットや使用される圧縮手法は同様ですが、高度な行圧縮を使用する
場合、データベース内で複数の異なる圧縮タイプを起動できます。以下に、異
なる圧縮タイプの例をいくつか示します。どのような場合にこれらの異なる圧
縮タイプが使用されるかを理解しておくと、POC の結果を分析する際に役立ち
ます。 

インサート・ダイレクト・ロード圧縮 

APPEND ヒントや SQL*Loader を使用した挿入など、ダイレクト･パス・ロード・
メカニズムを使用してデータを挿入する場合に実行されます。この場合、デー
タはセグメントの最高水位標（セグメントで最後に使用された仮想ブロック･
マーカー）より上に挿入されるため、データ･ブロックに極めて効率的に書き出
すことが可能です。圧縮エンジンでは、膨大な数の行が処理され、行をバッファ
して圧縮し、圧縮された行をデータ･ブロックに書き出すことが可能です。その
ため、領域の節約が直ちに達成されます。インサート・ダイレクト・ロード圧
縮の場合、行は非圧縮形式では書き込まれません。 

再帰的圧縮 

単一行または配列の挿入や更新など、従来型の DML 操作で起動されます。こ
の圧縮タイプでは、行は非圧縮形式で書き出され、データ･ブロックが内部ブ
ロック使用率のしきい値に達すると圧縮が起動されます。このような使用例で、
圧縮後直ちにコミットされる再帰的トランザクションでデータ･ブロックを圧
縮できます。 

圧縮によって節約された領域は直ちに解放されて、他のトランザクションで使
用できるようになります。圧縮はユーザーの DML 操作（ユーザー･トランザク
ション）によってトリガーされますが、実際のデータ圧縮は再帰的トランザク
ションで実行されるため、圧縮の結果はユーザー・トランザクションの結果に
関連しません。 

ダイレクト･パスと従来型パスでの挿入 

バルク・ロード操作を実行し、ダイレクト･パス手法または従来型パス手法を選
択すると（こちらを参照）、ロード・パフォーマンスに大幅な影響を与える可能
性があります。 

バルク･ロード挿入操作を実行する場合、挿入のパフォーマンスが低下する可能
性があります。特に、従来型パス･ロードを使用して大量の行を挿入する場合に、
これが当てはまります。大量の行の場合に従来型パス･ロードのパフォーマンス
が低下する理由は、新しい行が既存の圧縮ブロックに挿入されると挿入が非圧
縮で実行され、以降に同じブロックで追加の挿入が実行されてブロックがいっ
ぱいになり内部しきい値に達すると、ブロックが圧縮されるためです（詳しく
は、前述の再帰的圧縮を参照）。圧縮後に追加領域が解放されると、ブロックで
再度挿入が実行されます。そのため、同じ従来型パス･ロード操作の実行中に再
度圧縮が行われ、圧縮は同じブロックで複数回行われる可能性があります。 

Oracle Compression に関する 
重要な MOS Note 

 

Master Note： 
ドキュメント ID：1223705.1 

 

クリティカル・パッチ： 
ドキュメント ID：1061366.1 

 

行が圧縮されるかを確認： 
ドキュメント ID：1477918.1 

 

Oracle RMAN 圧縮： 
ドキュメント ID：563427.1 

 

索引キー圧縮： 
ドキュメント ID：601690.1 

 

Oracle Data Guard REDO 転送の圧縮： 
ドキュメント ID：729551.1 

 

http://docs.oracle.com/database/121/SUTIL/GUID-495C502D-4A1F-47B3-9E4D-F6F997EDAC4C.htm#SUTIL1285
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つまり、従来型パス挿入を使用する場合、同じ操作の実行中に同じブロックが
複数回圧縮されるため、CPU リソースが消費され、時間もかかります。ワーク
ロードのほとんどが従来型パス挿入の場合、高度な行圧縮アルゴリズムの一部
としてブロッが繰り返し再圧縮されると、I/O が増加する可能性があります（ダ
イレクト・パス･ロードとの比較）。 

ダイレクト・パス・ロード操作は、膨大な数の行で操作を実行する場合に推奨
されます。従来型パス･ロードと異なり、ダイレクト･パス･ロードは最高水位標
より上で実行されることから、ブロックは 1 回だけ完全にいっぱいになって圧
縮され、ディスクに書き込まれるためです。これによりバルク挿入が効率化さ
れ、従来型パス・ロードを使用してバルク挿入を実行する場合に生じる、同じ
ブロックを複数回圧縮する操作が回避されます。 

本書の後半で、自動ワークロード・リポジトリ（AWR）レポートを使用してバ
ルク挿入にダイレクト・パス手法と従来型パス手法のいずれを使用するのかを
判断する方法について説明します。 

索引キー圧縮 

索引キー圧縮（こちらを参照）を適切に使用すると、索引の全体的なサイズを
大幅に減らせる可能性があります。索引キー圧縮は、複数列の一意索引と非一
意索引の両方で同様に役立ちます。また、索引キー圧縮は、もっとも重要な索
引最適化オプションの 1 つとなっています。 

索引キー圧縮を使用すると、複数回繰り返される値をストレージに非効率的に
保存することなく、索引セグメント（または索引構成表（IOT））中のキー値の
部分を圧縮できます。索引キー圧縮では、プリフィックス・エントリ（複数の
キー値で共有されている可能性がある）と呼ばれる列の先頭グループとサ
フィックス列（すべての索引キーにおいて一意）の 2 つの部分に索引キーが分
割され、データが圧縮されます。プリフィックスはブロック内の複数のキーで
共有される可能性があるため、1 回のみ保存すれば、複数のサフィックス・エ
ントリで共有でき、索引データが圧縮されます。 

索引キー圧縮は、B ツリー索引のリーフ・ブロックで実行されます。キーは索
引のリーフ・ブロック内でローカルに圧縮されます（プリフィックス・エント
リとサフィックス・エントリが同じブロック内に保存されます）。サフィック
ス・エントリによって、索引キーの圧縮表現が形成されます。これらの圧縮さ
れた各行は、同じブロックに保存されている、対応するプリフィックスを参照
します。プリフィックスとサフィックスを同じブロックにローカルに保存する
ことで、各索引ブロックが自己完結型となり、余分なブロック IO を発生させず
に完全なキーを構築できます。 

索引キー圧縮の有効化 

索引キー圧縮は、索引に対して COMPRESS オプションを指定すると簡単に有効
化できます。圧縮時に新しい索引を自動的に作成できます。または、既存の索
引を圧縮状態に再構築することもできます。 

CREATE INDEX idxname ON tabname(col1, col2, col3) COMPRESS; 

デフォルトでは、プリフィックスは非一意索引のすべての索引付き列と、一意
索引のすべての索引付き列（最終列を除く）で構成されます。または、プリフィッ
クス長（プリフィックスの列数）を指定することもできます。 

CREATE INDEX idxname ON tabname(col1, col2, col3) COMPRESS 
[<prefix_col_length>] 

 

 

http://docs.oracle.com/cd/B28359_01/server.111/b28310/indexes003.htm
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COMPRESS キーワードの後の<prefix_col_length>は、圧縮する列の数を示しま
す。非一意索引のデフォルト（および最大）プリフィックス長は、キーの列の
数であり、一意索引の最大プリフィックス長は、キー列の数から 1 を引いた数
値になります。上記の例でプリフィックス長に 1 を指定した場合、プリフィッ
クスは(col1)のみ、サフィックスは(col2, col3)になります。 

プリフィックス・エントリは、索引ブロックにそのプリフィックスが含まれて
いない場合にのみ、その索引ブロックに書き込まれます。プリフィックス・エ
ントリは、書き込まれるとすぐに複数のサフィックス・エントリ間で共有でき、
最後に参照しているサフィックス・エントリがブロックから削除および消去さ
れるまで使用可能です。キー圧縮によって複数のエントリ間でキーの一部が共
有されるため、索引で必要なストレージは減りますが、索引の検索またはスキャ
ン中に、キー列値を再構築するための CPU オーバーヘッドが若干発生します
（これは、プリフィックスをローカルでブロックに保存することで最小限に抑
えることができます）。 

索引キー圧縮は、さまざまな使用例において役立つ場合があります。以下にい
くつか例を挙げます。 

• ROWID を追加してキーを一意にする、非一意索引の場合。キー圧縮を
使用してこのような索引を圧縮した場合、索引ブロックには重複する
キーがプリフィックス・エントリとして（ROWID なしで）保存されま
す。残りの行は、ROWID のみで構成されるサフィックス・エントリに
なります。 

• 一意の複数列索引の場合（一意の単一列索引の場合、キー圧縮はできま
せん。一意の要素はありますが、共有すべき、プリフィックスのグルー
プ化要素がないためです）。 

• 索引構成表の場合、一意の複数列索引と同じ考慮事項が適用されます。 

索引のプリフィックス列がリーフ・ブロック内で何回も繰り返される場合は、
索引キー圧縮が非常に有益な可能性があります。ただし、先頭列が非常に選択
的な場合や、プリフィックス列に対応して繰り返される値がそれほど多くない
場合は、索引キー圧縮は有益ではありません。このような場合でも、リーフ・
ブロック内における圧縮列値の一意の組合せをすべて保存するプリフィック
ス・エントリが作成されます。索引行はプリフィックス・エントリを参照しま
す。プリフィックス・エントリは他の索引行とは（仮にそのようなことがあっ
たとしても）ほとんど共有されません。そのため、このような場合は圧縮は有
益ではなく、すべてのプリフィックス・エントリを保存することでオーバーヘッ
ドが発生し、結局は索引のサイズが増えてしまう可能性があります。 

索引の圧縮を有益なものにするには、低カーディナリティの列が、連結索引内
の先頭列となるようにします。そうしないと、負圧縮の状態となる危険性があ
ります（リーフ･ブロックで、非圧縮のリーフ・ブロックより少ないキーしか保
存できなくなるなど）。また、単一列の一意索引や、連結された複数列の一意索
引中の各列を圧縮しても意味がありません。このような場合、索引行ごとにプ
リフィックス・エントリがあることですべてにオーバーヘッドが発生するため、
圧縮によって索引構造のサイズが減少せずにむしろ増えてしまいます（負圧縮）。 

適切な索引圧縮で重要なのは、圧縮でメリットを得られる索引を識別し、
<prefix_col_length>を適切に指定することです。詳細については、MOS Note
「How to find the optimal Index Key COMPRESS level for Indexes（Doc ID 
601690.1）」を参照してください。 
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オラクルは、特定の場合にユーザーを保護するように試みています。たとえば、
単一列の一意索引に圧縮索引は作成できません。また、一意索引の列の数以上
のプリフィックス長は指定できません（連結された一意索引のデフォルトのプ
リフィックス長は、索引付き列の数から 1 を引いた数値になります）。 

高度な索引圧縮 

Oracle Database 18c で提供されている Oracle Advanced Compression の一部
である高度な索引圧縮を使用すると、索引圧縮を自動化できるため、DBA は圧
縮で考慮するプリフィックス列の数を指定する必要がなくなります（索引キー
圧縮では必要）。 

適切で最適なプリフィックス列数がブロック単位で自動的に計算されるため、
可能な限り最適な圧縮率を得ることができます。高度な索引圧縮を使用すると、
それぞれの索引リーフ・ブロックを別々のプリフィックス列数で圧縮でき、繰
り返しのプリフィックスがない場合は、まったく圧縮しないことも可能です。 

高度な索引圧縮の有効化 

高度な索引圧縮を有効にするには、CREATE/ALTER INDEX 句の COMPRESS 
ADVANCED 副次句を指定します。圧縮時に新しい索引を自動的に作成できます。
または、既存の索引を圧縮状態に再構築することもできます。 

CREATE INDEX idxname ON tabname(col1, col2, col3) COMPRESS 
ADVANCED LOW; 

高度な索引圧縮では、プリフィックス・エントリの列数を指定する必要がないこ
とに注意してください。リーフ・ブロックごとに自動的に計算されるためです。 

高度な索引圧縮は、サポートされるすべての索引（プリフィックス・キー圧縮
に適さない索引を含む）で問題なく使用できます。高度な索引圧縮を使用して
索引を作成すると、すべての一意索引と非一意索引のサイズを減らすことがで
きます（または、少なくとも負圧縮によるサイズ増大を防ぐことができます）。
また同時に、索引に効率的にアクセスしながら圧縮率を大幅に改善することが
できます。 

高度な索引圧縮には、以下の制限があります。 

• ビットマップ索引では、高度な索引圧縮がサポートされません。 

• 高度な索引圧縮を使用して索引構成表（IOT）を圧縮することはできま
せん（索引キー圧縮を使用）。 

• 高度な索引圧縮を使用してファンクション索引を圧縮することはでき
ません。 

高度な索引圧縮によって、B ツリー索引を圧縮できるようになりました。この
とき、圧縮でメリットを得られるすべての索引リーフ・ブロックが自動的に圧
縮される一方で、ブロックごとに最適なプリフィックス列長が自動的に計算さ
れます。そのため、索引圧縮がブロック・レベルの真にローカルなものになり、
索引セグメント全体にとって最適な圧縮率の実現を目指して、圧縮プリフィッ
クス表の作成とリーフ・ブロックの圧縮方法の決定がブロックごとにローカル
で行われます。 
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POC テスト開始前の考慮事項 
概念実証のテスト前計画の一部として、Oracle の圧縮に関する以下の推奨され
るベスト・プラクティスを考慮して対策を講じます。 

• 最新リリースにアップグレードします（または、現在のリリースにクリティ
カル･パッチを適用します）（MOS Note『List of Critical Patches Required 
For Oracle 11g Table Compression』（ドキュメント ID 1061366.1）を参照）。 

• POC の成功基準を定義します（データ、索引、およびバックアップ･ストレー
ジの削減、問合せ/挿入/更新のパフォーマンス、バルク･ロード操作のパ
フォーマンス、アプリケーションのパフォーマンスなど）。 

• Oracle E-Business Suite または SAP を使用して POC を実行する場合、Oracle 
Advanced Compression に関するこちらのホワイト・ペーパーで詳細を確
認します。 Oracle E-Business Suite/SAP 

• 圧縮列に“long”データ型がないことを確認します。このデータ型は、高度
な行圧縮ではサポートされていません。 

• 圧縮表/パーティションの列数が 255 未満であることを確認します（この上
限は、Oracle Database 12c で取り除かれています）。 

• CPU オーバーヘッドは通常は最小限で済みますが、高度な行圧縮および索
引圧縮は、利用できる CPU サイクルがあるシステムに対して導入すること
が適しています。圧縮により、一部の DML 操作では、非常に小さなもので
はありますが、追加のオーバーヘッドが発生するためです。 

• 各圧縮機能の最適なテスト環境は、本番環境を忠実に再現した環境です。
この環境で、もっとも現実的な（圧縮前および圧縮後の）パフォーマンス
比較と機能比較を行うことができます。 

• 一般には、データベース内のすべてのアプリケーション関連表を圧縮する
ことが推奨されますが、例外が 1 つあり、それは表がキューとして使用さ
れる場合です。つまり、行が表に挿入された後、大部分またはすべての行
が削除され、その後さらに多くの行が挿入されてそれも削除される場合で
す。このタイプのアクティビティは、一時的な行を絶えず圧縮するための
オーバーヘッドが生じるため、圧縮に適したユースケースではありません。 

• 索引のプリフィックス列がリーフ・ブロック内で何回も繰り返される場合
は、索引キー圧縮が非常に有益な可能性があります。ただし、先頭列が非
常に選択的な場合や、プリフィックス列に対応して繰り返される値がそれ
ほど多くない場合は、索引キー圧縮は有益ではありません。 

• 高度な行圧縮は、表領域レベルの暗号化で適切に機能します。暗号化の前
に表が圧縮されるため、圧縮率は暗号化の影響を受けません。列レベルの
暗号化では、圧縮前に暗号化が実行されるため、圧縮率が低下します。 

詳しくは、Oracle Database 18c の索引圧縮および高度な圧縮に関するテクニカ
ル・ホワイト・ペーパーを参照してください。 

ダイレクト･パス･ロードと従来型パス・ロード、および AWR 
POC テストの実行中に、バルク･ロードでダイレクト･パス・ロードと従来型パ
ス・ロードのどちらの手法を使用するのか確信が持てない場合、推奨の手順を
AWR で行って、SQL 操作で生じる圧縮の量を特定できます。詳しくは、次のブ
ログを参照してください： 
https://blogs.oracle.com/DBStorage/entry/critical_statistics_for_advanced_row 

 

http://www.oracle.com/us/solutions/benchmark/white-papers/e-bus-r121-11gr1-advcompression-167254.pdf
http://www.oracle.com/ocom/groups/public/%40otn/documents/webcontent/335322.pdf
https://www.oracle.com/ocom/groups/public/@otn/documents/webcontent/2968746.pdf
http://www.oracle.com/technetwork/jp/database/options/compression/overview/index.html
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従来型パス･ロード圧縮の特定 

AWR には"Instance Activity Stats”セクションがあり、このセクションに正圧縮
の総数に関する統計（HSC OLTP positive compression）と負圧縮の総数に関す
る統計（HSC OLTP negative compression）が表示されます。これらの 2 つの
統計を合計すると、試行された圧縮（再圧縮またはそうでないもの）の総数を
把握できます。 

HSC OLTP positive compression + HSC OLTP negative compression 

= 試行された圧縮と再圧縮の総数（非ダイレクト･ロード） 

ダイレクト･パス･ロード圧縮の特定 

“insert append”などのダイレクト･パス手法を使用してバルク･ロードを実行す
る場合、データはデータ･ブロックに分割されてメモリ内で圧縮されます。つま
り、バルク･ロード･データは 1 回だけ圧縮されます。データ･ブロックは、表
の PCTFREE 設定で指定されているポイントまでいっぱいになります。Oracle 
Database での PCTFREE のデフォルト設定は 10 %です（PCTFREE により、SQL 
UPDATE 操作中の増加に備えて、データ･ブロックの領域を予約できます）。 

Create Table as Select（CTAS）や insert append の場合など、最高水位標（HWM）
より上のブロック圧縮では、HSC IDL Compressed Blocks という統計があります。 

HSC IDL Compressed Blocks = HWM より上のブロック圧縮
（CTAS や insert append の場合など） 

HSC OLTP positive Compression 統計の値と HSC OLTP negative compression
統計の値のみ表示され、HSC IDL Compressed Blocks 統計の値がまったく表示
されない/ほとんど表示されない場合は、実行されているすべての圧縮が従来型
パス操作によるものです（特に、1 秒あたりに実行されている圧縮の数を確認
します）。 

可能な場合、同じ操作で従来型パス･ロードの代わりにダイレクト･パス･ロード
が実行されるように、バルク挿入を変更することを検討する必要があります。
その場合、HSC IDL Compressed Blocks 統計に表示される値が大きくなります。
“HSC IDL Compressed Blocks”という統計が表示されない場合は、HWM より上
のブロック圧縮がないことを意味します。 

Oracle RMAN 圧縮 
Oracle RMAN が Oracle Database と密接に統合されていることにより、バック
アップ・データはディスクまたはテープに書き込まれる前に圧縮され、リカバ
リ前に圧縮解除する必要がありません。 

そのため、ストレージ・コストが削減されます。また、バックアップとリスト
アにかかる時間も大幅に短縮される可能性があります。 

Oracle RMAN 基本圧縮では非常に高い圧縮率が可能ですが、CPU に高い負荷が
かかる場合があり、CPU 使用状況がバックアップとリストアのパフォーマンス
の制約となる可能性があります。 

高度な圧縮を使用した Oracle RMAN による圧縮には、LOW、MEDIUM、HIGH
の 3 つのレベルがあります。ストレージが節約される量は、LOW から HIGH に
向かって増加しますが、CPU リソースの消費量が増加する可能性があります。
LOW / MEDIUM / HIGH の圧縮は、Oracle RMAN 基本圧縮よりも通常の CPU 使
用量を減らしながら、さまざまなレベルの圧縮を提供するために設計されてい
ます。 
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一般に、これら 3 つのレベルは次のように分類されます。 

HIGH - ネットワーク速度に制約がある、速度が遅めなネットワークを介し
たバックアップに最適 

MEDIUM - ほとんどの環境に推奨。圧縮率と速度のバランスに優れている 

LOW - バックアップ・スループットに一番影響が少なく、CPU リソースに
制約がある環境に最適 

I/O に制約があるが CPU がアイドル状態の場合は、HIGH が最適な可能性があ
ります。HIGH の場合、CPU をより多く使用しますが、領域をもっとも多く節
約するので、バックアップ・ファイルの書込みに必要な I/O 数がもっとも少な
くなります。その一方で、CPU に制約がある場合は、LOW または MEDIUM が
より適切である可能性があります。CPU の使用量が少なめで、通常、約 80 %
の領域が節約されます（Oracle RMAN での基本圧縮と比較した場合）。 

圧縮、パフォーマンス、圧縮率に関するその他の情報 
POC を実行する前に、ユーザーは、圧縮解除のオーバーヘッドが問合せのパ
フォーマンスに影響するかもしれないと推測することがあります。ただし、実
際には、通常は低下する可能性は少ないです。 

高度な行圧縮および索引キー圧縮/高度な索引圧縮が実行されたブロックは、ブ
ロック・レベルでは”圧縮解除”されず、大部分の問合せでは、個々の行も圧縮
解除されません。大部分の問合せは、メモリ内のデータベース･ブロックで圧縮
形式で直接実行され、大部分の問合せ条件は、圧縮されたデータ形式で直接実
行され、問合せの以降の段階に必要となる値のみが圧縮解除されます。 

一般に、圧縮されたデータ/索引に対する問合せでは、オーバーヘッドは増加せ
ず、通常は低下します。これは、一定量のユーザー･データに対して問合せを実
行するための I/O 数が減るためです。たとえば、3 倍の圧縮率でデータを圧縮
する場合、圧縮使用時にディスクからデータを読み取ってバッファ･キャッシュ
に読み込むための I/O 数は、わずか 3 分の 1 になります。圧縮されたデータ･
ブロック内のポインタを間接参照して列値を抽出するために、"追加の"命令サ
イクルがいくつか生じる可能性がありますが、通常は、I/O が減るため全体の
オーバーヘッドは低下します。 

特定の表/パーティションの圧縮率はおもに、該当する表またはパーティション
にブロック・レベルで存在している重複の量に関連します。重複の量が多いほ
ど圧縮率が高くなり、データの一意性が高いほど圧縮率が低くなります。一般
に、データの一意性が高い場合、表/パーティションはそれほど圧縮されないか、
まったく圧縮されない可能性が非常に高いです。 

特定の表の圧縮率を高めるために、できることがいくいつかあります。通常ど
おり、データ、アプリケーション、およびシステムを使用して変更をテストし、
これらの変更が環境に及ぼす影響を特定する必要があります。 

データのソート 

データのロード時にデータを事前ソートしておくと、表の圧縮率が高くなる可
能性があります。各列内のデータのカーディナリティに基づいて、どの列をソー
トするかを判断する必要があります。個別値が少ない列をソートできる場合は、
圧縮率が向上する可能性があります。ただし、事前ソートするには、ロード前
に追加のデータ準備作業が必要となります。追加の時間と圧縮率の向上を比較
検討する必要があります。 
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LOB 記憶域での SecureFiles の使用（SecureFiles の使用について詳しくは、こ
ちらを参照してください） 

通常、非構造化データをインラインで保存する代わりに、非構造化データを
SecureFiles に移動（および高度な LOB 圧縮を使用）すると、表の圧縮率を向
上できます。高度な行圧縮では、ブロックのサイズを低減するために重複排除
が使用されます。インラインで保存されている非構造化データでは、その非構
造化データの重複が同じブロック内にある可能性は低いため、ブロック内の非
構造化データは非常に大きい場合が多いですが圧縮されません。そのため、表
の全体的な圧縮率が、期待される圧縮率よりも低くなる可能性があります。た
だし、高度な LOB 圧縮では別の圧縮アルゴリズムが使用されるため、インライ
ンで保存されている場合は圧縮できない非構造化データを、SecureFiles に保存
されている場合は圧縮できることが多くあります。 

Oracle では、SecureFiles データが圧縮可能かどうかが検出され、業界標準の圧
縮アルゴリズムを使用して圧縮されます。圧縮で節約が得られない場合や、デー
タがすでに圧縮されている場合は、SecureFiles ではそのような LOB の圧縮が
オフになります。 

高度な LOB 圧縮には、LOW、MEDIUM、HIGH の 3 つのレベルがあります。高
度な LOB 圧縮では、デフォルトで MEDIUM レベルが使用されます。MEDIUM
レベルでは通常、3～5 %という少ない CPU オーバーヘッドで適度な圧縮が実
行されます。高度な LOB 圧縮の LOW は、高パフォーマンス向けに最適化され
ています。高度な LOB 圧縮の LOW では、MEDIUM によって達成される圧縮の
約 80 %が、3 分の 1 の CPU 使用量で維持されます。高度な LOB 圧縮の HIGH
では、ストレージの節約が最大になりますが、CPU オーバーヘッドも最大にな
ります。 

一般的な圧縮 POC 
前述したように、各圧縮機能の最適なテスト環境は、本番環境を忠実に再現し
た環境です。この環境で、もっとも現実的な（圧縮前および圧縮後の）パフォー
マンス比較と機能比較を行うことができます。 

一般に、圧縮 POC の実行時にテストする Advanced Compression のオプショ
ン機能には、次のものが含まれます。 

• 高度な行圧縮 

• 索引キー圧縮*/高度な索引圧縮 

• Oracle RMAN 圧縮 

• 高度な LOB 圧縮/重複排除 

• Oracle Data Guard REDO 転送の圧縮 

* Oracle Database Enterprise Edition には索引キー圧縮が含まれているため、
Oracle Advanced Compression は必要ありません。 

Advanced Compression には他の機能も多数含まれますが、上記の機能は POC
にもっともよく含められている機能です。Advanced Compression の他の機能
を含めることも、これらの機能のいくつかを含めないことも可能です。 

  

 

圧縮の利点  

• データベース記憶域の要件と関連コス
トを軽減 

• 一般に問合せのパフォーマンスを向上 

• Oracle RMAN のバックアップとリカ
バリに必要となる時間とストレージを
削減 

• メモリ内のデータを圧縮形式で保持 

• 構造化データ、非構造化データ、索引
データ、バックアップ・データ、ネッ
トワーク・データ、および Data Guard
の REDO ログ転送データを圧縮 

• データセンター全体でストレージを段
階的に節減 

• 索引への効率的なアクセスを実現しな
がら、サポートされているすべての一
意索引と非一意索引のサイズを低減 

• アプリケーションを変更することなく、
どのようなタイプのアプリケーション
とでも併用可能 

• データ接続経由で転送されたセッショ
ン・データ・ユニット（SDU）のサイ
ズを軽減 

• 履歴データの保管とアクセスのコスト
を軽減 

 

http://www.oracle.com/technetwork/jp/database/features/secure-files/index.html
http://www.oracle.com/technetwork/jp/database/features/secure-files/index.html
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実際の POC では、多くの顧客が以下のように述べています。 

• テストの前に、構造化データ、索引データ、バックアップ・データ、
非構造化データの圧縮率（ストレージ削減）を見積もります。Oracle 
Database 18c では、Compression Advisor（後述）を使用して高度な
行圧縮、高度な索引圧縮、および高度な LOB 圧縮の圧縮率を見積もる
ことが可能です。 

• テストを使用して、圧縮によるパフォーマンス向上と考えられるパ
フォーマンス低下を特定します。通常、これを特定するには、テスト・
プラットフォーム（本番ハードウェアと同様）上でデータを使用して
アプリケーションを実行し、圧縮前と圧縮後のパフォーマンスをプロ
ファイリングします。アプリケーション・テストに、アプリケーショ
ン問合せ、従来型パス･ロードとダイレクト･パス･ロードの両方を使
用したバルク・ロード操作、単一行の DML（従来型の挿入、更新、削
除操作）、および Oracle RMAN バックアップを含めるのが理想的です
（顧客による POC 結果に関するホワイト･ペーパー（左記）を例とし
て参照してください）。 

• 一般にはすべての表（7 ページに述べている表を除く）を圧縮するこ
とが推奨されますが、データ・ストレージ要件の 80 %以上を占めて
いるもっとも大きい表のみを圧縮するように選択している企業もあ
ります。 

• 索引キー圧縮を使用するには、ANALYZE INDEX を実行してプリ
フィックス列数を取得する必要があります。高度な索引圧縮では、
ANALYZE INDEX を実行する必要がありません。 

• Data Guard REDO 転送の圧縮を使用する場合の、圧縮による節約の見
積りについて詳しくは、MOS Note のドキュメント ID 729551.1 を参
照してください。 

• 使用可能な場合、Oracle Real Application Testing（RAT）ツールが圧
縮 POC に役立ちます。 

• 複数ステップ･プロセスでの圧縮 POC の簡単な例については、後述の
付録 A を参照してください。 

圧縮アドバイザ 
PL/SQL パッケージ（DBMS_COMPRESSION）である Compression Advisor は、
データ・サンプルの分析に基づいて、Oracle Advanced Compression の導入前
にストレージ削減効果を見積もるために使用します。Compression Advisor を
使用すると、Oracle Advanced Compression の導入後に得られる実際の効果を
適切に見積もることができます。 

Oracle9i Database Release 2 から Oracle Database 11g Release 1 までをサポー
トする Compression Advisor は、Oracle Technology Network Web サイトより
無償で入手できます。Compression Advisor は、Oracle Database 11g Release 2
以降に含まれています。 

 

 

 

 

 

 

顧客における POC テスト結果 

フォーチュン・グローバル 500 の顧客： 

http://www.oracle.com/ocom/groups/public
/@otn/documents/webcontent/396808.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ベスト・プラクティス： 

オラクルの無料の Compression Advisor
では、圧縮率を推測するためのとても便
利なツールが用意されています。
Compression Advisor については、OTN
のサイト
http://www.oracle.com/technetwork/jp
/database/options/compression/downl
oads/index.html をご覧ください。 

 

 

http://docs.oracle.com/database/122/ARPLS/DBMS_COMPRESSION.htm#ARPLS236
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 付録 A – 複数ステップ･プロセスとしての圧縮
POC の例 

 

以下の複数ステップの POC 圧縮プロセスは、圧縮 POC に

何を含めるのかの簡単な例としてのみ示されています。す

べての POC で、すべてのステップを使用するわけではあ

りません。また、多くの POC に、以下の概要に示されて

いないステップが含まれています。 

 

1. 関連するすべてのパッチを適用する（必要に応じて、
最新リリースにアップグレード） 

a. 利用可能な場合、最新リリースにアップグレード 

b. パッチを適用 

2. 成功基準を定義する 

a. データベース・パフォーマンス 

b. データベース・サイズ 

c. バックアップ領域の低減 

d. バックアップ時間/リストア時間 

e. アプリケーション・パフォーマンス 

f. Data Guard（利用可能な場合） 

g. Data Pump による圧縮（利用可能な場合） 

3. Compression Advisor -- DBMS_COMPRESSION 

a. データ/索引の圧縮率の見積りを取得 

b. 圧縮対象とする表/索引の全体リストを特定 

4. テスト環境での圧縮前にベースラインを作成する：
本番ワークロード/データ 

a. データベースのパフォーマンス･データを収集

（バルク･ロード操作、問合せ、挿入/更新などを

含む） 

b. バックアップ/リストア時間を収集 

c. Data Guard のパフォーマンス･データを収集（利

用可能な場合） 

d. 表/索引のデータベース･サイズを収集 

e. バックアップ･サイズを収集 

f. Data Pump ファイル･サイズを収集 

g. AWR レポートを収集 

5. テスト環境で圧縮を実行する 

a. 推奨される方法で特定された、候補となるすべ

ての表/索引を圧縮（オンライン/オフライン） 

b. バルク･ロード操作を実行し、ベースラインと比

較 

c. SQL 文（問合せ/挿入/更新）を実行し、ベースラ

インと比較 

d. 非実行の問合せ（存在する場合）に対して SQL

チューニングの調整を実行 

e. 本番ワークロードを実行し、パフォーマンスを

検証 

f. AWR レポートを収集し、ベースラインと比較 

6. 本番カットオーバーの準備を行う 

a. 得られた教訓 

b. POC で得られたメリットおよび問題/解決策を

すべて文書化 

c. カットオーバー計画を定義 
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お問い合わせ 

Oracle Advanced Compression について、詳しくは oracle.com を参照するか、
+1.800.ORACLE1 でオラクルの担当者にお問い合わせください。 
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