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Oracle Database 18c Enterprise Edition の 一 部と し て提 供 され る Oracle 
Database In-Memory により、既存のデータベースにインメモリ・データベー
ス機能が追加されます。分析速度が透過的かつ桁違いに向上すると同時に、複
合ワークロードの OLTP も加速されます。Oracle Database In-Memory を使用
すると、これまで数時間かかっていたビジネス上の疑問に対する回答を即座に
得ることができます。 

Oracle Database In-Memory では、機能上の制約や妥協、複雑性、リスクを受
け入れることなく、最先端のインメモリ・パフォーマンスが実現します。Oracle 
Database In-Memory は 、 ス イ ッ チ を 切 り 替 え る よ う に 容 易 に 、 Oracle 
Database と互換性のある既存のあらゆるアプリケーションとともにデプロイ
できます。アプリケーションを変更する必要はありません。Oracle Database
のスケールアップ、スケールアウト、ストレージ階層化、可用性、およびセキュ
リティといった定評のある各テクノロジーと完全に統合されており、市場で最
強の製品となっています。 

企業は、既存のあらゆるアプリケーションで、リアルタイムのデータ分析とリ
アルタイムのトランザクション処理を容易に同時実行できるため、リアルタイ
ム・エンタープライズへと変革できます。リアルタイム・エンタープライズと
は、データに基づいた意思決定を素早く行い、顧客の要求に瞬時に対応し、重
要なすべての業務プロセスを継続的に最適化できる企業のことです。 

二重形式アーキテクチャ 

Oracle Database In-Memory は、分析と複合ワークロード OLTP を最適化するこ

とで、優れたトランザクション・パフォーマンスを提供しながら、同時にリア

ルタイムの分析、ビジネス・インテリジェンス、レポートをサポートします。 

この画期的な機能は、Oracle Database In-Memory の“二重形式”アーキテクチャ

によって実現されます。これまでデータベースには、列形式または行形式のど

ちらかでデータを保存しなければなりませんでした。列形式は、分析において

は極めて効率的ですが、OLTP 環境で使用すると、非常に大きなオーバーヘッ

ドが生じます。同様に、行形式は、使用した場合 OLTP が極めて高速になりま

すが、分析に対してはあまり最適化されていません。これまでは、OLTP と分

析の双方に対して最適化する唯一の方法は、複雑な ETL プロセスを使用して

OLTP システムから分析システムにデータをコピーすることでしたが、この方

法には多額の費用と長い待機時間が伴いました。 

おもな機能 

• 分析を桁違いに加速させるインメモリ
列形式 

• 列形式と行形式の長所を結合した二重
形式アーキテクチャ 

• インメモリ・ストレージ索引、インメ
モリ圧縮、SIMD ベクトル処理をはじ
めとする多数のインメモリ最適化 

• パフォーマンスをさらに向上させるイ
ンメモリ式とインメモリ結合グループ 

• インメモリ列ストアのコンテンツを管
理する自動インメモリ 

• 数千の CPU スレッドを搭載した世界
最大の SMP でのスケールアップ 

• 異なるサーバーに分析と OLTP を分離
する機能とインメモリ・フォルト・ト
レランスを備えた Oracle Real 
Application Clusters（Oracle RAC）ク
ラスタでのスケールアウト 

• Active Data Guard スタンバイでのイ
ンメモリ列ストアのサポートをはじめ
とする、Maximum Availability 
Architecture 

• 既存のアプリケーションとの完全な互
換性 

• Oracle Database によって管理されな
いデータの分析を可能にする外部表の
サポート 

 

おもな利点 

• データウェアハウス、分析、ビジネス・
インテリジェンス、ダッシュボード、
レポートを大幅に加速 

• 索引を事前に作成することなく、非定
型の分析を加速 

• 不要になった分析索引によって消費さ
れる領域を削減 

• 複合ワークロードの OLTP を加速 

• 分析と OLTP を同時に実行 
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Oracle Database In-Memory の二重形式アーキテクチャでは、従来型の行形式

と新しいインメモリ列形式を同時に使用して表が表現されるため、このトレー

ドオフが排除されます。Oracle SQL オプティマイザによって、分析問合せは列

形式に、OLTP 問合せは行形式に自動的にルーティングされるため、双方の長

所を生かしたパフォーマンスが透過的に実現します。Oracle Database では、表

と索引の間で一貫性が維持されるのと同様に、行形式と列形式の間で完全なト

ランザクション一貫性が自動的に維持されます。 

 

図1：オラクル独自の二重形式アーキテクチャ 

新しい列形式は、純粋なインメモリ形式です。表は、オラクルの既存の行ベー

スの形式、またはハイブリッド列形式を使用してディスクに保存されます。永

続的な列ストレージ形式はないため、追加のストレージ・コストやストレージ

同期問題は発生しません。純粋なインメモリ列形式への変更は、高額な永続的

ロギングが不要なため、非常に迅速に行うことができます。 

列ベースと行ベース、双方のインメモリ表現を持つことで、必要なメモリの容

量が 2 倍になるわけではありません。極めて最適化されたオラクルのバッ

ファ・キャッシュ管理アルゴリズムを使用して、アクティブにアクセスされる

行データのみがメモリに格納されます。オラクルのインメモリ列形式では、高

度な圧縮を使用して、メモリ容量を拡張し、問合せパフォーマンスを向上しま

す。圧縮率は、選択したオプションやデータの冗長性に応じて 2～20 倍までの

幅があります。 

包括的なインメモリ最適化 

Oracle Database In-Memory には、インメモリ・スキャン、インメモリ結合、

インメモリ集計のための最先端のアルゴリズムが実装されています。次に例を

示します。 

• 分析問合せでは通常、表内の少量の列のみが参照されます。Oracle 

Database In-Memory では、問合せに必要となる列にのみアクセスし、こ

れらの列をはじめに圧縮解除することなく直接処理することで、処理を最

小限に抑え、パフォーマンスを最大化します。 

  

• データベース・サイズの制限はなし 

• メモリ、フラッシュ、ディスクを透過
的に組み合わせ、最高のパフォーマン
スと最低のコストを実現 

• 極めて強固な可用性とセキュリティ 

• Oracle Database の堅牢性と成熟性 

• 容易な実装と管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行と列の二重形式は、Oracle Database 
In-Memory 独自の機能です。 

 

 

 

 

 

 

列形式を組み込んだ高パフォーマンスの
トランザクションは、Oracle Database 
In- Memory 独自の機能です。ほとんどの
データベースでは、列形式を使用した場
合、効率的な OLTP は不可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

「時間的な制約のある分 析問合せを、
OLTP データベースに対して直接実行でき
るようになりました。以前は考えもつかな
かったことです。」 

Starwood Hotels and Resorts エンタープ
ライズ・アーキテクト 
Arup Nanda 氏 
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• 表は論理的にセクションに分割され、表のセクションごとに各列の最小値

と最大値が保持されます。これにより、問合せに必要な範囲のデータが含

まれない表セクションを、問合せで即座にスキップできます。 

• 一部の列には多くの反復値があります。Oracle Database In-Memory では、

これらの反復値を圧縮してメモリを節約するとともに、一意の列値ごとに

問合せ条件を一度だけ実行することで処理を最適化します。 

• 最近のマイクロプロセッサは、グラフィック計算や科学計算を加速させる

ために、SIMD（単一命令による複数データ値の処理）ベクトル処理命令

をサポートしています。Oracle Database In-Memory では、これらの SIMD

ベクトル命令を使用することで、単一の CPU クロック・サイクルで複数

の列値を処理できます。 

• インメモリ表結合は、結合条件を、非常に高速なデータ・スキャン中に適

用されるフィルタに変換することにより、または結合列内の圧縮値で結合

を実行することにより、新しい列圧縮形式を活用します。 

• インメモリ結合グループを宣言すると、列値の圧縮解除とハッシングの

オーバーヘッドが排除されるため、インメモリ・ハッシュ結合がより加速

されます。そのため、CPU サイクルがさらに削減され、結合パフォーマ

ンスがいっそう向上します。 

• インメモリ式により、頻繁に評価される式をインメモリ列ストアに実体化

できます。分析ワークロードは通常、問合せによって返される各行で式の

評価に相当な時間を費やします。 

• インメモリ集計アルゴリズムは、列形式を活用することで、大量のデータ

を集計する分析問合せとレポートを加速させます。 

• インメモリ動的スキャンは、IMCU の読取りを動的に並列処理することで、

インメモリ表スキャンを加速させます。これは、追加の CPU が使用可能

な場合、リソース・マネージャによって自動的に制御されます。 

• インメモリ外部表を使用すると、Oracle Database に実体化せずに、外部

表を移入できるようになります。これにより、分析問合せでは、Oracle 

Database In-memory を利用して外部データにシームレスにアクセスでき

るほか、Oracle Database の豊富な分析関数を活用できるようになります。 

これらの最適化を組み合わせることで、Oracle Database In-Memory は、各 CPU

コアで 1 秒あたり数十億行という驚異的な速さで問合せを実行できます。これ

までは実行に数時間または数日かかっていた分析を、数秒で完了できるため、

ビジネス上の意思決定をリアルタイムで下すことが可能になります。 

複合ワークロード OLTP 

複合ワークロード・データベースでは、OLTP トランザクションに加えて、レ

ポートや非定型の問合せが実行されます。単にレポートを加速させるために、

重要な表に多数の索引が作成されることは珍しくありません。Oracle Database 

In-Memory の列形式では、すべての列に索引がある場合と同様のパフォーマン

スが、はるかに少ないトランザクション・オーバーヘッドで実現されるため、

これらの分析索引のほとんどは必要なくなります。分析索引を排除すると、ト

「Oracle Database In-Memory は、OLTP、
DW、複合ワークロードにとって画期的で
す。あらゆる種類の分析問合せのパフォー
マンスを大幅に向上します。」 

McKesson Health Solution 

AVP データベース管理担当 Liviu Horn 氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

他のほとんどのデータベースでは、列形
式のデータを複合 OLTP ワークロードの
一部として更新すると、大量のオーバー
ヘッドが発生します。 

 

 

 

 

 

 

 

「RAC スケールアウト機能が完全にサ
ポ ー ト さ れ る た め 、 Oracle Database 
In-Memory を当社最大のデータウェアハ
ウスで使用でき、ほぼリアルタイムの分析
を実現できます。」 

Yahoo Inc  
シニア Oracle DBA  
Sudhi Vijayakumar 氏 
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ランザクションごとにこれらの分析索引を保守する必要がなくなるため、OLTP

処理の速度が向上します。 

スケールアウトとスケールアップ 

Oracle Database は、サーバー・クラスタでスケールアウトし、SMP サーバー

でスケールアップするように、数十年にわたって最適化とチューニングが行わ

れてきました。単一の SQL 文を数千のプロセッサ・コアで並列処理することも、

多数の同時ユーザーを完全な独立性と一貫性を保ちながら同時に実行すること

もできます。 

Oracle Database In-Memory は、このようなテクノロジーを基に構築されてお

り、サーバー・クラスタ内のすべてのメモリとプロセッサを使用することで、

非常に大容量のメモリ容量と CPU 容量にまでにスケールアウトされます。

Oracle Database In-Memory は、従来型のインメモリ・データベースとは異な

り、分析と OLTP の双方に対応できる、完全に透過的で極めて効率的なスケー

ルアウト機能を備えています。スケールアウトできることに加えて、数テラバ

イトのメモリを搭載した大規模な SMP サーバーで、非常に大容量のメモリ容量

と CPU 容量にまでスケールアップすることもできます。 

インメモリ・フォルト・トレランス 

あるサーバー・ノードで障害が発生すると、そのノードのインメモリ・データ

は消失します。問合せは、存続しているノードで引き続き実行できますが、デー

タをストレージからインメモリに再移入するには時間がかかり、その間、分析

問合せの実行速度は著しく低下します。 

Oracle Database In-Memory のフォルト・トレランス機能により、必要に応じ

てクラスタのノード全体にデータが複製されるため、Oracle Engineered 

System でこの速度低下が回避されます。ストレージ・サブシステムがディスク

全体にデータをストライプ化およびミラー化して高パフォーマンスと高可用性

を実現するのと同様に、Oracle Database In-Memory では、クラスタのノード

全体にインメモリ・データを分散させて複製します。あるノードに障害が発生

しても、問合せでは、存続しているノード上にある複製されたデータ・コピー

が透過的に使用されます。 

Oracle Active Data Guard での Oracle Database In-Memory 

Oracle Database では、Active Data Guard 構成のスタンバイ・データベースで

インメモリ列ストアを作成、移入、維持できます。そのため、分析ワークロー

ドでスタンバイの CPU やメモリの各リソースをすべて使用できるとともに、イ

ンメモリ列ストアをプライマリ・データベースとそのスタンバイ・データベー

ス全体に柔軟に配置できます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他のほとんどのインメモリ・データベース
では、重複するインメモリ・コピーを保持
できないため、データがストレージから他
のノードに再ロードされる間、数分から数
時間にわたって処理が停止します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他のほとんどのインメモリ・データベー
スには、非常に未熟な限られた高可用性
機能とセキュリティ機能しかありません。 

 

 

 

 

 

「Oracle Database In-Memory を選択する
と、大規模な複合ワークロード・データ
ベースからおよそ半分の索引を削除でき
るため、複雑な分析問合せと OLTP トラン
ザクションの双方を同時に加速させるこ
とができます。」 

ThalesRaytheonSystems 

名誉プリンシパル・ 
ソフトウェア・エンジニア 
 Andrew Zitelli 氏 
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図2：インメモリ列ストアはActive Data Guardを使用したスタンバイ・データベースで完全に使用可能 

自動インメモリ 

Oracle Database 18c では自動インメモリによって、IM 列ストアのすべてのコンテ

ンツを自動的に管理できます。インメモリで有効なセグメント領域の合計が IM 列

ストアで使用可能なメモリを超えると、自動インメモリが機能し、ヒートマップ統

計によって IM 列ストアの領域が管理されます。アクセス追跡によって列統計情報

およびその他の関連する統計情報のセグメントを自動的に IM 列ストアから排除で

きるため、より多くのアクティブ・セグメントの移入が可能になります。 

Exadata フラッシュ・キャッシュでのデータベース・インメモリ形式 

 

図3：インメモリ列ストアはExadataフラッシュ・キャッシュに拡張 

DRAM とフラッシュの両方でインメモリ列形式がサポートされるため、お客様

の能力は大幅に向上し、これまでよりもはるかに大規模なデータ・フットプリ

ントで分析問合せを実行できます。 

コスト削減 

Oracle Database In-Memory によって実現される超高速のパフォーマンスによ

り、レスポンス時間が短縮されるだけでなく、コストが削減され、生産性が向

上します。たとえば、サーバーとストレージの双方で、ハードウェアとソフト

ウェアを削減できる可能性があります。従業員は低速なレポートを待つ必要が

なくなるため、生産性が向上します。また、データベース管理者は、チューニ

ングにかける時間を短縮できます。 

 

 

 

 

 

 

他の多くのインメモリ・データベースは、
限られたスケールアップ機能しか備えて
おらず、スケールアウト機能は実装され
ていないか、実装されている場合も非常
に未熟です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

列形式を使用して実環境の OLTP ワーク
ロードをスケールアウトする機能は、
Oracle Database In-Memory 独自の機能
です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「当社の JD Edwards ERP スイートで
Oracle Database In-Memory を使用してリ
アルタイムのサマライゼーションを行う
と、ビジネス・リーダーにレポート、分析、
洞察を提供する方法が根本的に変わる可
能性があります。」 

Land O’Lakes 

最高情報責任者  
Michael Macrie 氏 
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リアルタイム・エンタープライズ 

従来、単純なトランザクションはリアルタイムで実行されますが、詳細なデー

タ分析が必要なビジネス上の疑問に答えるには数時間かかる可能性があります。

Oracle Database In- Memory は、極めてスケーラブルなハードウェアと、新し

いインメモリ・データ構造体とインメモリ・アルゴリズムを活用して、あらゆ

る疑問に瞬時に回答します。Oracle Database In- Memory では、データは 1 秒

あたり数百万行ではなく、数十億行の速さで処理されます。さらに、分析は OLTP

データベースで直接実行できます。データを変換して別のシステムにコピーす

る必要がないため、遅延がいっそう低減され、正確性がさらに向上します。 

企業は、あらゆる既存のアプリケーションで、リアルタイムのデータ分析とリ

アルタイムのトランザクション処理を容易に組み合わせることができるため、

以下を実現できるリアルタイム・エンタープライズになることができます。 

• 瞬時の正確な回答を基に、データに基づく決定を下す 

• 情報、選択、パーソナライズ、エンゲージメントに関する顧客の要望に即

座に対応する 

• 詳細な最新データを使用して、販売、マーケティング、製造、人材配置、

コストの見積りなどの主要なすべての業務プロセスを継続的に最適化する 

Oracle Database In-Memory を使用すれば、企業は、競合他社の先を行き、顧

客を喜ばせ、最終収益を向上させることができるリアルタイム・エンタープラ

イズになることができます。 

オラクルのインメモリ・アプリケーション 

オラクルは、Oracle Database In-Memory のメリットをすべてのオラクル製品

に 取 り 入 れ ま し た 。 Oracle Fusion Applications 、 Oracle JD Edwards 

EnterpriseOne、Oracle PeopleSoft、Oracle Siebel、Oracle E-Business Suite、

Oracle Hyperion をはじめとするオラクルの各アプリケーションでは、Oracle 

Engineered Systems と Oracle Database In-Memory を利用して、重要でありな

がら低速な業務プロセスをリアルタイムのプロセスに変換する新しいインメモ

リ・モジュールを展開しています。次に例を示します。 

• 57 時間かかっていたコストと収益性の分析を数分で実行できるようになり

ました 

• 4 時間以上かかっていた財務状態の分析を数秒で実行できるようになりました 

• 数日かかっていた販売注文の分析を 1 秒未満で実行できるようになりました 

• 13 時間かかっていた消費主導の計画策定を数分で実行できるようになりました 

ユーザーとアプリケーション開発者は、Oracle Database In-Memory を使用し

て、ご自身のアプリケーションを同様に改善できます。 

  

 

 

 

 

 

 

Oracle Database の機能に匹敵するイン
メモリ・データベースは他にありません。
ほとんどのインメモリ・データベースで
は、列形式が使用されると、SQL 構文や
データベース機能が制限されます。その
ため、大半の既存アプリケーションは、
大幅な変更や制限を加えなければ実行で
きなくなります。 

 

 

 

 

 

 

 

「インメモリ・オプションをいかに容易に
使用できるかという点では、実際のところ
退屈なほどでした。有効化して表を選択す
るだけで機能し、他にすることはありませ
んでした。」 

Rittman Mead 
最高技術責任者  
Mark Rittman 氏 

 

 

 

 

 

 

「当社のビジネスでは、停止時間には極め
て高い代償が伴います。オラクルのインメ
モリ・アーキテクチャには、リアルタイム
の速度と継続的な可用性を両立させる適
切なアプローチが採用されています。」 

Postbank Systems AG 
IT-DB アーキテクチャおよび 
エンジニアリング担当アナリスト 
Jens-Christian Pokolm 氏 
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完全な互換性 

Oracle Database In-Memory は、既存のアプリケーションとの完全かつシーム

レスな互換性を持つように設計されています。Oracle Database を実行するどの

ようなアプリケーションやツールと一緒に使用する場合でも、変更を加える必

要はありません。分析問合せは SQL オプティマイザによって列ストアに自動的

にルーティングされ、トランザクション・セマンティクスがデータベースによっ

て保証されます。 

容易な実装と管理 

Oracle Database In-Memory は、アプリケーション・レベルで互換性があるこ

とに加えて、実装と管理が容易です。Oracle Database In-Memory は、インメ

モリ列ストアのサイズを設定し、メモリに入れる表やパーティションを特定す

るだけで、簡単に有効化されます。 

まとめ：最高のパフォーマンス、成熟度、互換性 

Oracle Database In-Memory を使用すると、分析問合せが透過的かつ桁違いに加

速されるため、意思決定をリアルタイムで行うことができます。データウェアハ

ウス、データ・マート、複合ワークロードの OLTP 環境の処理が大幅に加速され

ます。Oracle Database In-Memory には、高速な分析と高パフォーマンスの OLTP

を同時に実現する独自の二重形式アーキテクチャが実装されています。 

Oracle Database In-Memory は、Oracle Database と互換性のある既存のあらゆ

るアプリケーションに容易にデプロイできます。アプリケーションの変更は不

要です。Oracle Database In-Memory では、オラクルの成熟したスケールアッ

プ、スケールアウト、およびストレージ階層化の各テクノロジーを使用して、

あらゆるサ イズのワ ークロー ドがコ スト効率 良く実行 され ます。Oracle 

Database In-Memory は、業界をリードするオラクルの可用性機能とセキュリ

ティ機能すべてと透過的に連動しており、市場でもっとも堅牢な製品を実現し

ています。 

企業は、分析とトランザクションの双方で究極のパフォーマンスを実現するこ

とで、業務プロセスを継続的に最適化し、データに基づく迅速な意思決定を下

すことができるようになるため、極めて俊敏で効率的なリアルタイム・エンター

プライズへと変革できます。 

  



 
 

8 | Oracle Database In Memory 

Oracle Database In-Memory 
リアルタイム・エンタープライズを強化 

 

分析を桁違いに加速 Oracle Database In-Memoryは、列のインメモリ・テクノロジーを使用して、業界をリード

するOracle Databaseを透過的に拡張します。高度に最適化されたインメモリ列形式とSIMD

ベクトル処理により、CPUコアごとに1秒あたり数十億行の速さで分析を実行できるため、

ユーザーは、これまで数時間かかっていたビジネス上の疑問に対する回答を即座に得ること

ができます。 

独自のアーキテクチャで分析をリアルタイムで実行

しながら、複合ワークロードのOLTPを加速 

分析には列形式が最適ですが、OLTPには行形式が最適です。Oracle Database In-Memoryで

は両方の形式が同時に使用されるため、データウェアハウスとOLTPデータベースの双方でリ

アルタイムの分析が可能になります。それまで分析に必要であった索引は削除できるため、

複合ワークロードのOLTP速度が向上します。 

既存のあらゆるアプリケーションとの互換性 Oracle Database In-Memoryは、スイッチを切り替えるように容易に、Oracle Databaseと互

換性のある既存のあらゆるアプリケーションとともにデプロイできます。アプリケーション

を変更する必要はありません。オラクルの幅広い機能、データタイプ、APIはすべて、引き続

き透過的に機能します。 

業界をリードするスケールアップ オラクルの極めて成熟したスケールアップ・テクノロジーにより、最大で数十テラバイトの

メモリと数千のCPUスレッドを搭載したSMPコンピュータで、アプリケーションに透過的な

インメモリのスケールアップが実現します。データは、1秒あたり数千億行というおびただし

い速さで、極めて効率的に分析され、制限される機能もありません。 

業界をリードするスケールアウト オラクルの極めて成熟したスケールアウト・テクノロジーにより、数百テラバイトのメモリ

と数千のCPUスレッドを搭載した大規模なコンピュータ・クラスタ全体で、アプリケーショ

ンに透過的なインメモリのスケールアウトが実現しますデータは、1秒あたり数兆行というお

びただしい速さで分析され、制限される機能もありません。 

業界をリードする高可用性とセキュリティ オラクルの定評ある高可用性およびセキュリティのテクノロジーはすべて、Oracle Database 

In-Memoryと透過的に連携するため、ミッション・クリティカルなアプリケーションにおい

て極めて高い安全性が確保されます。Oracle Engineered Systemsでは、インメモリ・フォル

ト・トレランスにより、ノード全体にインメモリ・データが複製されるため、1つのノードに

障害が発生しても、問合せではインメモリのデータ・コピーを即座に使用できます。 

最大規模のデータベースにおいても優れたコスト効

率性を実現 

Oracle Database In Memoryでは、すべてのデータをインメモリに格納する必要はありませ

ん。頻繁にアクセスされるデータをインメモリに格納し、あまりアクティブでないデータを

はるかに低コストのフラッシュやディスクに保存できます。 

リアルタイム・エンタープライズを強化 企業は、既存のあらゆるアプリケーションで、リアルタイムのデータ分析とリアルタイムの

トランザクション処理を容易に同時実行できるため、リアルタイム・エンタープライズへと

変革できます。リアルタイム・エンタープライズとは、データに基づいた意思決定を素早く

行い、顧客の要求に瞬時に対応し、重要なすべての業務プロセスを継続的に最適化できる企

業のことです。 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ 

Oracle Database In-Memory 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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