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免責事項 

下記事項は、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。マテリアルやコード、機能の提供をコミットメント（確約）するものではなく、購買を決定する際の判
断材料になさらないでください。オラクルの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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はじめに 

オラクルは、高パフォーマンス、より高度な自動化、さらなるコスト節約を実現する革新的なストレージ・テクノロジーを
開発し続けることで、組織がOracle Databaseから最大のメリットを確実に達成できるようにします。これらのテクノロ
ジーを利用することで、Oracle Databaseは業界最先端のソリューションを提供しながら、クラウドまたはオンプレミスの
どちらにも、アプリケーションを極めて柔軟に展開することも可能にします。 

このドキュメントでは、オラクルが強固なエンタープライズ・データ・アーキテクチャを提供する上で欠かせない各種テク
ノロジーによって、パフォーマンス、ストレージ管理、データ・ライフサイクルの自動化、データ転送、コンプライアンス/
バージョニングなどの領域で組織がいかにメリットを享受できるかを説明します。高速なリアルタイム分析を実行する
Oracle Database In-Memory、高度なデータベース圧縮を実行するOracle Advanced Compressionのような、このドキュメン
トで説明するおもなパフォーマンス関連テクノロジーは、パフォーマンスを格段に向上させ、I/Oとストレージ・フットプ
リントを大幅に減らすことができます。 

このエンタープライズ・データ・アーキテクチャを採用すると組織は、Oracle Databaseの高度なスケールアウト・システ
ムとエンジニアド・システムを利用して、時間とともに増加、変化するコンピューティングのニーズに応じてコンピュー
ト・フットプリントを柔軟に拡大できます。 

 

 
 

図1：Oracle Enterprise Data Architecture 
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Oracle Enterprise Data Architecture 
Oracle Enterprise Data Architectureを構成する各種コンポーネントのテクノロジーは、次の一般的な主要カテゴリに幅広
く分類されます。 

パフォーマンス 

データベースのパフォーマンスの維持は、常に気がかりな問題であり、組織が経験しているデータの急激な増加によって
困難になっています。企業が保存し管理しているデータ量は急増しています。各種業界の概算によると、データ量は
2、3年ごとに倍増しています。この急激なデータ増加によって、IT管理者とデータベース管理者の両方が、データベース・
パフォーマンスの維持で困難な課題に直面しています。 

Oracle Enterprise Data Architectureのテクノロジーを利用すると、データベース・パフォーマンスが組織の期待
（およびSLA）を満たすレベルに維持されるように、幅広いストレージの層と形式のデータを自動的に管理できます。
このようなテクノロジーには、OLTPとデータウェアハウスのワークロードへの高パフォーマンスな分析問合せに対応
し、フラッシュおよび複数のデータとディスク形式を利用できる高速インメモリ列データが含まれており、あらゆる点
でデータベース・パフォーマンスの向上が念頭に置かれています。 

オラクルの圧縮階層化とストレージ階層化は、アプリケーション・パフォーマンスの改善にも役立ち、パフォーマンス
の影響を受けやすいデータをもっとも高性能なストレージ層に配置する一方、コールド寄りの非アクティブなデータは、
利用可能な状態に維持しながらも、もっともコスト効率の高い層に配置します。 

ストレージ管理 

データベース関連のストレージ要件は増大し続けており、課題となっています。その理由は、純粋にデータ量が増えて
いるからだけではなく、その増加に伴いパフォーマンス要件が厳しくなっているからでもあります。 
Oracle Databaseは、データ・ストレージの増加をデータ量だけでなく、データの現在の使用状況にも応じて管理する
テクノロジーを提供します。ほとんどの場合、組織は、データに応じてアクセス要件が異なる点に気付いていません。 

オラクルのデータ圧縮テクノロジーを採用すると、“圧縮階層化”ソリューションを利用でき、組織は、現在使用中の
データの状態にもっともマッチする圧縮レベルを選択できます。たとえば、コールド寄りのデータ（履歴/アーカイブ・
データ）は、アクセスをやや遅くする代わりに、より高い圧縮レベルで圧縮でき、アクティブ・データはアクティブな
OLTPデータに最適化された圧縮レベルで圧縮できます。 

Oracle Databaseでは、アプリケーションのパフォーマンス要件と可用性の要件を引き続き満たしながら、ホット/
アクティブ・データからウォーム/非アクティブ・データやコールド/履歴データに至るまで、データのライフサイクルの
段階に応じて、そのデータの使用状況に最適な圧縮が利用されるように、複数のレベルの圧縮を提供します。 

データ・ライフサイクルの自動化 

ほとんどのデータには開始から保持までのライフサイクルのアクティビティがあり、開始の段階ではデータは非常に
移ろいやすい状態にあり、"万一に備えた"保持の段階では、データは決して（またはめったに）アクセスされないかも
しれませんが、規制要件または受託要件を満たすために保持する必要があります。データが不要になっても、データを
確実に隔離しない限り、アーカイブ手法とパージ手法はほとんど機能しません。ほとんどのアプリケーションでは、
データには多くの依存関係があり、一部のデータを利用不可にすると、他の関連データが無効になるか、コンテキスト
の欠落のせいで役に立たなくなります。 

データをアーカイブ可能なセットに分類できたとしても、再びアクセスする必要がある場合にそのデータを削除すること
（またはテープに格納すること）は、あまり現実的なことではありません。データの"プラグを外し"、必要になったら、
再び戻してアクセスするという考えは、うまくいくことがほとんどない複雑なプロセスです。データ形式、再ロードする
時間、およびバージョンのアップグレードで生じかねない不適合（データベースとアプリケーションの両方）によって、
データベースから削除したデータを再ロードすることは相乗的に困難になるかもしれません。 
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オラクルのソリューションの目的は、データをデータベースに保持して“ストレージ階層化”テクノロジーを使用するこ
とで、古くなった非アクティブ・データを管理し、また場合によってはデータを読取り専用にして複数のバックアップ
を避けること、およびデータをデータベースに保持してデータを常に保護しアクセス可能にすることです。 
ストレージ階層化を実装すると、企業は異なる層のストレージにデータをデプロイできるため、アクセス回数の少ない
（"コールドな"）データを、高額で最速のストレージとは別の場所へ移動できます。コールド・データは引き続き利用
できますが、アクセス速度はやや低速になります。ただし、アクセスがまれなため、アプリケーション・パフォーマンス
全体への影響は最小限にとどまります。 

データの転送とバックアップ 

データを使用すると、その都度、データをより効率的に転送する機会（ネットワーク移動、データ・バックアップなど）
が生じます。Oracle Enterprise Data Architectureはさらに、ネットワーク・トラフィックと災害復旧（Oracle Data 
Guard）のREDO転送トラフィックを軽減し、データベース・バックアップとリカバリの時間を短縮するための圧縮
テクノロジーを提供します。 

このテクノロジーは、データ（またはその形式）を理解せず、一般的な圧縮アルゴリズムに依存しなければならない、
通常のストレージベースの圧縮ユーティリティよりもはるかに効率的です。ストレージベースのソリューションは、
幅広いアプリケーションと用途で圧縮を実行する場合に最適である一方、“データベースを認識しない”と特徴付けられる
ことがあります。つまり、ストレージとOracle Databaseデータの使用を真に最適化するために必要なアプリケーショ
ン認識を行うことができません。 

コンプライアンスとバージョニング 

Oracle Enterprise Data Architectureには、データをアーカイブして監査や他のコンプライアンス要件に対処したり、
バージョニングしてライフサイクルのあらゆる段階でデータのアプリケーション・レベル・ビューを簡素化したりする
ことができるテクノロジーが搭載されています。 

バージョニングと監査によって、組織はデータの存続期間全体を通じてデータへのトランザクションの変更を追跡し、
保存できるので、レコード・ステージ・ポリシーへの準拠や監査レポートに非常に役立ちます。 

同様に、ユーザーとアプリケーションはこれらのテクノロジーによってデータに"アーカイブ状態"を設定できます。
アーカイブ済みとマークされたデータはデータベース内で安全な状態に保たれますが、アプリケーションがこのアーカ
イブ済みデータを結果に含めたくなければ、アプリケーションからは見えません。 

Oracleデータベースに搭載されたこれらのテクノロジーのおかげで、組織は特にこの機能をアプリケーションに組み込
む必要がなくなります。通常、このような作業には追加のコードとアプリケーションの保守が必要になります。 

 

Oracleテクノロジー 
このセクションでは、テクノロジーが通常利用されているデータ・ライフサイクルの段階別に分類した、Oracle Enterprise 
Architectureの特定の機能について説明します。これらの機能の大半は、他のOracle Databaseの機能と連携します。 
これらの機能はばらばらに存在しているのではなく、ともに連携することで、データベースおよびアプリケーションの
管理とパフォーマンスにおいて業界最先端の能力を実現します。 

Oracleテクノロジーの各種コンポーネントが相互にどのように作用するのかを理解し、各コンポーネントがもたらすメリット
を理解するために、このドキュメントでは、データ・ライフサイクルの初期のOLTP段階（データがアクティブに変更され
る段階）から、データが専らレポート/分析のために使われ、後にアーカイブ/履歴データとして保持される（ほとんどの場合
、法的または規制上の理由のため）、ライフサイクルの後の段階まで、データを辿っていきます。 
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データを作成するトランザクションから、このドキュメントで紹介されている各Oracleテクノロジー・コンポーネントにつ
いて説明していきます。それは、以下の図に示すように、そのコンポーネントがデータ・ライフサイクルのさまざまな段階
で利用されているからです。 

図2：Oracle Enterprise Data Architectureでのデータ・ライフサイクル・フロー 

 
 
ライフサイクルの段階 

 

アクション：トランザクションで新しいデータが作成されるか、外部ソースからデータがロードされる。Oracleのヒート・
マップと自動データ最適化、高度な行圧縮を利用して、OLTPデータに対し圧縮階層化を実施 

組織は通常、拡大し続けるデータベース用のストレージ・フットプリントを減らしたいと望んでいます。Oracle Database
では数種類の圧縮を提供しているので、組織は、アプリケーションのパフォーマンス要件と可用性の要件を引き続き満たし
ながら、ホット/アクティブ・データからウォーム/非アクティブ・データやコールド/履歴データに至るまで、データのラ
イフサイクルの段階に応じて、データの現在の使用状況に最適な圧縮タイプを選択できます。オラクルでは、これを圧縮階
層化と呼びます。 

組織が圧縮階層化を使ってデータを最適な圧縮レベル（データの現在の使用状況に基づく）に圧縮するには、まず、その
データがライフサイクルのどの段階なのかを理解する必要があります。IT組織が必ずしもそのデータの使用状況を把握して
いない場合、この作業は難しさが増します。通常は、データの使用状況に関する知識が必要であり、商用既製アプリケー
ション、または組織がそのアプリケーションの開発者とやり取りできなくなったカスタム・アプリケーションが伴う場合、
この作業は困難になるか、実用的ではなくなる可能性があります。 

幸いにも、データの使用状況の情報を収集、管理するもっとも簡単な方法は、Oracle Enterprise Data Architectureの重要
なコンポーネント、ヒート・マップを使うことです。 
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高度な行圧縮 
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圧縮/重複排除 
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フラッシュバック・データ・アーカイブ 

アクティブなOLTP 
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ヒート・マップ 
ヒート・マップは、使用状況と使用状況のタイプを基にデータ（表/パーティション）を管理するための経験則を提供する
上で鍵となるコンポーネントです。ヒート・マップは、使用状況の情報を行レベルおよびセグメント・レベルで自動的に追
跡します。1 データ変更時刻は行レベルで追跡されてブロック・レベルへ集計され、変更時刻、全表スキャン時刻、および
索引検索時刻はセグメント・レベルで追跡されます。ヒート・マップにより、データがどのようにアクセスされ、アクセス・
パターンが時間が経つにつれてどのように変化したかが、詳細に表示されます。また、行ストア・アクセスと列ストア・
アクセス（Database In-Memory）の違いも区別することができます。 

ヒート・マップ・データへは、一連のPL/SQL表関数、およびデータ・ディクショナリ・ビューを通じて、プログラムによっ
てアクセスできます。さらに、Oracle Enterprise Managerによって、ヒート・マップ・データがグラフィカルに表示され
ます。以下の図は、ヒート・マップ・データを表す1つの方法を示します。ボックスはそれぞれ、表の1つのパーティション
を表しています。ボックスのサイズはパーティションの相対的なサイズを表し、ボックスの色は、パーティション内の任意
の行への直近のアクセスに基づいて、どれだけそのパーティションが"ホット"（アクセスが頻繁）であるかを表しています。 

図3：パーティション表の使用状況のヒート・マップ情報 

 
ヒート・マップで収集したデータを使用して、データベース全体の圧縮階層化を自動化する自動データ最適化（ADO）ポリシーを
作成することができます。Oracle Databaseは、DBAが定義したデータベースのメンテナンス期間内で自動データ最適化ポリシー
の評価を行い、ヒート・マップによって収集された情報を使用して、どのポリシーを実行するかを決定します。 

ヒート・マップ・データ（Segment Access、Row Modification、またはTime Since Creation）を基にADOポリシーを作成して、表
/パーティションを高度な行圧縮やHybrid Columnar Compressionなど、さまざまなレベルの圧縮にかけることができます。 
使用されるレベルは、ヒート・マップによって特定されたデータの現在の使用状況を基に決定できます。 
自動データ最適化による圧縮階層化 

ADOを使用すると、自動化した情報ライフサイクル管理（ILM）戦略の実施に備えることができます。データが存続する間、
データにさまざまな種類のアクセス・パターンがあることを認識することで、データの"画一的"な扱いよりもはるかに効率的で
パフォーマンスの高いデータ利用を実現できます。 

ヒート・マップは使用状況の情報を提供し、ADOによって、実際の使用特性に応じたデータの形式と場所の管理に必要なポリシー
を作成できます。ADOポリシーは、表および表パーティションのセグメント・レベルまたは行レベルで指定できます。ADOポリシー
では、ADO操作が開始されるための（データ・アクセスの）条件（アクセスなし、変更なし、または作成時刻など）、およびポリシー
が有効になる時期（n日後、nか月後またはn年後など）を指定できます。DBAはカスタム条件を作成でき、他の要因を使用して、
データをいつ移動または圧縮するかを決定できます。 

1 データベース行は、データベース・ブロック内に保存され、エクステントにグループ化されます。セグメントは、表やパーティションといった表領域内の論理ストレージ構造のデータすべてを
含む、一連のエクステントです。 
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この例では、高度な行圧縮を使用して、30日間変更されていないパーティションを自動的に圧縮するためのセグメント・
レベルのADOポリシーを作成しています。ここでは、古い販売データが使用するストレージが自動的に削減されると同時に、
表の古いパーティション内の多数の行を通じてスキャンする問合せのパフォーマンスが向上します。 

ALTER TABLE orders ILM ADD POLICY 

ROW STORE COMPRESS ADVANCED SEGMENT 

AFTER 30 DAYS OF NO MODIFICATION; 

次の例では、企業は圧縮のメリットを享受したいと考えているものの、SLA要件も満たす必要があります。 
この場合、パーティションのデータをより細かい粒度で（セグメント全体ではなく、ブロックごとに）圧縮すると良いで
しょう。行レベルのADOポリシーによって、ブロック内のどの行も3日以上変更されていないパーティションのブロックを
自動的に圧縮できます。行レベルのポリシーでは、ブロック内のすべての行がポリシー条件を満たしてから、ブロックを圧
縮する必要があります。 

以下は、行が圧縮されずに挿入され、その後、高度な行圧縮に移動されるADOポリシーの例です。 
このポリシーでは、SEGMENTキーワードではなく、ROWキーワードが使用されていることに注意してください。 

ALTER TABLE orders ILM ADD POLICY 

ROW STORE COMPRESS ADVANCED ROW 

AFTER 3 DAYS OF NO MODIFICATION; 

メンテナンス期間中にバックグラウンドで自動的に評価および実行されることに加え、ADOポリシーは、DBAによって、
手動またはスクリプト経由で評価および実行することもできます。 

このドキュメントで追ってきたデータがアクティブに変更されているので、組織は（上記の例のように）高度な行圧縮を
使ってアクティブ・データを圧縮したいと考えています。高度な行圧縮では、OLTP/DWアプリケーションと連動するよ
う特別に設計された独自の圧縮アルゴリズムを使って、ストレージ・コストを削減すると同時にパフォーマンスを改善しま
す。 

多くの場合、サーバー（本番、開発、QA、テスト、バックアップなど）のストレージ・コストの削減や最適化がもっとも
具体的な利益をもたらす方法として見られていますが、Oracle Advanced Compressionの全機能は、メモリ、ネットワーク
帯域幅、ストレージなどのITインフラストラクチャのあらゆるコンポーネントのパフォーマンスを向上させるように設計さ
れています。 

 

高度な行圧縮 
高度な行圧縮は表/パーティションのストレージ要件を大幅に削減できます。2～4倍の圧縮率が一般的ですが、圧縮を使用
する場合、データ・アクセスのパフォーマンスを維持することが課題となります。 

高度な行圧縮では、OLTP/DWアプリケーションで動作するよう特別に設計された、独自の圧縮アルゴリズムが使用されます。
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間の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。 



8 | ページ – Enterprise Data Architecture 

 

 

 
 
 
この革新的な設計では、圧縮されたデータを元の状態へ変換するために使用されるメタデータがブロック・ヘッダー内に
保存されるため、圧縮されたデータはデータベース・ブロック内で自己完結します。グローバルなデータベースの記号表を
維持する競合他社の圧縮アルゴリズムと比較すると、圧縮されたデータのメタデータにアクセスする際、追加のI/Oが発生
しないオラクル独自のアプローチでは、大幅なパフォーマンス上の利点が得られます。 

オラクル独自のテクノロジーを利用すると、"圧縮解除"のペナルティを科せられることなく、大規模な圧縮を実行できます。
また、圧縮データへの操作を直接実行できます。その結果、データが圧縮形式で問い合わされ、同じ圧縮形式（つまり、
Oracle Databaseバッファ・キャッシュ内）でメモリ内に格納されるため、I/Oとメモリ・フットプリントが軽減されます。
おかげで、全タイプのアプリケーションのパフォーマンスが実際に向上し、大半の開発者と管理者が圧縮について最初に
考えていること、データの圧縮と圧縮解除には大量のCPUリソースが必要になるという想定とは対照的な結果が得られるこ
とがほとんどです。 

Oracle Database 11g Release 1でOLTP表圧縮（現在の高度な行圧縮）が初めて導入されました。この機能を使用することで
、INSERTやUPDATEなどの従来のDMLを含むあらゆるタイプのデータ操作中に、データを圧縮できます。高度な行圧縮で
は、圧縮データに対する書込み操作のオーバーヘッドが最小限に抑えられます。そのため、トランザクション環境やOLTP
環境に加え、データウェアハウスにも適しており、圧縮の利点がすべてのアプリケーションのワークロードへと拡大されま
す。 

 

ライフサイクルの段階 

 

アクション：トランザクション・データをDatabase In-Memoryに移入することで、データをレポーティング・プラット
フォームに転送するまで待つ必要がなくなり、ソース・データへの直接的なリアルタイムの分析を促進 

管理下のデータ量が増え続ける中、トランザクション・アプリケーションやレポーティング/分析アプリケーションのサ
ポートなど、データが複数のユースケースに対処しなければならないことが組織にとって明らかになってきています。 
これまでだと、従来のエンタープライズ・データ・アーキテクチャにおけるトランザクション・データはトランザクション/ 
OLTPデータベース・システム内で維持され、レポート/分析に必要なデータ（データのコピー）は通常、別個のデータウェ
アハウス・データベースに転送（および管理）されます。組織はほとんどの場合、データのマルチ・ユースケースの問題に
対してこの従来の構成を採用するアプローチをとってきましたが、Oracle Enterprise Data Architectureは、デュアル・
ユースケース要件へのさらに優れたソリューションを求めている組織を対象に、はるかに合理的でパフォーマンスの高い
ソリューションを提供できます。 

Oracle Database In-Memoryは、表をトランザクションとレポート/分析用の双方に同時に最適化でき、しかもデータベー
スを1つしか必要としない、独自の二重形式アーキテクチャを提供します。 

図4：オラクル独自の二重形式アーキテクチャ 

アクティブなOLTP 
分析 

メモリ メモリ 

販売 販売 

行形式 列形式 
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Oracle Database In-Memoryの二重形式アーキテクチャでは、OLTPトランザクションのほか、同じデータを使ってレポー
トと非定型の問合せを実行できます。Oracleのインメモリ機能のおもな長所は、データの転送を待ったり、ETLをレポー
ティング・プラットフォームに送るまで待ったりせずに、"リアルタイム分析"（ソース・データに対して分析問合せを直接
実行する機能）を実行できることです。そのため組織はデータの傾向やサマリーを取得してリアルタイムで対処できます。
事実、以前はリソース要件やデータ・アクセスにかかる時間の遅延が原因で聞けなかった、ビジネスに関わる質問ができる
ようになる可能性が、リアルタイム分析によって開かれます。 

さらに、Oracle Database In-Memoryによって、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、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、
各トランザクションでこれらの分析索引が不要になるため、OLTP処理の速度が向上し、データベースのストレージ要件が
さらに軽減します。 

 

Oracle Database In-Memory 
Database In-Memoryでは、インメモリ領域と呼ばれる、Oracle Databaseのシステム・グローバル領域（SGA）のコン
ポーネント、インメモリ列ストア（IM列ストア）が使用されます。IM列ストア内のデータは、Oracle Databaseで使用され
る従来の行形式では格納されません。代わりに新しい列形式が使用されます。 

Oracle Databaseでは従来、データは行形式で格納されてきました。行形式のデータベースでは、データベースに格納され
た新しいトランザクションやレコードは表内に新しい行として表示されます。この行は複数の列で構成され、各列はそのレ
コードの異なる属性を表します。特定のレコードのすべてのデータがメモリ内とストレージ上にまとめて保持され、レコード
内のすべての列にすばやくアクセスできるため、行形式はオンライン・トランザクション・システムに最適です。 
列形式のデータベースでは、トランザクションやレコードの各属性は別の列構造に格納されます。問合せでデータセットの
大部分にアクセスするが選択するのはわずか数列という場合に、データをより高速に取得できるため、列形式は分析に最適
です。 

サポートされるDatabase In-Memoryのワークロードは次のとおりです。 

• OLTPと混合ワークロード：Database In-Memoryを使用すると、OLTPワークロードに影響することなく、格段に速
く分析を実行できます。事実、分析ワークロードをサポートするCPUリソースが十分にある限り、OLTPワークロー
ドには実質的に何の影響もありません。 

• データウェアハウスのワークロード：データウェアハウスのワークロードは従来、分析レポート要件によって大き
く左右されてきました。データウェアハウスは通常、1つ以上の個々のソースからデータを統合する、時間ベースの
履歴リポジトリです。組織は、旧データを履歴データ用に保持しながら、最新データの分析レポートを実行する傾
向にあります。このような見方をした説明はデータウェアハウスを単純化しすぎていますが、現実には、ほとんど
の分析レポートは比較的最近のデータを基に実行されています。Database In-Memoryは、この種のワークロードに
理想的です。Database In-Memoryは、列形式データと専用テクノロジーを利用して、同様の行ベースの問合せより
も格段に速くインメモリ列データのスキャンを実行することで、あらゆる種類の分析ワークロードに対応できます。 

では、各形式でDML操作（挿入、更新、削除）を行うとどうなるでしょうか。行形式では、1回の操作（行の挿入、行の更新、
行の削除）で全レコードが操作されるため、DMLの処理には非常に効率的です。列形式では、DMLの処理が効率的ではな
いため、列形式でシングル・レコードの挿入または削除を行うには、表内のすべての列構造を変更する必要があります。
そのため、場合によっては、列ごとに1つ以上のI/O操作を実行する必要が生じます。1つの形式しかサポートしないデータ
ベース・システムでは、OLTPまたは分析のいずれかのパフォーマンスが最適化されないというトレードオフが生じていました。
Database In-Memoryでは、インメモリ行形式（バッファ・キャッシュ）と新しいインメモリ列形式（IM列ストア）の両方
に同時にデータを移入できるため（二重形式アーキテクチャ）、OLTPと分析の両方のパフォーマンスが最適化されます。 
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IM列ストアはバッファ・キャッシュに代わるものではない点に留意することが重要です。ただし、列ストアは補完として
機能するため、データを行形式と列形式の両方でメモリに格納できるようになりました。IM列ストアのSGAでDRAMが
サポートされることに加え、Database In-Memory列形式データはExadataフラッシュでサポートされるので、組織はテラ
バイト単位の列形式データを対象に高速分析処理を実行できます。 

Oracleデータベース内のすべてのオブジェクトをインメモリ列ストアに移入する必要はありません。これは、データベース
全体をメモリ常駐型にする必要がある、いわゆる"純粋な"インメモリ・データベースにはない利点です。 
Oracle Database In-Memoryの場合、IM列ストアには、データベース内でもっともパフォーマンスが重要なデータを移入す
る必要があります。パフォーマンスがそれほど重要でないデータは、低コストのフラッシュやディスクに格納できます。
データベースが十分に小さい場合は、すべての表をIM列ストアに移入できます。 

ExadataでOracle Database In-Memoryを使用すると、オブジェクトを列形式で移入できるため、メモリとフラッシュ・
リソースを最大限に利用できます。Exadataシステムの場合、DRAMよりもはるかに多くのフラッシュを利用できるため、
列データに最適な第2層となります。データがデータウェアハウスに格納されて、大きな分析価値がある場合、そのデータ
はインメモリ列ストアに移入する理想的な候補です。データが古くなって、問合せ回数が減ったときには、IM列ストアから排
除し、列形式のフラッシュ・ストレージでアクセス可能にするか、列問合せ機能を維持しながら、ストレージ節約のために
Hybrid Columnar Compression（以下を参照）形式に変換する対象になるかもしれません。データは最終的にアーカイブの
ためだけに保持されるようになる可能性があります。Hybrid Columnar Compressionはそのようなデータを、必要に応じて
引き続き問合せに対応できるようにしながら保存するもっとも経済的な方法になるでしょう。 

Database In-Memoryは、分析レポート索引の必要性も減らすことができます。Database In-Memoryの問合せはセグメン
トの列全体をスキャンし、従来のOracle Databaseの索引を利用しません。通常、組織が分析レポートを実行するには、大
量の分析レポート索引を作成する必要がありました。そのため、多くの場合ベース・オブジェクトと同じくらい大量のディ
スク領域が必要になり、DML操作中、これらの索引の維持にオーバーヘッドが必要となります。索引は永続的なオブジェク
トなのでUNDOとREDOが生成され、バックアップを行う必要があります。また、索引の維持でオーバーヘッドも増えます。 

Oracle Database In-Memoryは、広く使用されているOracle Maximum Availability Architecture（Oracle MAA）に埋め込
まれた高度で強固な高可用性ソリューションなど、Oracle Databaseの実証済みの機能をすべて継承します。 
Oracle Database In-Memoryはオラクルのマルチテナント・データベース・アーキテクチャと完全に互換性があるため、
統合データベースで高速なインメモリ・ストレージ・テクノロジーと低コストなストレージ・テクノロジーの組み合わせを
活用できます。 

アプリケーションSQLを変更しなくても、Oracle Database In-Memoryを活用できます。Oracle SQLオプティマイザによっ
て、分析問合せは列形式に、OLTP問合せは行形式にコストに応じて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、現在、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も自動的に維持されます。新しい列形式は純粋なインメモリ形式で、
ディスク上に永続的に存在することがないため、追加のストレージ・コストやストレージ同期の問題がありません。 

Database In-Memoryのもう1つの長所は、レポート指向のI/Oワークロードを大幅に減らせる点です。Database In-
Memoryの問合せはCPUとメモリ・リソースしか使用せず、通常は、行ベースの分析問合せの実行にかかる時間のわずかな
時間で実行されます。その結果、分析ワークロード全体を実際に削減することができ、さらに多くの分析または非定型のド
リルダウン・タイプの問合せを実行できるようになります。 
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自動インメモリ（AIM） 
Database In-Memoryは自動インメモリ機能によって、ヒート・マップや他の使用基準だけを基にIM列ストアからセグメント
を自動的に削除できます。事前にポリシーを作成する必要はありません。そのため、すべてのオブジェクトを移入する余地
が十分にない場合（つまり、列ストアのメモリ負担が大きい）、IM列ストアの自動管理が可能になります。 
AIMを有効にすると、ほとんどのアクティブ・データが移入され、もっとも使用頻度の低いデータが排除されます。 

ADOポリシーは、IM列ストアへのセグメントの追加、圧縮、IM列ストアからのセグメントの削除にも対応します。 
ヒート・マップ・ベースのポリシーまたは時間ベースのポリシーにも、やはり対応します。自動データ最適化の操作はすべ
てバックグラウンドで自動的に実行されるので、ユーザーの介入は必要ありません。 

 

ライフサイクルの段階 

 

アクション：自動データ最適化による圧縮階層化 – データの使用頻度が減って（IM列ストアから排除されたデータを含む）、
おもにレポート/問合せのみを目的に使用されるようになると、Oracle Hybrid Columnar Compressionを使ってその非アク
ティブ・データを自動的に圧縮 

Enterprise Data Architectureのおもなメリットは、これらのデータベース・オブジェクトのライフサイクル全体にわたって、
表とパーティションの使用状況をヒート・マップで追跡し、監視できることです。前述のように、データが作成され、アク
ティブに変更されている場合、組織は通常、高度な行圧縮を有効にして、アクティブに変更されているデータに対し最大限
の圧縮率とパフォーマンスを達成します。ただし、データ・ライフサイクルのこの段階では、データ量がまだ急増していても、
データの多くは"クール"ダウンし、おもに問合せとレポートのために使用されます（ほぼ読取り専用のデータ）。 

ヒート・マップで追跡されている情報は、このドキュメントで辿ってきたデータの使用パターンの変化を反映し、既存の
ADOポリシーと併用すると、組織の圧縮階層化戦略を実施できます。この例の圧縮階層化戦略では、ADOを活用して、古く
なったデータ（コールド気味のデータ）を現在の高度な行圧縮レベルから、表/パーティションの現在の使用状況に最適な
圧縮レベルに移動し、それと同時にオブジェクトのストレージ・フットプリントを大幅に削減します。 
表/パーティションがクールダウンしたため（DMLの更新または挿入が皆無またはほとんどない状態）、定義済みのADO
ポリシーは圧縮レベルをHybrid Columnarのウェアハウス圧縮に自動的かつ透過的に変えます。 

オラクルのHybrid Columnar Compression（HCC）テクノロジーは、データベース・ブロック内にデータを編成するための
新しい手法です。名前が示すように、このテクノロジーは行形式と列形式双方の組み合わせを利用しながら、純粋な列形式
のパフォーマンス上の欠点を回避します。圧縮単位（CU）と呼ばれる論理的な構成体は、一連のハイブリッド列圧縮行を
格納します。データがロードされると、行セットの列値がグループ化されてから圧縮されます。行セットの列データが圧縮
された後、圧縮単位に格納されます。 

アクティブなOLTP 

分析 

レポート 
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ハイブリッド列アプローチのおもな利点の1つは、Oracle Databaseが提供する強力な機能を犠牲にすることなく、列形式
ストレージによる圧縮メリットとパフォーマンス・メリットの両方を実現している点にあります。 

 

ウェアハウス（問合せ）圧縮（HCC） 
HCCウェアハウス（問合せ圧縮ともいいます）は、Hybrid Columnar Compressionテクノロジーを利用して大幅なストレー
ジの節減を実現します。問合せ圧縮は通常、10対1（10倍）のデータ圧縮率を誇り、これにより業界平均の約5倍のストレー
ジ節減を実現します。たとえば、100 TBのデータウェアハウスに対して問合せ圧縮を有効にすると、必要なストレージがわ
ずか10 TBに削減されます。問合せ圧縮によって、企業は残りの90 TBのストレージを別の用途に使用できます。 

問合せ圧縮はデータベース記憶域を最適化する機能ですが、通常のデータウェアハウス問合せにおいてもI/Oスキャン・
パフォーマンスが向上するよう、ExadataのHybrid Columnar Compressionが最適化された状態で実装されています。 
問合せ圧縮で圧縮された表のスキャンに必要なI/Oは、実現される圧縮率に準じて減少します。 
したがって、スキャン中心の問合せにおいて、10対1の圧縮率を持つ表にアクセスする場合、I/Oが最大で10分の1に削減さ
れると考えられます。全体の問合せパフォーマンスもおそらく向上しますが、これは使用可能なCPUリソースによって異な
ります。 

さらにパフォーマンスを向上させるのがExadataのSmart Scanテクノロジーです。Smart Scanは、スキャン・アクティビ
ティの大半をExadataストレージにオフロードすることで、ストレージからデータベース・サーバーに送信されるデータ量
を大幅に削減するテクノロジーです。Exadata Smart Scanは、ExadataのHybrid Columnar Compressionを使用して圧縮さ
れたデータに対して直接実行できます。このレベルでI/Oスキャン・パフォーマンスが向上すると、必要なストレージ量が
削減できるだけでなく、パフォーマンス目標を達成する目的でディスク・ドライブや関連するハードウェアを増やす必要が
なくなるため、両方の側面でのコスト削減を実現できます。 

問合せ圧縮にはLOWおよびHIGHの2つの圧縮レベルがあります。問合せ圧縮のHIGHレベルでは通常10倍のストレージ削減
が実現し、LOWレベルでは6倍の削減が実現します。いずれのレベルも、ディスク上のブロック数が少ないことを利用して、
スキャンによる問合せパフォーマンスが向上するようExadata上で最適化されています。問合せ圧縮がストレージ削減と問
合せパフォーマンスにもたらすメリットを最大化するため、デフォルト・レベルはHIGHに設定されています。 

HCC圧縮データは、従来のデータ操作言語（DML）での操作を使って変更できますが（UPDATEやDELETEなど）、HCCは、
DML操作がまったくないか非常に限定的なアプリケーションに最適です。 

 

ライフサイクルの段階 

 
アクション：自動データ最適化による圧縮階層化 – おもに履歴/法的または規制の理由のために維持する必要があるが、
問合せ/レポート目的のために引き続きアクセスが必要なコールド・データをより高いレベルのOracle Hybrid Columnar 
Compressionに圧縮 

組織にとって幸運なことに、ヒート・マップで追跡された情報は、データのライフサイクル・フローの別の変化を反映し、
既存の自動データ最適化ポリシーと併用することで、変化を圧縮階層化に適用して、現在コールドの状態になったこのデータ
をさらに圧縮することができます。組織の圧縮階層化戦略では、表/パーティションが現在のHCCウェアハウス圧縮レベルから、
アーカイブ/履歴データにより適しているHCCアーカイブ圧縮に自動的かつ透過的に移動されるようになりました。

アクティブなOLTP 

分析 

レポート 

アーカイブ 
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アーカイブ圧縮（HCC） 
HCCアーカイブ圧縮は、Hybrid Columnar Compressionテクノロジーを通じて大幅なストレージ節減を実現します。 
アーカイブ圧縮はストレージ節減を最大化するように最適化されており、通常15対1（15倍）の圧縮率を実現します。 
つまり、圧縮されていない表やパーティションでは、アーカイブ圧縮を使用した表やパーティションの15倍のストレージが
必要になります。 

ウェアハウス圧縮とは対照的に、アーカイブ圧縮は純粋なストレージ節減テクノロジーです。アーカイブ圧縮を利用する表
またはパーティションでは通常、パフォーマンスのわずかな低下が生じます。これは、最大のストレージ節減用に最適化さ
れた圧縮アルゴリズムの要因によるものです。したがって、アーカイブ圧縮は、めったにアクセスされないデータを保存す
る表またはパーティション向けです。Exadata上のデータウェアハウスでは通常、（パフォーマンス向上のために）ウェア
ハウス圧縮で圧縮されたパーティションにアクセス頻度の高いデータを格納し、（ストレージ削減のために）アーカイブ圧
縮で圧縮されたパーティションに履歴データを格納します。 

多くのアプリケーションで、割り当てられたストレージの最大80 %が履歴データにより消費されています。履歴データの大
半をテープにアーカイブする情報ライフサイクル戦略が導入されるのも無理はありません。しかしながら、このILMアプ
ローチにはいくつかの欠点が内在します。データをテープにアーカイブすると、アプリケーションはそのデータに直接アク
セスできなくなります。アーカイブ・データにアクセスするには、IT管理者はまず、データをテープからリストアし、再び
データベースにロードする必要があります。この処理には多大な時間がかかり、速いペースで進む今日のビジネスの要件を
満たしません。 

さらに厄介なことに、テープにアーカイブされたデータは、列や制約の追加など、データベース・スキーマへの構造的な変
更と同期がとれなくなる可能性があります。したがって、このデータをデータベースにリストアする作業には、多大な時間
がかかるだけでなく、データを正しくリストアし、アプリケーションからのアクセスを可能にするためのリソースも大量に
必要になります。もちろん、このデータへのリクエストは通常、極めて緊急性が高く、遅延が生じると、重要なビジネス上
の決定を下す経営層の能力に影響が及びます。お分かりのように、履歴データを格納するこのアプローチは実際、ビジネス
に大きな損失をもたらす可能性があります。 

アーカイブ圧縮の場合、テープへのデータ・アーカイブでストレージ節減のメリットを実現しながら、このデータをオンラ
イン状態に維持することで即時アクセスと変更ができるようにします。さらに、アプリケーションが進化すると、すべての
履歴データが、新しい列、制約などのデータベース・スキーマの変更とともに進化します。このため、アプリケーション・
ユーザーが履歴データにアクセスする必要が生じた場合、IT管理者やアプリケーション開発者を巻き込まなくても、アプリ
ケーションからシームレスに問合せ処理を実行できます。 

アーカイブ圧縮を使用した表やパーティションに対して問合せを実行すると、ウェアハウス圧縮または高度な行圧縮を使用
した場合よりもパフォーマンスがやや低下しますが、テープにアーカイブされたデータにアクセスしなければならない問合
せよりも桁違いに高速に実行できます。 

以下は、圧縮階層化の一部として実装できるさまざまな圧縮レベルのまとめです。 

図5：Oracle Databaseのデータ圧縮レベルのまとめ 
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ライフサイクルの段階 

 

アクション：自動データ最適化によるストレージ階層化 - データが“コールド”になると、プライマリ（第1層）ストレージ
の領域をアクセス頻度の高いデータ用に確保するため、コールド・データをセカンダリ（第2層）に移動することが可能 

このドキュメントの冒頭から追跡してきたデータは、非常にアクティブな状態からコールド、履歴/アーカイブ・データへ
と変わりました。このEnterprise Data Architectureの設計では、企業が（または1つのアプリケーションさえも）すべての
データに均等にアクセスするわけではないことを認識しています。通常、もっとも重要なデータや、もっとも頻繁にアクセス
されるデータには、最高のパフォーマンスと可用性が必要です。すべてのデータにこのような最適な状態のアクセスを提供
するのは、コストがかかって非効率的であり、多くの場合、アーキテクチャ的に不可能です。 

その代わり、この課題に対処するため、IT組織はストレージ階層化を実装できます。ストレージ階層化を実装すると、企業
は異なる層のストレージにデータをデプロイできるため、アクセス回数の少ない"コールドな"データを、高額で最速のスト
レージとは別の場所へ移動できます。Oracle Data Partitioningを使用すると、ほとんどのアクティブ・データのパーティ
ションをより高速でパフォーマンスが高いストレージに配置でき、非アクティブな履歴データは低コストなストレージに
配置することができます。コールド・データは引き続き利用できますが、アクセス速度はやや低速になります。 
ただし、アクセスがまれなため、アプリケーション・パフォーマンス全体への影響は最小限にとどまります。 

ADOストレージ階層化ポリシーは、セグメントをさまざまなストレージ層に"階層化"する機能にも対応します。 
ヒート・マップ・データまたは時間を基にポリシーを作成することで、ソース表領域が一定の使用率しきい値に達したら、
セグメントをオンラインのままさまざまな表領域に移動することができます。 

 

自動データ最適化によるストレージ階層化 

ADOベースのストレージ階層化（TIER TO）は、圧縮階層化とは異なり、ADO条件句（AFTER “X” DAYS OF NO 
MODIFICATION）には基づかず、代わりに表領域の圧縮に基づきます。ストレージ階層化を行うもっともな理由が"領域
の有効利用の必要性"によるものであることは、まさにご想像のとおりです。企業は、できるだけ多くのデータを高パ
フォーマンスの（かつもっとも高額な）ストレージ層に保存し、絶対に必要な状況になるまで低パフォーマンスのストレー
ジ層には移動しないことを望でいるのです。ストレージを有効に利用しなければならないプレッシャーへの例外は、'READ 
ONLY'オプションのあるストレージ階層化ポリシーで、これらはヒート・マップ・ベースの条件句によってトリガーされま
す。 

ADOパラメータ、TBS_PERCENT_USEDの値では、表領域がいっぱいと見なされる場合の表領域割当て制限のパーセン
テージを指定します。TBS_PERCENT_FREEの値では、表領域における対象の空きパーセンテージを指定します。表領域割
当て制限のパーセンテージがTBS_PERCENT_USEDの値に到達すると、ADOは、表領域割当て制限の空きパーセンテージ
がTBS_PERCENT_FREEの値に近づくように、セグメントを移動し始めます。このADOのアクションでは、最善が尽くされ
ますが、結果は保証されません。 

アクティブなOLTP 

分析 

レポート 

アーカイブ 

ストレージ階層化 
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例： 

BEGIN 

DBMS_ILM_ADMIN.CUSTOMIZE_ILM(DBMS_ILM_ADMIN.TBS_PERCENT_USED,85): 

DBMS_ILM_ADMIN.CUSTOMIZE_ILM(DBMS_ILM_ADMIN.TBS_PERCENT_FREE,25): 

END; 

この例では、表領域が、ユーザーが定義した上限のしきい値（85 %）に到達すると、データベースは表領域のもっともコー
ルドな表やパーティションを、表領域割当て制限に少なくとも25 %の空き領域ができるまで、対象の表領域に自動的に移動
します。もちろん、この処理は、"TIER TO"を使用したADOポリシーが定義されている表およびパーティションにのみ適用
されます（以下の例を参照）。これにより、パフォーマンスの恩恵を実際に受けるセグメントのために第1層のストレージ
（ACTIVE層）領域が解放され、第1層のパフォーマンスを必要としないコールドなセグメントが低コストの第2層のストレージ
（LESS ACTIVE/COLD層）に移動されます。 

ALTER TABLE orders ILM ADD POLICY TIER TO lessactivetbs; 

このシンプルなILMの例では、Oracle DatabaseがADOポリシーを自動的に評価して、データ（表/パーティション）を別の
表領域（第2層ストレージ）に移動できるタイミングを判断します。データベース管理者やストレージ管理スタッフに余計
な負担がかかることはありません。 

 

サマリー 
組織はOracle Enterprise Data Architectureによって、データが時間の経過とともにどのようにアクセスされるのかを理解し、
そのデータの用途（レポート、分析、またはトランザクション）、圧縮レベル、およびストレージ階層化を最適化して、
組織のニーズに最大限に対処できるようになります。 
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その他のOracleテクノロジー 

上述のOracleテクノロジーでは、Enterprise Data Architectureの各種コンポーネントが、ライフサイクルの各段階
を進むデータを管理するための統合ソリューションをいかに実現するかを説明しました。ただし、これはEnterprise 
Data Architectureの威力のごく一部でしかありません。 

これらは、ストレージをさらに節減し、データ・アクセスを合理化し、データ監査を実行できるように設計された
その他のOracleテクノロジーです。これらの機能を前述の機能と併せて使用し、エンタープライズ・データ・ライ
フサイクルのフローのどの時点でも実装できます。 

 
LOB ストレージ、圧縮、重複排除 

機能 説明 利点 

SecureFiles 
単一のセキュリティ/監査モデルや統合されたバックアップおよびリカ

バリ・プロセスを使用して、非構造化されたファイル・データを管理 

パフォーマンスが向上するほか、Oracle データベース内で非構造化

データ向けのストレージが最適化 

高度な LOB 圧縮 
SecureFiles データが圧縮可能かどうかを判断し、業界標準の圧縮アル

ゴリズムを使用して圧縮 

ストレージが大幅に節約されるほか、I/O、バッファ・キャッシュの

必要量、および REDO 生成が低減されるため、パフォーマンスが向上 

高度な LOB 重複排除 
SecureFiles データの複数の冗長コピーを排除。アプリケーションに対

して完全に透過的 

複数の同一の SecureFiles データが自動的に検出され、1 つのコピー

のみが保存されるため、ストレージ領域を節約 

索引圧縮 

機能 説明 利点 

高度な索引圧縮 索引圧縮を自動化 
I/O の低減により、大幅な索引ストレージ・コストの削減およびパ

フォーマンス向上が可能 

プリフィックス圧縮 索引の全体的なサイズを削減 
索引による使用領域を DBA が効率的に管理するために使用できる、

もっとも役立つ索引最適化機能の 1 つ 

データベース・ファイル・システム 

機能 説明 利点 

データベース・ファイル・システム

（DBFS） 
データベースの各表に格納されるファイルおよびディレクトリを処理す

る、標準のファイル・システム・インタフェースを作成 

DBFS Content Store により、各データベース・ユーザーは、クライ

アントによってマウント可能なファイル・システムを 1 つまたは複

数作成することが可能 

バックアップおよびデータ転送の圧縮 

機能 説明 利点 

RMAN 圧縮 RMAN バックアップを圧縮 
ストレージ・コストを削減し、バックアップとリストアにかかる時

間も大幅に短縮 

Oracle Data Pump データ圧縮 エクスポート時に表データの圧縮が可能 
ダンプ・ファイル・サイズが削減されるため、バックアップ時に

ディスク領域を大幅に節約 

Oracle Data Guard REDO 転送の圧縮 
Oracle Data Guard REDO 転送サービスを使用して、REDO データをス

タンバイ・サイトに転送 

REDO データを圧縮形式で転送できるため、ネットワーク帯域幅の

消費が減少。REDO データの転送時間が短縮される場合もあり 

高度なネットワーク圧縮 データベース・ネットワーク・データを圧縮 

データ接続経由で転送されるセッション・データ・ユニット

（SDU）のサイズを削減。データのサイズが削減されるため、SDU

の転送にかかる時間が短縮 

コンプライアンスとバージョニング 

機能 説明 利点 

フラッシュバック・データ・アーカイブ 本番データベースの変更を追跡するメカニズムを提供 
一元管理され、シームレスに問合せ可能な、セキュアな履歴デー

タ・ストアを実現 

データベース内アーカイブ 
ユーザーおよびアプリケーションが、個別の行ごとにアーカイブの状態

を設定可能 

archived（アーカイブ済み）というマークが付いている行は、そこ

から移動することはないが、表示されなくなる（アーカイブされた

データの表示が有効になっているセッションを除く） 

時制有効性 
有効時間（VT）およびトランザクション時間（TT）を使用して、ユー

ザーが実環境の有効性の期間を追跡することが可能 

有効時間属性を使用して、問合せによって現在有効な行のみを表示

し、現在有効でないファクトが含まれた行を表示しないようにする

ことが可能 
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詳細情報 

上記の機能の詳細については、以下のリンクを参照してください。 

Oracle Database In-Memory 
Advanced Compression/Basic Compression 
Hybrid Columnar Compression 
SecureFiles LOB圧縮/重複排除 
索引圧縮 
ヒート・マップ/自動データ最適化 

 
 
 
 
 
 

 

 

Oracle Corporation, World Headquarters 海外からのお問い合わせ窓口 
500 Oracle Parkway 電話：+1.650.506.7000 
Redwood Shores, CA 94065, USA ファクシミリ：+1.650.506.7200 

 
CONNECT WITH US 
 

blogs.oracle.com/oracle 

facebook.com/oracle 

twitter.com/oracle 

oracle.com 

 

 
 

Copyright © 2019, Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.本文書は情報提供のみを目的として提供されてお
り、ここに記載されている内容は予告なく変更されることがあります。本文書は一切間違いがないことを保証するも
のではなく、さらに、口述による明示または法律による黙示を問わず、特定の目的に対する商品性もしくは適合性に
ついての黙示的な保証を含み、いかなる他の保証や条件も提供するものではありません。オラクルは本文書に関する
いかなる法的責任も明確に否認し、本文書によって直接的または間接的に確立される契約義務はないものとします。 
本文書はオラクルの書面による許可を前もって得ることなく、いかなる目的のためにも、電子または印刷を含むいか
なる形式や手段によっても再作成または送信することはできません。 

 
OracleおよびJavaはOracleおよびその子会社、関連会社の登録商標です。その他の名称はそれぞれの会社の商標です
。 

 
IntelおよびIntel XeonはIntel Corporationの商標または登録商標です。すべてのSPARC商標はライセンスに基づいて
使用されるSPARC International, Inc.の商標または登録商標です。AMD、Opteron、AMDロゴおよびAMD Opteronロゴ
は、Advanced Micro Devicesの商標または登録商標です。UNIXは、The Open Groupの登録商標です。0119 

 

https://www.oracle.com/jp/database/technologies/in-memory.html
https://www.oracle.com/jp/database/technologies/in-memory.html
https://www.oracle.com/jp/database/technologies/advanced-compression.html
https://www.oracle.com/jp/database/technologies/advanced-compression.html
https://www.oracle.com/jp/database/technologies/advanced-compression.html
https://www.oracle.com/jp/database/technologies/advanced-compression.html
https://www.oracle.com/jp/database/technologies/advanced-compression.html
https://www.oracle.com/jp/database/technologies/advanced-compression.html

	データ・ライフサイクル
	免責事項
	はじめに

	Oracle Enterprise Data Architecture
	パフォーマンス
	ストレージ管理
	データ・ライフサイクルの自動化
	データの転送とバックアップ
	コンプライアンスとバージョニング

	Oracleテクノロジー
	ライフサイクルの段階
	ヒート・マップ
	自動データ最適化による圧縮階層化
	高度な行圧縮
	ライフサイクルの段階

	Oracle Database In-Memory
	自動インメモリ（AIM）
	ライフサイクルの段階

	ウェアハウス（問合せ）圧縮（HCC）
	ライフサイクルの段階

	アーカイブ圧縮（HCC）
	ライフサイクルの段階

	自動データ最適化によるストレージ階層化

	サマリー
	その他のOracleテクノロジー

