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TimesTen Scaleout は、次世代の極めて大規模な OLTP ワークロード向けに設
計された、新しいシェアード・ナッシング・スケールアウト・インメモリ・デー
タベースです。柔軟なスケーラビリティ、完全な SQL、標準的なデータベース
API、ACID トランザクション、および組込みのフォルト・トレランスを備えた
TimesTen Scaleout は、データベースを数百テラバイトに透過的にスケールア
ウトでき、1 秒あたり数億トランザクションを超える非常に高い OLTP スルー
プットをサポートします。 

 

TimesTen Scaleout は、さまざまな業種で数千社もの顧客企業に使用されてい

る、業界を代表する OLTP アプリケーション用インメモリ・データベース Oracle 

TimesTen In-Memory Database を基盤としています。そのため、TimesTen 

Scaleout では、TimesTen の非常に強力な全機能の利点を享受できます。たと

えば、TimesTen Scaleout は、‘NewSQL’データベースのエンジンよりもはるか

に高度な、フル機能のコストベース・オプティマイザを備えた高度な SQL 処理

エンジンを特徴としています。また、TimesTen Scaleout は、JDBC、ODBC、

OCI などの標準 API と、Oracle Database 互換の SQL、PL/SQL、データタイプ

をサポートしています。 

 

さらに、多くの‘NewSQL’データベースとは異なり、TimesTen Scaleout は完全

な ACID プロパティ、複数文の分散トランザクション、分散結合、制約、およ

びグローバル 2 次索引もサポートしています。これらの機能によって、単一ノー

ドからこのスケールアウト・アーキテクチャに進化する際にアプリケーション

側で妥協が必要ないため、既存の TimesTen アプリケーションだけでなく新し

いアプリケーションでも TimesTen Scaleout を簡単に採用できます。 

 

この新しいスケールアウト・アーキテクチャは、現在サポートされている最大

64 の独立したホスト全体にわたって透過的なスケーリングを実現します。デー

タはスケーラビリティを実現するために分散され（複数の分散スキームから選

択）、かつ、フォルト・トレランスを実現するためにアクティブ-アクティブの

コピーで複製されます。 

 

また、TimesTen Scaleout はデプロイと管理が非常に簡単です。最初の初期イ

ンストールの実行から、スケールアウト・データベースの稼働にいたるまでの

手順を 15 分以内に完了できます。 

TimesTen Scaleout とは 

• スケールアウトのシェアード・ナッシ
ング・インメモリ SQL データベース・
アーキテクチャ 

• Oracle TimesTen In-Memory 
Database リリース 18.1 の新機能 

• クラス最高の TimesTen In-Memory 
Database を基盤とする 

• 現在サポートされている最大 64 のホ
ストにスケールアウト 

• 最大数百テラバイトの非常に大規模な
インメモリ・データベースをサポート 

• 1 秒あたり数億トランザクションを超
える極めて高いトランザクション速度
をサポート 

• インストール、構成、管理が非常に 
簡単 



 
 

 

透過的なスケールアウト 

TimesTen Scaleout のアーキテクチャにより、要素と呼ばれるコンピュート・

ユニットとストレージ・ユニットの分散コレクション全体にわたって、スケー

ルアウトを簡単かつ透過的に実行できます。TimesTen Scaleout データベース

に要素を追加することにより、読取り/書込みトランザクションのスループット

を向上させながら、In-Memory Database の空き容量も増加できます。 

コンテナや仮想マシン、物理ホストを含め、さまざまなホスト・タイプで要素

を実行できます。大規模なホストでは、スケールアウト処理だけでなくスケー

ルアップ処理も可能なため、少ない要素でピーク・スループットを向上できま

す。これは、各要素の基盤となるのが、マルチコア・アーキテクチャでのスケー

リングに優れた TimesTen In-Memory Database であるためです。 

 

データベース内のデータの場所をアプリケーションが認識する必要はありませ

ん。データベース内のすべてのデータに要素がアクセスでき、データがローカ

ルに存在しない場合は、データ・リクエストが現在の要素に自動的に転送され

ます。ただし、TimesTen Scaleout は、最適な要素に操作を直接送信するため

にアプリケーションがオプションで使用できる、データ依存ルーティング API

も装備しています。 

 

高可用性 

TimesTen Scaleout の高可用性は、シンプルかつ自動的です。各要素は、k-safety

と呼ばれる透過的なフォルト・トレランス・メカニズムを使用して自動的に複

製されます。トランザクションによって行われた変更は、要素のすべてのコピー

に自動的に複製されます。この要素の一連のコピーはレプリカ・セットと呼ば

れます。レプリカ・セット内のすべての要素は完全にアクティブで、完全に一

貫性があるため、任意の要素からすべてのデータの読取りと変更を実行できま

す。各レプリカ・セット内の 1 つ以上の要素が使用可能である限り、データベー

スは引き続き完全に使用可能です。 

 

  

おもな機能： 

• スケールアウトのシェアード・ナッシ
ング・インメモリ・アーキテクチャを
使用して、データベース・サイズとス
ループットをスケーリング 

• 完全な ACID プロパティによるトラン
ザクション 

• アクティブ-アクティブの読取りと書
込みを備えた、組込みの自動的な高可
用性 

• Oracle 互換の SQL、データタイプ、お
よび API 

• 柔軟なホスト再構成 

• 汎用プラットフォーム：x86 のベア・
メタル、VM、コンテナ、および
OpenStack 上の Oracle Linux、Red 
Hat Linux、CentOS、SuSE、および
Ubuntu 

 

 

 

 

 

「極めてスケーラブルなアーキテクチャ
と強力な HA を備えた TimesTen Scaleout
は、次世代のネットワーク・システムに非
常に魅力的なソリューションです」 

SAMSUNG 

プリンシパル・エンジニア、 
SHIN DONGKEUN 氏 



 
 

 

データ分散 

TimesTen Scaleout では、さまざまなアプリケーション・データ配置シナリオ

に対応するように、各表内の行を複数の方法で分散できます。 

• ハッシュによる分散：複数の要素からアクセスする必要がある大きな表の

場合、もっともスケーラブルな分散メカニズムは、コンシステント・ハッ

シュの変形を使用するハッシュ・ベースの分散です。これにより、表の内

容を表内の分散キーのハッシュによって均一に分散でき、たとえば、

CUSTOMER 表内の行を CUSTOMER_ID 列のハッシュによって分散できま

す。この分散はデフォルトです。 

• 参照による分散：リモートの要素アクセスを最小限に抑えるために、子表

の行を親行と同じ場所に配置することが望ましい場合があります。たとえ

ば、ORDERS 行を同じ要素上の特定の CUSTOMER 行と関連付ける場合な

どです。これを行うには、customer_id 外部キー列のハッシュによって

ORDERS 行を分散します。 

• 複製：頻繁にアクセスされる小さな参照表（CATALOG 表など）を、すべ

ての要素に完全に複製できます。これにより、CATALOG 表が関係してい

るすべての検索と結合をローカルに処理できます。複製は、読取りがおも

な小さな表（ディメンション表など）に適しています。 

 

  

「世界で最初の TimesTen Scaleout 本稼働
顧客として、新しい TimesTen Scaleout
アーキテクチャを使用した当社のマーケ
ティング・サービス・システムのデプロイ
は成功を収めており、アプリケーション・
コードの変更もほぼありませんでした。パ
フォーマンスが 3 倍以上向上しただけで
なく、同時実行性の高い多数の新しいビジ
ネス・モジュールを適切にサポートできる
ようになりました。 

このことは、Oracle TimesTen Scaleout が
OLTP SQL ベースのアプリケーション向け
の優れた分散リレーショナル・インメモ
リ・データベース製品であることを完全に
実証しています」 

CHINA MOBILE（重慶市） 

CONSTRUCTION AND MAINTENANCE 
部門責任者、 
TANG TANG 氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SQL、PL/SQL、および標準 API 

• Oracle 互換のデータタイプ 

• Oracle 互換の SQL、PL/SQL 

• 標準 API：JDBC、ODBC 

• Oracle API：Pro*C、OCI 

• オープンソース API：ODPI-C、Oracle 
R、Node.js、Python、Ruby、Go、お
よび PHP 

• TimesTen 独自の C++ API（TTClasses） 

 



 
 

 

アプリケーション開発 

TimesTen Scaleout は、Oracle Database 互換のデータタイプ、SQL、および

PL/SQL をサポートしています。また、簡単なデプロイメントを促進するさまざ

まな API を提供しています。 

• ODBC（C/C++） 

• TTClasses（独自の‘JDBC ライクな’ C++ API 

• JDBC（Java） 

• OCI（C/C++） 

• Pro*C（C/C++） 

• ODP .NET（.NET） 

さらに、ODPI-C、PHP、Node.js、Ruby、Python、Go、Oracle R など、多数の

オープンソース・データベース API およびアダプタも TimesTen で動作します。 

管理 

TimesTen Scaleout のインストール・タスク、構成タスク、管理タスクはすべ

て簡単に一元化され、1 つの管理インスタンスから実行されます。このインス

タンスは、アプリケーション SQL やトランザクションの実行には参加せず、シ

ステムの構成やトポロジに関するメタデータ、およびさまざまなコンポーネン

トの状態を格納します。このインスタンスが、構成されているすべてのホスト

にわたって TimesTen ソフトウェアのインストールと構成を統合します。管理

者が他のホストにログインして、これらの管理操作を実行する必要はありませ

ん。可用性を高めるために、2 つ目の管理インスタンスを構成できます。 

SQL Developer では、グラフィカルなダッシュボードで TimesTen Scaleout の

インストール、構成、監視を実行でき、コマンドライン・インタフェースも利

用できます。 

ユースケース 

TimesTen Scaleout は、おもに OLTP および IoT スタイルのワークロードに合わ

せて最適化されています。高帯域幅の OLTP にもっとも重点を置いていますが、

TimesTen Scaleout はハイブリッド分析（HTAP）ワークロードもサポートして

います。 

ユースケース例には、以下のようなものがあります（ただし、これらに限定さ

れるわけではありません）。 

• リアルタイムの請求 

• リアルタイムの不正検出 

• リアルタイムの取引 

• リアルタイムの認可 

• リアルタイムのデバイス追跡 

 

「TimesTen Scaleout 製品に非常に期待して
います。ベータ・テスト時に、TimesTen 
Scaleout ベータ製品に対して実行する既存の
HLR/HSS アプリケーション（C/ODBC）を、
コードやスキーマの変更なしに、わずか 1 時
間以内でダイレクト・モードと C/S モードの
両方で適切にデプロイできました」 

ELUON 

アプリケーション開発部門 
チーフ・エンジニア 

SUNGTAE KIM 氏 
 

 

 

 

 



 
 

 

ベンチマーク 

TimesTen Scaleout は、OLTP ワークロードでクラス最高のスループットを実現

します。以下の値は、典型的な通信業界アプリケーションをモデル化して読取

り/ 書 込み ワー クロ ード と読 取り 専 用ワ ーク ロー ドの 両方 を使 用し た、

TimesTen スループット・ベンチマーク（TPTBM）です。読取り/書込みワーク

ロード（読取りと書込みの比率は 80 対 20）では 1 秒あたり最大 1 億 4,400 万

の SQL トランザクションを達成し、読取り専用ワークロードでは 1 秒あたり

12 億の SQL Select という驚異的なスループットを達成しています。 

 

両方の TPBM ワークロードで、以下の同じハードウェアを使用しています。 

• Oracle Cloud Infrastructure、64×BM.HighIO1.36、10 G イーサネットと

NVMe SSD 

 



 
 

 

TimesTen Scaleout の概要 

新しいスケールアウト・イン 

メモリ・データベース 

TimesTen Scaleoutは1秒あたり数億トランザクションをサポートしており、インメモリ・

データベースを数百テラバイトにまで到達させることが可能です。TimesTen Scaleoutのデ

プロイメントでは最大64の独立したホストをサポートしており、これらの各ホストに小規

模なVMを使用することも複数のCPUソケットを搭載した大規模なサーバーを使用するこ

とも可能です。 

大量のワークロードが発生する 

OLTPアプリケーション向け 

TimesTen Scaleoutは、電気通信のリアルタイムな課金やデバイス追跡、金融サービスのリ

アルタイムな取引や不正検出、ならびにスマート・メータリングといった極めて大量の

OLTPワークロードおよびIoTワークロード向けに最適化されています。 

クラス最高のTimesTen In-Memory Databaseを 

基盤とする 

TimesTen Scaleoutは、さまざまな業種で数千社もの顧客企業に使用されている、業界を代

表するOLTPワークロード用インメモリ・データベースTimesTen In-Memory Databaseを基

盤としています。そのため、TimesTen Scaleoutでは、マルチコア・サーバーでのスケール

アップ処理、高度なコストベース問合せオプティマイザ、高度なSQL機能、複数の索引付

け技術など、TimesTenの数多くの革新技術の利点を享受できます。 

あらゆるアプリケーション・シナリオに対応する

柔軟なデータ分散スキーム 

TimesTen Scaleoutのさまざまなデータ分散スキームは、ほとんどのアプリケーション要件

をサポートしています。 

• 大きな表に適した、ノード間のハッシュ分散 

• 関連する表の同じ場所での分散（顧客注文の同じ場所での分散） 

• 価格表やカテゴリ一覧などの、小さな参照表の完全複製 

完全なACIDプロパティとグローバル2次索引による、

組込みの高可用性 

TimesTen Scaleoutは、フォルト・トレランスに対応するアクティブ-アクティブのデータ・

コピーを備えた、一貫性のある強力な分散データベース・アーキテクチャを提供します。

TimesTen Scaleoutは、完全な複数文の分散トランザクションに加え、グローバル2次索引と

グローバル制約もサポートしています。 

簡単かつ標準の 

アプリケーション・デプロイメント 

TimesTen ScaleoutはTimesTen In-Memory Databaseを基盤としているため、Oracle互換

のSQLとPL/SQL、Oracle互換のデータタイプに加え、OCI（Oracle Call Interface）、JDBC、

ODBC、ODP.NETなどの標準APIもサポートしています。 

簡単なデプロイと管理 TimesTen Scaleoutはインストールと管理が非常に簡単な製品です。一元化された管理リポ

ジトリを利用でき、簡単なコマンドライン・ユーティリティですべてのスケールアウト構

成操作とデプロイメント操作を実行でき、SQL Developerとの統合が可能です。 

 

お問い合わせ 

Oracle TimesTen Scaleout 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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