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はじめに
このホワイト・ペーパーでは、Oracle Database Release 18c で導入された、Oracle Multitenant
のさまざまな新機能について説明します。Oracle Multitenant のこの 4 度目のメジャー・リ
リースでは、以下に挙げるいくつかの重要な拡張機能が提供されます。

» リフレッシュ可能な PDB スイッチオーバー
リフレッシュ可能な PDB スイッチオーバー機能により、2 つの CDB を管理するだけで、
PDB ごとにレプリカを作成し、維持できます。
» Data Guard との統合強化
Data Guard によって保護される高可用性構成の PDB プロビジョニング操作を簡素化します。
» Snapshot Carousel
Snapshot Carousel は、PDB の定期的なポイント・イン・タイム・コピーのためのリポジト
リです。通常、時点が異なる複数のデータベース・コピーが必要となる開発環境や、ミッ
ション・クリティカルでないバックアップ・プロセスやリカバリ・プロセスを増やすこと
が必要な環境に最適です。
» 動的なロックダウン・プロファイル
PDB や CDB を再起動しなくとも、ロックダウン・プロファイルへの変更が、該当するすべ
ての PDB に動的に伝播されるようになりました。
» CDB フリート管理
CDB フリートは、まとめて管理される CDB のグループです。CDB フリートにより、
Multitenant の操作上の効率性がさらに向上します。具体的には、CDB では多数の PDB をま
とめて管理できますが、CDB フリートを使用すると、多数の CDB をまとめて管理できます。

これらの機能については、このホワイト・ペーパーの各セクションで説明します。
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リフレッシュ可能なPDBスイッチオーバー
18c の新機能であるリフレッシュ可能な PDB スイッチオーバー機能を使用すると、2 つの CDB を管
理するだけで、PDB ごとにレプリカを作成し、維持できます。まず、ただ単に Red という名前の
PDB を CDB1 に作成し、次に使い慣れたリフレッシュ可能な PDB 構文（これは 12.2 で導入されま
した）を使用して、この PDB のレプリカを CDB2 に作成してみましょう。さらに、PDB をいくつか
追加してみましょう。Gold を CDB2 に、Brown を CDB1 に、Grey を CDB2 に追加します。Gold と
Brown のレプリカは必要ありませんが、Grey のレプリカは 1 つ必要です。つまり、この 2 つの CDB
間で”逆の方向”にリフレッシュされる 2 組のレプリカが存在することになります。これは図 1 に示
したとおりです。

リフレッシュ可能な PDB スイッチオーバー
2 つの CDB を管理するだけで、PDB ごとのレプリカが実現
サーバー1

CDB1

サーバー2

CDB2

1. create pluggable database Red;
4. create pluggable database Brown;
6. create pluggable database Grey
from Grey@CDB2_Link
refresh mode every 2 minutes;

2. create pluggable database Red
from Red@CDB1_Link
refresh mode every 2 minutes;
3. create pluggable database Gold;
5. create pluggable database Grey;

図1：リフレッシュ可能なPDBを使用してレプリカを維持

これまでお話しした手順はすべて、12.2 で可能ですが、ここからは、新しいスイッチオーバー機能
が必要です。スイッチオーバー機能は、複数の状況において非常に有用です。たとえば、計画的ス
イッチオーバーは、ロードバランシングで非常に役立ちます。このロール移行は、現在のプライマ
リに接続することで実行されます。“将来的なレプリカ”に接続し、次の文を実行すると考えると分
かりやすいでしょう。
alter pluggable database Grey
refresh mode every 2 minutes
from Grey@dblink switchover;

リフレッシュ可能なクローンを設定する構文はおなじみですが、新しいキーワード“switchover”に
も気付くでしょう。この操作結果は、CDB1 の PDB である Grey がプライマリ・ロールを引き受けま
す。そのレプリカは、CDB2 で維持されるようになります。Grey へのユーザー接続は、CDB1 の新
たなプライマリに転送されるようになります。このスイッチオーバー機能について示しているのが
図 2 です。
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リフレッシュ可能な PDB スイッチオーバー
計画スイッチオーバー
サーバー1

CDB1

サーバー2

CDB2

1. alter pluggable database Grey
refresh mode every 2 minutes
from Grey@dblink switchover;

図2：リフレッシュ可能なPDBスイッチオーバー

この例では、この機能を使用してロードバランシングを実行しながら、念のためにリモート・サー
バーでレプリカを維持することがいかに簡単なことであるかが分かります。何らかの理由でプライ
マリ PDB に障害が発生した場合は、レプリカにスイッチオーバーして操作を再開できます。これを、
計画外スイッチオーバーと呼びます。図 3 で示したレプリカからプライマリへのロール移行を実行
する 3 つの手順は、以下のとおりです。
1.

レプリカをもう 1 度リフレッシュします。
ソース PDB はもう使用できませんが、リフレッシュ・プロセスには、プライマリ CDB の REDO
ストリーム（オンライン REDO ログとアーカイブ REDO ログ・ファイル）から REDO を読み取
る処理が含まれることに留意してください。ここでは、REDO ストリームを含むソース CDB は
無傷であり、障害はソース PDB のみに限られていると仮定します。そのため、この最終的な
リフレッシュが正常に実行されると仮定することは理にかなっています。この手順では、前回
のリフレッシュから PDB に障害が発生するまでの間にプライマリに対して実行されたあらゆ
るトランザクションが転送され、適用されます。

2.

稼働しているレプリカを変更すると、リフレッシュ可能な PDB でなくなります。

3.

前のレプリカを、読取りと書込みが可能なモードで開き、新たなプライマリとして使用できる
ようにします。
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リフレッシュ可能な PDB スイッチオーバー
計画外スイッチオーバー
サーバー1
CDB1

サーバー2

CDB2

1. alter pluggable database Grey
refresh;
2. alter pluggable database Grey
refresh mode none;
3. alter pluggable database Grey
open read write;

図3：リフレッシュ可能なPDBを使用した計画外スイッチオーバー

この機能は、高可用性の観点から、Data Guard の代わりと捉えるべきではないことに留意すること
が重要です。ただし、他のサーバーにレプリカを維持するために使用できるという意味では、リフ
レッシュ可能な PDB は、スイッチオーバーが計画的なイベントであれ、計画外のイベントであれ、
負荷の低い重要でないアプリケーションの操作が再開されるレプリカとして使用されてきています。
その点では、 リカバリ時間目標（RTO）とリカバリ・ポイント目標（RPO） の観点からスイッチ
オーバーの特徴を考慮することには価値があります。
RTO では、スイッチオーバー時に操作を再開できるまでの時間が考慮されます。つまり、停止時間
がどのくらいかということです。RTO は、適用される REDO の量の影響を受けます。また、ソース
PDB における REDO 生成機能の速さと、レプリカのリフレッシュ頻度でもあります。最悪な例は、
次のリフレッシュが実行される直前にソースに障害が発生することです。ソースにおける REDO 生
成の速さが比較的安定していると仮定すると、このような状況では、最大量の REDO がレプリカに
適用された後に、スイッチオーバーが完了する可能性があります。一般的に、リフレッシュの頻度
が比較的高い場合（数時間おきではなく、2～3 分おき程度）、比較的少量の REDO が適用された後
に、スイッチオーバーが完了する可能性があります。レプリカをリフレッシュするプロセスが
REDO 生成の速さに対応できるようにするために、現実的なトランザクション量で徹底的に検証す
ることが重要です。
RPO は、プライマリの障害時に失われるデータ量に適用されます。多くの場合、ソース PDB にのみ
障害が発生しても、データ損失は発生しません。ソース CDB が機能し続けている間は、コミットさ
れたすべてのトランザクションは、ソースのオンライン REDO ログとアーカイブ REDO ログで保護
されます。そのため、ソース PDB の障害時にレプリカに適用されていないトランザクションでさえ
も、スイッチオーバーの前にリカバリして、レプリカに適用できます。最悪の例は、ソース CDB ま
たはホスト・サーバーの全面的な障害です。そのような場合は、そのサーバーのオンライン REDO
ログにアクセスできなくなり、アーカイブ REDO ログにさえもアクセスできなくなる可能性があり
ます。
このような、および類似の状況において、上述のリフレッシュ可能な PDB の基本機能を使用すると、
最後のリフレッシュ後にソースで発生したすべてのトランザクションが失われる可能性があります。
たとえば、リフレッシュ可能な PDB が次の文を使用して作成されていた場合です。
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create pluggable database myPDB
from myPDB@DBLink
refresh mode every 2 minutes;

最大のデータ損失は、2 分間のトランザクションです（リフレッシュがソースから REDO を生成す
る速さに対応できていたことを前提としています）。
ただし、Data Guard のリモート REDO リポジトリ（Data Guard Far Sync のコンポーネント）との統
合を通した別の戦略も存在します。この戦略は、リフレッシュ可能な PDB が以下のようにデータを
読み取ることができる場合に可能です。
»

（上記で説明したように、オンライン、およびプライマリのアーカイブ REDO ログから）デー
タベース・リンクを経由して

»

または、（REDO 転送によって保守される）リモート REDO リポジトリから

リモート REDO リポジトリからレプリカ PDB をリフレッシュするというこの 2 つ目の選択肢には、
以下に挙げる複数の重要な利点があります。
»

プライマリの REDO ログをスキャンする影響を最小限に抑える

»

CDB 間の REDO 転送量を最小限に抑える

»

フェイルオーバーの状況でほぼゼロのデータ損失を実現するこのことを示しているのが図 4 です。

データ損失がほぼゼロの PDB ごとのスイッチオーバー
Data Guard REDO リポジトリとの統合により実現
スタンバイ

プライマリ
PDB1

PDB2

PDB3

PDB4

PDB1

PDB3

PDB4

プライマリ

create pluggable database
PDB3 from PDB3@DBLink
refresh mode every 2 minutes;
alter system
set remote_recovery_file_dest=
<ローカル REDO リポジトリのパス>;
Data Guard の同期レプリケーション

図4：Data Guard REDOリポジトリとの統合
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スタンバイ

PDB の非同期
リフレッシュ

REDO リポジトリ

Data Guardとの統合強化
特定の形式の PDB 作成は、18c 以前の Data Guard 構成では少々複雑になる場合がありました。新
しい PDB のシードからの作成、ローカル・コールド・クローンの作成というもっとも一般的な 2 つ
のプロビジョニング操作は、Data Guard で 100 %機能します。図 5 に示すこの操作について、詳し
く説明します。
図 5 は、Data Guard でレプリケーションを管理している、上層がプライマリ CDB、下層がスタンバ
イ CDB の高可用性構成です。顧客が作成した PDB のない“新しい”CDB から開始します。この初期状
態では、PDB$Seed のみが存在します。
新しい PDB を（シードから）作成すると、create pluggable database 操作がスタンバイで適切に再
実行されます。これが可能であるのは、PDB$Seed とそのデータファイルが、すでにスタンバイに
存在するためです。新しい PDB は、プライマリとスタンバイに無事に作成されます。
同様に、ローカル・コールド・クローン（プライマリにすでに存在する PDB のクローン。読取り専
用でオープンされる）の作成が行われ、スタンバイに適切に再実行されます。再実行の操作に必要
なデータファイルがすべてスタンバイに存在するためです。
ただし、さまざまな理由から、他のプロビジョニング操作の中にはより複雑なものもあります。
たとえば、ソース PDB がオンラインのまま実行される PDB のクローンのホット・クローン（つま
り、読取り/書込みモードでオープンされるホット・クローン）は、2 つの“リカバリ”操作が同時に
必要であるために複雑です。2 つのリカバリ操作とは、ホット・クローンそのもののトランザク
ション一貫性を確保すること、および、Data Guard によってスタンバイに REDO を適用することで
す。この 2 つの“リカバリ”操作は相互に妨害し合う場合があるため、それを避けるために、Data
Guard のプライマリに対するホット・クローンはスタンバイ・レプリカを持ちません。これは、プ
ライマリでのホット・クローン操作における“standbys=none”句などの関数と同等の機能と見なさ
れる場合があります。

18c 以前の Data Guard 構成での PDB プロビジョニング
単純なプロビジョニングでは問題がないものの、より複雑な場合にはさらなる手順が必要

1
PDB
シード

2
PDB1

3

シードから新しいPDBを作成する
PDB$Seedはスタンバイに存在する

PDB3

PDB2

操作は適切に再実行される

PDB1のローカル・コールド・クローン
PDB1はスタンバイに存在する

プライマリ

操作は適切に再実行される

ホット・クローン
スタンバイなしに暗黙的に実行される

プラグインまたはリモート・コールド・クローン

1

2

PDB
シード

PDB1

PDB2

PDB3 に
マウントされた
オフラインのデ
ータファイル

スタンバイ

図5：18c以前のData Guard構成でのプロビジョニング操作
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– ソースのデータファイルがスタンバイに存在しないため、
操作は適切に再実行されない
– PDB3 は表示されるものの、スタンバイでは使用できない
（データファイルはオフライン）
– Data Guard リカバリが停止される

この説明においては、リモート・コールド・クローン（つまり、別のCDBのPDBのコールド・ク
ローン）は、アンプラグしたPDBのプラグインと同じです。どちらの場合も、新しいPDBをシー
ドから作成する場合や、ローカル・コールド・クローンを実行する場合とは異なり、新たに作成
されたPDBのデータファイルは、定義上まだCDBに存在しません。そのため、新しいPDBのデー
タファイルをプライマリCDBだけでなく、リモートCDBにもコピーする必要がある点からも複雑
です。18c以前は、これらのデータファイルをスタンバイに転送する操作を自動化する簡単な方
法はありませんでした。そのため、18c以前では、データファイルがスタンバイにあらかじめ手
作業で入念に配置されていない限り、PDBがプライマリに適切に作成されても、スタンバイには
作成されず、手作業で介入して修正するまで、Data Guardリカバリは停止していました。
このような複雑性は、18c では大幅に簡素化されています。18c では、Data Guard 環境を設定する
プロセスにおいて 1 回限りの追加手順をいくつか行い、以前はやや複雑であったこのような各プロ
ビジョニングを引き継ぐための簡単な手順を実行します。
まず、図 6 に示すような、Data Guard の設定で行われる 1 回限りの追加手順について説明します。
1.

最初に、自己参照するデータベース・リンクをプライマリに作成します。これがスタンバイで
適切に再実行され、プライマリを参照するデータベース・リンクが作成されます。

2.

次 に 、 ス タ ン バ イ に パ ラ メ ー タ を 設 定 し ま す 。 こ の パ ラ メ ー タ は
standby_PDB_source_file_DBLink という名前であり、前の手順で作成したデータベース・リ
ンクを参照する必要があります。

3.

最後に、スタンバイの CDB$Root が読取り専用でオープンされる必要があります（CDB$Root
がスタンバイにて読取り専用でオープンされる場合に限り、Active Data Guard のライセンス
は不要です）。これにより、Data Guard は先ほど指定したパラメータの値を読み取ることが
できます。create pluggable database 操作がスタンバイで再実行されたものの、必要なデータ
ファイルがまだスタンバイに存在しない場合、これらのデータファイルはこのデータベース・
リンク経由でプライマリからコピーされる場合があります。
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Data Guard との統合強化
Data Guard の 1 回限りの追加設定手順により、スタンバイがプライマリのファイルにアクセスすることが可能に
•

1.

DBリンクのCDB1_Linkを作成
PDB
シード

PDB1

PDB2

スタンバイで再実行し、プライマリを参照する
DB リンクを作成する

PDB3

2.

プライマリ

3.
PDB
シード

PDB1

PDB2

スタンバイ

自己参照する DB リンクをプライマリに
作成する

以下の新規パラメータをスタンバイに設定する：
standby_PDB_source_file_DBLink
前の手順で作成したDBリンクを
特定する

スタンバイ CDB$Root を読取り専用でオープンする
create PDB操作がスタンバイで再実行された
ものの、必要なデータファイルがスタンバイに
存在しない場合、このリンクを通じて
プライマリからコピーされる
スタンバイCDB$Rootは、Active Data Guardを
必要とせずに読取り専用でオープンされる場合がある

図6：Data Guard設定における1回限りの追加手順

次に、“非スタンバイ一時 PDB”と呼ばれる PDB を採用した新しい簡単な手順を紹介します。この手
順に従うことで、これまで複雑であったプロビジョニング操作を簡単ないくつかの手順で行えるよ
うになります。
たとえば、アンプラグした PDB をプラグインする場合や、リモート・コールド・クローンを実行す
る場合を例に挙げます。この新しい PDB に PDB3 という名前を付けます。
1. まず、“非スタンバイ一時 PDB”と呼ばれる PDB を作成します。これは、create pluggable
database 文に“standbys=none”句を含めるだけで作成できます。この文を実行すると、ス
タンバイには一時 PDB がマウントされた状態で表示されますが、そのデータファイルは名
前がない、またはオフラインと表示されます。
2. 次に、必要な PDB（PDB3）を、非スタンバイ一時 PDB のローカル・コールド・クローン
として作成します。これは、パラメータ standby_PDB_source_file_DBLink で特定される
データベース・リンク経由で PDB のデータファイルをコピーすることで、スタンバイで適
切に再実行されます。
3. これで、非スタンバイ一時 PDB を破棄して構いません。
これまで比較的複雑であった手順が、図 7 で示すこの簡単な 1～3 の手順に簡素化されます。
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1

Data Guard との統合強化
Data Guard の“非スタンバイ一時 PDB”を使用した簡単な PDB プラグインまたはリモート・クローン

2
PDB
シード

PDB1

プラグインまたはリモート・クローン PDB（PDB3）

“非スタンバイ一時PDB”を作成する

PDB2

PDBプラグイン、またはリモート・クローンとして
重要：以下の句

プライマリ

“standbys=none”

3

を create pluggable database 文に含める

2.

必要な PDB をこの非スタンバイ一時 PDB の
コールド・クローンとして作成する
スタンバイ・パラメータstandby_PDB_source_file_DBLinkで
特定される DB リンク経由でファイルをコピー

PDB
シード

することで、スタンバイで適切に再実行

PDB1

PDB2

PDB3

スタンバイ

される

3.

非スタンバイ一時 PDB を破棄して
構わない

図7：Data Guardの“非スタンバイ一時PDB”を使用した簡単なPDBプラグインまたはリモート・クローン

Data Guard によって保護される高可用性構成のホット・クローンの場合も、同様にこの簡単な 1～
3 の手順に従います。
1.

先ほどと同じく、最初の手順は“非スタンバイ一時 PDB”の作成ですが、今回はホット・ク
ローンとして作成します。ここでも、create pluggable database 文に“standbys=none”句
を含めることが重要です。ソースがオンラインのままクローンを取得することが、ホッ
ト・クローンの目的であることに留意してください。この場合、この要件は明らかに適
用されます。

2.

次に、必要な PDB を非スタンバイ一時 PDB のローカル・コールド・クローンとして作成
します。これは、パラメータ standby_PDB_source_file_DBLink で特定されるデータベー
ス・リンク経由で PDB のデータファイルをコピーすることで、スタンバイで適切に再実
行されます。

3.

これで、非スタンバイ一時 PDB を破棄して構いません。

このように、18c では、Data Guard 構成においてこれまで比較的複雑であったプロビジョニング操作
に“非スタンバイ一時 PDB”技術を採用した、この同様の簡単な手順を使用できるようになりました。

9 | Oracle Multitenant：Oracle Database 18cの新機能

Snapshot Carousel
Snapshot Carousel は、PDB の定期的なポイント・イン・タイム・コピーのためのリポジトリです。作
成するスナップショットの履歴の数を制限することをお勧めします。保持するスナップショットの最
大数は、設定可能です。デフォルトは 8 であり、これは現在サポートされる最大値でもあります。

Snapshot Carousel
PDB の定期的なポイント・イン・タイム・コピー用リポジトリ

2
3
2
1

13 日

2018 年 3 火曜日
月

T-1 T-2
T-0

T-3

T-7

T-4

T-6 T-5

2018 年 3 月


12 日

#B4PDB DB を個別
に管理

月曜日

#B4PDB DB を個別
に管理

図9：Snapshot Carouselを使用して日付固有の問題をデバッグ

たとえば、特定の PDB のスナップショットを夜間に作成している場合は、恐らくこの 1 週間のス
ナップショットのみが必要です。これは図 8 に示すとおりです。24 時間ごとの真夜中に、もっとも
古いスナップショットを破棄します。回転式の棚が、1 つのスロットで回転していると考えること
ができます。新しく空になったスロットは、T-0 のためのスロットとなりました。新しいスナップ
ショットが作成されると、スロット T-0 にドロップされます。
Snapshot Carousel の素晴らしいユースケースは、日付固有の問題をデバッグするためのソースとし
ての使用です。たとえば、金曜日に報告を受けた問題があるとします。これは新しい問題であり、
日付に関連しているようであり、その週の前半に発覚しました。ただし、報告では、最初に発生し
た正確な日付については具体的に触れていません。
次の“ブラケティング”アプローチを試してみましょう。月曜日、火曜日、水曜日のスナップショット
からクローンを作成し、テストを実行して問題が発生するかどうかを確認します。月曜日は問題が
再現されなかったので、その日は除外できます。さらにテストを実行し、火曜日で問題が発生した
ため、水曜日も除外できます。ここで火曜日をさらに掘り下げます。これは図 9 に示すとおりです。
このプロセスがいかに迅速であるかがお分かりになるでしょう。これらは、最新のクラウドベース
の開発部門が必要とする類の機能であり、最新のビジネス環境の要求に応えることができます。ス
ナップショットは、技術的には完全なクローンとして、またはストレージ効率の高いスナップ
ショット・クローンとして実際に作成できます。
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Snapshot Carousel
日付固有の問題をデバッグするための理想的なソース
火
c1

1. 金曜日に報告を受ける“
2. ブラケット”問題
3. 月曜日を除外する
4. 水曜日を除外する
5. 火曜日を掘り下げる

水
c1

火
c4

火
c2

開

本番

日付固有のバグ

月
c1

2018 年 3 月

16 日

15 日 14
日
16 日

13 日

12日
9日
10 日 11

金曜日

#B4PDB 本番
クローンが常に古い

2018 年 3 月

12 日 15 日
月曜日

#B4PDB 本番
クローンが常に古い

2018 年 3 月

火曜日

#B4PDB 本番
クローンが常に古い

2018 年 3 月

14 日
水曜日

#B4PDB 本番
クローンが常に古い

図9：Snapshot Carouselを使用して日付固有の問題をデバッグ

Snapshot Carousel のもう 1 つの素晴らしいユースケースは、PDB の単純なポイント・イン・タイ
ム・リカバリ用の便利なソースとしての使用です。数日間、何も問題が発生せずに過ぎたとします。
業務プロセスは円滑に進み、スナップショットが毎晩自動的に作成されています。しかしながら、
深刻なデータ障害が 21 日水曜日に発生したことを発見します。もっとも簡単な修復方法は、データ
障害が発生する前に作成された火曜日のスナップショットからリカバリすることです。単に現在の
PDB を破棄し、データ障害が発生する前の火曜日のスナップショットのクローンをリストアします。
図 10 を参照してください。
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Snapshot Carousel
PDB の簡単なポイント・イン・タイム・リカバリ用の便利なソース
ポイント・イン・タイム・リカバリ

2

水曜日にデータ障害が発生
火曜日のスナップショット
20 日 19 日

1

21 日

18 日

14 日

17 日

15 日 16 日

からリカバリ
2018 年 3 月

2018 年 3 月

21 日

20 日

水曜日

#B4PDB DB のサイズ
変更で停止時間が発生

火曜日

#B4PDB DB のサイズ
変更で停止時間が発生

図10：PDBのポイント・イン・タイム・リカバリのソースとして使用されるSnapshot Carousel

動的なロックダウン・プロファイル
他の要件を大幅に妥協することでクラウドの一部の要件を実現しているさまざまな競合製品とは異
なり、Oracle Multitenant は、クラウドの目的を完全に果たしています。これは、データベースの視
点から、スケールメリットを伴う独立性と俊敏性と要約される場合があります。この独立性の要件
に重点を置く当社の哲学が、構成可能な独立性です。この要件に対処するために、オラクルはロッ
クダウン・プロファイルという非常に強力な機能を 12.2 で導入しました（余談ですが、オラクルは
Autonomous Data Warehouse Cloud をはじめとするさまざまな Oracle Cloud サービスで非常に幅
広くこの機能を使用しています）。
ロックダウン・プロファイルは、18c では大幅に強化されています。このリリースでは、新たに
ロックダウン・プロファイルへの変更が関連するすべての PDB に即座に反映されるようになりまし
た。CDB や PDB を再起動する必要はありません。
この概念は、多数をまとめて管理するというオラクルの哲学と一致しており、“独立性ステンシル”
が中央でいくつか作成されます。1 つをすべての PDB に適用する場合もあります。恐らく 2 つか 3
つ作成し、そのうちの 1 つがデフォルトです（中には、これらを“T シャツのサイズ”と考える人もい
ます）。新しい PDB が CDB に追加されると、デフォルトのロックダウン・プロファイルが継承さ
れるか、特定のプロファイルが適用されます。
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ロックダウン・プロファイルには、以下に挙げる 4 つの重要な側面があります。
»

データベースのオプションと機能

»

パラメータの設定

»

セキュリティ機能

»

リソース・マネージャ計画

図 11 の上部の表では、ロックダウン・プロファイルを定義する 3 つの方法を説明しています。これ
らのロックダウン・プロファイルは、左側の列に表示されています。赤、からし、紫と呼ぶことに
しましょう。ロックダウンの程度は、赤では比較的低く、からしでは中程度で、紫では高いことが
一目でわかります。

PDB に動的に適用される定義の一元管理
DBのオプションと機能
C##

パラメータ

セキュリティ

alter session set

alter system set

リソース・マネージャ

nls_territory
= ‘AMERICA’

disable all except
(’plsql_debug’);

2

50

5 GB

nls_territory
= ‘AMERICA’

disable all except
(’plsql_debug’);

8

200

20 GB

nls_territory
= ‘AMERICA’

32

800

80 GB

disable all;

図11：ロックダウン・プロファイルの簡易図

これをもう少し詳しく調査するための次の 4 つの重要なカテゴリが、ヘッダー行に記載されています。
»

データベースのオプションと機能

»

パラメータの設定

»

セキュリティ機能

»

リソース・マネージャ計画

次の行は、各カテゴリについてのさらなる詳細です。たとえば、DB のオプションと機能のカテゴリ
には、データベースの Java、パーティショニング、ネットワーク・アクセス、OS アクセス、共通ス
キーマ・アクセスが表示されています。赤のロックダウン・プロファイルでは、これらはすべて有
効です。からしでは、Java とパーティショニングが有効です。紫では、すべてが無効です（これら
のカテゴリの一部は、実際はさらに細かく制御されます。詳しくは、ホワイト・ペーパー『Oracle
Multitenant：Oracle Database 12c Release 2（12.2）における独立性』に記載されています）。
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次の列は、データベース・パラメータのカテゴリです。ここでは、パラメータ NLS_Territory の設定
が表示されています。CDB は米国ベースのため、すべてのロックダウン・プロファイルにおいて、
適用可能な値は“AMERICA”でなければなりません。指定できるパラメータの設定数に制限はありま
せんが、これがこの図で示されている唯一のパラメータです。
次の列には、セキュリティ設定のカテゴリが表示されています。この図では、“alter system”の範囲
が厳格に制限されています。紫では、完全にロックダウンされています。赤とからしでは、
“PLSQL_Debug”以外のすべての句が無効化されています。つまり、これらのロックダウン・プロ
ファイルの対象となる PDB のすべてのユーザーに alter system を付与することができ、“alter system”
が有効な唯一の状況は、“PLSQL_Debug”を設定した場合です。この方法では、ロックダウン・プロ
ファイルは付与を補完するものとして捉えることができます。alter system などの強力な権限の付与
は、範囲が広すぎると見られる場合がありますが、この方法でロックダウン・プロファイルを定義
すれば、alter system の範囲を本当に必要な少数の機能にのみ制限できます。これは、最小権限の付
与というベスト・プラクティスの哲学と一致しています。ここでもう 1 つ重要な点は、これらの制
限は実行時に適用されるということです。コンパイル時には考慮されないため、これらの制限が適
用されている場合にオブジェクトは無効化されません。
最後のカテゴリは、リソース・マネージャの動作を促進するさまざまなパラメータの設定です。
CPU の数、IOPS、および SGA_Max_Size の設定が表示されています。赤は 2 CPU、50 IOPS、5 GB
SGA の小規模なロックダウン・プロファイルです。からしは 8 CPU、200 IOPS、20 GB SGA の中規
模なロックダウン・プロファイルです。紫は 32 CPU、800 IOPS、80 GB SGA の大規模なロックダウ
ン・プロファイルです。
下部全体には、複数の PDB がプラグインされている CDB が表示されています。PDB のさまざまな
色の盾は、各 PDB に適切なロックダウン・プロファイルが適用されていることを表します。

CDBフリート管理
Oracle Multitenant は、12.1 で導入されて以来、多くの PDB をまとめて管理することで、組織が運
用コストを大幅に削減できるよう支援してきました。CDB フリートは、多くの CDB をまとめて管理
できるようにすることで、この利点をさらに拡大しています。組織は、いくつもの正当な理由から、
複数の CDB にまたがって展開された大規模な PDB 環境を持つ傾向にあります。個々のサーバーの
物理的な容量については、そのうちの複数のサーバーで環境全体をサポートすることが求められる
場合があります。データ主権や待機時間については、サーバーが世界中に物理的に分散されている
ことが求められる場合があります。時には、CDB ごとの PDB 数が技術的に制限されているために
（Exadata と Oracle Cloud では CDB あたり 4,096 の PDB、その他のプラットフォームでは CDB あ
たり 252 の PDB）、単一サーバーに複数の CDB を作成することが求められる場合もあります。この
ような状況の中で、CDB フリートを使用すれば、CDB のフリート全体を単一の CDB であるかのよ
うに管理できます。
CDB フリートは、まとめて管理される CDB のグループです。CDB フリートには次の 2 つの可能な
ロールがあります。
»

Lead CDB
フリート内の 1 つの CDB のみを Lead CDB として指定します。このロールは、LEAD_CDB デー
タベース・プロパティを TRUE に設定することで指定できます。
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»

Member CDB
CDB は、適切な Lead CDB を特定できるように LEAD_CDB_URI データベース・プロパティを設
定することで、CDB フリートのメンバーになります。これは、データベース・リンクで表現さ
れます（このデータベース・リンクは、“固定ユーザー”セマンティックを使用する必要がありま
す。つまり、ユーザー名とパスワードはリンク定義内にあります。“接続ユーザーのセマン
ティック”を使用したデータベース・リンクは使用しません）。

Member CDB は CDB フリートに追加されているため、各 Member CDB の Proxy PDB が自動的に
Lead CDB に作成されます。図 12 では、どのように CDB Fleet が設定されるかを示しています。

CDB フリート
CDB フリートの設定

ボストン

ニュー

ワシン

ヨーク

トン

アトランタ

マイアミ

レッドウッド

ロサン

ショアーズ

ゼルス

東
シアトル

ポートラン

サン
フランシスコ

西部

create database link Central_Link
connect to c##system
identified by secret
using ‘Central’;
alter database
set Lead_CDB_URI = ‘Central_Link’;

4. {Repeat steps performed in East
東部

西部

プロキシ

プロキシ

シカゴ

タルサ

中部

オースティン

1. alter database
set Lead CDB = ‘TRUE’;

CDB フリート

図12：CDBフリートの設定

LEAD_CDB と LEAD_CDB_URI という 2 つのデータベース・プロパティは、相互に排他的です。2 つ
のレベルの CDB フリートのみが構成され、大規模なフリート内にサブフリートをネストすることは
できません。
CDB フリートを使用すると、さまざまな CDB にまたがって物理的に分散された PDB 環境全体を、
単一の CDB であるかのように扱うことができます。これには、いくつかの重要な事柄が伴います。
1.

PDB 名はすべて、CDB フリート全体で一意でなければなりません。つまり、CDB フリートは、
すべての PDB に対する単一の論理名前空間を表します。

2.

上記で述べたように、フリートのメンバーシップは、データベース・プロパティ
LEAD_CDB_URI を設定することで決定されます。これにより、“固定ユーザーのセマンティッ
ク”で定義される必要のあるデータベース・リンクが指定されます。このユーザー（Fleet
Common User）は、CDB フリート内のすべての CDB で同様に定義される必要があります。
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CDB フリートによって実現される重要なフリート規模の操作には、次のようなものが含まれます。
»

CDB ビューに対する問合せ

»

GV$ビューに対する問合せ

»

Containers()問合せ

通常、上記の各状況では、CDB フリート内の Lead CDB の CDB$Root に対して実行されるこれらの
問合せは、PDB が単一の CDB にあるかのように、CDB フリート内のすべての PDB からデータを集
約します。厳密な要件は、Fleet Common User が、すべてのオブジェクト、または問合せが実行さ
れる特定のオブジェクトに対して container_data 権限を持つすべての PDB に、データが戻されるこ
とです。図 13 では、CDB ビューに対する CDB フリート規模の問合せを示しています。

CDB フリート
多くの CDB の一元管理
SQL> select PDB_Name
from CDB_PDBs
order by PDB_Name;
ボストン

ニュー

ワシン

ヨーク

トン

アトランタ

マイアミ

レッドウッド

ロサン

ショアーズ

ゼルス

タルサ

オースティン

東
シアトル

ポートラン

東部

西部

プロキシ

プロキシ

サン
フランシスコ

西部
シカゴ

中部

PDB_NAME
--------------------------------------------------------------ATLANTA
AUSTIN
BOSTON
CHICAGO
EAST_PROXY
LOS_ANGELES
MIAMI
NEW YORK
PORTLAND
REDWOOD SHORES
SAN FRANCISCO
SEATTLE
TULSA
WASHINGTON
WEST_PROXY
15 rows selected.
SQL>

CDB フリート

図13：CDBビューに対するCDBフリート規模の問合せ

16 | Oracle Multitenant：Oracle Database 18cの新機能

まとめ
Oracle Multitenant は、2013 年に導入されて以来、ISV をはじめとする顧客に幅広く採用され、オン
プレミスとクラウドの両方に展開されてきました。実際、Exadata Express や Autonomous Data
Warehouse Cloud など、多くの Oracle Cloud Database Service は、テナントの独立性、俊敏性、ス
ケーラビリティにおいて、Oracle Multitenant に依存しています。Oracle Database 18c では、以下
をはじめとする多数の拡張機能が既存のマルチテナント機能に導入されています。
»

リフレッシュ可能な PDB スイッチオーバー
PDB ごとのレプリカの極めて簡易な管理性を実現します。

»

Data Guard との統合強化
高可用性構成の PDB プロビジョニング操作を簡素化します。

»

Snapshot Carousel
PDB の定期的なポイント・イン・タイム・コピーのためのリポジトリです。

»

動的なロックダウン・プロファイル
独立性構成への変更を、CDB や PDB を再起動せずに直ちに PDB に適用させることができます。

»

CDB フリート管理
多くの CDB をまとめて管理することが可能です。

Oracle Database 18c のマルチテナント・アーキテクチャにより、展開先が Oracle Cloud であろう
と、オンプレミスやハイブリッド・クラウド環境であろうと、スケールメリットを伴うテナントの

独立性と俊敏性が実現されます。
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