
 

 

Oracle ShardingのFAQ 

 

  

概要 

Oracle Shardingは、カスタム設計されたOLTPアプリ

ケーションのためのスケーラビリティ機能および可

用性機能であり、ハードウェアやソフトウェアを共

有しないOracle Databaseのプールでデータの分散

とレプリケーションを可能にします。アプリケー

ションは、データベースのプールを単一の論理デー

タベースとして認識します。データベース（シャー

ド）をプールに追加するだけで、どのプラットフォー

ム上でも、いずれのレベルにも柔軟に（データ、ト

ランザクション、およびユーザーを）拡張できます。

Oracle Database 12.2.0.1の最初のリリースで、1,000

シャードまでのスケールアップがサポートされてい

ます。 

Oracle Shardingでは、スケーラビリティに対して似

たようなアプローチを使用する自社開発のデプロイ

メントと比較して、より優れたランタイム・パフォー

マンスと容易なライフ・サイクル管理を実現します。

また、リレーショナル・スキーマ、SQL、その他の

プログラム・インタフェース、複雑なデータ型のサ

ポート、オンライン・スキーマ変更、マルチコアの

スケーラビリティ、高度なセキュリティ、圧縮、高

可用性、ACIDプロパティ、読取り一貫性、JSONを

使用した開発者の俊敏性など、エンタープライズ

DBMSのさまざまなメリットを実現します。 

製品の概要 

Q：ユーザーがOracle Shardingに魅力を感じる理由はどの

ようなものですか。 

A：Oracle Shardingは、共有ストレージを使用せず、また

Oracle Databaseのエンタープライズ向けのクオリティ

（厳格な一貫性、SQLのすべての機能、JSONを使用した

開発者の機敏性、セキュリティ、高可用性、バックアップ

とリカバリ、ライフ・サイクル管理など）を損なわずに、

直線的なスケーラビリティと完全な障害分離の組み合わ

せを実現するデータベース・アーキテクチャを求めるユー

ザーの需要に応じたものです。 

Oracle Sharding向けに設計されたOLTPアプリケーション

は、追加のスタンドアロン・サーバーに新しいシャードを

展開するだけで、どのプラットフォーム上でも、いずれの

レベルにも柔軟に（データ、トランザクション、およびユー

ザーを）拡張できます。 計画外停止や計画メンテナンス

のためにシャードが利用不可になった場合やパフォーマ

ンスが低下した場合、そのシャードのユーザーにのみ影響

し、他のシャードのユーザーのアプリケーション利用やパ

フォーマンスには影響しません。アプリケーションにもっ

とも古い実行バージョンとの下位互換性がある場合は、

シャードごとに異なるOracle Databaseリリースを実行で

きるため、データベースのメンテナンスを行っている間、

アプリケーションの可用性を容易に維持できます。 

また、Oracle Shardingは、Oracleのエンタープライズ向け

のクオリティをシャード・データベース・アーキテクチャ

へ拡大するだけではありません。自動化を使用して、ライ

フ・サイクル管理の簡素化、多種多様なユースケースに対

処する詳細なパーティショニング方法、ランタイム・パ

フォーマンスを向上させるデータ依存ルーティングをも

たらします。こうした機能を集結し、競合するシャーディ

ング・ソリューションやカスタム・デプロイメントに劣ら

ない充実したメリットをユーザーに提供します。 

Q：オラクルがOracle Shardingでもたらす新たな開発とは

どのようなものですか。 

A：Oracle Shardingはシャード・データベース・アーキテ

クチャのデプロイと管理を包括したソリューションで、自

社開発のシャーディング・アプローチに取って代わるもの 

よくある質問 
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です。各シャードへの表パーティション分散をもたらす新

たな自動化、HAとデータ保護のためのレプリケーション、

高パフォーマンス・ルーティング、ロード・バランシング、

ライフ・サイクル全体の管理を含むシャード・データベー

スのオート・デプロイを提供します。 

Oracle Shardingはまた、長い時間をかけて実証されている

Oracle Databaseのエンタープライズ向け機能を、シャー

ディングのユースケースに合わせて明示的に最適化しま

す。たとえば、次のようなメリットが得られます。Oracle 

Partitioning、Data Guard、Active Data Guard、GoldenGate、

JDBC/OCI/ODP.NET接続プール、DBCA、OEM、Oracle RAC

など。 

Q：Oracle Shardingのメリットをまとめてください。 

A：Oracle Database 12c Release 2でシャーディングを使用

すると、多数のメリットが得られます。 

• 直線的なスケーラビリティと完全な障害分離。

Oracle Shardingに合わせて設計されたOLTPアプリ

ケーションでは、追加のスタンドアロン・サーバー

に新しいシャードを展開するだけで、どのプラット

フォーム上でも、いずれのレベルにも柔軟に（デー

タ、トランザクション、およびユーザーを）拡張で

きます。計画外停止や計画メンテナンスのために

シャードが利用不可になった場合やパフォーマンス

が低下した場合、そのシャードのユーザーにのみ影

響し、他のシャードのユーザーのアプリケーション

利用やパフォーマンスには影響しません。アプリ

ケーションにもっとも古い実行バージョンとの下位

互換性がある場合は、シャードごとに異なるOracle 

Databaseリリースを実行できるため、データベース

のメンテナンスを行っている間、アプリケーション

の可用性を容易に維持できます。 

• グローバルなデータ分散によってデータ近接性を実

現し、データをコンシューマの近くに保管します。

また、データ主権により、データ・プライバシ規制

に対応します。 

• さまざまなライフ・サイクル管理タスクの自動化によ

り、簡素化を実現します。これらのタスクには、シャー

ドおよびレプリケーションの自動作成、システム管理

でのパーティショ二ング、単位コマンドでのデプロイ

メント、きめ細かいリバランスなどがあります。 

• インテリジェントなデータ依存ルーティングを使用

して、卓越した実行時パフォーマンスを実現します。 

リレーショナル・スキーマ、SQL、その他のプログラム・

インタフェース、複雑なデータ型、オンライン・スキーマ

変更、マルチコアのスケーラビリティ、高度なセキュリ

ティ、圧縮、高可用性、ACIDプロパティ、読取り一貫性、

JSONによる開発者の俊敏性など、シャーディングのすべ

てのメリットをエンタープライズRDBMSの機能を損なう

ことなく得られます。 

Q：Oracle Shardingとはどのようなものですか。もっと詳

しく説明してください。 

A：Oracle Shardingは、カスタム設計されたOLTPアプリ

ケーションのためのスケーラビリティ機能および可用性

機能であり、ハードウェアやソフトウェアを共有しない別

個のOracle Databaseのプールでデータの分散とレプリ

ケーションを可能にします。プール内にある各データベー

スはシャードと呼ばれます。アプリケーションは、シャー

ドのプールを単一の論理Oracleデータベース（シャード・

データベースまたはSDB）として認識します。 

Oracleのシャーディングは、水平なパーティショ二ングを

使用して各シャードにデータを分散します。水平なパー

ティショ二ングにより、シャード全体にデータベース表を

分割し、各シャードに、列が同じで行のサブセットが異な

る表が含まれるようにします。 

データベース管理者の視点からすると、SDBは、まとめて

管理することも個別に管理することも可能な複数のデー

タベースで構成されています。しかし、アプリケーション

開発者の視点からすると、SDBは単一のデータベースのよ

うに見えます。シャードの数とシャード間のデータ分散が、

データベース・アプリケーションに対して完全に透過的で

す。アプリケーションによって発行されるSQL文には

シャードに関する記載がなく、また、このSQL文はシャー

ドの数と構成に依存しません。 

OLTPアプリケーションは、スケーラビリティと可用性が

もたらすメリットを実現するため、シャード・データベー

ス・アーキテクチャに合わせて明示的に設計されている必

要があります。これは、スケーラビリティと可用性がアプ

リケーションに対して透過的に達成されたOracle Real 

Application Clusters（Oracle RAC）をベースにしたHAアー

キテクチャとの相違点です。シャード・データベースを使
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用するアプリケーションは、十分に定義されたデータ・モ

デルと、最初にシャーディング・キーを介してアクセスす

るデータ分散戦略（コンシステント・ハッシュまたはコン

ポジット）を備えている必要があります。シャーディン

グ・キーには、たとえばcustomer_id、account_no、

country_idなどが含まれます。さらに、Oracle Sharding

は、データ配置ポリシー（ラックおよび位置認識）とすべ

てのデプロイメント・モデル（オンプレミス、パブリック

またはハイブリッド・クラウド）をサポートしています。 

高パフォーマンスが求められるトランザクションは、標準

で連続10秒間または100秒間アクセスする単一のシャー

ド・トランザクションでなければなりません。たとえば、

お客様の請求記録の検索と更新、サブスクライバのドキュ

メントの検索と更新などです。高パフォーマンス・トラン

ザクションには、シャード間に通信またはコーディネー

ションはありません。複数シャードの操作および非シャー

ド・キー・アクセスもサポートされていますが、パフォー

マンスの期待値は下がります。このようなトランザクショ

ンは通常、合計のワークロードの10%以下を占める簡素な

集計、レポート作成などを含んでいます。 

こうした設計上の考慮事項と引き換えに、シャード・デー

タベース・アーキテクチャ上で実行されるアプリケーショ

ンは、さらに高レベルのスケーラビリティと可用性を達成

できます。プールにシャードが追加されるに従いパフォー

マンスが直線的に拡張されますが、これは、各シャードが

他のシャードから完全に独立しているためです。一般的に

各シャードは、ローカル・ストレージ、フラッシュ、メモ

リを使用し、比較的低コストでパフォーマンスを最適化す

るさらなる機会をお客様に提供します。Oracle Sharding

の最初のリリースでは、シャードを最大1,000個までス

ケールアップできるよう設計されています。また、各

シャードの独立性は、あるシャードの停止またはパフォー

マンスの低下が、他のシャードで実行中のトランザクショ

ンの可用性またはパフォーマンスに影響を与えないこと

を意味します。 

各シャードの高可用性（HA）は、データベース・レプリ

ケーションのオート・デプロイによって実現します。自動

データベース・フェイルオーバーおよびシンプルで一方向

のData Guard物理レプリケーションがデフォルト構成で

す。Active Data Guard（読取り専用でコピーがオープン）

またはOracle GoldenGate（読取り/書込みですべてのコ

ピーがオープンする両方向のレプリケーション）も自動的

にデプロイされることがあります。シャードはデータセン

ター内およびデータセンター間でレプリケートされるこ

とがあります。レプリケーションは、Oracle Shardingに

よってサポートされるデータ配置ポリシーを使用した

データセンターおよびラックに対応しています。オプショ

ンで、シャードのHAが実現するようOracle RAC を手動で

構成できます。 

シャードは、フロントエンドに、ルーターとして動作する

シャード・ディレクタと呼ばれるレプリケート・リス

ナー・セットを備えています。Oracleのクライアント

（ JDBC 、 OCI 、 ODP.net ） お よ び Oracle Universal 

Connection Pool（UCP）は、接続文字列内で指定された

シャード・キーが認識されるように、また、各シャードに

許容される接続の最大数をコントロールすることによっ

て可用性が保証されるように拡張されます。最適なランタ

イム・パフォーマンスのためデータが常駐しているシャー

ドへ直接リクエストをルーティングするために、接続レイ

ヤー内のシャードのルーティング・キャッシュ（シャード

に対する初回リクエストによって移入）が使用されます。

シャードのルーティング・キャッシュは、シャード・デー

タベースに変更が加えられると自動的にリフレッシュさ

れます（例：シャードの自動リバランスまたは追加/削除）。 

アプリケーションの要件と適合性 

Q：Oracle Shardingを活用するため、アプリケーションに

求められる要件はどのようなものですか。 

A：すべてのアプリケーションがシャード・データベース

を利用できるわけではありません。Oracle Shardingは、

シャード・データベース・アーキテクチャ向けに明示的に

設計されたOLTPアプリケーションを想定したものです。 

• アプリケーションは十分に定義されたデータ・モデ

ルと、最初にいくつかのキーを介してアクセスする

データ分散戦略（コンシステント・ハッシュまたは

コンポジット）を備えている必要があります。たと

えばキーにはカスタマーID 、アカウント番号、 

country_idなどが含まれています。 

• 高パフォーマンスが求められるトランザクションはす

べて、単一のシャード・トランザクションでなければ

なりません。こうしたトランザクションが高パフォー



 

4 | FAQ - Oracle Sharding 

Oracle FAQ 
 

  

マンス・ルーティングのためのシャード・キーを提供

し、通常は連続10秒間または100秒間アクセスします。

たとえば、お客様の請求記録の検索と更新、サブスク

ライバのドキュメントの検索と更新などです。 

• 複数シャードの操作または非シャード・キー・アク

セスがサポートされていますが、パフォーマンスの

レベルは低下します。このようなトランザクション

は通常、合計のワークロードの10%以下を占める簡

素な集計、レポート作成などを含んでいます。 

Q：SAPまたはOracle E-Business SuiteなどのCOTSアプリ

ケーションはシャーディングを使用できますか。 

A：いいえ。シャーディングは、シャード・データベース・

アーキテクチャを利用する目的でビルドされたアプリ

ケーションを明示的に対象としています。Oracle Sharding

向けとして認められたアプリケーションを持つアプリ

ケーション・プロバイダは存在しません。 

Q：シャーディングのターゲット顧客およびターゲット・

アプリケーションの例はありますか。 

A：Oracle shardingのターゲット顧客はあらゆる業種に存

在する可能性があります。おもな例は次のとおりです。 

• オンライン・ストレージや情報検索に大きなスケー

ラビリティと高可用性を必要とするマスメディアや

金融情報プロバイダ。 

• シャーディング用のメイン・ドライバの障害が分離

している航空会社のチケット・システム。数十の独

立したデータベース間にシャードが必要です。デー

タベース障害がもたらす瞬間的なデータ利用不可は

わずか1/Nです。 

• クラスの異なるユーザー/顧客プロファイルごとに、

異なる価格レベルで異なるシャードを割り当てたい

ソーシャル・メディア企業。 

• 直線的なスケーラビリティと障害の分離のために

シャードし、在籍国においてユーザー・データの保

存に求められる法的要件を満たす必要のあるオンラ

イン支払いシステム。 

• ユーザー、ワークロード、トランザクション拡張の

ため、カスタマーIDによってシャードされる財務お

よび税金の確定申告サービス会社。シャーディング

により、税申告期間中のサービス・ピーク需要に求

められる柔軟性が提供されます。 

• カスタマーID、電話番号、またはユーザーIDによっ

て各顧客を特定できる大規模請求システム。 

Q：シャーディングは新しい概念ですか。 

A：シャーディングは確立された概念ですが、次のいずれ

かの理由で使用される特別な目的を持ったプラクティス

です。 

• 読取り/書込みおよび読取り専用ワークロードの両

方を大幅に拡張するため。 

• 完全な障害分離を通じた高可用性のため。シャード

はハードウェアやソフトウェアを共有しない構成が

可能なため、個々のシャードの停止やパフォーマン

スの低下の影響を受けるのはそのシャードのユー

ザーだけで、他のシャードのユーザーやアプリケー

ション全体の可用性は影響を受けません。 

• ローカル接続された非共有ストレージ（PCIベースの

フラッシュなど）とともにサーバーを使用する場合、

またはシャードをメモリ内で完全に格納できる場合

のスケーラビリティと可用性のため。シャード・デー

タベースは、クラスタウェアまたは共有ストレージ

のないこのようなサーバーのプールにデプロイ可能

です。 

企業はOracle Shardingによるシャード・データベース・

アーキテクチャのデプロイを待っていません。主要イン

ターネット企業ではシャードが行われています。スケーラ

ビリティと可用性を求めて、自社のOracleデータとワーク

ロードを複数の独立したOracle Databaseでパーティショ

ンする独自のアプローチを開発した、実力のあるOracle

ユーザーもいます。シャーディングは、スケーラビリティ

とHAを達成する手段として、NoSQLデータベースでも使

用されています。 

技術面 

Q：データはどのようにして各シャードへ分散されますか。 

A：Oracle Shardingは水平なパーティショ二ングにより、

シャード全体にデータベース表を分割し（個別の物理デー

タベース）、各シャードに、列が同じで行のサブセットが

異なる表が含まれるようにします。 
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各シャードへのパーティション分散は表領域レベルで行

われます。別の表領域内および各表領域に常駐するシャー

ド表の各パーティションは、特定のシャードと関連付けら

れます。各シャードの表パーティションは、非シャード

Oracleデータベースで使用される通常のパーティション

となにも違いはありません。 

表のパーティションは複数データベース内に常駐します

が、アプリケーション開発者にとって、この表は単一デー

タベース内の通常のパーティション表とまったく同じよ

う見え、まったく同じように動作します。アプリケーショ

ンによって発行されるSQL文にはシャードに関する記載

がなく、また、このSQL文はシャードの数と構成に依存し

ません。 

Oracle Shardingは表のパーティショ二ングに一般的な

SQL構文を使用して、表の行を各シャードにパーティショ

ンする方法を指定します。シャード表のパーティション・

キーもまたシャーディング・キーです。たとえば、CREATE 

SHARDED TABLE文は、シャード表を作成するために使用

されます。 

Oracle Shardingはデータ分散を自動的にまたはユーザー

によって、あるいは両方の組み合わせによって決定できる

パーティショ二ング方式を選択できるようにします。 

Q：どのような種類のシャーディング方法がサポートされ

ていますか。 

A：12.2.0.1では、Oracle Shardingは2種類のシャーディン

グ方法（システム管理およびコンポジット）をサポートし

ています。 

• システム管理によるシャーディングでは、ユーザー

がシャードへのデータのマッピングを指定する必要

がありません。データは、コンシステント・ハッシュ

を使用したパーティショ二ングにより、自動的に各

シャードへ分散されます。パーティショ二ング・ア

ルゴリズムは、各シャード間に均等かつランダムに

データを分散します。ホットスポットの発生を避け、

各シャードに均一なパフォーマンスをもたらすため

です。Oracle Shardingは、SDBへのシャードの追加

またはSDBからのシャードの削除時に、自動的に

データのバランスの取れた分散を維持します。シス

テ ム 管 理 に よ る シ ャ ー デ ィ ン グ で は 、 Oracle 

Shardingに合わせて最適化されたコンシステント・

ハッシュによるパーティショ二ングを使用します。

シャーディング方法でもっとも多く利用されている

のが、システム管理よるシャーディングです。 

• コンポジット・シャーディング法 - データが最初に

リストまたは範囲によってパーティションされ、そ

の後 さらに、コンシステント・ハッシュによって

パーティションされます。2つのレベルのシャーディ

ングにより、データをシャード・セットへマッピン

グし、その後、シャード・セットへのバランスの取

れたデータ分散を自動的に維持できるようになりま

す。 

Q：トランザクションは単一シャード内にどのように含ま

れていますか。 

A：多くのアプリケーションにおいて、単一シャードの操

作は、水平パーティショ二ングと少数の読取り専用表また

は読取り中心表のレプリケーションをすべてのシャード

で組み合わせることによって、高い確率で達成されます。

シャード表と一緒に頻繁にアクセスされる比較的小さな

表であれば、表全体のレプリケーションを選択することを

お勧めします。各シャード内にある同じ内容の表は複製表

と呼ばれます。たとえば、顧客– 注文– 明細項目スキーマ

も製品表を含んでいることがあります。この表にはすべて

のお客様が共有するデータが含まれており、顧客番号によ

るシャードはできません。代わりに、すべてのデータベー

ス上で表全体を複製し、注文処理中の複数シャードの問合

せを回避します。複製表は製品表の例の中で、CREATE 

DUPLICATED TABLE文を使用して作成されます。 

Oracle Shardingはマテリアライズド・ビューのレプリケー

ションを使用して、複製表の内容を同期させます。各

シャード上の複製表は、読取り専用のマテリアライズド・

ビューによって表されます。マテリアライズド・ビューの

マスター表は、シャード・カタログと呼ばれる特別なデー

タベース内にあります。すべてのシャード上のマテリアラ

イズド・ビューは、構成可能な頻度に応じて自動的にリフ

レッシュされます。CREATE DUPLICATED TABLEで、マス

ター表、マテリアライズド・ビューおよびマテリアライズ

ド・ビューのレプリケーションに必要な他のオブジェクト

を自動作成します。 

Q：どのシャードをランタイムに接続すべきか、アプリ

ケーションはどう判断するのですか。 
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A：シャード・データベース・アーキテクチャを使用して

高パフォーマンスを達成するためのシャーディング・キー

を、アプリケーションで指定する必要があります。たとえ

ば、オンライン・バンキング・アプリケーションは、ユー

ザー・ログイン時にシャーディング・キーとして生成され

るcustomer_idを使用するよう設計できます。データベー

ス・トランザクションの処理時に、アプリケーションが

シャーディング・キーを接続レイヤーに渡します。 

• Oracle JDBC、OCI、ODP.netクライアントは、高パ

フォーマンスのデータ依存ルーティングの接続文字

列内で指定されたシャーディング・キーを認識する

ことができます。データが常駐しているシャードへ

のリクエストを直接ルーティングするために、接続

レイヤー内のシャードのルーティング・キャッシュ

が使用されます。 

• JDBCクライアントのOracle Universal Connection 

Pool（UCP）も、接続URL内で指定されたシャーディ

ング・キーを認識できます。データが常駐している

シャードへの接続を直接ルーティングするために、

シャードのルーティング・キャッシュが使用されま

す 。 Oracle UCP も ま た 、 Apache Tomcat 、 IBM 

WebSphereなど、オラクル以外のアプリケーショ

ン・クライアントをOracle Shardingと連動させるこ

とができます。 

たとえば、UCPのシャード・ルーティング・キャッシュは、

シャードに対するシャーディング・キー範囲のマッピング

を含みます。接続をチェック・アウトするためアプリケー

ションがシャーディング・キーを渡すときに、UCPが、こ

のキーが存在する該当シャードをルーティング・キャッ

シュから検索します。プール内に一致する接続が見つかる

場合、内部接続選択アルゴリズムを適用することによって、

UCPが接続を該当シャードの1つに戻します。一致する接続

がない場合、シャーディング・キーを使用してリクエスト

をシャード・ディレクタに転送すると、新しい接続が行わ

れます。シャードへの初回接続時に、シャード内のすべて

のキー範囲を接続プールが検索し、それをルーティング・

キャッシュへ追加して、その後の接続がシャードへ直接向

かう（シャード・ディレクタを迂回する）ようにします。 

シャードが利用できなくなった場合は、HAのため、クラ

イアント接続は自動的にシャードのコピーへリダイレク

トされます。 

Q：データのリバランス時またはシャードの追加/削除時に、

ルーティング・キャッシュはどのように更新されますか。 

A：リバランスおよび追加/削除されるすべてのシャード操

作は、SDB管理層（シャード・カタログおよびシャード・

ディレクタ）によって実行されます。このような操作中で

も、SDBはオンラインで引き続き利用可能です。リバラン

スの完了後シャーディングのルーティング・キャッシュは

無効になり、次に接続がシャードへルーティングされたと

きに、自動的にリフレッシュされます。 

たとえば、Oracle Universal Connection Pool（UCP）は、

チャンク移動や分割など再シャーディング・イベント中の

シャード変更と、ルーティング・キャッシュの同期状態を

維持します。これは、再シャーディング中にシャードに

よって送信される新しいOracle Notification Serviceイベ

ントのサブスクライブによって行われます。UCPはシャー

ド へ の 初 回 接 続 時 に 、 す べ て の サ ー ビ ス

“eventType=database/event/<chunk>”に対するすべての

チャンク・イベントを受け取るようサブスクライブします

（「チャンク」はSDB内でのデータ移動単位です。詳細は

本書の「どのようにしてワークロードを各シャードでリバ

ランスできますか。」を参照してください）。チャンク・ダ

ウンまたはチャンク分割イベントが発生した場合は必ず、

UCPがチャンク配置表とシャード・ルーティング・キャッ

シュを更新します。 

Q：複数シャード内に保存されたデータを要約するレポー

トを実行できますか。 

A：Oracle Shardingは、複数シャードに保存されたデータ

にアクセスする問合せおよびトランザクションのルー

ティングと処理をサポートし、シャードでの簡素なデータ

集計とレポート作成を可能にします。  このようなケー

スでは、他のシャーディング・ソリューションと同じよう

に、コーディネータ・ノードを使用します。ユーザーは、

単一シャードのOLTPトランザクション（Oracle Sharding

の第一のユースケース）と比べてパフォーマンス・レベル

が低下することを了承する必要があります。 
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Q：アプリケーションはシャード・キーを指定しなくても

データにアクセスできますか。 

A：Oracle Shardingは、シャード・キーを指定しない問合

せに対するルーティングをサポートしています。これによ

り、問合せが実行されるシャードを指定しなくても表を

シャードまたはレプリケートできるシステム内のSQL文

（SELECTおよびDMLを含む）を実行するあらゆるデータ

ベース・アプリケーションに対する柔軟性が生じます。こ

のようなケースでは、他のシャーディング・ソリューショ

ンと同じように、コーディネータ・ノードを使用します。

ユーザーは、シャーディング・キーを指定するOLTPトラ

ンザクション（Oracle Shardingの第一のユースケース）と

比べてパフォーマンス・レベルが低下することを了承する

必要があります。 

Q：どのようにしてシャード・データベースに柔軟なス

ケーラビリティを持たせることができますか。 

A：Oracle Shardingは、スケーラビリティを付加するため、

オンラインでのシャード追加をサポートしています。 

Q：どのようにしてワークロードを各シャードでリバラン

スできますか。 

A：各シャード間のデータの移行は、次のケースで必要と

なります。 

• 1つまたは複数のシャードがSDBに追加またはSDBか

ら削除されたとき 

• 各シャード間のデータまたはワークロードの分散に

偏りがあるとき 

シャード数の変更によってトリガーされたシャード間の

データの再分散プロセスは、再シャーディングと呼ばれま

す。自動再シャーディングにより、SDBでの均一なデータ

分散が実現します。これが実行される仕組みを理解するに

は、データがどのようにして物理的に各シャードへパー

ティションされるかを理解することが必要です。 

各シャードへのパーティションの分散は、各シャードに常

駐する表領域内でのパーティション作成によって行われ

ます。複数シャードの結合数を最小限に抑えるため、表

ファミリー内のすべての表の対応パーティションはつね

に同じシャード内に保存されています。シャード表の各

パーティションは、別の表領域内に保存されます。つまり、

表領域はSDB内におけるデータ分散の物理単位です。 

 

図1：水平にパーティションされたチャンクが3個と複製表を含んだシャード 

シャード間のデータ移行の単位はチャンクです。チャンク

は表領域のセットで、表ファミリー内のすべての表の対応

するパーティションを保存します。チャンクには、表ファ

ミリーの各表からの単一のパーティションが含まれます。

これにより、各シャード表の関連データが確実に連動する

ようになります。各シャード内のチャンクの数は、SDB作

成時に指定されます。図1は、チャンク3個を含むシャード

を示していま。各チャンクに、複数のシャード表の関連

データを含むパーティションのセットが含まれています。

図には、すべてのシャード上で表示される非シャード表領

域（ストックアイテム）内に常駐する複製表も含まれてい

ます。 

シャードがSDBに追加またはSDBから削除されると、各

シャード間のデータとワークロードのバランスの取れた

分散を維持するために複数のチャンクが移動します。

シャーディング方法に応じて、再シャーディングが自動的

にあるいはユーザーによって行われます。 

データまたはワークロードの偏りが生じたときには、

シャードの数を変えなくて特定のチャンクをシャード間

で移動できます。このケースでは、ホットスポットを排除

するため、チャンク移行はDBAによって起動されます。代

替手段として、Oracle Shardingはチャンクのオンライン分

割をサポートしています。分割はチャンクが大きくなりす

ぎたとき、あるいはチャンクの一部だけを別のシャードに

移行させなければならないときに必要になります。 

チャンク移行がアプリケーション可用性に与える影響を

最小限に留めるため、Recovery Manager増分バックアッ

プ、トランスポータブル表領域およびOracle Notification 

Serviceテクノロジーが使用されます。  チャンクは
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チャンク移行中、オンラインで維持されます。チャンク内

に保存されたデータが、読取り専用アクセスのみで利用可

能な時間が短時間（数秒）あります。チャンク移行プロセ

スは、管理者による起動後に自動化されます。 

ソース・シャード内でチャンクがまもなく読取り専用にな

るとき、およびチャンク移行完了時にチャンクが移行先の

シャードで完全に利用可能になったとき、FANが有効なク

ライアントに通知されます。クライアントが‘チャンク読

取り専用’イベントを受け取ると、クライアントはチャン

ク移動が完了するまで接続の試みを繰り返すか、あるいは

ソース・チャンク内の読取り専用チャンクにアクセスしま

す。後者の場合、チャンクへ書込もうとするとランタイ

ム・エラーが生じます。 

Q：シャーディングはどのようにして直線的なスケーラビ

リティをもたらすのですか。 

A：直線的なスケーラビリティは、各シャード間のあらゆ

る依存性を排除することで実現します。各シャードは、

ハードウェアまたはソフトウェアを共有しない独立した

Oracle Databaseです。高いパフォーマンスとスケーラビ

リティを必要とするトランザクションは、単一シャード内

に含まれるデータのみにアクセスします。Oracle Sharding

に合わせて設計されたOLTPアプリケーションでは、追加

のスタンドアロン・サーバーに新しいシャードを展開する

だけで、どのプラットフォーム上でも、いずれのレベルに

も柔軟に（データ、トランザクション、およびユーザーを）

拡張できます。一般的に各シャードは、ローカル・ストレー

ジ、フラッシュ、メモリを使用し、比較的低コストでパ

フォーマンスを最適化するさらなる機会を提供します。 

単一シャードのトランザクションは、シャード・キー（所

定のキーに関連するすべてのデータは同一シャード内に

あります）に応じてパーティションされた表と、複製表（製

品表など、参照データを含む読取り専用および読取り中心

の表がすべてのシャードでレプリケートされます）の組み

合わせを使用します。 

ワークロードは、アプリケーションによって提供される

シャード・キーと、Oracleクライアント（JDBC、OCI、

ODP.net）およびOracle Universal Connection Pool（UCP）

によってサポートされる高パフォーマンスのデータ依存

ルーティングの組み合わせを使用して、適切なシャードへ

送られます。シャーディング・キーには、たとえば

customer_id、account_no、country_idなどが含まれます。 

Q：シャーディングはどのようにして障害の分離を行いま

すか。 

A：定義上、各シャードは他のシャードとハードウェアま

たはソフトウェアを共有しない独立したOracle Database

です。1つまたは複数のシャードの停止またはパフォーマ

ンス低下は、他のシャード上のアプリケーション可用性に

影響を与えません。シャード・レベルでのHAに使用され

るレプリケーションが、停止が発生する可能性のある

シャードの可用性を迅速に回復します。同様に、ある

シャードでの計画メンテナンス（O.S.、データベースのメ

ンテナンス、アップグレード）も、他のシャードの可用性

に影響しません。 

シャード・デプロイメントの追加コンポーネント（シャー

ド・ディレクタとシャード・カタログ・データベース）も、

シングル・ポイント障害を排除するために設計されていま

す。シャード・ディレクタは、Oracleデータベースのイン

スタンスを含まない超軽量プロセスです。冗長なシャー

ド・ディレクタは、SDBへの継続的なアプリケーション・

アクセスを保証するためシャードがデプロイされる各領

域内でデプロイされます。シャード・カタログ・データベー

スは、Oracle Data Guardレプリケーションを自動フェイ

ルオーバーとともに使用して、高可用性を実現します。カ

タログ・データベースはランタイムの接続ルーティングに

影響を与えません。クライアント接続では、高パフォーマ

ンスのデータ依存ルーティングのためシャード・ルーティ

ング・キャッシュが使用されます。Data Guardの自動フェ

イルオーバーの間にカタログ・データベースを瞬間的に利

用できなくなっても、シャード・メンテナンス操作または

複数シャードの問合せのための短時間の一時停止のみが

発生します。 

Q：他のシャードに影響を与えずに、シャード上でデータ

ベースをアップグレードできますか。 

A：アプリケーションにもっとも古い実行バージョンとの

下位互換性がある場合は、シャードごとに異なるOracle 

Databaseリリースを実行できるため、データベースのメ

ンテナンスを行っている間、アプリケーションの可用性を

容易に維持できます。 

各シャードは、Data Guardを使用して最小限の停止時間で

のローリング方式で、あるいはOracle GoldenGateの双方
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向のレプリケーションを使用してオンラインでアップグ

レードできます。さらに、Oracle RACがシャードのHAの

ため使用される場合、すべての一般的なRACローリング・

メンテナンスは、シャード停止時間ゼロで行うことが可能

です。 

Q：どのようにしてシャード・データベースにHAとディザ

スタ・リカバリを実装できますか。 

A：あらゆるOracle Databaseに対して使用されるすべての

一般的なOracle高可用性ソリューションもまた、シャー

ド・データベースにHA、バックアップ、リカバリ、ディ

ザスタ・リカバリを提供します。 

• 自動データベース・フェイルオーバーを備えたData 

Guardは、計画外停止と計画メンテナンスに応じたデ

フォルトのHA構成で、各シャードに自動デプロイし

ます。 

• オプションで、管理者はActive Data Guard（すべて

のシャード・レプリカが読取り専用でオープン）ま

たはシャードのHAをめざしたOracle GoldenGateの

双方向のレプリケーションを自動デプロイできます。 

• 代替手段として、シャードのHAのため管理者は手動

でOracle RACを構成できます。 

• Oracle Recovery Manager（RMAN）とFlashbackが、

シャード・レベルでのバックアップとリカバリおよ

び迅速なポイント・イン・タイム・リカバリをもた

らします。 

• Zero Data Loss Recovery Appliance （ Recovery 

Appliance）が効率的なエンタープライズ規模のバッ

ク ア ッ プ と リ カ バ リ を 実 現 し ま す 。 Recovery 

Applianceはリアルタイムのバックアップを実行し、

SDB内のすべてのトランザクションを保護します。 

• 各シャードの追加のリモート・コピーがData Guard、

Active Data GuardまたはOracle GoldenGateによっ

て維持され、サイト停止に対するリアルタイムの

ディザスタ・リカバリとデータ保護をもたらします。 

• バックエンド・データベース・オブジェクトを変更

する新バージョンのアプリケーションをデプロイす

るときに、エディションベースの再定義により、

シャードのオンライン・パッチ適用が実現します。 

Q：SDB内の各シャードの互換性に求められる要件はどの

ような内容ですか。 

A：各シャードは独立したOracle Databaseです。Oracle 

ShardingはOracle Databaseの最小リリース12.2.0.1および

Oracle Client 12.2.0.1が必要です。Oracle Shardingの初回

リリースに対しては、すべてのシャードに同じOSを使用

することが推奨されます。今後のリリース版でも同様です。

これ以外では、SDBを構成するシャードに求められる追加

の互換性要件はありません。ただし、各シャードと、シャー

ド・レベルのHAのために選択されたアプローチによって

決定されたレプリカの間には、互換性要件があります。 

• Data GuardまたはActive Data Guardを使用する

シャードは、同じデータベース・バージョンとパッ

チ・セット・レベルの対応するData Guardスタンバ

イが指定されている必要があります（データベー

ス・アップグレード実行時は例外）。シャードと

シャードのスタンバイには、Oracle Support Note 

413484.1に記載されたあらゆるData Guard構成に適

用される互換性要件と同じ要件が求められます。 

• Oracle GoldenGateを使用するシャードには、非

シャードのデプロイメントのレプリカ間と同じ互換

性要件があります。 

• Oracle RACを使用するシャードには、非シャード・

デプロイメントのRACノードと同じ互換性要件があ

ります。 

クラウド 

Q：Oracle ShardingはOracle Cloud上でサポートされてい

ますか。 

A：Oracle Database Cloud Services（PaaS）は現在、 シャー

ド・データベース展開にターンキー方式の自動化を提供し

ていません。Oracle Database Cloud Serviceを使用した

Oracle Shardingのオート・デプロイは、2018年（暦年）末

に開発予定です。ハイブリッド・クラウドおよびオールイ

ン・クラウドの展開モデルは、単一のデータセンターおよ

び複数のデータセンター展開の両方をサポート予定です。 

これが実現されるまで、オラクルのシャード・データベー

スは説明書を使用してOracle Cloud（DBCSインスタンス

上）で展開できます。 
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ライセンス 

Q：Oracle Cloud（PaaS）に対するOracle Shardingライセ

ンスはどのように取得しますか。 

A：DBCS EEおよびDBCS EE-High Performance（HP）では、

プライマリ・シャードの数は3個に制限されます。（スタン

バイ・シャードの数に制限はありません） 

DBCS EE-Extreme Performance（EP）およびExadata Cloud 

Service（ECS）では、プライマリ・シャードまたはスタン

バイ・シャードの数に制限はありません。『Licensing 

Information Manual』を参照してください。 

Q：オンプレミスに対するOracle Shardingライセンスはど

のように取得しますか。 

A：プライマリ・シャードが3個以下のシャード・データ

ベース（SDB）の場合、Oracle ShardingにはEEが含まれま

す（Data Guardを含む）。スタンバイ・シャードの数に制

限はありません。 

プライマリ・シャードが3個以上のSDBの場合、EEに加え

て 、 す べ て の シ ャ ー ド が Active Data Guard 、 Oracle 

GoldenGateまたはRACのいずれかに合わせてライセンス

を取得する必要があります。 

こ の た め 、 締 結 し て い る Oracle Unlimited License 

Agreement（ULA）にEE、およびHAオプションの1つが含

まれていれば、Oracle Shardingが追加コストなしで対象に

含まれます。 

Q：Oracle Cloud（IaaS）のBYOLモデルはどのようなもの

ですか。 

A：プライマリ・シャードが3個以下のシャード・データ

ベース（SDB）の場合、Oracle ShardingにはEEが含まれま

す（Data Guardを含む）。スタンバイ・シャードの数に制

限はありません。プライマリ・シャードが3個で、Active 

Data Guard 、 Oracle GoldenGate ま た は Oracle RAC が

シャードで必要な場合、それぞれに応じたライセンスが必

要です。 

プライマリ・シャードが3個以上のSDBの場合、EEに加え

て 、 す べ て の シ ャ ー ド が Active Data Guard 、 Oracle 

GoldenGateまたはRACのいずれかに合わせてライセンス

を取得する必要があります。 

ポジショニング 

Q：Oracle ShardingとOracle RACを比較してください。 

A：Oracle RACとActive Data Guardの組み合わせは、OLTP

と分析アプリケーションに透過的的なスケールアウトと

可用性をもたらし、ユースケースの99パーセント以上の要

件を満たすことができます。Oracle RACを使用すると、す

べてのトランザクションをデータベース内のあらゆる

データ上で実行することができ、データをパーテシション

する必要も複数シャード操作におけるパフォーマンスを

懸念する必要もありません。すべてのRACインスタンスが、

同じ物理データベースへの直接アクセスを共有します。 

Oracle Shardingは、透過性と引き換えに、カスタム設計の

OLTPアプリケーションに対する十分なスケーラビリティ

と高可用性をもたらします。Oracle Shardingを使用する際、

アプリケーションは更新トランザクションが単一シャー

ド内のデータ上で機能するよう設計されます。複数シャー

ドにまたがるトランザクションが、単一シャードのトラン

ザクションと同レベルのパフォーマンスとスケーラビリ

ティをメリットとして受けることはありません。 

Q：Oracle RACの代わりにOracle Shardingを使用できるの

はいつですか。  

A：既存アプリケーションで、ユーザーがOracle RACのス

ケーラビリティと可用性のサービス・レベルに満足してい

れば、Oracle Shardingを使用する必要はありません。 新

しいアプリケーションで、他で実証されていない独自のデ

フォルト想定を使用する場合、Oracle RACとデータベー

ス・レプリケーション（Active Data GuardまたはOracle 

GoldenGate）の組み合わせを使用するOracle MAAが、ア

プリケーションの透過的なスケーラビリティと高可用性

を提供するため最適なソリューションをもたします。 

Oracle Shardingが好ましいソリューションになるのは、貴

社のOracle Enterprise Architectまたはお客様が、Oracle 

RACでは現在または将来のスケーラビリティおよび可用性

要件に対処できないと判断したとき（プロジェクト・ワー

クロードを使用したスケーラビリティと障害の分離テスト

の結果として客観的に、あるいはお客様の認知を変えられ

ないため主観的に）、およびアプリケーションをシャード・

データベース向けに明示的に設計可能なときです。 
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シャーディングとOracle RACは相互に排他的ではありま

せん。レプリケーションの代わりにHAのため、シャード

がOracle RACまたはRAC Oneノードを使用することがあ

ります。Oracle Sharding初回リリースに関する唯一の注意

事項は、RACを手動で構成しなければならないことです。

Oracle ShardingではDEPLOYコマンドの使用によるRAC構

成のオート・デプロイが行われず、Data Guard/Active Data 

GuardおよびOracle GoldenGateの場合は行われます。RAC

構成のオート・デプロイは、今後のリリースに合わせて検

討中です。 

Q：Oracle ShardingとOracle MAAはどのような関係ですか。 

A：Oracle Shardingは、カスタム開発のOLTPアプリケー

ションの十分なスケーラビリティと完全な障害分離のた

め、特別なユースケースに対処するため設計されたOracle 

MAAの自然な進化版です。ユーザーのスケーラビリティ

と可用性要件に対処するため、MAAポートフォリオに別

のツールを追加します。Oracle Databaseに適用されるす

べてのOracle MAA原則は、SDBを構成する各シャードにも

適用されます。Oracle MAAのベスト・プラクティスは、

SDBの構成と管理に関するあらゆる一意の検討事項に対

処するために拡張されます。 

Q：Oracle ShardingとOracle Engineered Systemsはどのよ

うな関係ですか。 

A：スケーラビリティおよび可用性ソリューションとして

Oracle MAAの傘下に入る他の大半の機能と同様に、

Oracle Shardingはハードウェア・プラットフォーム依存し

ません。 

Oracle Shardingは、根底にあるハードウェア・プラット

フォームによってもたらされるデータベース・ワークロー

ドに対するあらゆるメリットを受けます。つまり、Oracle 

Engineered Systemsが提供するデータベース・パフォーマ

ンス、可用性、管理性に対する通常のメリットがすべて、

Oracle Engineered Systemsなどで実行されるシャード・

データベースにももたらされます。 

Q：Oracle ShardingとOracle Multitenantを比較してください。 

A：Oracle MultitenantはSaaSおよびその他のデータベー

ス・アプリケーション向けの統合ソリューションです。

Oracle Shardingは大容量OLTPシステム向けのスケーラビ

リティおよび可用性ソリューションです。 

Oracle MultitenantはSaaSアプリケーションおよびプライ

ベート、パブリック、開発/テスト用のクラウド向けの

DBaaSをサポートしています。 データベースを論理デー

タベースへフェデレーションするためのインフラストラ

クチャを提供し、アプリケーションに対して透過的なすべ

てのデータに高パフォーマンスの問合せを実行します。

Oracle Multitenantは、Oracle Databaseのもっとも高い統

合密度と多数を1つに管理する簡便さを実現することによ

り、資本支出および運用支出を削減する独自のメリットを

もたらします。 

Oracle Shardingは、カスタム設計のOLTPアプリケーショ

ンに特化した十分なスケーラビリティと高可用性をもた

らします。更新トランザクションは、シャード・データベー

ス・アーキテクチャが約束する高パフォーマンスと可用性

の恩恵を受けるため、単一シャード内でシャード・キーを

指定し、データ上で機能しなければなりません。複数

シャードの操作または非シャード・キー・アクセスがサ

ポートされていますが、パフォーマンスのレベルは低下し

ます。このようなトランザクションは簡素な集計、レポー

トなどを、シャード・データベースの通常ワークロード合

計の10%以下含んでいるのが理想的です。 

Q：Oracle ShardingはOracle Multitenantをサポートしてい

ますか。 

A：初回リリースのOracle Sharding（12.2.0.1）はOracle 

Multitenantをサポートしていません。単一テナント・コ

ンテナ・データベースに対するシャーディング・サポート

は、今後のリリースで計画されおり、その後、複数テナン

ト・コンテナ・データベースについても計画予定です。 

Q：Oracle ShardingとMultitenantの両方を含むユースケー

スの例はありますか。 

A：はい。Oracle Multitenantに対するシャーディング・サ

ポ ー ト が 実 現 す る と 、 各 シ ャ ー ド は PDB と な り 、

Multitenantが他のあらゆるPDBにもたらす機敏性を同じ

く恩恵として受けることになります。ユースケースの例は

次のとおりです。 

• 現 在の CDBとの 接続を解 除し もっと新 しい バー

ジョンのCDBに接続するだけで、マルチテナント・

アーキテクチャ内でシャードがアップグレードさ

れる簡便さ。 
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• Oracle Cloudへ移行またはOracle Cloudから移行す

る簡便さ。PDBであるオンプレミスのシャードは接

続を解除した後にOracle Cloudへ接続可能。 

• シャードのPDBクローニング。 

Q：Exadataとシャードできますか。 

A：Exadataは次のユースケースでOracle Shardingと重要

な関わりを持ちます。 

• 地理的データ分散を介したデータ主権およびデータ

近接性：シャーディングにより、各国や地域にある

分離したExadataシステムをシャードとして探すこ

とが可能となるため、データを置いておかねばなら

ない一定の管轄区域で求められる規制要件を満たす

ことにつながります。 

• シャードとしてのExadata：各シャードがExadataに

もなります（例：1/4ラックまたは1/8ラック）。

Exadataに固有のメリットであるスケーリングによ

り、Exadataを使用したシャード・データベースは

シャードの数を減らすことができます。たとえば、

100個のシャードでなく10個のシャードにすること

ができます。これは管理上の大きなメリットです。 

• Exadataでのシャード：Exadataをシャードとして使

用する場合、複数のExadataマシンをシャーディング

することを推奨します。たとえば、100個のシャード

を単一のExadataに配置する代わりにシャードを20

個ずつ5台のExadataマシンに配置すると、障害分離

を向上させることができます。 

Q：各地域内の分離した（非シャード）データベースのデ

プロイにおいて地理的分散のためOracle Shardingを使用

し、アプリケーション/ユーザー・アクセス・データベー

スを所定の地域のみに配置するメリットは何ですか。 

A：Oracle Shardingで地理的分散をする大きなメリットは

3つあります。 

• 多数のデータベースを1つのデータベースとして管

理：Oracle Shardingは、各地域内で手動での変更を

必要とする代わりに、すべての地域内の同じデータ

ベース・スキーマを自動的に保守します。また、別

の地域を追加したい場合は、その地域内でシャード

を追加するだけで済みます。スキーマは自動的に新

しいシャードへ伝播されます。シャーディングによ

り、シャード・カタログはお使いの論理スキーマの

把握、各シャードへのDDLの実行、シャードの追加/

削除、自動リバランスなどをします。また、アプリ

ケーションには、データへアクセスするためのク

リーンな抽象化レイヤーがあります。アプリケー

ションは、シャーディング・キーがどのシャードに

マップされるかを把握する必要はありません。 

• 複数シャードの問合せ：Oracle Shardingにより、プ

ロキシとして動作する中央コーディネータのすべて

のデータベースに対して、複数シャードの問合せを

実行できます。アプリケーションは各地域に直接ア

クセスすることもできます。 

• 自動レプリケーションのセットアップと管理：地域、

シャードグループ、シャード、レプリケーション係

数を指定するだけで、Oracle Shardingはレプリケー

ション・パイプラインの構成とレプリカ・チャンク

の数の維持を自動的に行います。シャーディングを

しない場合、分散された論理データベースの保守と

管理をアプリケーションとユーザーが行います。 

つまり、Oracle Shardingは、管理とアプリケーションの両

方の視点から見て、単一の論理データベースにより近い

シャードとレプリカを作成する - 機能層を追加します。 

Q：Oracle ShardingとMicrosoft Azure Elastic Databaseを

比較してください。 

A：Microsoftも、Oracle Shardingと同じ目的を多く持った

シャード・データベース・アーキテクチャを提供していま

す 。 Microsoft 製 品 は ク ラ ウ ド 専 用 で 、 Azure Elastic 

Databaseと呼ばれています。Oracle Shardingはオンプレ

ミスまたはOracle Cloudのいずれかでデプロイ可能です。

Oracle ShardingはMicrosoft Azureに比べて、次のような強

みがあります。 

• Microsoft Azureはシャードを外部表として扱い、す

べての問合せ処理をコーディネータ・ノード上で行

うことによって、複数シャードの問合せを取り扱い

ます。この設計のためスケーラビリティを持つこと

が難しく、シャードとコーディネータ・ノード間の

ネットワーク上で大量データを動かすことが必要と

なります。Oracle Shardingはこれと反対に、複数

シャードの問合せを各シャードにプッシュ・ダウン
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し、パフォーマンス向上とネットワーク上で転送さ

れるデータ量の削減につなげます。 

• Microsoft Azureではさらに、複数シャードの問合せ

で使用されるシャード・リストの明示的な構成と保

守をユーザーが行う必要があります。構成が変わる

と、ユーザーがマッピングの更新を行うことになり

ます。Oracle Shardingでは、このようなリストを保

守する必要がありません。ユーザーに代わってこの

メタデータを自動的に保守するからです。 

• Microsoft Azureは、レプリカ・シャード上の読取り

専用問合せに限定されています。更新はデータベー

ス・リンク経由でコーディネータ・データベースに

送り返す必要があります。Oracle Shardingは、Active 

Data Guard上のあらゆる表に対する読取り専用の問

合せと一時表に対するDML更新、Oracle GoldenGate

上のすべての表に対する読取り/書込みのフル・アク

セスをサポートしています。 

Q：Oracle ShardingとNoSQLデータ・ストアを比較してく

ださい。 

A：NoSQLデータ・ストアは、オラクルがOracle RACおよ

びActive Data Guardを使用してあらゆるアプリケーショ

ンに提供しているようなアプリケーションの透過的なス

ケーラビリティを提供できません。しかし、NoSQLデー

タ・ストアはOracle Shardingのように、シャード・アーテ

クチャを使用してスケーラビリティと高可用性の組み合

わせを達成できます。シャード・アーキテクチャのためア

プリケーションを明示的に設計することを好むユーザー

は、Oracle ShardingとOracle Enterprise Editionの組み合わ

せ、あるいは代替手段としてNoSQLデータ・ストアを使用

する選択肢があることに気づくかもしれません。 

ユ ー ザ ー は 次 の 理 由 か ら 、 Oracle Sharding と Oracle 

Enterprise Editionを選びます。 

• NoSQLデータ・ストアはエンタープライズRDBMSに

備わっている次のような機能のすべてを欠いていま

す。リレーショナル・スキーマ、SQL、その他のプロ

グラム・インタフェース、複雑なデータ型のサポー

ト、オンライン・スキーマ変更、マルチコアのスケー

ラビリティ、高度なセキュリティ、圧縮、幅広い高

可用性機能、ACIDプロパティ、読取り一貫性、JSON

による開発者の俊敏性など。たとえば、オラクル特

有のトランザクションに対するサポートは、同時更

新/読取が一貫性を損なう結果をもたらすことがな

いことを意味します。NoSQLはこれができません。

オラクルはまた、読取り一貫性を複数シャードの操

作にも拡大すると同時に、グローバルに一貫性ある

読取りを使用しています。 

• Oracle Shardingは、ライフ・サイクル管理の多くの

側面を簡素化する自動化、柔軟性を高める高度な

パーティショニング法、優れたランタイム・パフォー

マンスをもたらすインテリジェントなデータ依存

ルーティングを含むシャード・アーキテクチャを展

開 す る た め の 包 括 的 ソ リ ュ ー シ ョ ン を 、 Oracle 

Enterprise Editionに組み合わせます。 

Oracle ShardingとOracle RDBMSの組み合わせは、両分野

のもっとも優れた部分、つまり、シャード・データベース・

アーキテクチャを使用してNoSQLデータ・ストアを損なわ

ず大きく拡張する機能をもたらします。   

Q：Oracle ShardingとOracle NoSQLの使い分け基準を教え

てください。 

A：ユーザーがシンプルなキー/値のNoSQLデータ・スト

アを評価する場合は、次を参考にしてください。 

• Oracle Enterprise Editionおよび、非常に優れたス

ケーラビリティと可用性をもたらすシャード・アー

キテクチャのデプロイ機能の包括的セットの組み合

わ せ に 価 値 が あ る と 判 断 し た 場 合 は 、 Oracle 

Shardingを選びます。 

• Oracle Enterprise Editionの機能に価値を置かず、代

わりに、ストレージ・ノードとして機能する構成可

能な複数システムに高い信頼性、スケーラビリティ、

可用性を持つデータ・ストレージを提供するように

設計されたNoSQLソリューションをさらに低コスト

で所有することに価値を置く場合は、Oracle NoSQL

を選びます。 
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詳細情報 

Q：Oracle Shardingに関する詳細情報の入手先を教えてく

ださい。 

A：詳しくは、Oracle Technology NetworkのSharding関連

情報：www.oracle.com/jp/goto/oracleshardingを参照し

てください。ホワイト・ペーパー、説明書、お客様向けプ

レゼンテーション、エンドユーザー向文書、ブログ・サイ

トへのリンクなど、オンラインで役立つさまざまな情報を

入手いただけます。 

Twitterでフォロー @OracleSharding 

 

http://www.oracle.com/technetwork/jp/database/database-technologies/sharding/overview/index.html
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