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免責条項 

本書に記載された情報は情報共有のみを目的としています。また、カスタマー・アドバイザリ・
ボードのメンバーにより検討される、またはベータ試用契約のみに準じて検討される必要がありま
す。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。本書に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。 

本文書には、ソフトウェアや印刷物など、いかなる形式のものも含め、オラクルの独占的な所有物
である占有情報が含まれます。この機密文書へのアクセスと使用は、締結および遵守に同意した
Oracle Software License and Service Agreement の諸条件に従うものとします。本文書と本文書に含
まれる情報は、オラクルの事前の書面による同意なしに、公開、複製、再作成、またはオラクルの
外部に配布することはできません。本文書は、ライセンス契約の一部ではありません。また、オラ
クル、オラクルの子会社または関連会社との契約に組み込むことはできません。 
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Oracle Shardingについて 

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。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。最初のリリースでは、最大 1,000 シャードのスケーリングがサ
ポートされています。 

類似のアプローチでスケーラビリティを確保するために自社内で設計されたデプロイと比べると、
Oracle Sharding は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・タイプのサポート、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 を使用した開発生産性な
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。 

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 

Oracle Sharding のターゲット顧客はあらゆる業種に存在すると言えます。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。 

» 障害の分離をシャーディングのおもな目的としている航空会社のチケット・システム。そうした
システムでは、数十の独立したデータベースで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を確保できます。 

» 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。 

Oracle Shardingのメリット 

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
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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の間でも、アプリケーションの可用性を
容易に維持できます。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
パーティション化、単一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。 

シャーディングの方法 

Oracle Sharding は、システム管理によるシャーディングと、コンポジット・シャーディングの 2 種
類の方法をサポートします。 

» 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ニングによ
り、自動的に各シャードへ分散されます。パーティショニング・アルゴリズムにより、各シャー
ド間に均等かつランダムにデータが分散されます。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時に、
バランスの取れたデータ分散を自動で維持します。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ニング
方式が採用されています。もっとも多く利用されているシャーディング方法は、システム管理に
よるシャーディングです。 

» コンポジット・シャーディングでは、データは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。 

システム管理によるシャーディング - 概要 

Oracle Sharding は、数百の別個の Oracle Database 全体でデータの分散とレプリケーションをサ
ポートする、スケーラビリティ機能および可用性機能です。 

Oracle Sharding は Global Data Services（GDS）フレームワークを使用して、シャーディングおよび
レプリケーション・トポロジをオート・デプロイし、管理します。GDS は SDB でのロードバランシ
ングやロケーションベースのルーティング機能も備えています。GDS フレームワークの中心的なコ
ンポーネントである Global Service Manager がシャード・ディレクタとして機能し、アプリケー
ション層からシャードにリクエストを直接ルーティングします。シャード・カタログは SDB 構成
データを保存するための特別なデータベースで、複数のシャードを対象とするクエリー、一元管理
されたスキーマ・メンテナンスなどの機能を提供し、複製表のソースにもなります。 
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Oracle Sharding はレプリケーションと密接に統合されているため、可用性が高く、読込みのスケー
ラビリティが強化されます。Oracle Active Data Guard または Oracle Data Guard を使用するレプリ
ケーションがサポートされています。 

Oracle Sharding にはシャード・データベース（SDB）の自動デプロイ機能があり、シャードとレプ
リカの両方が対象です。SDB 管理者はトポロジ（リージョン、シャード・ホスト、レプリケーショ
ン・テクノロジーなど）を定義し、GDSCTL コマンドライン・インタフェースを使用して、宣言型
仕様とともに DEPLOY コマンドを呼び出します。 

シャード・データベースのデプロイ手順の概要は以下のとおりです。 

a) 前提条件： 

注：12.2.0.1 リリースでは、すべてのシャードとシャード・カタログは非 CDB データベースである
必要があります。 

• シャード・カタログをホストするための非 CDB データベースを作成する 

• Oracle Database ソフトウェアをシャード・ノードにインストールする 

• シャード・ディレクタ・ノードにシャード・ディレクタ（GSM）ソフトウェアをインス
トールする 

注：本番環境用デプロイでは、シャード・カタログ・データベースに Data Guard を構成する
ことを強く推奨します。 

b) 以下を使用してトポロジ・レイアウトを指定する： 

• CREATE SHARDCATALOG 

• ADD GSM 

• START GSM 

• ADD CREDENTIAL（‘CREATE SHARD’の使用時） 

• ADD SHARDGROUP 

• ADD INVITEDNOTE 

• CREATE SHARD（または ADD SHARD）（各シャードで） 

c) “Deploy”コマンドを実行し、グローバル・サービスを追加して、SDB のすべてのシャードにア
クセスできるようにする： 

• DEPLOY 

• ADD SERVICE 

Oracle Sharding は 2 種類のデプロイ方法をサポートしています。1 つ目の方法では“CREATE SHARD”
コマンドを使用します。この場合、シャードの作成とレプリケーション・セットアップの構成は
Oracle Sharding の管理層が自動で実行します。 

“DEPLOY”コマンドによってシャードが作成されます。これは DBMS_SCHEDULER パッケージを介し
て実行され（シャード・カタログ上で実行される）、このパッケージはリモートのシャード・ホス
ト上のスケジューラ・エージェントと通信します。次に、エージェントが DBCA と NETCA を呼び出
し、シャードとローカル・リスナーを作成します。プライマリ・シャードの作成後、RMAN の
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‘duplicate’コマンドを使用して、対応するスタンバイ・シャードが作成されます。プライマリ・
シャードとスタンバイ・シャードが作成されると、“DEPLOY”コマンドによって Data Guard Broker
が構成され、ファスト・スタート・フェイルオーバー（FSFO）が有効になります。FSFO オブザー
バは、リージョンのシャード・ディレクタ上で自動的に起動します。本ガイドブックでは、
“CREATE SHARD”を使用する方法での SDB のデプロイについて説明します。 

注：すべてのシャードでアーカイブログとフラッシュバックが有効になります。これは、フェイル
オーバー時に FSFO オブザーバが、スタンバイ・シャードの自動再インスタンス化を実行するため
に必要です。 

2 つ目の方法では、“ADD SHARD”コマンドを使用します。多くのお客様は独自のデータベース作成
標準を設けていますが、こうした場合は事前作成済みのデータベースを使用した SDB デプロイを選
択できます。ADD SHARD ベースのデプロイ方法ならば、ユーザーが事前ビルド済みのシャードを
追加するだけで、この要件に対応できます。 

"ADD SHARD"コマンドを使用してデプロイする場合は、“DEPLOY”コマンドが Data Guard、Broker、
ファスト・スタート・フェイルオーバーの構成を処理します。また、追加対象のシャードでユー
ザーが Data Guard を事前構成しているシナリオにも対応します。 

12.2.0.1 リリースでは、2 つのレプリケーション・スキーマがサポートされています。SDB 管理者は、
トポロジを指定するときに、Data Guard か Active Data Guard かを選択できます。 

Oracle Sharding では、2 種類のデプロイがあります。 

1) 初期デプロイ - シャード・データベース（シャードおよびスタンバイ）の最初の作成が初期
デプロイと呼ばれます。 

2) インクリメント・デプロイ - シャードを追加したり削除したりすることで、プールの拡張や
縮小が可能です。 

a. スケールアウト：システム管理によるシャーディング法では、新しいシャードをプー
ルに追加すると自動的に再シャーディングがトリガーされ、チャンクが自動的に移動
して、データがバランスよく分散されます。 

b. スケールイン：プールを縮小するには、“REMOVE SHARD”コマンドを使用します。
12.2.0.1 では、シャードを削除する前に、チャンクを他のシャードへ明示的に移動す
る必要があります。 

注：対象のシャード（削除されているシャード）にあるすべてのチャンクが“MOVE 
CHUNK”コマンドを使用して手動で移動されている場合を除き、REMOVE SHARD –
FORCE を使用しないでください。 

Oracle Sharding は、オラクルのパーティショニング機能をベースにして実装されます。パーティ
ショニングによって、大きな表が分解されてパーティションと呼ばれる小さな表になり、管理しや
すくなります。Oracle Sharding は基本的に、分散型パーティショニングです。シャード全体で表の
パーティションの分散をサポートすることで、パーティショニング機能を拡張しているためです。
Oracle Sharding は表のパーティショニングに一般的な 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・キーはシャーディング・
キーでもあります。たとえば、以下の SQL 文は、シャード表を作成するために使用されます。 
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CREATE SHARDED TABLE Customers  
( 

CustId VARCHAR2(60) NOT NULL, 
FirstName VARCHAR2(60),  
LastName VARCHAR2(60),  
Class VARCHAR2(10), 
Geo VARCHAR2(8), 
CustProfile VARCHAR2(4000), 
Passwd RAW(60), 
CONSTRAINT pk_customers PRIMARY KEY (CustId),  
CONSTRAINT json_customers CHECK (CustProfile IS JSON) 

) TABLESPACE SET TSP_SET_1 
PARTITION BY CONSISTENT HASH (CustId) PARTITIONS AUTO; 

この表は custId の値に基づいて、シャード全体で水平にパーティショニングされます。これはコンシ
ステント・ハッシュ（スケーラブルな分散システムで一般的に使用されているハッシュ・パーティ
ショニングの特別な種類）によるパーティショニングです。そのため、シャード間でデータを移行す
るときの柔軟性と効率が向上します。これは柔軟なスケーラビリティを確保するために重要です。 

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に見え、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 文はシャードに関する記述を含まない、
またはシャードの数と構成に依存しません。 

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。シャード表の各パーティション
はそれぞれ別の表領域にあり、各表領域は特定のシャードと関連付けられています。シャーディン
グ方法に応じて、関連付けは自動で行われるか、ユーザーによって行われます。 

コンシステント・ハッシュによるシャーディングでは、表領域は自動的にシャード全体に広がり、
データとワークロードが均等に分散されます。すべての表領域は表領域セットというユニットで作
成および管理されます。PARTITIONS AUTO とは、パーティションの数がシステムによって自動で決
定されるということです。 

Oracle Sharding ではコンシステント・ハッシュだけではなく、範囲とリストによるシャーディング
もサポートされています。また、範囲コンシステント・ハッシュおよびリストコンシステント・
ハッシュによる 2 レベルのコンポジット・シャーディングもサポートされています。 

Oracle Sharding はレプリケーションと密接に統合されているため、可用性が高く、読込みのスケー
ラビリティに優れています。Oracle Data Guard と Oracle GoldenGate を使用するレプリケーション
がサポートされます。レプリケーションの単位はシャード、シャードの一部、またはシャードのグ
ループです。 

Oracle Sharding により、多様な方法でシャーディングとレプリケーションが可能であるため、お客
様は SDB のトポロジをカスタマイズし、スケーラビリティと可用性の特別な要件に対応できます。 

Oracle Sharding は GDS 、 Data Guard 、 GoldenGate 、 パ ー テ ィ シ ョ ニ ン グ に 加 え て 、
JDBC/OCI/ODP.NET の接続プール、DBCA、OEM など、他の多くのオラクルの機能や製品と統合さ
れています。 
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Oracle Cloud（DBCS）でのOracle Sharding POC 

1. Sharding ガイドブックを使用して Oracle Sharding POC をクラウドで実行する場合、3x2 の
データベースとシャード・カタログ（HA の確保のために保護されている必要がある）が必
要です（POC トロポジについてはこのガイドブックで説明されています）。 

• DBCS EE（Enterprise Package）および DBCS EE-HP（High Performance Package）では、
プライマリ・シャードの数は 3 つに制限されています。 

• 4 つ以上のプライマリ・シャードがある本番環境や POC では、Performance Package が
必要です。 

2. 4x シングル・インスタンス（非 RAC）12.2 データベースと Data Guard オプションをプロビ
ジョニングします。ふさわしい名前を選んでください。データセンターの可用性ドメインでプ
ライマリまたはスタンバイ向けの HA を選択します。（または）ディザスタ・リカバリを選択
して、データセンター全体でペアを作ります。4 つのペアのうち、1 つはシャード・カタログ
に使用され（このガイドブックでは、シャード・カタログ・データベース向けの Data Guard
セットアップ手順については説明していません）、他の 3 つはシャードになります。IP アドレ
スと VM 名を書き留めます。 

3. 事前に作成されたすべての CDB データベースを VM とリスナーから削除します。サービスは
削除しないでください。 

4. シャード・ディレクタをホストする予定のノードに GSM ビットをダウンロードします（たと
えば、shard0 VM と shard6 VM。図 2 を参照）。 

• #wget https://storage.us2.oraclecloud.com/v1/dbcsswlibp-
usoracle29538/dbaas_patch/12.2.0.1/gsm/gsm.zip を実行します（GSM のインストール
はこのガイドブックで説明されています）。 

ガイドブック概要 

このガイドブックの目的は、システム管理によるシャーディング方法を使用して、Oracle Cloud
（DBCS インスタンス）でシャード・データベースをデプロイする方法を説明することです。以下
について説明します。 

• システム管理によるシャーディングで使用するシャード・カタログとシャード・ディレクタの
作成 

• メタデータの指定とシャード・データベースのデプロイ 

• システム管理によるシャーディングを使用した表ファミリの作成 

• セッションベースのルーティングで使用する Sharding_Key の指定（SQL*Plus を使用） 

• デモ・アプリケーションを使用し（UCP を使用）、読取りと書込みのワークロードおよび読取
り専用ワークロードをシャード・データベースで実行することで、均一にデータが分散されて
いることを確認 

• クロス・シャード・クエリーの実行 

• シャード・データベースの柔軟なスケーリング 

https://storage.us2.oraclecloud.com/v1/dbcsswlibp-usoracle29538/dbaas_patch/12.2.0.1/gsm/gsm.zip
https://storage.us2.oraclecloud.com/v1/dbcsswlibp-usoracle29538/dbaas_patch/12.2.0.1/gsm/gsm.zip
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環境に関する概要 

このガイドブックでは、以下のコンポーネントを使用します。 

• 2 つのシャード・ディレクタ（GSM） 

• 1 つのシャード・カタログ（チャンク=12） 

• 1 つのシャード領域 

o 2 つのシャードがあるプライマリ・シャードグループ 

o 2 つのシャードがあるスタンバイ・シャードグループ 

o 冗長性確保のための Data Guard 

• 本ガイドブックの最後のパートでは、柔軟なシャーディング機能を利用して 2 つのシャードを
追加（sh5 と sh6） 

 

これは本ガイドブックのシステム管理によるシャーディングで使用されるトポロジです。 

 

図1：システム管理によるシャーディング（Active Data Guardを使用）デモ用トポロジ 

注：本番環境用デプロイでは、シャード・カタログ・データベースに Data Guard を構成すること、
およびリージョンごとに 3 つのシャード・ディレクタを構成することを強く推奨します。 
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図2：本ガイドブックの環境 

注：Shard1、Shard2、Shard3、Shard4 はシャード・データベース（SDB）の初期デプロイで使用さ
れます。Shard5 と Shard6 はインクリメント・デプロイで使用されます。 
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環境の前提条件 

シャード・データベースをデプロイする前に、前提条件として以下の手順を実行します。 

A. ラボ向けのハードウェアとソフトウェアのサイジング 

B. OS のユーザーのセットアップ 

C. ホスト・ファイルの構成（ナビゲーションしやすくするため）と VM のエイリアスのセットアップ 

D. 環境スクリプトのセットアップ 

E. shard0 での非 CDB データベースの作成（シャード・カタログのホストに使用される） 

F. シャード・ディレクタ（GSM）のインストール（shard0 と shard6 が対象） 

前提条件の詳細な手順は以下のとおりです。 

 

A. ハードウェアとソフトウェアのサイジング 
既存の Oracle データベースやリスナーが実行されていない、新規の VM を 7 台用意する必要があり
ます。 

本ガイドブックの VM に推奨されるハードウェア/ソフトウェアの最小要件は以下のとおりです。
CPU - 2 コア 

メモリ - 4G 
200G 以上のディスク領域（/u01）（実行する予定の負荷による） 
ネットワーク - 待機時間の短い GigE 
OS - Oracle Enterprise Linux（OEL 64 ビット - OS システム・カーネル・バージョン - 2.6.39-400.211.1） 
 

B. OSのユーザーのセットアップ 
すべての VM で“oracle”という OS ユーザーを作成し、“dba”グループに割り当てます。パスワードは
“oracle”に設定します。 

OS ユーザーの"oracle"に“su”の実行を許可します（システム管理者に確認してください）。 

注：本ガイドブックで使用されているコマンドには、完了までに 60 秒以上かかるものがあります。
開いているターミナルまたはリモート・セッションで、適切なキープアライブ値を設定し、セッ
ションが終了しないようにしてください。 
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C. ホスト・ファイルの構成とVMのエイリアスのセットアップ 
Oracle DBCS 固有のネットワーク構成手順： 

• コンピューティング・ノードをプロビジョニングするときには、パブリック IP ではなく、
ifconfig で返されるローカル IP と、SSH キーを指定する 

• 独自にカスタマイズした名前（shard1 など）に加えて、クラウド固有のホスト名を（各 VM の）
/etc/hosts で指定する。大文字と小文字の両方で指定する。（以下の例を参照） 

10.196.50.146 shard0 wc3268 WEC3268 

10.196.50.146 shard1 ec3268 EC3268 

10.196.50.178 shard2 a92b4e A92B4E 

10.196.50.182 shard3 c205d1 C205D1 

10.196.50.186 shard4 ddbf0d DDBF0D 

10.196.50.194 shard5 c740a8 C740A8 

10.196.50.198 shard6 ba0ab2 BA0AB2 

注：shard0 は、シャード・カタログと 1 番目のシャード・ディレクタをホストしています（図 1 を
参照）。 

D. 環境スクリプトのセットアップ 
専用 VM の$HOME で、さまざまな環境シェル・スクリプトを作成し、シャード環境、シャード・カ
タログ環境、シャード・ディレクタ（GSM）環境を設定します。 

• shard1.sh、shard2.sh、shard3.sh、shard4.sh、shard4.sh、shard5.sh、shard6.sh（それぞれ
shard1 から shard6 のシャード向け） 

• shardcat.sh（shard0 VM のシャード・カタログ向け） 

• shard-director1.sh および shard-director2.sh（shard0 VM および shard6 VM のシャード・ディ
レクタ向け） 

 

shard0 での手順： 

 

注：この例では、oracle OS ユーザーは bash シェルを使用しています。現在のパスを保存します：
export SAVEPATH=$PATH 

 

$ cd $HOME 
$ more shardcat.sh 
export ORACLE_SID=shardcat 
export ORACLE_BASE=/u01/app/oracle 
export 
ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/12.2.0/dbhome_1 
export LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib 
export PATH=$SAVEPATH:$ORACLE_HOME/bin 
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$ more shard-director1.sh 
export ORACLE_BASE=/u01/app/oracle 
export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/12.2.0/gsmhome_1 
export LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib 
export PATH=$SAVEPATH:$ORACLE_HOME/bin 

 

shard1 での手順： 

現在のパスを保存します：export SAVEPATH=$PATH 

 

$ more shard1.sh 
export ORACLE_SID=sh1 
export ORACLE_BASE=/u01/app/oracle 
export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/12.2.0/dbhome_1 
export LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib 
export PATH=$SAVEPATH:$ORACLE_HOME/bin 

 

shard2 での手順： 

現在のパスを保存します：export SAVEPATH=$PATH 

 

$ more shard2.sh 
export ORACLE_SID=sh2 
export ORACLE_BASE=/u01/app/oracle 
export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/12.2.0/dbhome_1 
export LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib 
export PATH=$SAVEPATH:$ORACLE_HOME/bin 

 

同じように、shard3、shard4、shard5、shard6 の各 VM で、シェル・スクリプト shard3.sh、
shard4.sh、shard5.sh、shard6.sh を構成します。 

さらに、VM6 には 2 番目のシャード・ディレクタをホストする予定であるため、shard6 では shard-
director2.sh のシェル・スクリプトを作成します。 

 

shard6 での手順： 

現在のパスを保存します：export SAVEPATH=$PATH 

$ more shard-director2.sh 
export ORACLE_BASE=/u01/app/oracle 
export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/12.2.0/gsmhome_1 
export LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib 
export PATH=$SAVEPATH:$ORACLE_HOME/bin 
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以下の手順を実行しやすくするために、4 つのターミナル・サーバー・セッションを開き、それぞ
れにタイトルを付けます。 

• TERMINAL から SET TITLE -> SHARDS 

• TERMINAL から SET TITLE -> SHARDCAT 

• TERMINAL から SET TITLE -> SHARDDIRECTOR1 

• TERMINAL から SET TITLE -> SHARDDIRECTOR2 

 

対象のシャード（shard1 など）に接続するには、SHARDS のターミナル・ウィンドウで、以下のよ
うにシェル・スクリプトを実行します。 

$ ssh shard1 
$ . ./shard1.sh 
$ env |grep ORA ORACLE_SID=sh1 
ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/12.2.0/dbhome_1 

E. shard0とshard6でのGSMソフトウェアのインストール 
注：このラボでは、2 つのシャード・ディレクタを shard0 と shard6 でホストしています。 

 
$ pwd 
/u01/stage/gsm 
 
$ ls 
install response runInstaller stage welcome.html 
$ ./runInstaller 
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“Oracle base”と“software location”または GSM バイナリを設定し、「Next」を押します。 
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「Ignore All」ボックスをオンにして、「Next」をクリックします。 
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「Yes」をクリックして、「Next」を押します。 
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「Install」をクリックします。 
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別のターミナルで root として root.sh を実行し、「OK」をクリックします。 
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「Close」をクリックして、インストールを完了します。 

 

注：shard0 と shard6 に GSM メディアをインストールしたことを確認してください。 

F. シャード・カタログをホストするための非CDBデータベースの作成 
シャード・カタログをホストするデータベースの作成については、付録 B を参照してください。 

注：現在、シャード・カタログとシャードでサポートされるのは非 CDB データベースのみです。こ
のガイドブックでは、shard0 に shardcat を作成します。 
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ラボ1：シャーディング管理とルーティング層のセットアップ 

 

このラボでは、前提条件としていくつかの手順を実行します。 

• シャード・カタログに db_create_file_dest パラメータを設定する 

• シャード・ディレクタと SDB 管理者が使用する権限や特権を実行する 

• shardcat データベースのリモート・スケジューラを構成する 

• すべてのシャードにリモート・スケジューラ・エージェントを登録する 

• シャード・カタログとシャード・ディレクタを作成する 

1. shardcat環境を起動します。 
SHARDCAT ターミナルから、SQL*Plus を使用して shardcat データベースに接続します。 

$ cd $HOME 
$ . ./shardcat.sh 
 
$ env |grep ORA  
ORACLE_SID=shardcat  
ORACLE_BASE=/u01/app/oracle 
ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/12.2.0/dbhome_1 

2. shardcatのリスナーを起動します。 
$ lsnrctl start 

3. shardcatにdb_create_file_destパラメータを設定します。 
$ mkdir /u01/app/oracle/oradata 
$ mkdir /u01/app/oracle/fast_recovery_area 
 
$ sqlplus / as sysdba 
 
SQL> alter system set db_create_file_dest='/u01/app/oracle/oradata' scope=both; 
 
SQL> alter system set open_links=16 scope=spfile; 
SQL> alter system set open_links_per_instance=16 scope=spfile; 
 
SQL> shutdown immediate  
Database closed. 
Database dismounted. 
 
SQL> startup 
ORACLE instance started. 
 
Total System Global Area 4798283776 bytes 
Fixed Size 4430760 bytes 
Variable Size 1006634072 bytes 
Database Buffers 3774873600 bytes 
Redo Buffers 12345344 bytes 
Database mounted.  
Database opened.  
SQL>  
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4. shardcatにロール/権限を付与します 
（シャード・ディレクタが使用するアカウントで）。 

 

SQL> spool setup_grants_privs.lst  
SQL> set echo on 
SQL> set termout on 

gsmcatuser スキーマのロックを解除し、パスワードを設定します。このスキーマは、シャード・カ
タログ・データベースに接続している間にシャード・ディレクタによって使用されます。 

SQL> alter user gsmcatuser account unlock; 
SQL> alter user gsmcatuser identified by passwd_gsmcatuser; 

管理者スキーマ（mygdsadmin）を作成し、権限を付与します。 

SQL> create user mygdsadmin identified by passwd_mygdsadmin; 
SQL> grant connect, create session, gsmadmin_role to mygdsadmin; 

シャード・カタログでのトレースを有効にします。 

SQL> alter system set events 'immediate trace name GWM_TRACE level 7'; 
SQL> alter system set event='10798 trace name context forever, level 7' 
SCOPE=spfile; 
 
SQL> spool off 

5. GDSCTLを起動してシャード・カタログを作成します。 
新しいターミナルで、SHARDDIRECTOR1 Terminal という名前を付けます。 

$ cd $HOME 
$ . ./shard-director1.sh 
$ env |grep ORA ORACLE_BASE=/u01/app/oracle 
ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/12.2.0/gsmhome_1 

注：GDSCTL コマンドが 2 行以上になる場合は、コピーしてターミナルに直接貼り付けることはで
きません。他のテキスト・エディタにコピーして、ドキュメントのような複数行にするのではなく、
つなげて 1 行にしてから、ターミナルに貼り付けます。 

または、コマンドを手入力することもできます。 

$ gdsctl 

 

シャード・カタログを作成します。 

GDSCTL> create shardcatalog -database shard0:1521:shardcat -chunks 12 -user 
mygdsadmin/passwd_mygdsadmin -sdb cust_sdb -region region1,region2 -agent_port 8080 
–agent_password welcome 
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最初のシャード・ディレクタを作成し、起動します。 

GDSCTL> add gsm -gsm sharddirector1 -listener 1571 -pwd passwd_gsmcatuser - 
catalog shard0:1521:shardcat -region region1 -trace_level 16 

 

GDSCTL> start gsm -gsm sharddirector1 

シャード・ディレクタでデバッグを有効にします。 

GDSCTL> set _event 17 -config_only 

ユーザー“oracle”の OS 資格証明を、パスワード“oracle”で設定します。このラボでは、すべての
シャードに同じ OS 資格証明を使用しています。 

GDSCTL> add credential -credential oracle_cred -osaccount oracle -ospassword oracle 

6. 本ラボのこのセクションで使う4つすべてのシャードのHOMEにリモート・スケ
ジューラ・エージェントを登録します。さらに、oradataとflash_recovery_areaの
ディレクトリを4つのすべてのシャードに作成します。 

（注：この時点では、Shard 5 と Shard 6 にはスケジューラ・エージェントを作成しません。ラボ 7
の柔軟なスケーリングのパートで作成します。） 

shard1 環境でのエージェント登録手順： 

$ ssh oracle@shard1 
passwd: oracle 
 
$ . ./shard1.sh 
 
$ env |grep ORA 
ORACLE_SID=sh1 
ORACLE_BASE=/u01/app/oracle ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/12.2.0/dbhome_1 
 
$ schagent -start 
$ schagent -status 
$ echo welcome | schagent -registerdatabase shard0 8080 

注：shard0 はシャード・カタログ・データベース VM です。 

$ mkdir /u01/app/oracle/oradata 
$ mkdir /u01/app/oracle/fast_recovery_area 

 

  



 

22 

shard2 環境でのエージェント登録手順： 

$ ssh oracle@shard2 
 
$ . ./shard2.sh 
$ env |grep ORA 
ORACLE_SID=sh2 
ORACLE_BASE=/u01/app/oracle 
ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/12.2.0/dbhome_1 
 
$ schagent -start 
$ schagent -status 
$ echo welcome | schagent -registerdatabase shard0 8080 
 
$ mkdir /u01/app/oracle/oradata 
$ mkdir /u01/app/oracle/fast_recovery_area 

 

shard3 環境でのエージェント登録手順： 

$ ssh oracle@shard3 
 
$ . ./shard3.sh 
$ env |grep ORA 
ORACLE_SID=sh3 
ORACLE_BASE=/u01/app/oracle ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/12.2.0/dbhome_1 
 
$ schagent -start 
$ schagent -status 
$ echo welcome | schagent -registerdatabase shard0 8080 
 
$ mkdir /u01/app/oracle/oradata 
$ mkdir /u01/app/oracle/fast_recovery_area 

 

shard4 環境でのエージェント登録手順： 

$ ssh oracle@shard4 
 
$ . ./shard4.sh 
$ env |grep ORA 
ORACLE_SID=sh4 
ORACLE_BASE=/u01/app/oracle ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/12.2.0/dbhome_1 
 
$ schagent -start 
$ schagent -status 
$ echo welcome | schagent -registerdatabase shard0 8080 
 
$ mkdir /u01/app/oracle/oradata 
$ mkdir /u01/app/oracle/fast_recovery_area 

 

7. シャード・ディレクタ2を追加します。 
注：本ラボでは、shard6 ノードでシャード・ディレクタ 2 をホストします。 

$ ssh oracle@shard6 
 
$ cd $HOME 
$ . ./shard-director2.sh 
 
$ env |grep ORA 
ORACLE_BASE=/u01/app/oracle 
ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/12.2.0/gsmhome_1 
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$ gdsctl 
 
GDSCTL> add gsm -gsm sharddirector2 -listener 1572 -pwd passwd_gsmcatuser - 
catalog shard0:1521:shardcat -trace_level 16 -region region2 

 

GDSCTL> start gsm -gsm sharddirector2 

シャード・ディレクタでデバッグを有効にします。 

GDSCTL> set _event 17 -config_only 
 
 
Type “exit” to exit from GDSCTL 
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ラボ2：シャード・データベースのデプロイ： 

このラボでは、以下の手順を実行します。 

• シャード・データベースのメタデータのコンパイル 
o 2 つのシャードグループの作成 - 1 つはプライマリ、もう 1 つはスタンバイ・

リージョン向け 
o ホスト、資格証明、デフォルトの NETCA および DBCA テンプレートを指定した

シャードの作成 
• “DEPLOY”コマンドの実行による、メタデータで指定したとおりの SDB の作成 
• ロール・ベースのグローバル・サービスの作成 

SHARDDIRECTOR1 ターミナルでの手順： 

$ ssh oracle@shard1 
 
$ cd $HOME 
$ . ./shard-director1.sh 

8. シャード・データベースに追加されているすべてのシャードのメタデータをコンパ
イルします（シャードグループとシャードの定義）。 

$ gdsctl 
 
GDSCTL> set gsm -gsm sharddirector1 
 
GDSCTL> connect mygdsadmin/passwd_mygdsadmin 

プライマリ・シャードにシャードグループ shgrp1 を追加 

GDSCTL> add shardgroup -shardgroup shgrp1 -deploy_as primary -region region1 

Active Data Guard スタンバイ・シャードにシャードグループ shgrp2 を追加 

GDSCTL> add shardgroup -shardgroup shgrp2 -deploy_as active_standby -region region2 

“add invitednode”を実行 

注：登録用の有効なノードの確認（VNCR）機能を使用すると、一連の IP アドレス、ホスト名、ま
たはサブネットを構成し、動的に更新でき、これらを基に、登録リクエストがシャード・ディレク
タによって許可されます。シャード・ディレクタによるデータベース・インスタンスの登録は、有
効なノードからリクエストが送られる場合のみ成功します。 デフォルトでは、シャードの管理層
（GDS フレームワーク）がホストに VNCR エントリを自動で登録します。このホストでは、“create 
shard”または“add shard”が実行されるたびに、リモート・データベースが実行されます。この自動
化（自動 VNCR と呼ばれる）によって、ターゲット・ホストのパブリック IP アドレスが検索され、
その IP アドレスの VNCR エントリが自動的に追加されます。ホストに複数のパブリック IP アドレス
がある場合は、データベースに登録されたアドレスと、自動 VNCR を使用して追加されたアドレス
とが同一にならず、登録が拒否されることがあります。ターゲット・データベースのホストに複数
のパブリック IP アドレスがある場合は、GDSCTL で“add invitednode”コマンドまたは“add 
invitedsubnet”コマンドを使用して、このホストの VNCR を手動で構成することを推奨します。 
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複数のネットカードがターゲット・ホストに搭載されている（“/sbin/ifconfig”で複数のパブリッ
ク・インタフェースが返される）場合は、念のため“add invitednode”を使用してください（パケッ
トのルーティングに使用されるインタフェースを確認してから）。 

登録に何らかの疑問点がある場合は、“config vncr”で確認し、必要に応じて“add invitednode”を使
用します。このようにしても何ら問題はありません。ノードがすでに追加されている場合、自動
VNCR はそれを無視します。また、自動 VNCR がノードを追加した後にユーザーが追加しようとす
ると、すでに存在していると警告されます。 

GDSCTL> add invitednode shard1 

各シャードのシャードグループ、宛先、資格証明を指定します。本ラボでは、NETCA と DBCA のデ
フォルトのテンプレートを使用しています。 

GDSCTL> create shard -shardgroup shgrp1 -destination shard1 -credential oracle_cred 

GDSCTL> add invitednode shard2 

GDSCTL> create shard -shardgroup shgrp2 -destination shard2 -credential oracle_cred 

GDSCTL> add invitednode shard3 

GDSCTL> create shard -shardgroup shgrp1 -destination shard3 -credential oracle_cred 

GDSCTL> add invitednode shard4 

GDSCTL> create shard -shardgroup shgrp2 -destination shard4 -credential oracle_cred 

9. いずれかのシャード・ディレクタから構成を確認します。 
 

GDSCTL> config 
 
Regions 
------------------------ 
region1 
region2 
 
GSMs 
------------------------ 
sharddirector1 
sharddirector2 
 
Sharded Database 
------------------------ 
cust_sdb 
 
Databases 
------------------------ 
sh1 
sh2 sh3 sh4 
 
Shard Groups 
------------------------ 
shgrp1 shgrp2 
 
Shard spaces 
------------------------ 
shardspaceora 
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Services 
------------------------ 
 
GDSCTL pending requests 
------------------------ 
Command Object Status 
------- ------ ------ 
 
Global properties 
------------------------ 
Name: oradbcloud 
Master GSM: sharddirector1   
DDL sequence #:0   
 
 
GDSCTL> config shardspace 
SHARDSPACE Chunks 
---------- ------ 
shardspaceora 12 
 
GDSCTL> config shardgroup 
Shard Group Chunks Region SHARDSPACE 
----------- ------ ------ ---------- 
shgrp1 12 region1 shardspaceora 
shgrp2 12 region2 shardspaceora 
 
GDSCTL> config vncr 
 
Name Group ID 
---- -------- 
shard1 
shard2 
shard3 
shard4 
10.xxx.yy.zz1 
10.xxx.yy.zz2 
10.xxx.yy.zz3 
10.xxx.yy.zz4 
 
GDSCTL> config shard 
Name Shard Group         Status    State       Region   Availability 
---- -----------         ------    -----       ------   ------------ 
sh1 shgrp1 U         none        region1  - 
sh2 shgrp2 U         none        region2  - 
sh3 shgrp1 U         none        region1  - 
sh4 shgrp2 U         none        region2  - 

 

10. “DEPLOY”コマンドを実行して、シャードとレプリカを作成します。 
（注 - “deploy”コマンドの実行には 15～30 分ほど時間がかかります。） 

GDSCTL> deploy 

注：“DEPLOY”では DBCA を使用して sh1、sh2 のシャードが作成されます。その後、それぞれのス
タンバイ・シャードである sh3、sh4 が作成されます。すべてのシャードでアーカイブログとフラッ
シュバックが有効になっています（FSFO オブザーバがスタンバイの再インスタンス化を実行するた
めに必要）。 

プライマリ・シャードとスタンバイ・シャードが作成されると、“DEPLOY”コマンドによって Data 
Guard Broker が構成され、ファスト・スタート・フェイルオーバー（FSFO）が有効になります。
FSFO オブザーバは、リージョン 2（スタンバイのシャードグループに割当て済み）のシャード・
ディレクタ上で自動的に起動します。 
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11. すべてのシャードの構成を見て、状態が“Deployed”になっていることを確認します。 
 

GDSCTL> config shard 
Name Shard Group Status State Region Availability 
---- ----------- ------ ----- ------ ------------ 
sh1 shgrp1 Ok Deployed region1 ONLINE 
sh2 shgrp2 Ok Deployed region2 READ_ONLY 
sh3 shgrp1 Ok Deployed region1 ONLINE 
sh4 shgrp2 Ok Deployed region2 READ_ONLY 

 

shard1 の shard1.sh、shard2 の shard2.sh、shard3 の shard3.sh、shard4 の shard4.sh が、デプロイ
向けに作成したシャードの正しい名前を反映していることを確認します。反映していない場合は、
スクリプトを更新して、シャードの名前を正しく反映させてください。 

12. すべてのシャードが“Registered”であることを確認します。 
GDSCTL> databases 
Database: "sh1" Registered:Y State:Ok ONS:N. Role:PRIMARY 
Instances:1 Region: region1  

Registered instances: 
cust_sdb%1 

Database: "sh2" Registered:Y State:Ok ONS:N. Role:PH_STNDBY 
Instances:1 Region: region2  

Registered instances: 
cust_sdb%11 

Database: "sh3" Registered:Y State:Ok ONS:N. Role:PRIMARY 
Instances:1 Region: region1  

Registered instances: 
cust_sdb%21 

Database: "sh4" Registered:Y State:Ok ONS:N. Role:PH_STNDBY 
Instances:1 Region: region2  

Registered instances: 
cust_sdb%31 

 

13. 該当するシャードの構成を確認します（例：sh1）。 
GDSCTL> config shard -shard sh1  
Name: sh1 
Shard Group: shgrp1  
Status:Ok 
State:Deployed  
Region: region1 
Connection string: shard1:1521/sh1:dedicated  
SCAN address: 
ONS remote port:0  
Disk Threshold, ms:20  
CPU Threshold, %:75  
Version:12.2.0.0  
Last Failed DDL: 
DDL Error: ---  
Failed DDL id: 
Availability:ONLINE 
 
 
Supported services 
------------------------ 
Name 
Preferred Status 
---- ------- 
-- ------ 
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14. すべてのプライマリ・シャードで実行されるグローバル・サービスを追加します。 
GDSCTL> add service -service oltp_rw_srvc -role primary 
 
GDSCTL> config service 
 
Name Network name Pool Started Preferred all 
---- ------------ ---- ------- ------------- 
oltp_rw_srvc oltp_rw_srvc.cust_sdb.oradbcl cust_sdb No Yes  

oud 

15. シャード・ディレクタを起動します。 
GDSCTL> start service -service oltp_rw_srvc 
GDSCTL> status service 
Service "oltp_rw_srvc.cust_sdb.oradbcloud" has 2 instance(s).Affinity: 
ANYWHERE 

Instance "cust_sdb%1", name: "sh1", db: "sh1", region: "region1", 
status: ready. 

Instance "cust_sdb%21", name: "sh3", -, region: "region1", status: 
ready. 

 

16. 読取り専用ワークロードにグローバル・サービスを追加して、スタンバイ・モード
のシャードで実行します。 

GDSCTL> add service -service oltp_ro_srvc -role physical_standby  
GDSCTL> start service -service oltp_ro_srvc 
 
GDSCTL> config service 
Name Network name Pool Started Preferred all 
---- ------------ ---- ------- ------------- 
oltp_rw_srvc oltp_rw_srvc.cust_sdb.oradbcl cust_sdb Yes Yes 
 oud 
oltp_ro_srvc oltp_ro_srvc.cust_sdb.oradbcl cust_sdb Yes Yes 
 oud 

 

17. グローバル・サービスのステータスを確認します。 
GDSCTL> status service 
Service "oltp_ro_srvc.cust_sdb.oradbcloud" has 2 instance(s).Affinity: 
ANYWHERE 
Instance "cust_sdb%11", name: "sh2", db: "sh2", region: "region2", status: ready. 
Instance "cust_sdb%31", name: "sh4", db: "sh4", region: "region2", status: ready. 
Service "oltp_rw_srvc.cust_sdb.oradbcloud" has 2 instance(s).Affinity:ANYWHERE 

Instance "cust_sdb%1", name: "sh1", db: "sh1", region: "region1", status: 
ready. 

Instance "cust_sdb%21", name: "sh3", db: "sh3", region: "region1", status: 
ready. 
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ラボ3：システム管理によるシャーディングのスキーマの作成 

このラボでは、以下の手順を実行します。 

• スキーマ・ユーザー、表領域セット、シャード・テーブルと複製表の作成 
• DDL がすべてのシャードに伝搬されていることの確認 
• シャードへの接続時に、Data Guard ブローカに fast_start フェイルオーバーが自動構成さ

れていることの確認 
 

18. 以下に示すように、シャード・カタログ・データベースからシャード表と複製表を
作成します。 

 

シャード・カタログ・サーバーで、ORACLE_SID = shardcat となっていることを確認します。 

$ cd $HOME 
$ . ./shardcat.sh 
 
$ sqlplus / as sysdba 

 

以下の SQL コマンドを実行し、システム管理によるシャーディング・メソッドを使用してカスタ
マー表ファミリを作成します。 

set echo on 
set termout on 
set time on 
spool /u01/stage/labs/create_app_schema.lst 
REM 
REM Connect to the Shard Catalog and Create Schema 
REM 
connect / as sysdba 
alter session enable shard ddl; 
create user app_schema identified by app_schema; 
grant connect, resource, alter session to app_schema; 
grant execute on dbms_crypto to app_schema; 
grant create table, create procedure, create tablespace, create materialized view to 
app_schema; 
grant unlimited tablespace to app_schema; 
grant select_catalog_role to app_schema; 
grant all privileges to app_schema; 
grant gsmadmin_role to app_schema; 
grant dba to app_schema; 
 
 
REM 
REM Create a tablespace–set for SHARDED tables 
REM 
CREATE TABLESPACE SET TSP_SET_1 using template (datafile size 100m autoextend on 
next 10M maxsize unlimited extent management local segment space management auto ); 
 
REM 
REM Create a tablespace for DUPLICATED tables  
REM 
CREATE TABLESPACE products_tsp datafile size 100m autoextend on next 10M maxsize 
unlimited extent management local uniform size 1m; 
 
REM 
REM Create Sharded and Duplicated tables 
REM 
connect app_schema/app_schema alter session enable shard ddl; 
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REM 
REM Create a Sharded table for Customers (Root table) REM 
CREATE SHARDED TABLE Customers ( 
CustId VARCHAR2(60) NOT NULL, 
FirstName VARCHAR2(60), LastName VARCHAR2(60), Class VARCHAR2(10), 
Geo VARCHAR2(8), 
CustProfile VARCHAR2(4000), Passwd RAW(60), 
CONSTRAINT pk_customers PRIMARY KEY (CustId), CONSTRAINT json_customers CHECK 
(CustProfile IS JSON) 
) TABLESPACE SET TSP_SET_1 
PARTITION BY CONSISTENT HASH (CustId) PARTITIONS AUTO; 
 
REM 
REM Create a Sharded table for Orders REM 
CREATE SHARDED TABLE Orders ( 
OrderId INTEGER NOT NULL, CustId VARCHAR2(60) NOT NULL, OrderDate
 TIMESTAMP NOT NULL, SumTotal NUMBER(19,4), 
Status CHAR(4), 
constraint pk_orders primary key (CustId, OrderId), constraint
 fk_orders_parent foreign key (CustId) 
references Customers on delete cascade 
) partition by reference (fk_orders_parent); 
 
REM 
REM Create the sequence used for the OrderId column REM 
CREATE SEQUENCE Orders_Seq; 
 
REM 
REM Create a Sharded table for LineItems REM 
CREATE SHARDED TABLE LineItems ( 
OrderId INTEGER NOT NULL, CustId VARCHAR2(60) NOT NULL, ProductId INTEGER 
NOT NULL, 
  
 
 
 
Price NUMBER(19,4), 
Qty NUMBER, 
constraint pk_items primary key (CustId, OrderId, ProductId), constraint
 fk_items_parent foreign key (CustId, OrderId) 
references Orders on delete cascade 
) partition by reference (fk_items_parent); 
 
REM 
REM Create Duplicated table for Products REM 
CREATE DUPLICATED TABLE Products ( 
ProductId INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY, Name
 VARCHAR2(128), 
DescrUri VARCHAR2(128), 
LastPrice NUMBER(19,4) 
) TABLESPACE products_tsp; 
 
REM 
REM Create functions for Password creation and checking – used by the REM demo loader 
application 
REM 
 
CREATE OR REPLACE FUNCTION PasswCreate(PASSW IN RAW) RETURN RAW 
IS 
Salt RAW(8); 
BEGIN 
Salt := DBMS_CRYPTO.RANDOMBYTES(8); 
RETURN UTL_RAW.CONCAT(Salt, DBMS_CRYPTO.HASH(UTL_RAW.CONCAT(Salt, PASSW), 
DBMS_CRYPTO.HASH_SH256)); 
END; 
/ 
 
CREATE OR REPLACE FUNCTION PasswCheck(PASSW IN RAW, PHASH IN RAW) RETURN INTEGER IS 
BEGIN 
RETURN UTL_RAW.COMPARE( DBMS_CRYPTO.HASH(UTL_RAW.CONCAT(UTL_RAW.SUBSTR(PHASH, 1, 8), 
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PASSW), DBMS_CRYPTO.HASH_SH256), UTL_RAW.SUBSTR(PHASH, 9)); 
END; 
/ 
 
REM REM 
select table_name from user_tables; REM 
REM 
spool off 

 

19. SHARDDIRECTOR1ターミナルから以下のコマンドを実行して、表領域の作成中に
障害が発生していないことを確認します。 

GDSCTL>show ddl 
id DDL Text Failed shards 
-- -------- ------------- 
8 CREATE TABLESPACE SET  TSP_SET_1 usin... 
9 CREATE TABLESPACE products_tsp datafi... 
10 CREATE SHARDED TABLE Customers (  Cu... 
11 CREATE SHARDED TABLE Orders (  Order... 
12 CREATE SEQUENCE Orders_Seq; 
13 CREATE SHARDED TABLE LineItems (  Or... 
14 create database link "PRODUCTSDBLINK@... 
15 CREATE MATERIALIZED VIEW "PRODUCTS"  ... 
16 CREATE OR REPLACE FUNCTION PasswCreat... 
17 CREATE OR REPLACE FUNCTION PasswCheck... 

20. 以下のように各シャードでconfigコマンドを実行して、DDLエラーが発生している
かどうか確認します。 

 

GDSCTL>config shard -shard sh1  
Name: sh1 
Shard Group: shgrp1  
Status:Ok 
State:Deployed  
Region: region1 
Connection string: shard1:1521/sh1:dedicated  
SCAN address: 
ONS remote port:0  
Disk Threshold, ms:20  
CPU Threshold, %:75  
Version:12.2.0.0  
Last Failed DDL: 
DDL Error: ---  
Failed DDL id: 
Availability:ONLINE 
 
 
Supported services 
------------------------ 
Name 
Preferred Status 
----  ------- 
-- ------ 
oltp_ro_srvc Yes 
Enabled 
oltp_rw_srvc Yes 
Enabled 
 
GDSCTL>config chunks Chunks 
------------------------ 
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Database From To 
-------- ---- -- 
sh1 1 6 
sh2 1 6 
sh3 7 12 
sh4 7 12 

21. 表領域セットの表領域が、“create shardcatalog”コマンドで指定されたチャンク数
に基づいて、すべてのシャードで作成されていることを確認します。また、すべて
のシャードでproducts_tsp表領域が作成されていることも確認します。 

 

shard1 での手順： 

 
$ . ./shard1.sh 
$ sqlplus / as sysdba 
 
SQL> select TABLESPACE_NAME, BYTES/1024/1024 MB from sys.dba_data_files order by 
tablespace_name; 
 
TABLESPACE_NAME MB 
------------------------------ ---------- 
C001TSP_SET_1 100 
C002TSP_SET_1 100 
C003TSP_SET_1 100 
C004TSP_SET_1 100 
C005TSP_SET_1 100 
C006TSP_SET_1 100 
PRODUCTS_TSP 100 
SYSAUX 650 
SYSTEM 890 
SYS_SHARD_TS 100 
TSP_SET_1 100 
 
TABLESPACE_NAME MB 
------------------------------ ----------  
UNDOTBS1 105 
USERS 5 
 
13 rows selected. 
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Shard3 での手順： 

 
SQL> select TABLESPACE_NAME, BYTES/1024/1024 MB from sys.dba_data_files order by 
tablespace_name; 
 
TABLESPACE_NAME MB 
------------------------------ ---------- 
C007TSP_SET_1 100 
C008TSP_SET_1 100 
C009TSP_SET_1 100 
C00ATSP_SET_1 100 
C00BTSP_SET_1 100 
C00CTSP_SET_1 100 
PRODUCTS_TSP 100 
SYSAUX 650 
SYSTEM 890 
SYS_SHARD_TS 100 
TSP_SET_1 100 
TABLESPACE_NAME MB 
------------------------------ ----------  
UNDOTBS1 100 
USERS 5 
 
13 rows selected. 
 

22. 各シャード（sh1とsh3）にログインして、チャンクとチャンク表領域が作成され
ていることを確認します。 

 

SQL> set linesize 140 
SQL> column table_name format a20 
SQL> column tablespace_name format a20 SQL> column partition_name format a20 SQL> 
show parameter db_unique_name 
 
SQL> select table_name, partition_name, tablespace_name from dba_tab_partitions where 
tablespace_name like 'C%TSP_SET_1' order by tablespace_name; 

 

NAME TYPE VALUE 
------------------------------------ ----------- ------------------------------ 
db_unique_name string sh3 
 
TABLE_NAME PARTITION_NAME TABLESPACE_NAME 
-------------------- -------------------- --------------------  
ORDERS CUSTOMERS_P7 C007TSP_SET_1 
CUSTOMERS CUSTOMERS_P7 C007TSP_SET_1 
LINEITEMS CUSTOMERS_P7 C007TSP_SET_1 
CUSTOMERS CUSTOMERS_P8 C008TSP_SET_1 
LINEITEMS CUSTOMERS_P8 C008TSP_SET_1 
ORDERS CUSTOMERS_P8 C008TSP_SET_1 
CUSTOMERS CUSTOMERS_P9 C009TSP_SET_1 
ORDERS CUSTOMERS_P9 C009TSP_SET_1 
LINEITEMS CUSTOMERS_P9 C009TSP_SET_1 
ORDERS CUSTOMERS_P10 C00ATSP_SET_1 
CUSTOMERS CUSTOMERS_P10 C00ATSP_SET_1 
 
TABLE_NAME PARTITION_NAME TABLESPACE_NAME 
-------------------- -------------------- -------------------- 
LINEITEMS CUSTOMERS_P10 C00ATSP_SET_1 
CUSTOMERS CUSTOMERS_P11 C00BTSP_SET_1 
LINEITEMS CUSTOMERS_P11 C00BTSP_SET_1 
ORDERS CUSTOMERS_P11 C00BTSP_SET_1 
CUSTOMERS CUSTOMERS_P12 C00CTSP_SET_1 
LINEITEMS CUSTOMERS_P12 C00CTSP_SET_1 
ORDERS CUSTOMERS_P12 C00CTSP_SET_1 
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18 rows selected. 

 

23. シャード・カタログのシステムにログインし、gsmadmin_internal.chunk_loc表
にクエリーを実行して、チャンクが均一に分散されていることを確認します。 

$ . ./shardcat.sh 
SQL> sqlplus / as sysdba SQL> set echo off 
SQL> select a.name Shard, count( b.chunk_number) Number_of_Chunks from 
gsmadmin_internal.database a, gsmadmin_internal.chunk_loc b where 
a.database_num=b.database_num group by a.name; 
 
SHARD NUMBER_OF_CHUNKS 
------------------------------ ---------------- 
sh1 6 
sh2 6 
sh3 6 
sh4 6 

 

24. shardcatalog1、shard1、shard2、shard3、shard4データベースの
app_schema/app_schemaにログインし、シャード表と複製表が作成されているこ
とを確認します。 

$ . ./shard1.sh 
$ sqlplus app_schema/app_schema Connected. 
SQL> select table_name from user_tables; 
 
TABLE_NAME 
-----------------------------------------------------------------------  
CUSTOMERS 
ORDERS  
LINEITEMS  
PRODUCTS 
 
4 rows selected. 

 

25. Data Guardブローカとfast_startフェイルオーバーの自動構成を確認します。 
注：sh3およびsh1シャードで以下の手順を実行すると、Data Guardブローカの構成を確認できます。 

$ ssh oracle@shard3 
$ . ./shard3.sh 
$ dgmgrl 
 
DGMGRL> connect sys/oracle Connected to "sh3" Connected as SYSDG.DGMGRL> show 
configuration 

 

Configuration - sh3 
 

Protection Mode:MaxPerformance  
Members: 
sh3 - Primary database 

sh4 - (*) Physical standby database 
 
Fast-Start Failover:ENABLED 
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Configuration Status: 
SUCCESS (status updated 15 seconds ago)  
 
DGMGRL> show database sh3 
 
Database - sh3 
 

Role: PRIMARY 
Intended State: TRANSPORT-ON 
Instance(s): 
sh3 

 
Database Status: 
SUCCESS 
 
DGMGRL> show database sh4 
 
Database - sh4 
 

Role: PHYSICAL STANDBY 
Intended State: APPLY-ON 
Transport Lag: 0 seconds (computed 0 seconds ago) 
Apply Lag: 0 seconds (computed 0 seconds ago) 
Average Apply Rate: 2.00 KByte/s 
Real Time Query: ON  
Instance(s): 

sh4 
 
Database Status: 
SUCCESS 
 
DGMGRL> show fast_start failover 
 
Fast-Start Failover: ENABLED 
 

Threshold: 30 seconds 
Target: sh4 
Observer: 10.xxx.yy.zz6 
Lag Limit: 30 seconds  
Shutdown Primary: TRUE 
Auto-reinstate: TRUE  
Observer Reconnect: (none)  
Observer Override: FALSE 

 
Configurable Failover Conditions 
 Health Conditions: 

Corrupted Controlfile YES 
Corrupted Dictionary YES 
Inaccessible Logfile NO 
Stuck Archiver NO 
Datafile Write Errors YES 

 
Oracle Error Conditions: 
 (none) 
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26. SHARDCATとSHARD6ノードに接続してFSFOオブザーバを探し、以下のコマンド
を実行します。 

 

$ ssh oracle@shard6 
 
$ ps -ef |grep dgmgrl 
oracle 8210 8089 0 22:18 pts/4 00:00:00 grep dgmgrl 
oracle 20189 1 0 02:57 ? 00:02:40 dgmgrl -delete_script 
@/u01/app/oracle/product/12.2.0/gsmhome_1/network/admin/gsm_observer_1.cfg 
oracle 20193 1 0 02:57 ? 00:02:43 dgmgrl -delete_script 
@/u01/app/oracle/product/12.2.0/gsmhome_1/network/admin/gsm_observer_2.cfg 
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ラボ4：データ依存ルーティング 

このラボでは、以下の手順を実行します。 

• シャード・ディレクタでの sharding_key の指定によるシャードへの接続 
• GDS$CATALOG サービスによるシャード・カタログへの接続 

注：このラボは、SQL*Plus を使用して sharding_key を指定した場合のルーティングの機能につい
て理解することのみを目的としています。本番アプリケーションの場合は、オラクルの統合型接続
プール（UCP、OCI、ODP.NET、JDBC など）を使用すると、sharding_key をベースにした直接ルー
ティングが可能です。ラボ 5 のデモのローダー・アプリケーションでは USP を使用しています。 

27. SHARDING_KEYでデータ依存ルーティングを確認します。 
シングル・シャード・クエリーの場合は、GSM を使用して、指定の sharding_key でシャードに接
続します。 

sqlplus  
app_schema/app_schema@'(description=(address=(protocol=tcp)(host=shard0 
)(port=1571))(connect_data=(service_name=oltp_rw_srvc.cust_sdb.oradbclo 
ud)(region=region1)(SHARDING_KEY=james.parker@x.bogus)))' 
 
SQL> INSERT INTO Customers (CustId, FirstName, LastName, CustProfile, Class, Geo, 
Passwd) VALUES ('james.parker@x.bogus', 'James', 'Parker', NULL, 'Gold', 'east', 
hextoraw('8d1c00e')); 
 
SQL> commit; 
 
SQL> select db_unique_name from v$database;  
 
DB_UNIQUE_NAME 
------------------------------ 
sh1 
 
SQL> exit; 
 
$ sqlplus  
app_schema/app_schema@'(description=(address=(protocol=tcp)(host=shard0 
)(port=1571))(connect_data=(service_name=oltp_rw_srvc.cust_sdb.oradbclo 
ud)(region=region1)(SHARDING_KEY=james.parker@x.bogus)))' 
 
SQL> column custid format a20 
SQL> column firstname format a15 
SQL> column lastname format a15 
SQL> select custid, FirstName, LastName, class, geo from customers where custid = 
'james.parker@x.bogus'; 
 
CUSTID FIRSTNAME LASTNAME CLASS GEO 
-------------------- --------------- --------------- ---------- -------- 
james.parker@x.bogus James Parker Gold east 
 
SQL> SELECT sys_context('USERENV', 'INSTANCE_NAME') FROM DUAL; 
 
SYS_CONTEXT('USERENV','INSTANCE_NAME') 
-------------------------------------------------------------------------------- 
cust_sdb%1 
GDSCTL> databases 
Database: "sh1" Registered:Y State:Ok ONS:N. Role:PRIMARY 
Instances:1 Region: region1 

Service: "oltp_ro_srvc" Globally started:Y Started:N  
Scan:N Enabled:Y Preferred:Y 

Service: "oltp_rw_srvc" Globally started:Y Started:Y  
Scan:N Enabled:Y Preferred:Y 

Registered instances: 
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cust_sdb%1 
Database: "sh2" Registered:Y State:Ok ONS:N. Role:PH_STNDBY 
Instances:1 Region: region2 

Service: "oltp_ro_srvc" Globally started:Y Started:Y 
Scan:N Enabled:Y Preferred:Y 

Service: "oltp_rw_srvc" Globally started:Y Started:N 
Scan:N Enabled:Y Preferred:Y 

Registered instances:  
cust_sdb%11 

Database: "sh3" Registered:Y State:Ok ONS:N. Role:PRIMARY 
Instances:1 Region: region1 

Service: "oltp_ro_srvc" Globally started:Y Started:N 
Scan:N Enabled:Y Preferred:Y 

Service: "oltp_rw_srvc" Globally started:Y Started:Y 
Scan:N Enabled:Y Preferred:Y 

Registered instances:  
cust_sdb%21 

Database: "sh4" Registered:Y State:Ok ONS:N. Role:PH_STNDBY 
Instances:1 Region: region2 

Service: "oltp_ro_srvc" Globally started:Y Started:Y 
Scan:N Enabled:Y Preferred:Y 

Service: "oltp_rw_srvc" Globally started:Y Started:N 
Scan:N Enabled:Y Preferred:Y 

Registered instances:  
cust_sdb%31 

 

SQL*Plus での接続時に sharding_key を変更し、sharding_key のコンシステント・ハッシュ値に
マップされているシャードに接続がルーティングされていることを確認します。 

 

クロス・シャード・クエリーを実行するには、GDS$CATALOG サービスを（いずれかのシャードか
ら）使用してシャード・カタログ（コーディネータ・データベース）に接続します。 

sqlplus app_schema/app_schema@shard0:1521/GDS\$CATALOG.oradbcloud 

クロス・シャード・クエリーの例は、ラボ 6 で取り扱います。 
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ラボ5：カスタム・データを読み込むアプリケーション 

28. SDBデモ・アプリのzipファイルをダウンロードします。 
オラクルのシャード・データベースについて詳しく知るために、システム管理による SDB デモ・ア
プリケーションをダウンロードしてデプロイします。デモ・アプリケーションでは、先ほど作成し
た SDB 環境とスキーマを使用して、オンライン小売店舗のワークロードをシミュレーションします。
デモ・アプリケーションの最新バージョンと、実行および監視方法を説明した README ファイルを、
Master Note for Handling Oracle Sharding - Oracle Database 12.2 Technology（ドキュメント ID 
2226341.1）からダウンロードできます。 

以下のページから sdb_demo_app.zip をダウンロードします。 

https://support.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?id=2226341.1 

zip ファイルを shard0 の oracle の HOME ディレクトリにコピーします。（このラボでは、shard0
でデモ・アプリを実行しています。） 

$ cd $HOME 
$ . ./shardcat.sh 
$ unzip sdb_demo_app.zip 

$HOME に sdb_demo_app ディレクトリが作成されます。 

29. シャーディング・デモ・アプリケーションをセットアップして構成します。 
sdb_demo_app ディレクトリにある README_SDB_Demo_Application ドキュメントを参照して、
デモ・アプリケーションとモニタリング・ツールのセットアップおよび構成に関する情報を確認し
ます。 

  

https://support.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?id=2226341.1
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ラボ6：クロス・シャード・クエリー 

このハンズオン・ラボの目的は、シャード・データベースでのさまざまなクロス・シャード・クエ
リーの実行について説明することです。 

注：すべての手順はシャード・カタログ・データベースで実行されます。また、このワークブック
で使用されるデータのサンプルはお客様の環境とは異なるため、確認される出力も異なるものにな
ります（データ・ロードの無作為化のため）。 

シャード・データベースでは、データベース・クライアントは接続文字列とシャーディング・キー
の値を使用してシャードに接続します。シャーディング・キーが指定されている場合は、そのセッ
ションに送信されたすべてのリクエストは、キーの値に対応するシャードにルーティングされます。
これをシングル・シャード・クエリー（SSQ）と言います。 

シャーディング・キーがデータベース接続文字列の一部として指定されていない場合は、コーディ
ネータ・データベース（shardcat）でセッションを確立させる必要があります。そのようなセッ
ションから送信されるクエリーはすべて、原則的にはシャード・データベースのどのセットのデー
タでもアクセスできます。これをクロス・シャード・クエリー（CSQ）と言います。 

簡単に言うと、コーディネータが受信する各クエリー（Q）を書き直し、2 つのクエリーからなる分
配可能な形式（CQ および SQ）にします。SQ（シャード・クエリー）は、各関与シャードで実行さ
れる Q の一部です。CQ（コーディネータ・クエリー）はコーディネータ・シャードで実行される
部分です。形式的には以下のようになります。 

Q => CQ ( Shard_Iterator( SQ ) ) 

以下の例では、集計クエリーQ1 が、シャード内での実行のために Q1'に書き換えられています。 

Q1：SELECT COUNT(*) FROM customers 

Q1’：SELECT SUM(sc) FROM (Shard_Iterator(SELECT COUNT(*) sc FROM s1)) 

このプロセスには 2 つの重要な要素があります。（1）関連するシャード（関与シャードとも言う）
を特定し、（2）クエリーを分配可能な形式、およびシャード・イテレーションに書き換えます。 

コーディネータ・データベースでのクエリーのコンパイル中に、クエリー・オプティマイザが
シャーディング・キーの条件を分析し、関与シャード（クエリーで参照されるシャード表の行が含
まれるシャード）の特定に使用する条件を抽出します。他のシャードは不要なシャードとみなされ
ます。特定された関与シャードが 1 つのみの場合は、クエリー全体がそのシャードにルーティング
されて完全実行されるか、クエリーが書き換えられます。この書き換えプロセスでは、クエリーに
より計算される式と、クエリーの形式が考慮されます。このラボの例では、書き換えのプロセスと
関与シャードの特定の両方を説明しています。 

 

$ . ./shardcat.sh 

$ sqlplus app_schema/app_schema 

SHARDCAT ターミナルから、SQL*Plus を使用して shardcat データベースに接続します。 
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$ cd /home/oracle 
$ . ./shardcat.sh 
 
$ env |grep ORA 
ORACLE_SID=shardcat 
ORACLE_BASE=/u01/app/oracle 
ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/12.2.0/dbhome_1 

 

CSQ クエリーを実行して、サンプル行のいくつかを表にロードします。 

SQL> set termout on 
SQL> set linesize 120 
SQL> set echo on 
SQL> REM 
SQL> REM Conventional Insert 
SQL> REM 
SQL> 
SQL> INSERT INTO Customers (CustId, FirstName, LastName, CustProfile, Class, Geo, 
Passwd) VALUES ('Scott.Tiger@x.bogus', 'Scott', 'Tiger', NULL, 'free', 'west', 
hextoraw('7d1b00f')); 
 
1 row created. 
 
SQL> 
SQL> INSERT INTO Customers (CustId, FirstName, LastName, CustProfile, Class, Geo, 
Passwd) VALUES ('Mary.Parker@x.bogus', 'Mary', 'Parker', NULL, 'Gold', 'east', 
hextoraw('8d1c00e')); 
 
1 row created. 
 
SQL> commit; 
 
Commit complete. 

 

ここで、CSQ クエリーを実行して、ORDER BY の SELECT クエリーによって複数のシャード（すべて
ではない）にアクセスします。 

SQL> set termout on 
SQL> set linesize 120 
SQL> set echo on 
SQL> column firstname format a20 
SQL> column lastname format a20 
SQL> REM SELECT with ORDER BY query accessing multiple shards but not all shards 
SQL> explain plan for SELECT FirstName,LastName, geo, class FROM Customers 
WHERE CustId in ('Scott.Tiger@x.bogus', 'Mary.Parker@x.bogus') AND class != 'free' 
ORDER BY geo, class; 
 
Explained. 
 
SQL> set echo off 
 
PLAN_TABLE_OUTPUT 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
Plan hash value:1622328711 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| Id | Operation | Name | Rows  | Bytes | Cost (%CPU)| Time | Inst |IN-OUT| 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 0 | SELECT STATEMENT | | 100 | 7700 | 1 (100)| 00:00:01 | | | 
| 1 |  SORT ORDER BY | | 100 | 7700 | 1 (100)| 00:00:01 | | | 
| 2 | VIEW | VW_SHARD_5B3ACD5D | 100 | 7700 | 5 (100)| 00:00:01 | | | 
| 3 | SHARD ITERATOR | | | | | | | | 
| 4 | REMOTE | | | | | | ORA_S~ | R->S | 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PLAN_TABLE_OUTPUT 
-----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------- 
 
Remote SQL Information (identified by operation id): 
---------------------------------------------------- 
 

4 - EXPLAIN PLAN INTO PLAN_TABLE@!FOR SELECT 
"A1"."FIRSTNAME","A1"."LASTNAME","A1"."GEO","A1"."CLASS" FROM "CUSTOMERS" "A1" 

WHERE 
("A1"."CUSTID"='Mary.Parker@x.bogus' OR 
"A1"."CUSTID"='Scott.Tiger@x.bogus') AND "A1"."CLASS"<>'free' /* 
coord_sql_id=gq42axzj3ns5t */ (accessing 
'ORA_SHARD_POOL@ORA_MULTI_TARGET' ) 

  
 
21 rows selected. 
 
SQL> REM SELECT with ORDER BY query accessing multiple shards but not all shards 
SQL> REM 
SQL> SELECT FirstName,LastName, geo, class FROM Customers 
WHERE CustId in ('Scott.Tiger@x.bogus', 'Mary.Parker@x.bogus') AND class != 'free' 
ORDER BY geo, class; 
 
FIRSTNAME LASTNAME GEO CLASS 
-------------------- -------------------- -------- ---------- 
Mary Parker east Gold 
 
 

ここで CSQ クエリーを実行し、シャード表と複製表を結合させて（シャーディング・キーを使わな
い結合）、売れている製品は何かを調べます（qty sold > 10）。 

SQL> set echo on 
SQL> column name format a40 
SQL> REM Join sharded and duplicated table (join on non sharding key) to get the fast 
moving products (qty sold > 10) 
SQL> explain plan for SELECT name, SUM(qty) qtysold FROM lineitems l, products p 
WHERE l.productid = p.productid 
GROUP BY name HAVING sum(qty) > 500 ORDER BY qtysold desc;  
 
Explained. 
SQL> set echo off 

 

PLAN_TABLE_OUTPUT 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- 
- 
Plan hash value:2127005259 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| Id | Operation | Name | Rows | Bytes | Cost (%CPU)| Time | Inst |IN-OUT| 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 0 | SELECT STATEMENT | | 100 | 7900 | 5 (100)| 00:00:01 | | | 
| 1 |  SORT ORDER BY | | 100 | 7900 | 5 (100)| 00:00:01 | | 
| 
|* 2 | FILTER | | | | | | | 
| 
| 3 | HASH GROUP BY | | 100 | 7900 | 5 (100)| 00:00:01 | | | 
| 4 | VIEW | VW_SHARD_372F2D25 | 100 | 7900 | 5 (100)| 00:00:01 | | | 
| 5 | SHARD ITERATOR | | | | | | | 
| 
 
PLAN_TABLE_OUTPUT 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- 
- 
| 6 | REMOTE | | | | | | ORA_S~ 
| R->S | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Predicate Information (identified by operation id): 
--------------------------------------------------- 

2 - filter(SUM("ITEM_1")>500) 
 
Remote SQL Information (identified by operation id): 
---------------------------------------------------- 
 
PLAN_TABLE_OUTPUT 
-----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------- 

6 - EXPLAIN PLAN INTO PLAN_TABLE@!FOR SELECT SUM("A2"."QTY"),"A1"."NAME" FROM 
"LINEITEMS" 

"A2","PRODUCTS" "A1" WHERE "A2"."PRODUCTID"="A1"."PRODUCTID" GROUP BY 
"A1"."NAME" 

/* 
coord_sql_id=c0v333jfqvd4s */ (accessing 'ORA_SHARD_POOL@ORA_MULTI_TARGET' ) 

 
26 rows selected. 
 
SQL> REM Join sharded and duplicated table (join on non sharding key) to get the fast 
moving products (qty sold > 10) 
SQL> SELECT name, SUM(qty) qtysold FROM lineitems l, products p 
WHERE l.productid = p.productid 
GROUP BY name HAVING sum(qty) > 10 ORDER BY qtysold desc; 
 
NAME QTYSOLD 
---------------------------------------- ---------- 
Fuel cell 14 
Fuel tank cover 11 
Tire pressure gauge 11 

 

IN 副問合せを実行する CSQ クエリーを実行し、価格が> 999499 である製品を含むオーダー数を取
得します。 

 
SQL> set echo on 
SQL> column name format a20 
SQL> REM IN subquery to get # orders that includes product with price > 999499. 
SQL> explain plan for SELECT COUNT(orderid) FROM orders o 
WHERE orderid IN (SELECT orderid FROM lineitems l, products p 
WHERE l.productid = p.productid AND o.custid = l.custid AND p.lastprice > 999499);  
 
Explained. 
 
SQL> set echo off 

 

PLAN_TABLE_OUTPUT 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- 
- 
Plan hash value:2403723386 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| Id | Operation | Name | Rows  | Bytes | Cost (%CPU)| Time | Inst |IN-OUT| 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 0 | SELECT STATEMENT | | 1 | 13 | 5 (100)| 00:00:01 | | | 
| 1 | SORT AGGREGATE | | 1 | 13 | | | | | 
| 2 | VIEW | VW_SHARD_72AE2D8F | 100 | 1300 | 5 (100)| 00:00:01 | | | 
| 3 | SHARD ITERATOR | | | | | | | | 
| 4 | REMOTE | | | | | | ORA_S~ | R->S | 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PLAN_TABLE_OUTPUT 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- 
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Remote SQL Information (identified by operation id): 
---------------------------------------------------- 
 
4 - EXPLAIN PLAN INTO PLAN_TABLE@!FOR SELECT COUNT(*) FROM "ORDERS" "A1" WHERE 
"A1"."ORDERID"=ANY (SELECT "A3"."ORDERID" FROM "LINEITEMS" "A3","PRODUCTS" "A2" 
WHERE 

"A3"."PRODUCTID"="A2"."PRODUCTID" AND "A1"."CUSTID"="A3"."CUSTID" AND 
"A2"."LASTPRICE">999499) 

/* coord_sql_id=d5u75rbhjb3vd */ (accessing 'ORA_SHARD_POOL@ORA_MULTI_TARGET' ) 
 
 
20 rows selected. 
 
SQL> REM IN subquery to get # orders that includes product with price > 999499. 
SQL> SELECT COUNT(orderid) FROM orders o 

WHERE orderid IN (SELECT orderid FROM lineitems l, products p 
WHERE l.productid = p.productid AND o.custid = l.custid AND p.lastprice > 999499); 

 
COUNT(ORDERID) 
-------------- 

5 

受注数に基づいて顧客の分布を算出する CSQ クエリーを実行します。 

SQL> set echo on 
SQL> REM Customer Distribution Query 
SQL> explain plan for SELECT ordercount, COUNT(*) as custdist  
FROM (SELECT c.custid, COUNT(orderid) ordercount 

FROM customers c LEFT OUTER JOIN orders o  
ON c.custid = o.custid AND 
orderdate BETWEEN sysdate-4 AND sysdate GROUP BY c.custid)  

GROUP BY ordercount 
ORDER BY custdist desc, ordercount desc;  

 
Explained. 
 
SQL> set echo off 
 
 
PLAN_TABLE_OUTPUT 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
Plan hash value:1140215033 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| Id | Operation | Name | Rows  | Bytes | Cost (%CPU)| Time | Inst |IN-OUT| 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 0 | SELECT STATEMENT | | 100 | 2600 | 5 (100)| 00:00:01 | | | 
| 1 |  SORT ORDER BY | | 100 | 2600 | 5 (100)| 00:00:01 | | | 
| 2 | HASH GROUP BY | | 100 | 2600 | 5 (100)| 00:00:01 | | | 
| 3 | VIEW | VW_SHARD_DB5A5BE0 | 100 | 2600 | 5 (100)| 00:00:01 | | | 
| 4 | SHARD ITERATOR | | | | | | | | 
| 5 | REMOTE | | | | | | ORA_S~ | R->S | 
 
PLAN_TABLE_OUTPUT 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Remote SQL Information (identified by operation id): 
---------------------------------------------------- 
 

5 - EXPLAIN PLAN INTO PLAN_TABLE@!FOR SELECT COUNT(*),"A1"."ORDERCOUNT" FROM 
(SELECT "A3"."CUSTID" "CUSTID",COUNT("A2"."ORDERID") "ORDERCOUNT" FROM 
"CUSTOMERS" 

"A3","ORDERS" "A2" 
WHERE "A3"."CUSTID"="A2"."CUSTID"(+) AND 

"A2"."ORDERDATE"(+)>=CAST(SYSDATE@!-4 AS TIMESTAMP) 
AND "A2"."ORDERDATE"(+)<=CAST(SYSDATE@!AS TIMESTAMP) GROUP BY 

"A3"."CUSTID") "A1" GROUP BY 
"A1"."ORDERCOUNT" /* coord_sql_id=45wf75sj0dpu7 */ (accessing 
'ORA_SHARD_POOL@ORA_MULTI_TARGET' ) 
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PLAN_TABLE_OUTPUT 
----------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------- 
23 rows selected. 
 
SQL> REM Customer Distribution Query 
SQL> SELECT ordercount, COUNT(*) as custdist 

FROM (SELECT c.custid, COUNT(orderid) ordercount  
FROM customers c LEFT OUTER JOIN orders o  
ON c.custid = o.custid AND 
orderdate BETWEEN sysdate-4 AND sysdate GROUP BY c.custid) 

GROUP BY ordercount 
ORDER BY custdist desc, ordercount desc; 

 
ORDERCOUNT CUSTDIST 
---------- ---------- 

1 180 
2  59 
3  19 
4   3 
0   3 
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ラボ7：柔軟なスケーリング 

このラボでは、シャード（shard5 と shard6）をシャード・データベースに追加して、SDB を柔軟に
スケーリングします。また、新しいシャードの追加後に、チャンクが自動でリバランスされている
ことを確認します。 

30. 前提条件 
新規追加されたシャードにリモート・スケジューラ・エージェントを登録します。shard5 環境での
エージェント登録手順： 

ssh oracle@shard5 
 
$ . ./shard5.sh 
 
$ env |grep ORA 
ORACLE_SID=sh5 
ORACLE_BASE=/u01/app/oracle ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/12.2.0/dbhome_1 
 
$ schagent -start 
$ schagent -status 
$ echo welcome | schagent -registerdatabase shard0 8080 
 
mkdir /u01/app/oracle/oradata 
mkdir /u01/app/oracle/fast_recovery_area 

 

注：既存のディレクトリがある場合は無視します。 

shard6 環境でのエージェント登録手順： 

 
ssh oracle@shard6 
 
$ . ./shard6.sh 
$ env |grep ORA 
ORACLE_SID=sh6 
ORACLE_BASE=/u01/app/oracle ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/12.2.0/dbhome_1 
 
$ schagent -start 
$ schagent -status 
$ echo welcome | schagent -registerdatabase shard0 8080 
 

注：shard0 はシャード・カタログ・データベース VM です。 

mkdir /u01/app/oracle/oradata 
mkdir /u01/app/oracle/fast_recovery_area 

 

注：既存のディレクトリがある場合は無視します。 

31. シャードのインクリメント・デプロイ 
SHARDDIRECTOR1 ターミナルでの手順： 
gdsctl の起動 

 
$ cd /home/oracle 
$ . ./shard-director1.sh 
$ env |grep ORA  
ORACLE_BASE=/u01/app/oracle 
ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/12.2.0/gsmhome_1 
 
$ cd /u01/stage/labs 
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gdsctl の起動 
 
$ gdsctl 
 
GDSCTL> set gsm -gsm sharddirector1 
GDSCTL> connect mygdsadmin/passwd_mygdsadmin 
 
GDSCTL> config shard 
Name Shard Group Status State Region Availability 
---- ----------- ------ ----- ------ ------------ 
sh1 shgrp1 Ok Deployed region1 ONLINE 
sh2 shgrp2 Ok Deployed region2 READ_ONLY 
sh3 shgrp1 Ok Deployed region1 ONLINE 
sh4 shgrp2 Ok Deployed region2 READ_ONLY 

 

各シャード（shard5 と shard6）のシャードグループ、宛先、資格証明を指定します。本ラボでは、
NETCA と DBCA のデフォルトのテンプレートを使用しています。 

GDSCTL> add invitednode shard5 
GDSCTL> create shard -shardgroup shgrp1 -destination shard5 -credential oracle_cred 
GDSCTL> add invitednode shard6 
GDSCTL> create shard -shardgroup shgrp2 -destination shard6 -credential oracle_cred 

 

注：デモ・アプリが起動していることを確認してください。 

32. deployコマンドを実行して、シャードとレプリカを作成します。 
GDSCTL>config shard 

Name Shard Group Status State Region Availability 
---- ----------- ------ ----- ------ ------------ 
sh5 shgrp1 U none region1 - 
sh6 shgrp2 U none region2 - 
sh1 shgrp1 Ok Deployed region1 ONLINE 
sh2 shgrp2 Ok Deployed region2 READ_ONLY 
sh3 shgrp1 Ok Deployed region1 ONLINE 
sh4 shgrp2 Ok Deployed region2 READ_ONLY 
 
GDSCTL>config chunks   
Chunks 
------------------------ 
Database From To 
-------- ---- -- 
sh1 1 6 
sh2 1 6 
sh3 7 12 
sh4 7 12 
  
GDSCTL> config vncr 
 
Name Group ID 
---- -------- 
shard1  
shard2  
shard3  
shard4  
shard5  
shard6 
10.xxx.yy.zz1  
10.xxx.yy.zz2  
10.xxx.yy.zz3  
10.xxx.yy.zz4  
10.xxx.yy.zz5  
10.xxx.yy.zz6 
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deploy コマンドを実行して、新しいシャードとそのレプリカを作成します。これで、チャンクが自
動的にリバランスされます。 

 

GDSCTL> deploy 
 
$ gdsctl config shard 
Name Shard Group Status State Region Availability 
---- ----------- ------ ----- ------ ------------ 
sh1 shgrp1 Ok Deployed region1 ONLINE 
sh2 shgrp2 Ok Deployed region2 READ_ONLY 
sh3 shgrp1 Ok Deployed region1 ONLINE 
sh4 shgrp2 Ok Deployed region2 READ_ONLY 
sh5 shgrp1 Ok Deployed region1 ONLINE 
sh6 shgrp2 Ok Deployed region2 READ_ONLY 

 

shard5 の shard5.sh と shard6 の shard6.sh が、デプロイ用に特別に作成したシャードの正しい名前
を反映していることを確認します。反映していない場合は、スクリプトを更新して、シャードの名
前を正しく反映させてください。 

以下のコマンドを 1～2 分ごとに実行して、チャンクの自動リバランスの進行状況を確認します。 

 

$ gdsctl config chunks -show_Reshard  
Chunks 
------------------------ 
Database From To 
-------- ---- -- 
sh1 1 4 
sh2 1 4 
sh3 7 10 
sh4 7 10 
sh5 5 6 
sh5 11 12 
sh6 5 6  
sh6 11 12  
 
Ongoing chunk movement 
------------------------    
Chunk Source  Target 
status 
----- ------ -----  
------  

 

新しいシャードが追加されて、チャンクが自動でリバランスされていることを確認します。 

 

$ gdsctl databases 
Database: "sh1" Registered:Y State:Ok ONS:N. Role:PRIMARY  
Instances:1 Region: region1 

Service: "oltp_ro_srvc" Globally started:Y Started:N 
Scan:N Enabled:Y Preferred:Y 

Service: "oltp_rw_srvc" Globally started:Y Started:Y 
Scan:N Enabled:Y Preferred:Y 

Registered instances: 
cust_sdb%1 

Database: "sh2" Registered:Y State:Ok ONS:N. Role:PH_STNDBY 
Instances:1 Region: region2 

Service: "oltp_ro_srvc" Globally started:Y Started:Y 
Scan:N Enabled:Y Preferred:Y 

Service: "oltp_rw_srvc" Globally started:Y Started:N 
Scan:N Enabled:Y Preferred:Y 

Registered instances: 
cust_sdb%11 

Database: "sh3" Registered:Y State:Ok ONS:N. Role:PRIMARY 
Instances:1 Region: region1 

Service: "oltp_ro_srvc" Globally started:Y Started:N 
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Scan:N Enabled:Y Preferred:Y 
Service: "oltp_rw_srvc" Globally started:Y Started:Y 

Scan:N Enabled:Y Preferred:Y 
Registered instances: 

cust_sdb%21 
Database: "sh4" Registered:Y State:Ok ONS:N. Role:PH_STNDBY 
Instances:1 Region: region2 

Service: "oltp_ro_srvc" Globally started:Y Started:Y 
Scan:N Enabled:Y Preferred:Y 

Service: "oltp_rw_srvc" Globally started:Y Started:N 
Scan:N Enabled:Y Preferred:Y 

Registered instances: 
cust_sdb%31 

Database: "sh5" Registered:Y State:Ok ONS:N. Role:PRIMARY 
Instances:1 Region: region1 

Service: "oltp_ro_srvc" Globally started:Y Started:N 
Scan:N Enabled:Y Preferred:Y 

Service: "oltp_rw_srvc" Globally started:Y Started:Y 
Scan:N Enabled:Y Preferred:Y  

Registered instances: 
cust_sdb%41 

Database: "sh6" Registered:Y State:Ok ONS:N. Role:PH_STNDBY 
Instances:1 Region: region2 

Service: "oltp_ro_srvc" Globally started:Y Started:Y 
Scan:N Enabled:Y Preferred:Y 

Service: "oltp_rw_srvc" Globally started:Y Started:N  
Scan:N Enabled:Y Preferred:Y 

Registered instances: 
cust_sdb%51 

 

“データベース”が自動で登録されていることを確認します。 

 
$ gdsctl services 
Service "oltp_ro_srvc.cust_sdb.oradbcloud" has 3 instance(s).Affinity: 
ANYWHERE 
Instance "cust_sdb%11", name: "sh2", db: "sh2", region: "region2", status: ready. 
Instance "cust_sdb%31", name: "sh4", db: "sh4", region: "region2", status: ready. 
Instance "cust_sdb%51", name: "sh6", db: "sh6", region: "region2", status: ready. 
Service "oltp_rw_srvc.cust_sdb.oradbcloud" has 3 instance(s).Affinity: 
ANYWHERE 

Instance "cust_sdb%1", name: "sh1", db: "sh1", region: "region1", status: 
ready. 

Instance "cust_sdb%21", name: "sh3", db: "sh3", region: "region1", status: 
ready. 

Instance "cust_sdb%41", name: "sh5", db: "sh5", region: "region1", status: 
ready. 

 

新規追加されたシャードで“サービス”が自動で有効になっていることを確認します。 
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まとめ 

 

このラボでは、システム管理によるシャーディング方法を使用して、Oracle Cloud（DBCS インスタ
ンス）でシャード・データベースをデプロイしました。テスト・ケースでは、以下の作業を実行し
ました。 

• システム管理によるシャーディングのためにシャード・カタログとシャード・ディレクタを作
成した 

• メタデータを指定し、シャード・データベースをデプロイした 

• システム管理によるシャーディング方法を使用して表ファミリを作成した 

• セッションベースのルーティングのために sharding_Key を指定した（SQL*Plus を使用） 

• デモ・アプリケーションを使用して（UCP を使用）、読取りと書込みのワークロードおよび読
取り専用ワークロードをシャード・データベースで実行することにより、均一なデータ分散の
監視を実行した 

• クロス・シャード・クエリーを実行した 

• シャード・データベースを柔軟にスケーリングした 
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付録A - Oracle 12.2.0.1データベース・ソフトウェアのインストール 

 

$ cd /u01/stage/database 

$ ./runInstaller 

 

「I wish to receive security updates via My Oracle Support」のボックスを選択解除します。 
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「Yes」をクリックして、「Next」を押します。 
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「Install database software only」を選択して、「Next」を押します。 
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「Single instance database installation」を選択して、「Next」を押します。 

  



 

55 

 

「Enterprise Edition」を選択して、「Next」を押します。 
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データベース・バイナリ用に Oracle base と Software location を設定して、「Next」を押します。

ソフトウェアの場所（ORACLE_HOME）として設定されるディレクトリはこのドキュメント内の多

数の箇所で使用されるため、重要です。 

  



 

57 

 

「Next」を押します。 
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OS カーネル・バージョンについては「Ignore All」を選択して、「Next」を押します。 

  



 

59 

 

「Yes」を選択して、「Next」を押します。 
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「Install」をクリックします。 
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別のターミナルで root として root.sh を実行し、「OK」をクリックします。 
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「Close」をクリックしてインストールを完了します。 
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付録B - シャード・カタログ用のデータベースの作成 

注：現在、シャード・カタログとシャードでサポートされるのは非 CDB データベースのみです。
Shard0 での手順： 

$ . ./shardcat.sh 

$ env |grep ORA  

ORACLE_SID=shardcat  

ORACLE_BASE=/u01/app/oracle 

ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/12.2.0/dbhome_1 

Database Configuration Assistant（dbca）を実行して、シャード・カタログ用のデータベースを作
成します。 

$ cd /u01/stage/database 

$ dbca 

 

「Create a database」を選択して、「Next」を押します。 
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「Advanced configuration」を選択して、「Next」を押します。 
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データベースの種類には「Oracle Single Instance database」を、データベースのテンプレートには
「General Purpose or Transaction Processing」を選択して、「Next」を押します。 
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グローバル・データベース名と SID を“shardcat”に設定し、「Create as Container database」の選択
を解除して、「Next」を押します。 
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「Use following for the database storage attributes」を選択します。「Use Oracle-Managed Files 
(OMF)」を選択して、「Next」を押します。 
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「Specify Fast Recovery Area」と「Enable archiving」を選択して、「Next」を押します。 
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「Create a new listener」を選択して、リスナー名とリスナー・ポートを上記のように設定します。 
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「Next」を押します。 
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「Use Automatic Shared Memory Management」を選択して、SGA サイズと PGA サイズを上記のよ
うに割り当てます。「Next」を押します。 
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データベース・キャラクタ・セットに「Use Unicode (AL32UTF8)」を選択して、「Next」を押します。 
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「Configure EM database express」の選択を解除して、「Next」を押します。 
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ラボ環境向けに「Use the same administrative password for all accounts」を選択し、パスワードを
“oracle”に設定します。「Next」を押します。 
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「Yes」をクリックして、「Next」を押します。 
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「Create database」を選択して、「Next」を押します。 
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「Finish」をクリックしてインストールを完了します。 
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shardcat データベースのデータベース情報、グローバル・データベース名、SID、SPfile を書き留め
て、「Close」を押します。 
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付録C - トラブルシューティングのヒント 

アラート・ログ/トレース・ファイルの場所： 

シ ャ ー ド ・ デ ィ レ ク タ ・ ア ラ ー ト ・ ロ グ の 場 所 ：/u01/app/oracle/diag/gsm/<shard-

director- node>/sharddirector1/trace/alert*.log 

シャード・ディレクタ・リスナー・トレース：（ハイライト箇所を参照） 

GDSCTL>status 
Alias SHARDDIRECTOR1 
Version 12.2.0.0.2 
Start Date 25-FEB-2016 07:27:39 
Trace Level support 
Listener Log File /u01/app/oracle/diag/gsm/slc05abw/sharddirector1/alert/log.xml 
Listener Trace File 
/u01/app/oracle/diag/gsm/slc05abw/sharddirector1/trace/ora_10516_139939557888352.trc 
Endpoint summary (ADDRESS=(HOST=shard0)(PORT=1571)(PROTOCOL=tcp)) 
GSMOCI Version 2.2.1 
Mastership N 
Connected to GDS catalog Y  
Process Id 10535 
Number of reconnections 0 
Pending tasks.    Total 0 
Tasks in  process.Total 0 
Regional Mastership TRUE  
Total messages published 71702 
Time Zone +00:00 
Orphaned Buddy Regions: 

None 
GDS region region1 
Network metrics: 

Region: region2 Network factor:0 

 

シャード・カタログでの GWM のトレース： 

RDBMS で完全なトレースを実行するには、GWM_TRACE レベルを以下のように設定します。 

注：一般的に、カタログ/シャードへの接続の多くで共有サーバーが使用されているため、トレース
は通常、共有サーバーの<sid>_s00*.trc（例）という名前のトレース・ファイルに記録されます。 

以下のコマンドで、RDBMS の GDS トレースを有効にします。 

即時トレースの場合（すべての GDS トレースがすぐに有効になるが、RDBMS の再起動後に停止する） 

alter system set events 'immediate trace name GWM_TRACE level 7'; 

RDBMS の再起動後にトレースを続行する場合（すべての GDS トレースを永続的に有効にするが、
RDBMS を再起動するまでは実行されない） 

ALTER SYSTEM SET EVENT='10798 trace name context forever, level 7'  

SCOPE=spfile; 

 

念のために両方のトレースを設定します。すべてをトレースするには、両方のシャード・カタログ
と全シャードにこれを設定する必要があります。GDSCTL セッションの場合も（シャード・カタロ
グ）、シャード・ディレクタ（GSM）が作成したセッションの場合も（シャード）、トレースは
RDBMS のセッション・トレース・ファイルに書き込まれます。 
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リモート・スケジューラの構成 

各シャードで、リモート・スケジューラ・エージェントのステータスがもっともよく分かるのは
'schagent - status'です。通常はアップの状態であるか、ダウンであってもそれほど多くのデ
バッグは必要ありません。 

カタログで実行されているジョブについては NETCA/DBCA を実行し、次のようにすることを推奨し
ます。 
select destination, job_name, output from dba_scheduler_job_run_details 

where job_name like 'SHARD%' 

これで、実行されているすべてのジョブから DBCA および NETCA 出力が表示されます。一般的に
は、出力では以下のように'cfgtoollogs'ディレクトリが指定されます。 

シャード表、複製表、マテリアライズド・ビューのセットアップ（複製表の場合）で DDL の伝搬に
問題が発生している場合は、以下を実行します。 

 

$gdsctl show ddl 

対象の DDL の“Failed shards”列を確認します。 

$gdsctl config shard –shard <shard> 

出力の以下のフィールドで、エラーのシグネチャを確認します。 

“Last Failed DDL”  

“DDL Error:” --- 

“Failed DDL id:” 

 

デプロイ 

初期デプロイとインクリメンタル・デプロイは（多くの部分で）、カタログで実行されている
PL/SQL については RDBMS トレース・ファイルに記録されます。'create shard'で作成されるシャー
ドをデプロイしている間に、特定のシャードの状況について知りたい場合は、各シャードの
$ORACLE_BASE/cfgtoollogs/dbca と$ORACLE_BASE/cfgtoollogs/netca にアクセスしま
す。'deploy'中に何らかの問題が発生したときには、これらのファイルを確認します。 

 

チャンクの移動 

チャンクの移動のトレースは、GSM アラート・ログと RDBMS トレース・ファイルに記録されます。
また、'gdsctl config chunks -show_reshard'を実行すると、現在の'move chunk'ステータ
スの情報が提供されます。 
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付録E - SampleShardedApp2 

以下は強化された JDBC API を使用して sharding_key を設定し、対象の列を取得するシンプルなア
プリの例です。本ガイドブックで扱われたラボで作成したシャード・データベースでシャード・ア
プリを作成する場合は、このコード・サンプルを活用します。 

MyJdbcShardingTest.java： 

// Source Author:Oracle Development 
// Compile: 
// export PATH=$JDKHOME_18/bin:$PATH 
// export 
CLASSPATH=$ORACLE_HOME/jdbc/lib/ojdbc8.jar:$ORACLE_HOME/ons/lib/ons.jar:$ORACLE_HOM
E/opmn/ lib/ons.jar:. 
// export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH 
// javac MyJdbcShardingTest.java 
// java MyJdbcShardingTest 1 
// 
// Run: 
// java MyJdbcShardingTest <shard_key> 
// e.g. 
// java MyJdbcShardingTest 122 
 
import java.sql.*; 
import java.sql.PreparedStatement; 
import oracle.jdbc.pool.OracleDataSource; 
import oracle.jdbc.*; 
public class MyJdbcShardingTest { 

 
public static void main(String[] args) 
{ 
String url = "jdbc:oracle:thin:@(description=(address=(protocol=tcp)" 

+ "(host=hosta)(port=1540))" 
+ "(connect_data=(service_name=rsvc.orasdb.shards)(region=dc1)))";  

try { 
int sk, CustID; 
String CustName; 

 
sk = Integer.parseInt(args[0]);  
System.out.println("Shard_key: "+ sk); 

 
OracleDataSource ods = new OracleDataSource();  
ods.setURL(url); 
ods.setUser("appuser");  
ods.setPassword("appuser"); 
OracleShardingKey key = ods.createShardingKeyBuilder() 

.subkey(sk, JDBCType.NUMERIC) 

.build(); 
Connection conn = ods.createConnectionBuilder() 

.shardingKey(key) 

.build(); 
// Create a Statement 

Statement stmt1 = conn.createStatement ();  
Statement stmt2 = conn.createStatement (); 
 
// Select the SHARD DB NAME 
ResultSet rs1 = stmt1.executeQuery ("select name from v$database");  
while (rs1.next ()) 
System.out.println ("Shard db name: " +rs1.getString (1)); 
 
// Select the NAME column from the mycustomer table 
  
 
 
 
PreparedStatement pstmt = conn.prepareStatement("select cust_id, name from 

mycustomer where cust_id=?"); 
pstmt.setInt(1, sk ); 
ResultSet rs2 = pstmt.executeQuery(); 
 
// Iterate through the results and print the names  
while (rs2.next ()) { 

CustID = rs2.getInt("CUST_ID");  
CustName = rs2.getString("NAME"); 
String outputString = String.format("%10d %s", CustID, CustName); 
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System.out.println(outputString); 
} 

 
// Close the ResultSet  
rs1.close(); 
rs2.close(); 
 
// Close the Statement  
stmt1.close();  
stmt2.close(); 
 
// Close the connection 
} 
catch (SQLException e) {  
e.printStackTrace(); 

} 
} 

} 
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付録F - SampleShardedApp2 
/* Copyright (c) 2015, Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.*/ 
 
/* 
DESCRIPTION 
The code sample demonstrates Universal Connection Pool (UCP) as a client side 
connection pool and does the following. 
(a) Picks up customer id from a list of customers. 
(b) Connects to a sharded database that contains a customer id. 
(c) Shows the details for that customer. 
 
Step 1: 
USER, PASSWORD, and URL are required. 
Step 2:Run the sample with "ant UCPSample" 
 
NOTES 
Use JDK 1.7 and above 
 
Make sure to have ojdbc8.jar, ucp.jar and ons.jar in the classpath 
 
 
MODIFIED (MM/DD/YY) 
nbsundar 10/31/16 - Creation (Contributor - kmensah) 
*/ 
import java.sql.Connection;  
import java.sql.ResultSet;  
import java.sql.SQLException;  
import java.sql.Statement; 
import java.sql.PreparedStatement; 
 
import oracle.ucp.jdbc.PoolDataSourceFactory;  
import oracle.ucp.jdbc.PoolDataSource; 
 
import oracle.jdbc.OracleShardingKey;  
import oracle.jdbc.OracleType; 
 
public class UCPShardingSample { 
//final static String DB_URL= 

"jdbc:oracle:thin:@(DESCRIPTION=(ADDRESS=(HOST=localhost)(PORT=5521)(PROTOCOL=tcp))
(CONNEC T_DATA=(SERVICE_NAME=jvma.regress.rdbms.dev.us.oracle.com)))"; 

final static String DB_URL = 
"jdbc:oracle:thin:@ (DESCRIPTION=" 
+ "(FAILOVER=on)" 
+ "(CONNECT_TIMEOUT=5)(TRANSPORT_CONNECT_TIMEOUT=3)(RETRY_COUNT=3)" 
+ "(ADDRESS_LIST=" 
+"(LOAD_BALANCE=ON)" 
+"(ADDRESS=(HOST=orclgsm1.oracle.com)(PORT=1571)(PROTOCOL=tcp))" 
+"(ADDRESS=(HOST=orclgsm2.oracle.com)(PORT=1571)(PROTOCOL=tcp)))" 

+"(ADDRESS_LIST=" 
+"(LOAD_BALANCE=ON)" 
+"(ADDRESS=(HOST=orclgsm3.oracle.com)(PORT=1572)(PROTOCOL=tcp))" 
+"(ADDRESS=(HOST=orclgsm4.oracle.com)(PORT=1572)(PROTOCOL=tcp)))" 

+"(CONNECT_DATA=" 
+"(SERVICE_NAME=oltp_rw_srvc.cust_sdb.oradbcloud) (REGION=region1)))"; 

 
final static String DB_USER = "sharduser"; 
final static String DB_PASSWORD = "test1"; 
final static String CONN_FACTORY_CLASS_NAME  = "oracle.jdbc.pool.OracleDataSource"; 
final static String[] emailIds = new String[]{ "abc@abc.net", "xyz@google.com", 

"test1@yahoo.com", "adam.test@x.bogus", "john.adams@test.com" }; 
 
/* 
* The sample demonstrates UCP as client side connection pool. 
*/ 

public static void main(String args[]) throws Exception { 
// Get the PoolDataSource for UCP 
PoolDataSource pds = PoolDataSourceFactory.getPoolDataSource(); Connection 

connection = null; 
 
// Set the connection factory first before all other properties 
pds.setConnectionFactoryClassName(CONN_FACTORY_CLASS_NAME); 
pds.setURL(DB_URL); 
pds.setUser(DB_USER); pds.setPassword(DB_PASSWORD); 
pds.setConnectionPoolName("UCP_SHARDING_POOL"); 

  



 

84 

// Default is 0.Set the initial number of connections to be created 
// when UCP is started.  
pds.setInitialPoolSize(5); 
 
// Default is 0.Set the minimum number of connections 
// that is maintained by UCP at runtime.  
pds.setMinPoolSize(5); 
 
// Default is Integer.MAX_VALUE (2147483647).Set the maximum number of 
// connections allowed on the connection pool.  
pds.setMaxPoolSize(20); 
  
 

try { 
// Loop through this for 5 customers 
for (int i=0 ; i < 5 ; i++ ) { 
String email = emailIds[i]; 

// Build the Sharding key by passing the email id, which is the 
sharding key 

OracleShardingKey 
shardKey = pds.createShardingKeyBuilder() 

.subkey(email, OracleType.VARCHAR2) 

.build(); 
// Get the connection by passing the sharding key 
connection = pds.createConnectionBuilder() 

.shardingKey(shardKey) 

.build(); 
// Perform a database operation 

doSQLWork(connection, email); 
} 

} catch (SQLException e) { 
System.out.println("UCPShardingSample - " + "SQLException occurred : " 

+ e.getMessage()); 
} 

} 
 
/* 
* This method shows the customer id, first name and last name 
*/ 

public static void doSQLWork(Connection conn, String email) {  
try { 

// Prepare a statement to execute the SQL Queries. 
PreparedStatement prepStatement = 

conn.prepareStatement("SELECT CUSTID, FIRSTNAME, LASTNAME FROM CUSTOMERS 
WHERE CUSTID=?"); 

prepStatement.setString(1, email); 
ResultSet customers = prepStatement.executeQuery();  
while (customers.next()) { 

//System.out.println("- order : " + rsOrders.getNString(1)); 
System.out.print("Customer Id" + customers.getString("CUSTID")); 

System.out.print("First Name:" + customers.getString("FIRSTNAME")); 
System.out.println("Last Name:" + customers.getString("LASTNAME")); 

} 
} catch (SQLException e) {  

System.out.println("UCPShardingSample - " 
+ "doSQLWork()- SQLException occurred : " + e.getMessage()); 

} 
 } 
} 
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