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Autonomous Data Warehouseは、市場をリードする
Oracle Databaseのパフォーマンスを備え、データウェ

アハウスのワークロードに合わせてチューニングおよ
び最適化された完全管理型データベースです。

簡単
完全自律型データベース
プロビジョニング、パッチ適用、アップグレードの自
動化バックアップの自動化
パフォーマンス・チューニングの自動化

高速
Exadataが基盤：高いパフォーマンス、スケーラビリティ、信頼性

Oracle Databaseの主要な機能を活用：並列性、列処理、圧縮

自在
コンピュートおよびストレージを停止時間なしで自在にスケー
リング使用したリソース分のみの支払い

Autonomous Data Warehouseの概要

オラクルが誇るデータウェアハウス向け自律型クラウド・サービスをご紹介します!
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製品ツアー

作業はこれだけ

設計してクラウドにデータをロードするだけで、
すぐに効率的な分析ができます。

ビデオを見る
Oracle Autonomous Data  
Warehouse
製品ツアー

ビデオを見る
Autonomous Data  
Warehouseの概要
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すばやいデプロイ

ビジネス・ユーザーでも独自のデータウェアハウス、

データ・マート、サンドボックスを数秒で構築できます。

ITスキルは一切不要

管理、パッチの適用、アップグレードは完全に自動化

されています。

自在な対応によるコスト削減

オンデマンドでデータウェアハウスをスケールできま

す。コンピュートまたはストレージを個別にスケーリ

ングできます。待機状態のコンピュートをシャットオ

フしてコストを削減できます。

データウェアハウスのための新しい包括的なクラウド環境

データを保護

強力なデータ暗号化機能がデフォルトで有効化
されるため、データが確実に保護されます。

投資を保護

愛用しているビジネス・アナリティクス・ツール

を使い続けられます。

機能を強化

ビジネス・アナリティクス、データ統合、IoTなど、あら
ゆる機能を1つの統合ソリューションとしてクラウドで
利用できます。

Autonomous Data Warehouseを使用する理由
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Autonomous Data Warehouseのおもな特徴

高パフォーマンスの問合せと同時ワークロード
さまざまなタイプのユーザー向けに事前構成された

リソース・プロファイルに基づいて、問合せパフォーマン
スが最適化されます。

オンラインで自在にスケーリング
データウェアハウス・ワークロードに適合するように、コ
ンピュートとストレージを個別にスケーリングできます。

完全管理
プロビジョニング、パッチ適用、アップグレード、
バックアップが自動で行われます。

クラウドベースのデータ・ロード
Oracleオブジェクト・ストア、Amazon AWS S3、オンプレ
ミスから、高速かつスケーラブルにデータをロードでき
ます。

手頃な価格で機能が豊富な完全管理型クラウド・サービス

Oracle SQL
Oracle Databaseでサポートされるすべての
ビジネス・アナリティクス・ツールが
使用できます。

Webベースの組込みデータ分析
SQLベースのデータ主導型インタラクティブ・
ドキュメントの設計と共有ができる
Webベースのノートブック・ツール

データベースの移行
Amazon Redshift、Microsoft SQL Serverなど
のデータベースから簡単に移行できます。
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Exadata
（オンプレミス）

お客様保有の
Exadata Cloud

Exadata Cloud  
Service

Autonomous Data  
Warehouse

HW構成の最適化 あり あり あり あり

ライセンス・モデル 購入 サブスクリプション サブスクリプション 従量制

データベースの自動化 なし あり あり あり

設置場所 オンプレミス オンプレミス
Oracle Public  

Cloud
Oracle Public  

Cloud

データウェアハウス
向けの事前最適化

なし なし あり あり

手動チューニングなしの
パフォーマンス最適化

なし なし なし あり

完全管理型DB なし なし なし あり

データウェアハウスの総合サポート

オンプレミスからプライベート・クラウドやパブリック・クラウドまで、お客様のデータウェアハウスのサ
ポートに必要なあらゆるサービスをオラクルが提供します。

推奨
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Autonomous Data Warehouseは既存のオンプレミスのデータ・マート、データ
ウェアハウス、およびアプリケーションを実行するのと同じOracle Databaseソフト

ウェアとテクノロジーを使用し、既存のすべてのデータウェアハウス、データ統
合、およびBIツールと互換性があります。

オンプレミス Autonomous  Data 
Warehouse

同じアーキテクチャ
同じツール
同じスキル

同じエクスペリエンス
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ビジネス・ユーザー
愛用しているビジネス・アナリティクス・ツー
ルやビジネス・インテリジェンス・ツールを、
JDBCまたはSQL*Netを介して接続できます。

データベース開発者
SQL Developerには、データベース開発に

必要な環境がすべて揃っています。たとえ
ば、SQL Worksheet、データ・ロード・ウィ

ザード、データ・モデリングなどは、
Autonomous Data  Warehouseの最適化さ

れた機能に合わせてカスタマイズされてい
ます。

データウェアハウス開発者、ビジネス・ユーザー、データ・
サイエンティストが、データウェアハウス設計、データ統合、
分析、レポート作成に使用している既存のツールはどれで
も、Autonomous Data Warehouseに接続して使用できます。

データ・サイエンティスト
データ・サイエンティストやSQLレポート開
発者やビジネス・ユーザーのために、Web
ベースのSQLノートブック・ツールである
Oracle ML Notebookが搭載されています。

アプリケーション開発者
JDBC、.NET、Python、Node.js、PHP、C/C++な
ど、サポートされているクライアント・ドライバ
から好きなものを使用して、Autonomous 
Data  Warehouseにあるデータをアプリケー
ションに統合できます。

Autonomous Data Warehouseとの接続
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データウェアハウスに関する
経験は市場屈指の37年間。

– オラクルは数十年にわた

り、高度なデータベース自
動化機能を開発し続けて
います

Exadataで実践してきた10年
間のエンジニアド・システム
のイノベーション

– オラクルのエンジニアド・
システムは、完全自律型
の自動化されたデータ
ベース・インフラストラク
チャとして使用できます。

Autonomous Data Warehouseは、市場をリードする最高のデータ

ウェアハウス・ソフトウェアを、市場屈指の独自テクノロジー・プ
ラットフォームで稼働させ、パブリック・クラウドで提供する、他に類
を見ないデータウェアハウスです。

Oracle Databaseは業界有数の
アナリストからナンバー・ワン
の評価を受けたデータウェア
ハウスと分析向けプラット
フォームです。

競合他社の環境から移行する
お客様は、コスト半減を期待で
きます。

設備投資は不要：完全な従
量制サブスクリプション・
サービスです。

他に類を見ないデータウェアハウス
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データ・シート、FAQ、価格情報など、
Autonomous Data Warehouseに関するその他
のリソースは製品ページから参照できます。

お役立ち情報

Autonomous Data Warehouseの製品ページ
（https://cloud.oracle.com/ja_JP/datawarehouse）
に掲載されているリンクを使って、今すぐ使ってみ
てください。

フォローする

Twitter：@OracleCloud

LinkedIn：Oracle Data Warehouse
YouTube：Oracle Cloud  
Computing Channel

アクセス

Oracle Cloudコミュニティにアクセス
してください。

Oracleイベント

Oracle Data Warehouseブログ

1. Getting started with Autonomous  
Data Warehouse

2. Building your new data warehouse  
with Autonomous Data Warehouse

ビデオを見る

今すぐ始めましょう

オラクルが誇るデータウェアハウス向け自律型クラ
ウド・サービスをご紹介します!
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https://twitter.com/@OracleCloud
https://www.linkedin.com/groups/2129659/
https://www.youtube.com/user/OracleCloudComputing
https://www.oracle.com/search/events
http://blogs.oracle.com/datawarehousing
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