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1 |  Oracle Database 12c Release 2におけるオプティマイザ統計収集のベスト・プラクティス 

はじめに 

Oracle オプティマイザの目的は、問合せにもっとも効率的な実行計画を決定することです。データ
に関する統計情報を基に、ハッシュ結合、パラレル問合せ、パーティション化といった Oracle 
Database の機能を活用し、決定を導きます。しかしながら、時にはオプティマイザが一部の SQL
文にとって最適ではない計画を生成することが予想されます。オプティマイザが生成した計画より
も優れた代替計画が存在する場合、オプティマイザが最適ではない計画を選択した理由を診断する
ためにまず行うことは、双方の実行計画を視覚的に調査することです。 

 

実行計画を選択性からパラレル実行に至るまでのさまざまな視点から調査し、計画からどのような
情報を発見すべきかを理解することは、極めて経験豊富な DBA にとっても途方に暮れる作業とな
る可能性があります。本書では、実行計画の各側面について詳しく説明するとともに、CBO の決断
を導く事柄に対する洞察を提供します。 
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実行計画 

実行計画は、SQL 文を実行するために必要な詳しい手順を示すものです。これらの手順は、行の取
り込みと生成を行う一式のデータベース演算子として表されます。演算子の順序と実装は、問合せ
オプティマイザによって決定されます。その際、問合せ変換と物理的な最適化手法が併せて使用さ
れます。計画は、通常は表形式で表示されますが、実際はツリー構造です。SH スキーマ（販売履
歴）に基づく以下の問合せを例に挙げます。 

SELECT prod_category, AVG(amount_sold)  

FROM sales s, products p 

WHERE p.prod_id = s.prod_id 

GROUP BY prod_category; 

 

この問合せの計画は以下の表形式で表示されます。 

図 1：表形式の実行計画 

計画のツリー構造は以下のとおりです。 

図 2：実行計画のツリー構造 

表形式では、実行計画のツリー構造を上から下、左から右へと横断して表示しています。実行計画
のツリー構造を見るときは、下部の左から開始して下部全体を見て、その後上へ進みます。上記の
例では、ツリーの葉の部分から開始します。この例では、ツリーの葉は PRODUCTS 表と SALES 表
の全表スキャンを使用して実装されています。これらの表スキャンによって生成された行は、結合
演算子によって取り込まれます。ここでは、結合演算子はハッシュ結合です（ネステッド・ループ
結合やソート・マージ結合といった結合方法も可能です）。最後に、ハッシュ（またはソート）を
使用してここに実装された group-by 演算子が、結合演算子によって生成された行を取り込み、最
終的な結果セットをエンドユーザーに返します。 
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実行計画の表示 

SQL 文の実行計画を表示するために使用されるもっとも一般的な方法として、以下の 2 つが挙げら
れます。 

EXPLAIN PLAN コマンド - 実際に SQL 文を実行せずに、SQL 文の実行計画を表示します。 

V$SQL_PLAN - カーソルにコンパイルされてカーソル・キャッシュに保存されている SQL 文の実行
計画を表示する動的パフォーマンス・ビューです。 

特定の状況下では、EXPLAIN PLAN を使用して表示される計画と、V$SQL_PLAN を使用して表示さ
れる計画は異なる場合があります。たとえば、SQL 文にバインド変数が含まれる場合、EXPLAIN 
PLAN を使用して表示される計画では、バインド変数値は省略されますが、V$SQL_PLAN で表示さ
れる計画では、バインド変数値は計画生成プロセスで考慮されます。 

DBMS_XPLAN パッケージを使用すると、実行計画を容易に表示できます。このパッケージでは、
異なるソースから計画を表示する、以下の複数の PL/SQL インタフェースが提供されます。 

• EXPLAIN PLAN コマンド 

• V$SQL_PLAN 

• 自動ワークロード・リポジトリ（AWR） 

• SQL Tuning Set（STS） 

• SQL 計画ベースライン（SPM） 

EXPLAIN PLANコマンドとDBMS_XPLAN.DISPLAY関数の使用 

以下の例では、DBMS_XPLAN パッケージで提供されるさまざまな機能を使用して、上述の SQL 文
の実行計画を生成し、表示する方法を示します。 

図 3：BASIC 形式を使用した EXPLAIN PLAN の出力 
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DBMS_XPLAN.DISPLAY の引数は以下のとおりです。 

• 計画表の名前（デフォルトは'PLAN_TABLE'です） 

• statement_id（デフォルトの NULL は、計画表に挿入された最後の文を意味します） 

• 形式（表示される情報の量を制御します。デフォルトは'TYPICAL'です） 

EXPLAIN PLAN の機能を利用するには、解釈しようとしている実際の文を実行できる適切な権限が必
要です。すべてのユーザーは、事前に作成しなくとも、デフォルトの PLAN_TABLE を使用できます。 

DBMS_XPLAN.DISPLAY_CURSOR関数の使用 

実行された SQL 文の実行計画は、DBMS_XPLAN.DISPLAY_CURSOR 関数を使用して生成し、表示す
ることもできます。以下の例は、このセッションで以前に実行された SQL 文の実行計画です。 

図 4：BASIC 形式を使用した、SQL カーソル・キャッシュにアクセスする実行計画 

DBMS_XPLAN.DISPLAY_CURSOR によって引き渡される引数は以下のとおりです。 

• SQL ID（デフォルトの NULL は、このセッションで実行された最後の SQL 文を意味します）、 

• 子番号（デフォルトは 0 です）、 

• 形式（表示される情報の量を制御します。デフォルトは'TYPICAL'です） 
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実行するユーザーは、SQL 文を実際に実行する権限の他に、V$SQL_PLAN、V$SQL_PLAN_DETAIL、
および SELECT_CATALOG_ROLE に対する SELECT 権限が必要です。 

実行計画の形式設定 

DBMS_XPLAN パッケージ内の機能の形式パラメータは、高度にカスタマイズでき、計画の出力に
おいて必要なレベルまたは希望するレベルで、詳細を少なく（高レベルで）表示することも、多く
（低レベルで）表示することもできます。事前定義された次の 3 つの形式を使用できます。 

• BASIC：計画の ID、処理、オブジェクト名の各列のみが表示されます。 

• TYPICAL：BASIC で表示される情報に加えて、コスト、カーディナリティの見積りといっ
たオプティマイザ関連の内部情報も表示されます。これらの情報は、計画のすべての処理
に対して表示され、オプティマイザが、処理コスト、生成される行数などを考慮している
ことが示されます。各処理において評価された条件も表示されます。条件には、ACCESS
と FILTER の 2 種類があります。索引に対する ACCESS 条件は、検索基準を適切な列に適用
して関連ブロックをフェッチするために使用されます。FILTER 条件は、ブロックがフェッ
チされた後に評価されます。 

• ALL：TYPICAL で表示される情報に加えて、あらゆる処理によって生成された式（列）の
一覧、ヒント・エイリアス、および処理が属する問合せブロック名（概要情報）が表示さ
れます。最後の 2 つの情報は、ヒントを文に追加するための引数として使用できます。 

低レベルのオプションでは、条件やコストといった詳細を含めるか、含めないかを指定できます。
図 5 の例では、あらゆる条件についての情報やオプティマイザの Cost 列を含む、基本的な実行計
画を表示しています。 

SELECT plan_table_output 

FROM TABLE(DBMS_XPLAN.DISPLAY('plan_table',null,'basic +predicate +cost')); 

図 5：BASIC をカスタマイズして PREDICATE と COST のオプションを選択した計画の出力 
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低レベルの引数を使用して計画から情報を排除することも可能です。図 6 に、オプティマイザの
Cost 列と Bytes 列が除外されたサンプル計画を示します。 

SELECT plan_table_output 

FROM TABLE(DBMS_XPLAN.DISPLAY('plan_table',null,'typical -cost -bytes')); 

図 6：TYPICAL をカスタマイズして COST と BYTES を除外するオプションを指定した計画 

 

Noteセクション 

DBMS_XPLAN パッケージでは、計画や条件に関する情報に加えて、問合せの最適化で動的サンプ
リングがいつ使用されたか、スター変換が問合せに適用されたかといった追加情報が Note セク
ションに表示されます。以下の例では、SALES 表に統計がないため、オプティマイザは問合せの最
適化において動的サンプリングを使用しました。この情報は、問合せで'+note'を使用することで計
画に表示されます。 

SELECT plan_table_output 

FROM TABLE(DBMS_XPLAN.DISPLAY('plan_table',null,'basic +note')); 

 

図 7：この文に対して動的サンプリングが使用されたことを表示する BASIC 形式の計画出力 

Note セクションは、形式のオプションが TYPICAL または ALL のいずれかに設定された場合、自動
的に表示されます。DBMS_XPLAN パッケージについて詳しくは、『Oracle® Database PL/SQL パッ
ケージおよびタイプ・リファレンス』を参照してください。 

 



 

7 |  Oracleオプティマイザの解釈を表示するEXPLAIN PLAN 

 

コストとは 

Oracle オプティマイザはコストベース・オプティマイザです。ある SQL 文に対して選択された実行
計画は、オプティマイザによって検討された数ある代替の実行計画のうちの 1 つに過ぎません。オ
プティマイザは、コストのもっとも低い実行計画を選択します。ここで、コストとは、特定の計画
における推定リソース使用率のことです。コストが低いほど、計画の効率が高くなることが期待さ
れます。オプティマイザのコスト・モデルは、問合せによって使用される IO、CPU、およびネット
ワーク・リソースから成ります。 

図 8：コストは実行計画の 5 番目の列に表示 

計画全体のコスト（0 行に表示）と、個々の処理のコストが実行計画に表示されています。ただし、
コストは調整や変更が可能なものではありません。コストは内部ユニットであり、計画を比較する
ためだけに表示されます。 

 

実行計画の理解 

実行計画が適切かどうかを判断するには、オプティマイザがそもそもどのように計画を判断したか
を把握する必要があります。また、実行計画を観察して、オプティマイザが見積りや計算で誤りを
犯し、適切でない計画を導いていないかどうかを評価できることも必要です。評価するコンポーネ
ントは以下のとおりです。 

• カーディナリティ – 各処理で取得される行数の見積り。 

• アクセス方法 – データがアクセスされる方法。表スキャンまたは索引アクセスのいずれか
を使用。 

• 結合方法 – 表を相互に結合するために使用される方法（ハッシュ、ソート・マージなど）。 

• 結合タイプ – 結合のタイプ（外部結合、逆結合、半結合など）。 

• 結合順序 – 表が相互に結合される順序。 

• パーティション・プルーニング – 必要なパーティションのみにアクセスして問合せに応
答しているか。 

• パラレル実行 – パラレル実行の場合に、計画の各処理がパラレルで実行されているか。適
切なデータ再分散方法が使用されているか。 

以下は、実行計画の各コンポーネントの詳しい説明です。 
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カーディナリティ 

カーディナリティは、各処理によって返される行数の見積りです。オプティマイザは、表レベルの統
計と列レベルの統計の両方（または動的サンプリングによって抽出された統計）を入力値として使用
する複雑な一連の計算式を使用して、各処理におけるカーディナリティを決定します。もっとも簡単
な計算式の 1 つは、単一の表問合せに単一の等価条件がある場合（ヒストグラムがない場合）に使用
されます。この場合、オプティマイザは、均一の分散と見なし、表内の行の総数を WHERE 句条件で
使用されている列内の個別値数で割ることで、問合せのカーディナリティを計算します。 

以下の図 9 では、107 の行がある HR スキーマの EMPLOYEES 表に対して実行される問合せを示します。 

 
SQL> SELECT employee_id, last_name, job_id 

2 FROM hr.employees 

3 WHERE job_id = 'AD_VP'; 

SQL> Select plan_table_output 

2 From   table(dbms_xplan.display_cursor(null,null,'TYPICAL'); 

図 9：カーディナリティの見積りが実行計画の Rows 列に表示 

job_id 列には 19 の個別値があるため、オプティマイザはこの文のカーディナリティは 107/19 行、す
なわち 5.6 行であると予測しました。この値は、DBMS_XPLAN によって 6 行に切り上げられています。 

カーディナリティの見積りは、アクセス方法から結合順序に至るまで、実行計画のあらゆる側面に
影響を及ぼすため、可能な限り正確に予測することが重要です。ただし、基本表と列統計情報が最
新であっても、複数の要因によって、誤ったカーディナリティ見積りが導かれる可能性があります。
そのような要因の一部を以下に示します。 

» データの偏り 

» 単一の表に複数の単一列条件がある 

» WHERE 句条件に関数でラッピングされた列がある 

» 複雑な式 

前述の例では、EMPLOYEES 表にデータの偏りがあります。job_id ごとの EMPLOYEES 表の数は均
一ではありません。job_id が‘AD_VP’である EMPLOYEES 表の実際の行数はわずか 2 であり、これ
はオプティマイザが最初に見積もった数の 3 分の 1 です。データの偏りを正確に反映するには、
JOB_ID 列にヒストグラムが必要です。ヒストグラムが存在する場合、オプティマイザは異なる計
算式を使用してカーディナリティ見積りを決定します。 
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デフォルトでは、列の使用状況の統計、およびデータの偏りが存在するかどうかに基づき、ヒスト
グラムが必要な列が特定されます。ヒストグラムを手動で作成する必要がある（または作成するこ
とを望む）場合は、以下のコマンドを使用します。 

SQL> exec DBMS_STATS.GATHER_TABLE_STATS('HR', 'EMPLOYEES', method_opt=>'FOR COLUMNS SIZE 254 JOB_ID'); 

JOB_ID 列にヒストグラムが作成され、図 10 に示すように、オプティマイザは SALES 表から返され
る正確な行数を見積もります。 

図 10：ヒストグラムが存在する場合の正確なカーディナリティ見積り 

この場合は、より正確なカーディナリティ見積りがあっても実行計画は変わりませんでしたが、変
わる可能性は当然あります。 

正確なカーディナリティの決定 

オプティマイザが正確なカーディナリティ（または近接した値）を見積もったかどうかを手動で判
断するには、問合せで使用される各表に対して簡単な SELECT COUNT(*)問合せを使用し、その表
に属するすべての WHERE 句条件を問合せに適用します。以下は、前述の例に対する簡単な問合せ
例です。 

SQL> SELECT COUNT(*) 

2 FROM hr.employees 

3 WHERE job_id=’AD_VP’; 

 

COUNT(*) 

------------- 

2 

 

代わりに、SQL 文で GATHER_PLAN_STATISTICS ヒントを使用して、より包括的な実行時統計を自動
的に収集することもできます。このヒントは、文が実行されると各処理における実際のカーディナ
リティ（返される行の数）を記録します。この実行時間（または実行時）カーディナリティは、形
式パラメータを'ALLSTATS LAST'に設定した DBMS_XPLAN.DISPLAY_CURSOR を使用することで、実
行計画に表示できます。実際に返される行を表す、A-Rows という追加の列が計画に表示されます。 
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SQL> SELECT /*+ GATHER_PLAN_STATISTICS */ employee_id, last_name, job_id 

2 FROM employees 

3 WHERE job_id='AD_VP'; 

SQL> SELECT plan_table_output 

2 FROM table(DBMS_XPLAN.DISPLAY_CURSOR (FORMAT=>'ALLSTATS LAST')); 

図 11：実行時カーディナリティ統計が A-Rows 列に表示 

GATHER_PLAN_STATISTICS ヒントは、使用すると SQL 文の実行時間に影響が及ぶため、分析目
的でのみ使用すべきであることに注意してください。init.ora パラメータの STATISTICS_LEVEL

が ALL に設定されている場合は、A-Rows 列の表示に GATHER_PLAN_STATISTICS ヒントは不要
です。SQL*Monitoring 機能は、Oracle Enterprise Manager 内でも、PL/SQL インタフェースを使用
した場合でも、図 12 に示すように、SQL 文にオーバーヘッドを課すことなく、A-Rows 列情報を常
に表示します。SQL*Monitoring は Tuning Pack と Diagnostics Pack の一部であり、追加のライセン
スが必要であることに留意してください。 

 

図 12：SQL*Monitoring で表示されるサンプルの実行計画 
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アクセス方法 

アクセス方法、すなわちアクセス・パスは、データが各表（または索引）からどのようにアクセス
されるかを表します。アクセス方法は、EXPLAIN PLAN の Operation フィールドに表示されます。 

図 13：アクセス方法が計画の Operation 列に表示 

オラクルでは、以下の 9 つの一般的なアクセス方法をサポートしています。 

全表スキャン - 表からすべての行を読み取り、WHERE 句条件を満たさないものを除外します。全
表スキャンでは、複数ブロック IO（通常は 1MB IO）が使用されます。全表スキャンが選択される
のは、表の大部分の行にアクセスする必要がある場合、索引が存在しないか、存在するものの使用
できない場合、またはコストがもっとも低い場合です。以下の事柄も、全表スキャンを使用するか
どうかの決定に影響を及ぼします。 

» Init.ora パラメータ、db_multi_block_read_count 

» 並列度 

» ヒント 

» 使用できる索引の欠如 

» 索引を使用するとよりコストがかかる 

ROWID による表アクセス – 行の ROWID は、データファイル、そのデータファイル内のデータ・
ブロック、そのデータ・ブロック内の行の場所を指定します。WHERE 句条件から、もしくは表の 1
つまたは複数の索引の索引スキャンによって、まず ROWID が取得されます。次に、ROWID を基に、
選択された各行が表で検索され、1 行ずつアクセスされます。 

索引一意スキャン – 一意索引のスキャンによって 1 行のみが返されます。一意（B ツリー）索引に
等価条件がある場合、または索引が主キー制約の結果として作成された場合に使用されます。 

図 14：索引一意スキャンを使用した計画 
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索引レンジ・スキャン – 隣接する索引エントリがアクセスされ、索引の ROWID 値を使用して表か
ら該当する行が取得されます。索引レンジ・スキャンは、バウンド、またはアンバウンドです。
SQL 文で非一意索引キーに等価条件が用いられる場合、または一意索引キーに非等価条件または範
囲述語が用いられる場合に使用されます（先頭部分でない場合は=、<、>、LIKE）。データは、索
引列の昇順で返されます。 

図 15：索引レンジ・スキャンを使用した計画 

索引レンジ・スキャン降順 – 概念的には索引レンジ・スキャンと同じアクセスが使用されますが、
索引によって ORDER BY .. DESCENDING 句が満たされる場合に使用されます。 

索引スキップ・スキャン - 通常は、索引が使用される場合、索引キーのプリフィックス（索引の先
頭）が問合せで参照されます。しかしながら、索引の、最初の列を除く他のすべての列が文で参照
される場合、索引の最初の列を省略し、残りの列を使用する索引スキップ・スキャンが選択されま
す。索引スキップ・スキャンは、連結索引の先頭の列に異なる値があまりなく、索引の先頭列以外
のキーに異なる値が多数ある場合に有益です。 

全索引スキャン - 全索引スキャンは、その名前に反し、索引構造体のすべてのブロックを読み取り
ません。全索引スキャンは、索引のすべてのリーフ・ブロックを処理しますが、最初のリーフ・ブ
ロックを見つけるのに十分なブランチ・ブロックのみを処理します。文を満たすために必要な列が
すべて索引にあり、表をスキャンするよりも低コスト場合に使用されます。また、単一のブロック
IO を使用します。以下のいずれか状況で使用される可能性があります。 

• ORDER BY 句にすべての索引列があり、順序が索引と同じ場合（索引に列のサブセットが
含まれる場合もある）。 

• 問合せにソート・マージ結合が必要であり、問合せで参照されるすべての列が索引にある
場合。 

• 問合せで参照される列の順序が、先頭の索引列の順序と一致する場合。 

• GROUP BY 句が問合せにあり、GROUP BY 句の列が索引にある場合。 
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図 16：全索引スキャンの処理 

高速全索引スキャン - 問合せに必要なすべての列が索引にあり、索引キーの少なくとも 1 つの列に
NOT NULL 制約がある場合に、全表スキャンの代わりに使用されます。索引キーに従ってデータに
アクセスするわけではないため、ソート処理を排除するために使用することはできません。全索引
スキャンとは異なり、マルチブロック読取りを使用して索引のブロックもすべて読み取ります。 

索引結合 – 問合せで表から参照される列をすべて集合的に含む、同一表の複数の索引を結合します。
索引結合が使用された場合、関連する列の値はすべて、結合された索引から取得できるため、表へ
のアクセスは不要です。索引結合は、ソート処理を排除するために使用することはできません。 

ビットマップ索引 – ビットマップ索引では、各キーの値に対するビット一式と、各ビット位置を
ROWID に変換するマッピング機能が使用されます。AND および OR 条件を解決するブール処理を
使用して、WHERE 句の複数の条件に対応するビットマップ索引を効率的にマージできます。 

 

実行計画のアクセス方法が予想と異なる場合、そのオブジェクトのカーディナリティ見積りが正し
いこと、および希望するアクセス方法が結合順序で制限されていないことを確認してください。 

結合方法 

結合方法は、演算子を生成する 2 つのデータからのデータが結合される方法を表します。EXPLAIN 
PLAN の Operations 列を見れば、SQL 文で使用されている結合方法を特定できます。 

図 17：結合方法が Operations 列に表示 
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オラクルでは、複数の結合方法と結合タイプが提供されます。 

結合方法 

ハッシュ結合 - ハッシュ結合は、大規模なデータセットを結合するために使用されます。オプティ
マイザは、小規模な 2 つの表またはデータソースを使用して、結合キーを基に、メモリにハッシュ
表を構築します。次に、大規模な表をスキャンし、結合列で同じハッシング・アルゴリズムを実行
します。その後、構築したハッシュ表でそれぞれの値を精査し、一致する場合は行を返します。 

ネステッド・ループ結合 - ネステッド・ループ結合は、データの小規模なサブセットが結合されて
おり、2 つ目の表にアクセスする効率的な方法（索引検索など）が存在する場合に有用です。最初
の表（外部表）のすべての行で、2 つ目の表（内部表）のすべての行がアクセスされます。組込み
の FOR ループが 2 つあるようなものと考えてください。Oracle Database 11g では、ネステッド・
ループ結合の内部実装が変更され、物理 I/O の全体的な待機時間が短縮されたため、計画の
Operation 列に 2 つのネステッド・ループ結合が表示される可能性があります。これまでのバー
ジョンでは、1 つのネステッド・ループ結合しか表示されませんでした。 

図 18：ネステッド・ループを使用した計画の出力例 

ソート・マージ結合 – ソート・マージ結合は、2 つの表の結合条件が、<、<=、>、>=などの等価
条件である場合に有用です。大規模なデータセットでは、ソート・マージ結合はネステッド・ルー
プ結合よりも優れた性能を発揮します。ソート・マージ結合は次の 2 つのステップから成ります。 

ソート結合処理：双方の入力が結合キーにソートされます。 

マージ結合処理：ソートされたリストが 1 つにマージされます。 

ソート・マージ結合は、表の 1 つに索引があり、ソートの 1 つが排除される場合に選択される可能
性があります。この例では、SALES 表の行のみがソートされる必要があります（ID 5）。PRODUCTS
表の行は、主キーの索引アクセスから取得した結合列（ID 4）ですでにソートされています。 

図 19：ソート・マージ結合を使用した計画の出力例 

Oracle Database 12c Release 2 より、バンド結合が使用できるようになりました。バンド結合では、
BETWEEN 条件がある場合に、特定のマージ結合をより効率的に行います。 
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デカルト結合 - オプティマイザが、あるデータソースのすべての行と、他のデータソースのすべて
の行を結合することで、2 つのセットのデカルト積を作成します。通常、使用される表が小さい場
合、または文に 1 つまたは複数の表と他の表を結合する条件がない場合にのみ、デカルト結合が選
択されます。デカルト結合は一般的ではないため、それ以外の理由で選択された場合は、カーディ
ナリティ見積りに問題が存在する兆候の可能性があります。厳密に言えば、デカルト積は結合では
ありません。 

図 20：デカルト結合を使用した計画の出力例 

結合タイプ 

オラクルでは、内部結合、（左側）外部結合、完全外部結合、逆結合、半結合、グループ外部結合
など、複数の結合タイプを提供しています。内部結合は、もっとも一般的な結合タイプであるため、
実行計画でキーワードの“INNER’が指定されないことに注意してください。 

外部結合 - 外部結合は、結合条件を満たすすべての行を返すほか、(+)のない表は、(+)のある表の
い か な る 行 に 対 し て も 結 合 条 件 を 満 た さ な く て も 、 す べ て の 行 を 返 し ま す 。 た と え ば 、 
T1.x = T2.x (+)では、T1 は非結合の行が保持される左側の表です。ANSI 外部結合構文では、
この表は非結合の行が保持される、前の表です。同じ例を ANSI SQL で記述すると、T1 LEFT 

OUTER JOIN T2 ON (T1.x = T2.x)となります。 

図 21：外部結合を使用した計画の出力例。結合タイプは、結合方法の 1 つと常に一致することに注意してください。この例で

は、ハッシュ結合と一致しています 
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結合順序 

結合順序は、複数表の SQL 文で表が 1 つに結合される順序です。実行計画で結合順序を特定するに
は、Operation 列の表のインデントを見ます。以下の図 22 では、SALES 表と PRODUCTS 表は同様
にインデントされ、どちらも CUSTOMERS 表よりもインデントされています。そのため、SALES 表
と PRODUCTS 表がハッシュ結合を使用してまず結合され、次にその結合結果が CUSTOMERS 表と結
合されます。 

図 22：結合順序を強調表示した計画の出力例 

複雑な SQL 文では、Operation 列で表のインデントを見ても、結合順序を特定するのは容易でない
場合があります。そのような場合は、DBMS_XPLAN プロシージャで FORMAT パラメータを使用し
て、結合順序を含む計画の概要情報を表示する方が容易かもしれません。たとえば、図 22 で示す
計画の概要情報を生成するには、次のように DBMS_XPLAN の FORMAT オプションを使用します。 

DBMS_XPLAN.DISPLAY_CURSOR(FORMAT=>'TYPICAL + OUTLINE')); 

図 23：実行計画の概要情報 

概要情報では、LEADING という語で始まる行を探してください。この行には、この問合せでの結
合順序が表示されます。この例では、参照される“P”、“S”、および“C”がこの行に表示されています。
これら 3 つの文字は、問合せで 3 つの関連表に対して使用された別名です。 
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P（PRODUCTS）表が S（SALES）表に結合され、次に C（CUSTOMERS）表に結合されています。 

結合順序は、コストに基づき決定され、コストは、カーディナリティ見積りと使用可能なアクセ
ス・パスに大きく影響されます。またオプティマイザは、常に以下の基本的なルールに従います。 

• 最大でも 1 つの行にしかならない結合を常に最初に処理します。オプティマイザは、表の
UNIQUE および PRIMARY KEY 制約に基づきこれを決定します。 

• 外部結合が使用される場合、行を保持する表（外部結合演算子のない表）は、条件では他
の表（外部結合演算子のある表）の後に処理される必要があります。そうすることで、結
合条件を満たさない他のすべての行を、結果セットに適切に追加できるようになります。 

• 副問合せが逆結合や半結合に変換されている場合、副問合せの表は、それらが接続された、
または相関された外部問合せブロックでは、これらの表の後に処理される必要があります。
ただし、ハッシュ逆結合および半結合では、特定の状況下において、この順序の条件を無
視できます。 

• ビューのマージが不可能な場合、ビューのすべての表は、ビューの外部の表に結合される
前に、結合されます。 

結合順序が予想と異なる場合は、各オブジェクトのカーディナリティ見積りとアクセス方法が正し
いことを確認してください。 

パーティション化 

パーティション化により、表、索引、または索引構成表をより細かい単位に分割できます。分割さ
れたそれぞれのデータベース・オブジェクトはパーティションと呼ばれます。パーティション・プ
ルーニングまたはパーティション・エリミネーションは、パーティション化によってパフォーマン
スを改善するもっとも簡単な手段です。たとえば、アプリケーションに、ここ 2 年分のすべての注
文レコードを保持する ORDERS 表があり、この表が日単位でパーティション化されている場合、1
週間分の注文をリクエストする問合せでは、ORDERS 表の 7 つのパーティションにアクセスするだ
けでよく、730 のパーティション（表全体）にアクセスする必要はありません。 

パーティション・プルーニングは、実行計画の PSTART 列と PSTOP 列に表示されます。PSTART

列には、最初にアクセスされるパーティションの番号が、PSTOP 列には、最後にアクセスされる
パーティションの番号が表示されます 1。図 24 では、SALES の 4 つのパーティション（パーティ
ション 9、10、11、12）がアクセスされています。 

図 24：単一レベルでパーティション化された表のパーティション・プルーニングを強調表示した計画の出力例 

                            
1 PSTART と PSTOP の間のすべてのパーティションが、必ずしもアクセスされる必要はないことに留意してください。パーティ

ション化とパーティション・プルーニングについて詳しくは、OTN の Oracle Partitioning ページを参照してください。 
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日単位でパーティション化され、CUST_ID 列のハッシュによってサブパーティション化された表
に対して実行された簡単な SELECT 文を図 21 に示します。この例では、PSTART 列と PSTOP 列に
より多くの数が表示されています。この数の差は何を意味するのでしょうか。 

図 21：コンポジット・パーティション化された表に対するパーティション・プルーニングを強調表示した計画の出力例 

コンポジット・パーティション化を行うと、各パーティションに 1～n までの番号（絶対パーティ
ション番号）が付けられます。単一レベルでのみパーティション化された表では、この絶対パー
ティション番号は、単一レベルでパーティション化された表のディスク上の実際の物理セグメント
を表します。 

しかしながら、コンポジット・パーティション化された表では、パーティションは論理エンティ
ティであり、ディスクを表しません。各パーティションは、いわいるサブパーティションに分割さ
れます。パーティション内の各サブパーティションには、1～m までの番号（単一パーティション
内の相対サブパーティション番号）が付けられます。最後に、コンポジット・パーティション化さ
れた表のすべてのサブパーティションには、1～（n X m）までのグローバル番号（絶対サブパー
ティション番号）が与えられます。この絶対サブパーティション番号は、コンポジット・パーティ
ション化された表のディスク上の実際の物理セグメントを表します。 

図 22：パーティション化された表の番号付けの概要図 

前述の図 21 の計画では、行 4 の PSTART 列と PSTOP 列の数字 10 は、ディスクの物理セグメント
を表すグローバル・パーティション番号です。計画の行 2 の PSTART 列と PSTOP 列に表示されて
いる数字 5 は、パーティション番号であり、行 3 の PSTART 列と PSTOP 列に表示されている数字
2 は、パーティション内の相対サブパーティション番号です。 
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PSTART 列と PSTOP 列に数字ではなく単語や文字が表示される場合もあります。たとえば、これら
の列に KEY という単語が表示される場合があります。これは、問合せによってアクセスされるパー
ティションを解析時間で特定できなかったものの、オプティマイザが、実行時間にパーティショ
ン・プルーニング（動的プルーニング）が発生すると確信していることを表します。この状態は、
パーティション・キー列に関数を含む等価条件がある場合に起きます。たとえば、TIME_ID = 

SYSDATE などです。動的プルーニングが起きるもう 1 つの状況は、問合せのパーティション・キー
列に結合条件があり、パーティション化された表と結合されている表が、たとえば FILTER 条件の
ために、すべてのパーティションと結合されないことが予想される場合です。パーティション・プ
ルーニングは実行時間に発生します。以下の図 27 の例では、WHERE 句条件が TIME 表にあり、
パーティション・キーTIME_ID で SALES 表に結合されます。パーティション・プルーニングは、
WHERE 句条件が TIME 表に適用され、適切な TIME_ID が選択された後の実行時間に発生します。 

図 27：動的パーティション・プルーニングを強調表示した計画の出力例 

パーティション・プルーニングが予想どおりに起きなかった場合は、パーティション・キー列の条
件を確認します。パーティション・キー列と同じデータ・タイプが条件で使用されていることを確
認してください。これは、計画の下部に表示される条件情報セクションで確認できます。表がハッ
シュ・パーティション化されている場合、パーティション・プルーニングは、パーティション・
キー列の条件が等価条件または in リスト条件の場合にのみ発生します。また、表が複数列ハッ
シュ・パーティション化されている場合、パーティション・プルーニングは、ハッシュ・パーティ
ション化で使用されるすべての列に条件がある場合にのみ発生します。 
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パラレル実行 

Oracle Database におけるパラレル実行は、コーディネータ（多くの場合、問合せコーディネータ、ま
たは短縮して QC と呼ばれます）とパラレル・サーバー・プロセスの原理に基づいています。QC は、
パラレル SQL 文を開始するセッションであり、パラレル・サーバー・プロセスは、作業をパラレルで
実行する個々のセッションです。QC は、作業をパラレル・サーバー・プロセスに分散させます。ま
た、作業の中でパラレルで実行できないごくわずかな部分（たいていはロジスティカルな部分）を実
行しなければならない場合があります。たとえば、SUM()を使用したパラレル問合せ処理では、各パ
ラレル・サーバー・プロセスによって計算されたそれぞれの小計を加算する必要があります。 

 
図 28：Oracle Database におけるパラレル実行の概念 

QC は、名前が記述されるため、パラレル実行計画で容易に特定できます。以下の図の計画におい
て、ID 1 の行の Operation 列に'PX COORDINATOR'と表示されているのを確認できます。実行計画
のこの行の上に表示されているすべての処理は、QC によって実行されます。これはシングル・プ
ロセスであるため、これらの処理はすべて順次実行されます。一般的に、ユーザーは QC によって
実行される処理の数を最小限に抑えたいと考えます。行‘PX COORDINATOR’の下に表示される処理
はすべて、通常はパラレル・サーバー・プロセスによって実行されます。2 

 
図 29：パラレル実行の概要を強調表示した計画の出力例 

                            
2 オラクルのパラレル実行について詳しくは、OTN の並列処理およびスケーラビリティ・ページを参照してください。 

http://www.oracle.com/technetwork/database/focus-areas/bi-datawarehousing/dbbi-tech-info-sca-090608.html
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グラニュル 

グラニュルは、パラレル・サーバー・プロセスに与えられる作業の最小単位です。パラレル・サー
バー・プロセスで作業を均一に分散させるためには、グラニュルの数は、通常は要求された DOP よ
りもはるかに大きくなります。各パラレル・サーバー・プロセスは、それぞれのグラニュルのみを処
理し、そのグラニュルが終了すると、プロセスには処理すべき別のグラニュルが与えられます。これ
は、すべてのグラニュルが処理されるまで繰り返されます。Oracle Database では、ディスクのブロッ
ク範囲またはブロックベースのグラニュルという基本的な仕組みを使用して、パラレル実行のために
作業を分散させます。実行計画では、グラニュルがどのようにパラレル・サーバー・プロセスに分散
されたかについては、データ・アクセスの上の行の Operation 列に表示されます。図の計画で行 7 の
Operation 列に表示されている'PX BLOCK ITERATOR'は、パラレル・サーバー・プロセスが、表のス
キャンが完了するまで、生成されたブロック範囲グラニュルを繰り返すことを表しています。 

図 30：ブロック・グラニュル処理を強調表示した計画の出力例 

 

ブロックベースのグラニュルはもっとも一般的なアプローチですが、一部の処理では、パーティショ
ン化された表の下層データ構造を活用することによるメリットを享受できます。このような場合、
パーティションが作業のグラニュルになります。パーティションベースのグラニュルでは、単一のパ
ラレル・サーバー・プロセスが、単一パーティションのすべてのデータに対する作業を実行します。
Oracle オプティマイザは、処理でアクセスされた（サブ）パーティションの数が少なくとも DOP と
同じ場合（個々の（サブ）パーティションのサイズに偏りがある場合は DOP よりもはるかに多いこ
とが理想）、パーティションベースのグラニュルを検討します。パーティションベースのグラニュル
の例を、以下の図 31 の行 6 に示します。‘PX PARTITION RANGE ALL’は、各パラレル・サーバー・プロ
セスが、表のレンジ・パーティションの 1 つのみを処理することを表しています。 

図 31：パーティションベースのグラニュルを強調表示した計画の出力例 

 

Oracle Database は、SQL 文と並列度に基づき、ブロックベースのグラニュルとパーティション
ベースのグラニュルのどちらが最適な実行を導くかを決定します。ユーザーがこの動作に影響を与
えることはありません。 
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プロデューサとコンシューマ 

パラレル・サーバー・プロセスは、文をパラレルで効率的に実行するために、実際はセットで機能
します。1 つのセットが行を生成し（プロデューサ）、1 つのセットが行を取り込みます（コン
シューマ）。たとえば、図 32 の計画の例では、SALES と CUSTOMERS 間のパラレル結合で、2
セットのパラレル・サーバー・プロセスが使用されています。プロデューサが 2 つの表をスキャン
して WHERE 句条件を適用し、結果の行をコンシューマに送信します（行 9～11 および行 5～7）。
プロデューサは、PX SEND 処理（行 9 および 5）の下の処理を行うため、特定が可能です。コン
シューマは実際のハッシュ結合を完了し、結果を QC に送信します（行 8 および行 2～4）。コン
シューマは、処理を開始する前に PX RECEIVE を実行しなければならず（行 8 および 4）、PX SEND 
QC で結果を QC に送信することによって常に終了するため、特定が可能です。 

図 32：パラレル・プロデューサおよびコンシューマを強調表示した計画の出力例 

同様の情報が TQ 列にも表示されています。TQ 列では、パラレル・サーバー・プロセスのどのセッ
トが、実行計画のどのステップのセットを実行したかを示しています。上記の計画では、パラレ
ル・サーバー・プロセスの Q1,00 のセット（プロデューサ）が、最初に CUSTOMERS 表をスキャン
しました。次に、結果の行をコンシューマ（Q1,02）に送信しました（行 5）。パラレル・サー
バー・プロセスの Q1,00 のセットは、その後、パラレル・サーバー・プロセスの Q1,01 のセット
（引き続きプロデューサ）になりました。Q1,01 のセットは、SALES 表をスキャンし、結果の行を
コンシューマに送信しました（行 9）。パラレル・サーバー・プロセスの Q1,02 のセット（コン
シューマ）は、プロデューサから行を受信し（行 8 および 4）、結合を完了し（行 3）、結果を問
合せコーディネータに送信しました（行 2）。 

図 33：プロデューサとコンシューマの TQ（表キュー）列を強調表示した計画の出力例 

データの再分散 

上記の例では、CUSTOMERS と SALES という 2 つの大規模な表が結合で使用されています。この結
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合をパラレルで処理するには、プロデューサとコンシューマ間で行を再分散することが不可欠です。
プロデューサは、ブロック範囲に基づき表をスキャンして WHERE 句条件を適用し、結合を完了する
コンシューマに結果の行を送信します。実行計画の最後の 2 列、IN-OUT および PQ Distrib には、
プロデューサとコンシューマ間でデータがどのように再分散されているかについての情報が表示さ
れます。PQ Distrib 列はもっとも有用な列であり、IN-OUT 列にある程度取って変わるものです。 

以下は、もっとも一般的な 5 つの再分散方法です。これらの名前は、実行計画の PQ Distrib 列に表
示されます。 

ハッシュ：ハッシュ再分散は、パラレル実行においてもっとも一般的であり、パラレル・サー
バー・プロセス間で均一な分散を実現します。ハッシュ関数が結合列に適用され、どのコンシュー
マ・パラレル・サーバー・プロセスが行を受信すべきかが結果に表示されます。 

ブロードキャスト：ブロードキャスト再分散は、結合処理の 2 つの結果セットのいずれかがもう一
方の結果セットよりも極端に小さい場合に行われます。両方の結果セットの行を再分散する代わり
に、データベースは小さい方の結果セットをすべてのコンシューマ・パラレル・サーバー・プロセ
スに送信することで、個々のサーバーがそれぞれの結合処理を完了できるようにします。 

レンジ：レンジ再分散は、一般的にパラレル・ソート処理で使用されます。個々のパラレル・サー
バーはデータ範囲を処理するため、QC は追加のソート処理を行う必要はなく、個々のパラレル・
サーバー・プロセスの結果を正しい順序で表示するだけで構いません。 

キー：キー再分散は、個々のキー値の結果セットを 1 つにまとめます。これは、おもにパーシャ
ル・パーティション・ワイズ結合で使用される最適化方法であり、結合の一方のみを再分散します。 

ラウンド・ロビン：ラウンド・ロビンのデータ再分散は、データを要求元のプロセスに送信する前
に行われる最後の再分散処理です。再分散に関する制約がない場合は、問合せの早い段階でも使用
できます。 

Oracle Real Application Clusters（Oracle RAC）データベースの再分散方法に、接尾辞 LOCAL が表
示される場合があります。LOCAL 再分散は、Oracle RAC での最適化方法であり、ノード内パラレ
ル問合せのインターコネクト通信量を最小限に抑えます。LOCAL 再分散では、行は同じ RAC ノー
ドのコンシューマにのみ再分散されます。 

図 34 の計画では、プロデューサはハッシュ再分散方法を使用して、コンシューマにデータを送信
しています。 

図 34：パラレル処理の行の再分散を強調表示した計画の出力例 
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データ再分散が行われている計画の行では、IN-OUT 列の値が P->P（行 5 および 9）または P->S

（行 2）のいずれかであることにも注意してください。P->P は、データが、あるパラレル処理か
ら別のパラレル処理に送信されていることを表します。P->S は、データが、あるパラレル処理か
らシリアル処理に送信されていることを表します。行 2 では、データがシングル・プロセスの QC
に送信されているため、P->S と表示されています。ただし、実行計画の下部に P->S の処理が行
われていることが表示されている場合、計画にシリアライズ・ポイントがあることを示している可
能性があり、調査が必要です。これは、並列度が、問合せでアクセスされた 1 つまたは複数のオブ
ジェクトに設定されていないことが原因の可能性があります。 
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結論 

Oracle オプティマイザの目的は、問合せにとってもっとも効率的な実行計画を決定することです。
データに関する統計情報を基に、ハッシュ結合、パラレル問合せ、パーティション化といった
Oracle Database の機能を活用し、決定を導きます。 

EXPLAIN PLAN は、オプティマイザが下した決定の理由を調査する際に、自由に使用できる、極め
て有用なツールです。EXPLAIN PLAN を細かく分析し、カーディナリティ見積り、アクセス方法、
結合方法、および結合順序という 4 つの主要要素を確認することで、実行計画が最適な計画である
かどうかを判断できます。 

 



 

 

 

 

 

 

Oracle Corporation, World Headquarters 

500 Oracle Parkway 

Redwood Shores, CA 94065, USA 

海外からのお問い合わせ窓口 

電話：+1.650.506.7000 

ファクシミリ：+1.650.506.7200 

C O N N E C T  W I T H  U S  

  
blogs.oracle.com/oracle

 

 
facebook.com/oracle

 

 
twitter.com/oracle

 

 
oracle.com

 

 

 
 
Copyright © 2014, Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.本文書は情報提供のみを目的として提供されており、ここに記載され

る内容は予告なく変更されることがあります。本文書は、その内容に誤りがないことを保証するものではなく、また、口頭による

明示的保証や法律による黙示的保証を含め、商品性ないし特定目的適合性に関する黙示的保証および条件などのいかなる保証およ

び条件も提供するものではありません。オラクルは本文書に関するいかなる法的責任も明確に否認し、本文書によって直接的また

は間接的に確立される契約義務はないものとします。本文書はオラクルの書面による許可を前もって得ることなく、いかなる目的

のためにも、電子または印刷を含むいかなる形式や手段によっても再作成または送信することはできません。 

 

Oracle および Java は Oracle およびその子会社、関連会社の登録商標です。その他の名称はそれぞれの会社の商標です。 

 

Intel および Intel Xeon は Intel Corporation の商標または登録商標です。すべての SPARC 商標はライセンスに基づいて使用される

SPARC International, Inc.の商標または登録商標です。AMD、Opteron、AMD ロゴおよび AMD Opteron ロゴは、Advanced Micro 

Devices の商標または登録商標です。UNIX は、The Open Group の登録商標です。0417 

  


	目次
	はじめに
	実行計画
	実行計画の表示
	EXPLAIN PLANコマンドとDBMS_XPLAN.DISPLAY関数の使用
	DBMS_XPLAN.DISPLAY_CURSOR関数の使用
	実行計画の形式設定
	Noteセクション

	コストとは
	コストとは

	実行計画の理解
	カーディナリティ
	正確なカーディナリティの決定

	アクセス方法
	結合方法
	結合方法
	結合タイプ

	結合順序
	パーティション化
	パラレル実行
	グラニュル
	プロデューサとコンシューマ
	データの再分散


	結論

