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本書の目的 

本書では、Oracle Database の機能の概要と強化された点が説明されています。本書は、アップグレードによるビ

ジネス上の利点の評価を支援し、IT プロジェクトを計画することのみを目的としています。 

免責事項 

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。 

本書は情報提供のみを目的としており、記載した製品機能の実装およびアップグレードの計画を支援することの

みを意図しています。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下さい。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。 

製品アーキテクチャの性質により、コードが大幅に不安定化するリスクなしに、本書に記載されているすべての

機能を安全に含めることができない場合があります。 
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はじめに 

トランザクション環境でもデータウェアハウス環境でも、データベースに格納されるデータの量が、
この数年間で急激に増加し続けています。このデータの急増に加え、ユーザーのビジネス要件を満
たすためにデータ処理を高速化することも求められています。 

大量のデータを処理するための鍵はパラレル実行です。並列処理機能を使用することで、数百テラ
バイトのデータ処理を、数時間または数日ではなく、数分で完了させることができます。パラレル
実行では、複数のプロセスを使用して 1 つのタスクを完了させます。すべてのハードウェア・リソー
ス（複数の CPU、複数の IO チャネル、複数のストレージ・ユニット、クラスタ内の複数のノード）
がデータベースで効果的に活用されるほど、問合せおよびその他のデータベース操作の処理効率は
向上します。 

大規模なデータウェアハウスでは、優れたパフォーマンスを得るために、常にパラレル実行を使用
する必要があります。OLTP アプリケーションの特定の処理（バッチ処理など）についても、パラレ
ル実行によってパフォーマンスを大幅に向上させられます。本書では、おもなトピックとして次の 3
つについて説明します。 

• パラレル実行の基本概念 – パラレル実行を使用すべき理由と、パラレル実行を支える基本
原理について説明します。 

• オラクルのパラレル実行の実装と強化 – オラクルのパラレル・アーキテクチャ、パラレル
実行に関するオラクル固有の用語、パラレル SQL 処理の基本的な制御方法と識別方法につ
いて説明します。 

• Oracle Database でのパラレル実行の制御 – この最後の項では、Oracle 環境内での並列度
の有効化と制御方法について説明するとともに、DBA が考慮する必要がある事項の概要に
ついても説明します。 
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パラレル実行の概要 

パラレル実行は、タスクをサブタスクに分割して小型化することで操作を高速化する手法としてよく使用される

ものです。この項では、パラレル実行に関する基本理論と基本概念について説明します。さらに、Oracle のパラ

レル実行の概要について詳しく説明します。 

パラレル実行を使用する理由 

たとえば、通りにある車の台数を数えるというタスクが与えられているとします。数える方法は 2 つあります。1

つは自分だけで通りを歩いて台数を数える方法、もう 1 つは友人を呼んで、通りの両端からそれぞれが数え始め、

2 人が出会ったところで台数を合算する方法です。 

友人が車を数える速さがあなたと同じだと仮定すると、通りにあるすべての車の台数を数えるタスクは、あなた

1 人で行う場合の約半分の時間で終えることができると考えられます。この場合、車を数える作業には線形のス

ケーラビリティがあると言えます。つまり、リソースの数を 2 倍にすると、全体の処理時間は半分になります。 

データベースの場合も、車の台数を数える例とさほど変わりません。割り当てるリソースの数を 2 倍にしたとき

の処理時間が、元のリソース量で処理した場合の半分であれば、その操作には線形のスケーラビリティがありま

す。車の台数を数える場合も、データベースの操作で答えを得る場合も、パラレル処理を実行する最終的な目標

は、線形のスケーラビリティを実現することです。 

パラレル実行の理論 

車の台数を数えるタスクでは、線形のスケーラビリティを得るためにいくつかの基本事項を前提としました。こ

れらの前提は、パラレル処理を支える理論の一部でも当てはまります。 

まず、台数を数える人数を 2 人だけにしました。ここでは、データベースで言うところの、いわゆる‘並列度’

（DOP）を決定しました。では、問題を一番速く解決するためには何人が理想的なのでしょうか。ワークロード

の大きさに合わせて人数を増やすこともできますが、短い道路で車が 4 台しか走っていない場合は、単に台数を

数えるのに要する時間より、誰がどこから数え始めるかを決めるのにかかる時間のほうが長くなると考えられる

ため、並列処理は避けるべきです。 

台数のカウントと調整作業を 2 人で行う場合の“オーバーヘッド”がこのタスクに見合うかどうかを判断しました。

データベースの場合は、操作の総コストに基づいてデータベース・エンジンにこの判断を行わせる必要があります。 

次に、先ほどの車の例では、それぞれが道路の端から数え始めることにして作業を 2 等分にし、2 人とも同じ速

さで数えると仮定しました。これは、データベースでのパラレル処理でも同じです。最初の手順として、データ

作業を同じサイズのかたまりに分割し、同じ量の時間で処理できるようにします。データを均等に分割するため

に、通常はなんらかのハッシュ・アルゴリズムを使用します。 

このパラレル処理のための“データのパーティション化”（配置）は一般的には 2 つの基本的な方法で実行されます

が、この 2 つの方法は根本から異なっています。おもな相違点は、作業のパラレル化のベース（すなわち静的な

前提条件）として物理的なデータ・パーティション（配置）が使用されるかどうかです。 

基本的な概念が異なるこれらのアプローチは、それぞれシェアード・エブリシング・アーキテクチャ、シェアー
ド・ナッシング・アーキテクチャと呼ばれます。 
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図1：シェアード・エブリシングとシェアード・ナッシング 

シェアード・ナッシング・アーキテクチャのシステムは、独立したパラレル処理ユニットに物理的に分割されて

います。各処理ユニットはそれぞれに専用の処理能力（CPU コア）と専用のストレージ・コンポーネントを持ち、

それぞれの CPU コアが処理するのは、それぞれの専用ストレージ上に保持している個々のデータセットのみです。

データの特定部分にアクセスするには、そのデータのサブセットを保持する処理ユニットを使用する以外に方法

はありません。通常、このようなシステムは MPP（大規模パラレル処理）システムとも呼ばれます。このような

システムではデータのパーティション化が大前提となっています。シェアード・ナッシング・システムでは、

ワークロードが適切に分散されるようにするために、使用可能なすべての処理ユニットにデータを静的に均等分

散するハッシュ・アルゴリズムを使用する必要があります。データの配置を制御するデータ・パーティション化

計画は、最初にシステムを作成するときに決める必要があります。 

結果として、シェアード・ナッシング・システムでは、表のスキャンを伴う操作を実行するために、システムに

必須の最小固定並列性が導入されます。固定並列性は、データベースまたはオブジェクトの作成時に、固定され

た静的なデータ・パーティション化に全面的に依存します。つまり、データのすべてのパーティションにアクセ

スするために必要な最小並列度は、パラレル処理ユニットの数によって決まります。オラクル以外のデータウェ

アハウス・システムの多くは、シェアード・ナッシング・システムです。 

Oracle Database はシェアード・エブリシング・アーキテクチャを前提としています。このアーキテクチャでは、

データ・パーティションを事前に定義しなくても並列性を有効にすることができ、すべての処理ユニットからす

べてのデータへ制約なしにアクセスできます。また、操作の並列度は実際のデータ・ストレージから切り離され

ています。ただし、Oracle Partitioning を使用すれば、Oracle Database を同じ処理パラダイムで動作させることが

できるため、シェアード・ナッシング・システムとまったく同じパラレル処理機能が装備されます。パラレル処

理が行われるときに、パラレル・アクセスの方法がデータ・レイアウトの束縛を受けるという制約がない点は注

目に値します。したがって Oracle の場合は、シェアード・ナッシング・システムのパラレル機能だけでなく、

ベースにあるデータ・レイアウトに依存しないさまざまな方法と並列度で、ほぼすべての操作をパラレル化でき

ます。シェアード・エブリシング・アーキテクチャを使用する Oracle では、シェアード・ナッシング型ベンダー

よりも優れたパラレル実行機能のスーパーセットを使用して、システムに負荷をかけ過ぎることなく、柔軟なパ

ラレル実行と高い同時実行性を実現できます。 
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Oracleでのパラレル実行 

Oracle Database には、人の介在なしに複雑なタスクをパラレルで実行するための機能があります。パラレルで実

行できる操作には次のようなものがあります（ただし、これらに限定されるわけではありません）。 

• データのロード 

• 問合せ 

• DML 文 

• Oracle RMAN バックアップ 

• オブジェクトの作成（索引や表の作成） 

• オプティマイザ統計収集 

このホワイト・ペーパーでは、SQL のパラレル実行、すなわちパラレル問合せ、パラレル DML（データ操作言語）

およびパラレル DDL（データ定義言語）のみを取り上げます。 

パラレルSQL文の処理 

Oracle Database で SQL 文を実行すると、SQL 文は個別のステップ（行ソース）に分解され、実行計画内では独立

した行として識別されます。次に示すのは、1 つの表のみにアクセスする単純な SQL 文とその実行計画の例です。

この文は、CUSTOMERS 表に含まれる顧客の総数を返します。 

SELECT COUNT(*) FROM customers c; 

 

図2：CUSTOMERS表に対するCOUNT(*)のシリアル実行計画 

 

より複雑なシリアル実行計画としては、複数の表同士の結合を含むものが考えられます。以下の例では、顧客が

行った購入に関する情報が要求されています。この場合は、CUSTOMERS 表と SALES 表との結合が必要です。 

SELECT c.cust_first_name, c.cust_last_name, s.amount_sold  

FROM customers c, sales s 

WHERE c.cust_id=s.cust_id; 

 

図3：2つの表の結合を示す、より複雑なシリアル実行計画 
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文をパラレルで実行すると、可能な範囲の最大数の個別ステップがパラレル化され、実行計画に反映されます。

上の 2 つの文をパラレルで再実行する場合は、次の実行計画が得られます。 

 

図4：CUSTOMERS表に対するCOUNT(*)のパラレル実行計画 

 

図5：顧客の購買情報、パラレル計画 

これらの計画は前のものとかなり異なっていますが、そのおもな理由は、以前は存在しなかった"ロジスティカル

"な処理ステップが、パラレル処理のために追加されている点にあります。 

 

Oracle データベースにおける SQL のパラレル実行は、いくつかの基本概念に基づいています。次の項では、デー

タベースでのパラレル実行を理解するうえで役立つ概念と、SQL のパラレル実行計画の基本的な解読方法につい

て説明します。 

問合せコーディネータ（QC）とパラレル実行（PX）サーバー 

Oracle データベースにおける SQL 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）とパラレル実行（PX）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、PX サーバーは開始セッションの代わりに、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 PX サーバーに分散しますが、パラレルで実行できないごくわずかな作業

（ほとんどはロジスティカルな部分）を実行する必要があります。たとえば、SUM()演算を使用するパラレル問

合せでは、各 PX サーバーで計算された個々の小計を最終的にすべて合計する必要がありますが、この部分を QC

が実行します。 
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前述したパラレル実行計画の QC は、'PX COORDINATOR'として簡単に識別できます（前の図 5 では Line ID 1）。

パラレル SQL 操作の QC として動作するプロセスは、実際のユーザー・セッション・プロセスそのものです。 

PX サーバーは、全体で利用可能な PX サーバー・プロセスのプールから取得され、操作が完了するまで所定の操

作に割り当てられます（設定方法については後述します）。パラレル計画の例（図 4、図 5）で QC の行の下に示

されている作業は、すべて PX サーバーが実行します。 

 

図6：問合せコーディネータおよび一連のPXサーバー・プロセスによるパラレル実行 

PX サーバー・プロセスは OS レベルで簡単に識別できます。たとえば Linux では、ora_p***と表示されるプロセ

スがそれです。 

 

図7：'ps -ef'を使用してLinux OSレベルで確認できるPXサーバー・プロセス 

 

車の台数を数える例に戻ります。あなたと友人は PX サーバーとして作業しますが、3 番目の人物（QC）が存在

し、通りに出て車の台数を数えるようあなたと友人に指示するとします。 

道路上でも、図 8 に示す SQL と実行計画を使用してデータベースで内部的に実行される処理とまったく同じこと

を行うことができます。唯一の相違点は、この例では顧客数を数えるのであり、道路の右側と左側のように作業

の分散に使用できるものがないことです。瞬時に作業を分散する方法については、「グラニュル」の項で説明し

ます。あなたと友人は、通りを歩きながら自分の側にある車の台数を数えます。これは、Line ID 4、Line ID 5、

Line ID 6 の操作と同じです。この場合の Line ID 5 は、あなたと友人のそれぞれに対し自分の側にある車だけを数

えるように指示する部分に相当します。 
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図8：実行計画に示されたQCとPXサーバー・プロセス 

それぞれの側を数え終えた後、2 人は 3 番目の人物（QC）にそれぞれの小計を伝え（Line ID 3）、その人物が 2

人の台数を合計して最終的な結果を算出します（Line ID 1）。このようにして、PX サーバー（実際の作業を行う

プロセス）から QC に結果が渡され、QC が"アセンブリ"を行った最終結果がユーザー・プロセスに返されます。 

SQL 監視 1を使用すると、複数の PX サーバーで実行中の操作は先頭に青または赤色の大勢の小さい“人”マークが

付いて表示されるため、簡単に識別できます。一方、シリアル実行の操作は緑色の 1 人の“人”マークが付いて表さ

れます。 

 

プロデューサ/コンシューマ・モデル 

車の台数を数える例をここでも使用します。今回は車の合計台数を色別に数えるとします。あなたと友人のそれ

ぞれが道路の片側ずつ数えるとすると、それぞれが同じ色の車を数えて色別の小計を集計することになりそうで

すが、それではこの通りにある特定の色の車の合計台数は得られません。この方法で台数を数え、その情報をす

べて記憶し、3 番目の人物（“責任者”）に伝えることもできます。しかし残念なことに、この責任者はすべての結

果を自分で合計しなければなりません。通りにある車の色がすべて異なっていたらどうなるでしょうか。3 番目

の人物は、あなたと友人が行ったのとまったく同じ作業をやり直すことになります 

このカウント作業をパラレル化するには、さらに 2 人の友人の協力を求めます。この友人たちは 2 人とも、あな

たたちと一緒に道路の中央を歩きます。あなたと最初の友人は道路のそれぞれの側を見ながら歩き、1 人には暗

い色の車の台数をすべて伝え、もう 1 人には明るい色の車の台数をすべて伝えます（この"車の色の分離"により、

情報がほぼ半分に分割されるとします）。新しい車を数えるときは必ず、その色の計算係に新しい車があったこ

とを伝えます。つまり、あなたが情報を生成し、色の情報に基づいてその情報を再分散し、色の計算係がその情

報を処理します。最後に、色の計算係をしている 2 人の友人がそれぞれの結果を責任者（QC）に伝えれば、仕事

は終わります。つまり、それぞれ 2 人の友人で構成される 2 組が仕事の一部を連携して行ったというわけです。 

これは、データベースの動作そのものです。1 つの文をパラレルで効率的に実行するために、いくつかの PX サー

バーの組がペアで動作します。1 つの組（プロデューサ）が行を生成し、もう 1 つの組（コンシューマ）がその

行を処理します。たとえば、SALES 表と CUSTOMERS 表のパラレル結合の場合は、1 組の PX サーバーが両方の表

を読み取ってデータを送信し、もう 1 組（コンシューマ）がデータを受信して 2 つの表を結合します。この様子

は、図 9 の DBMS_XPLAN パッケージの標準計画出力に示されています。 

  

 
1 SQL 監視を使用すると、SQL のステップが実行される様子を効果的に監視し、詳しく分析できます。 
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図9：プロデューサとコンシューマ 

 

同じ組の PX サーバーで処理された操作（行ソース）は、実行計画の TQ 列を見れば識別できます。図 9 に示すとお

り、最初の PX サーバー・セット（Q1,00）が CUSTOMERS 表をパラレルで読み取り、行を生成して PX サーバー・

セット 2（Q1,02）に送信します。PX サーバー・セット 2 がそれらのレコードを使用して、SALES 表（Q1,01）のレ

コードと結合します。SQL 監視には、パラレル文で動作しているさまざまな PX サーバー・セットが異なる色で表

示されるため、作業ユニットの境界とデータの再分散先となる場所を容易に特定できます。プロデューサからコン

シューマにデータが分散される際には、必ず NAME 列に TQxxxxx（Table Queue x）の形式のエントリがデータ出

力として表示されます。図 9 に表示されているその他の列の内容は、当面は無視してください。 

このプロデューサ/コンシューマ・モデルは、特定のパラレル操作に割り当てられる PX サーバーの数に、非常に重

大な影響を与えます。プロデューサ/コンシューマ・モデルでは、パラレル操作に 2 組の PX サーバーが想定されて

いるため、PX サーバーの数は要求された並列度（DOP）の 2 倍になります。たとえば、図 9 のパラレル結合を並列

度 4 で実行すると、この文には 8 つの PX サーバー（プロデューサ 4 つとコンシューマ 4 つ）が使用されます。 

PX サーバーがペアで動作しない唯一のケースは、文が非常に基本的なものであるため 1 組の PX サーバーで文全

体をパラレルに完了できる場合です。たとえば、SELECT COUNT(*) FROM customers;に必要なのは、1 組の

PX サーバーだけです（図 4 を参照）。 

 

グラニュル 

データにアクセスする際の最小作業単位をグラニュルといいます。Oracle Database は、シェアード・エブリシン

グ・アーキテクチャを使用します。これは、ストレージの観点からすると、構成に含まれるどの CPU コアからで

も任意のデータ部分にアクセスできるアーキテクチャということです。これは、Oracle Database と他のほとんど

のデータベース・ベンダーとのもっとも根本的なアーキテクチャ上の相違点です。そうした他のシステムとは異

なり、Oracle では問合せの要件のみに応じてこの最小作業単位を選択できます（今後もそれは変わりません）。 

パラレル実行用に作業を分散するときに Oracle Database で使用される基本的なメカニズムは、ブロック範囲、い

わゆるブロックベースのグラニュルです。これらのブロックはストレージ上か、インメモリ・パラレル実行の場

合はインメモリに存在します。これについては後ほど説明します。これは Oracle 独自の手法であり、オブジェク

トがパーティション化されているかどうかとは無関係です。ベースにあるオブジェクトへのアクセスは大量のグ

ラニュルに分割され、それらが PX サーバーに渡されて処理されます（PX サーバーが 1 つのグラニュルの処理を

終えると、次のグラニュルが渡されます）。 
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図10：顧客数をカウントする例でのブロックベースのグラニュル 

PX サーバー間で作業を均等に分散するために、グラニュルの数は要求された DOP よりも常にはるかに多くなり

ます。図 10 に示されている'PX BLOCK ITERATOR'は、生成されたブロック範囲のグラニュルすべてを文字ど

おり反復する操作です。 

ほとんどの操作は、ブロックベースのグラニュルを基盤にしてパラレル実行を実現しますが、ベースにあるパー

ティション・データ構造を有効活用して個々のパーティションを作業のグラニュルとして利用できる操作もあり

ます。パーティションベースのグラニュルを使用する場合は、単一のパーティション内の全データを 1 つの PX

サーバーだけで処理します。Oracle オプティマイザでは、操作でアクセスされる（サブ）パーティションの数が

DOP 以上の場合（かつ個々の（サブ）パーティションのサイズに偏りがある場合は、理想的には DOP よりはるか

に多い場合）に、パーティションベースのグラニュルが検討されます。パーティションベースのグラニュルを使

用するもっとも一般的な操作は、パーティション・ワイズ結合です。これについては後述します。 

Oracle Database は、SQL 文と DOP 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。 

車を数える例では、通りの片側、または長い通りの 1 ブロックであっても、ブロックベースのグラニュルに相当

すると考えられます。既存のデータ・ボリューム（通り）は物理的な断片に細分化され、PX サーバー（あなたと

友人）で別々に処理されます。長い通りに多数のブロックがある場合は、あなたと友人だけにブロック（“グラ

ニュル”）を半分ずつ分担して作業してもらうことができます。または、あなたと 3 人の友人にブロックを 4 分の

1 ずつ分担して作業をしてもらうこともできます。一緒に作業する友人の数を選ぶことができ、カウント作業に

スケーラビリティが生まれます。 

右側と左側をパーティションとして通りが“静的にパーティション化”されていると考えた場合は、1 人の友人に協

力を求めるだけで構いません。他の友人が手伝える作業はないためです。このような静的アプローチを使用する

のがシェアード・ナッシング・システムの純粋な仕組みであり、このようなアーキテクチャの限界でもあります。 

 

データの再分散 

パラレル操作を実行する場合は、ごく基本的なものを除き、通常はデータの再分散を行う必要があります。デー

タの再分散は、パラレル・ソート、集計、結合などの操作を実行するために必要です。ブロックグラニュル・レ

ベルでは、個々のグラニュルに含まれる実際のデータがどのようなものかは分かりません。ブロックグラニュル

は、論理的な意味を内包しない物理的なかたまりに過ぎないためです。したがって、実コンテンツに依存する操

作が後に続く場合は、すぐにデータを再分散する必要があります。車の例では車の色が問題でしたが、通りのど

こに何色の車が停まっているかは分かりませんし、管理もされていません。あなたは車の色別台数の情報を、新

たに加わった 2 人の友人に、それぞれの担当する色に基づいて再分散します。これで、この 2 人はそれぞれが担

当する色の合計をカウントできます。 
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データの再分散は、単一マシン内または Oracle Real Application Clusters（Oracle RAC）システムに含まれる複数

のマシン（ノード）間で、個々の PX サーバー・セット同士で行われます。言うまでもありませんが、後者のケー

スではインターコネクト通信を使用してデータの再分散が行われます。 

データの再分散は、Oracle Database に固有のものではありません。むしろ、パラレル処理のもっとも基本的な原

理の 1 つであり、並列処理機能を備えるどの製品でも使用されています。とはいえ、Oracle の機能の基本的な相

違点と利点はこのパラレル・データ・アクセス（前述のグラニュルの項を参照）にあります。そのため、この不

可欠なデータ再分散が、特定のハードウェア・アーキテクチャやデータベース設定（データのパーティション化）

の制約を受けることはありません。 

パーティション・ワイズ結合（詳細はこの項で後述します）だけで操作を実行できる場合を除き、シェアード・

ナッシング・システムでも、シェアード・エブリシング・システムと同様にデータの再分散が必要です。シェ

アード・ナッシング・システムでは、パーティション・ワイズ結合を利用できないパラレル操作（2 つの異なる

結合キーでの単純な 3 方向の表結合など）でデータの再分散が必ず必要になり、インターコネクト通信が常に頻

繁に使用されます。Oracle Database では、ノードのコンテキスト内でのパラレル実行を有効にできるため、必ず

しもパラレル操作で常にインターコネクト通信を使用する必要はありません。そのため、インターコネクトに潜

在するボトルネックを回避できます。 

 

次の項では、索引やマテリアライズド・ビューなどの 2 次データ構造およびその他の最適化を伴わない単純な表

結合の例を使用して、Oracle のデータ再分散機能について説明します。 

 

シリアル結合 

2 方向のシリアル結合では、単一のセッションで両方の表を読み取り、結合を実行します。この例では、2 つの大

規模な表（CUSTOMERS と SALES）の結合を行うものとします。先ほど、図 3 に示したとおり、データベースは

全表スキャンを使用して両方の表にアクセスします。 

シリアル結合の場合は、単一のシリアル・セッションが両方の表をスキャンし、フル結合を実行します。図 11 は

シリアル結合を表しています。 

 

図11：シリアル結合 
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パラレル結合 

この同じ単純な 2 方向の結合をパラレルで実行する場合は、後続のパラレル処理に向けてデータが適切に分割さ

れるようにするために、行の再分散が必要になります。この例では、PX サーバーはブロックの範囲に基づいてど

ちらかの表の物理的な一部をスキャンしますが、結合を完了するには、結合キーの値に基づいて行を PX サー

バー・セットに分散させる必要があります。このとき、同一の結合キー値が同じ PX サーバーで処理され、どの行

も 1 回だけ処理されるようにする必要があります。 

図 12 は、先ほど図 9 で示した DOP が 2 のパラレル結合のデータ分散を表しています。この結合には 2 組の PX

サーバー・セットが必要であるため、実際には 4 つの PX サーバーがこの問合せに割り当てられており、PX1 と

PX2 で表を読み取り、PX3 と PX4 で結合を実行します。PX1 と PX2 がブロック範囲のグラニュルを使用して両方

の表をパラレルで読み取り、続いて各 PX サーバーが結合キーの値に基づいてそれぞれの結果セットを後続のパラ

レル結合操作に分散します。データが正しく結合されるようにするには、両方の表の同じ結合キー値を、結合操

作を実行している同じ PX サーバーに送信する必要があります。 

 

図12：単純なパラレル結合用のデータ再分散 

 

データの再分散の方式は多数存在します。もっとも一般的な方法を次に示します。 

ハッシュ：ハッシュ分散はパラレル実行で特によく使用される方式で、個々の PX サーバーの作業が均等になるよ

うに、ハッシュ関数に基づいて分散します。ハッシュ分散はパラレル実行を可能にする基本的なメカニズムであ

り、ほとんどのデータウェアハウス・システムに適しています。 

下の図 13 に、ハッシュ分散方式を使用する実行計画を示します。実を言うと、これは図 12 に示した結合の計画

なのです。 
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図13：ハッシュ分散の実行計画 

この計画の DOP が 2 であると仮定すると、1 組の PX セット（PX1 と PX2）が CUSTOMERS 表を読み取って、結合

列にハッシュ関数を適用し、もう 1 組の PX セット（PX3 と PX4）の PX サーバーに行を送信します。このように

して、計算されたハッシュ値に応じて PX3 が一部の行を取得し、PX4 がそれ以外の行を取得します。その後、PX1

と PX2 は SALES 表を読み取り、結合列にハッシュ関数を適用し、もう 1 組の PX セット（PX3 と PX4）に行を送

信します。これで、PX3 と PX4 のそれぞれは両方の表から一致する行を取得したことになるため、結合を実行で

きます。 

各表に適用されたこの分散方式は、実行計画の PQ Distrib 列および Operation 列で確認できます。ここでは、

行 5 および行 9 で、両方の表の PQ Distrib に HASH と表示され、Operation に PX SEND HASH と表示されてい

ます。 

 

ブロードキャスト：ブロードキャスト分散が行われるのは、結合操作における 2 つの結果セットのいずれかが他

方の結果セットより極端に小さい場合です。この場合は、両方の結果セットの行を分散する代わりに、小さいほ

うの結果セットをすべての PX サーバーに送信し、個々のサーバーがそれぞれの結合操作を完了できるようにしま

す。結合操作の小さいほうの表をブロードキャストするメリットは、大きい方の表を再分散する必要がまったく

ないことです。 

下の図 14 に、ブロードキャスト分散方式を使用する実行計画を示します。 

 

図14：ブロードキャスト分散の実行計画 

この計画の DOP が 2 だと仮定すると、1 組の PX セット（PX1 と PX2）が CUSTOMERS 表を読み取り、もう 1 組の

PX セット（PX3 と PX4）にすべての結果セットをブロードキャストします。PX3 と PX4 は両方とも CUSTOMERS

表のすべての行を保持しているため、PX3 と PX4 は SALES 表を読み取って結合を実行できます。 

この実行計画では、行 5 で分散方式を確認できます。PQ Distrib 列に BROADCAST と表示され、Operation 列に

PX SEND BROADCAST と表示されています。 
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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 PX サーバーはデータの範囲に

応じて処理を行うため、QC は個々の PX サーバーの結果を正しい順序で表示するだけで、ソートを実行する必要

がありません。 

図 15 に、単純な ORDER BY 問合せにレンジ分散方式を使用する実行計画を示します。 

 

図15：レンジ分散の実行計画 

この計画の DOP が 2 であると仮定すると、1 組の PX セット（PX1 と PX2）が SALES 表を読み取り、読み取った

行を、ORDER BY 句の列の値に応じて PX3 または PX4 のいずれかに送信します。PX3 と PX4 のそれぞれは、一定

の範囲のデータを保持しているため、取得した行をソートして結果を QC に送信します。行はすでに PX3 と PX4

によってソートされているため、QC がソートを実行する必要はありません。QC は、最初に返すべき範囲を処理

した PX サーバーの行が必ず先に返されるようにするだけでよいのです。たとえば、time_id に基づいて新しい

順にデータをソートする場合に、1 月より前のデータ範囲を PX3 が所有し、それより新しいデータを PX4 が所有

しているとすると、QC は PX4 のソート結果を先にエンドユーザーに返し、その後に PX3 のソート結果を返して、

結果全体が正しい順序になるようにします。 

この実行計画では、行 5 で分散方式を確認できます。PQ Distrib 列に RANGE と表示され、Operation 列に PX 

SEND RANGE と表示されています。 

 

キー：キー分散は、個々のキー値の結果セットが 1 か所にまとまるようにする方式です。これは、結合する表の

一方だけが分散されるようにする最適化方式で、おもにパーシャル・パーティション・ワイズ結合（後述の説明

を参照）で使用されます。 

図 16 に、キー分散方式を使用する実行計画を示します。 

 

図16：キー分散の実行計画 

CUSTOMERS 表は結合列でハッシュ・パーティション化されていますが、SALES 表はパーティション化されてい

ません。実行計画を見ると、1 組の PX セット（PX1 と PX2）が SALES 表を読み取り、CUSTOMERS 表のパーティ

ションに基づいてもう 1 組の PX サーバー・セット（PX3 と PX4）に行を送信することが分かります。このように

して、結合する必要があるパーティションに一致する SALES の行はすべて PX3 と PX4 に保持されるため、PX3 と

PX4 で同時に別々のパーティションを処理できます。PX3 と PX4 では、行の再分散はありません。 

この実行計画では、行 5 で分散方式を確認できます。PQ Distrib 列に PART (KEY)と表示され、Operation 列

に PX SEND PARTITION (KEY)と表示されています。 
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ハイブリッド・ハッシュ：ハイブリッド・ハッシュは Oracle Database 12c で導入された方式で、実行時まで最終

的なデータ分散方式を決定せず、結果セットのサイズに基づいて方式を決定する適応型分散手法です。この新し

いハイブリッド・ハッシュ分散の前には、STATISTICS COLLECTOR と呼ばれる新しい計画ステップが挿入され

ます。これが、PX サーバーから返された行数をカウントし、その値を最大しきい値と比較します。しきい値に達

している場合は、ハッシュ分散方式で行を分散したほうが費用対効果は高くなります。結果セット全体のサイズ

がしきい値より小さい場合、データはブロードキャストされます。 

図 17 に、ハイブリッド・ハッシュ分散方式を使用する実行計画を示します。 

 

図17：ハイブリッド・ハッシュ分散の実行計画 

この実行計画では、行 5 と 10 で分散方式を確認できます。PQ Distrib 列に HYBRID HASH と表示され、Operation 列

に PX SEND HYBRID HASH と表示されています。新しい計画ステップ STATISTICS COLLECTOR は行 6 にあります。 

Oracle Real Application Clusters データベースでのパラレル実行計画には、データ分散方式のバリエーションとし

て LOCAL 接尾辞が表示される場合があります。LOCAL 分散は Oracle RAC 環境向けの最適化機能で、ノード間の

パラレル問合せで発生するインターコネクトの通信量を最小化するものです。たとえば、行セットがローカル・

ノードで生成され、そのノード上の PX サーバーにしか送信されないことを示す BROADCAST LOCAL 分散が実行

計画に表示されることがあります。 

 

パラレル・パーティション・ワイズ結合 

データベースがオプティマイザ統計に基づいて最適な分散方式を選択しようとしても、PX セットの間で行を分散

するにはプロセス間の通信か、場合によってはインスタンス間の通信が必要です。フル・パーティション・ワイ

ズ結合やパーシャル・パーティション・ワイズ結合などのテクニックを使用すると、データ分散の最小化か、ま

たは阻止さえできるため、パラレル実行のパフォーマンスが大幅に向上する可能性があります。 

結合でアクセスされる表の少なくとも 1 つが結合キーでパーティション化されている場合は、パーティション・

ワイズ結合を使用できます。両方の表が結合キーで同一レベル・パーティション化されている場合は、フル・

パーティション・ワイズ結合を使用できます。それ以外の場合はパーシャル・パーティション・ワイズ結合を使

用できます。これは、表のいずれかをメモリ内で動的にパーティション化したあと、フル・パーティション・ワ

イズ結合を行う手法です。 
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図18：フル・パーティション・ワイズ結合ではデータの再分散は不要 

パーティション・ワイズ結合では、結合される両方の表の同一レベルのパーティションを個々の PX サーバーが処

理するため、データを分散させる必要はありません。 

図 18 に、図 12 と同じ結合文を示しますが、今回の表は結合列 cust_id で同一レベル・パーティション化され

ています。この例では、CUSTOMERS 表が cust_id 列でハッシュ・パーティション化されるのに対し、SALES 表

は最初にレンジ・パーティション化されてから cust_id 列でハッシュ・サブパーティション化されます。図に示

すとおり、PX1 はSALES表のレンジ・パーティションのサブパーティションをすべて読み取ってからCUSTOMERS

表の同一レベルのハッシュ・パーティションを読み取ります（これは、図 19 の実行計画では、SALES 表の表ス

キャンの前の PARTITION RANGE ALL イテレータとして表現されています）。両方の表を結合キーで同一レベ

ル・パーティション化すると、そのパーティション外には結合に一致する行がないことが保証されます。つまり、

PX サーバーは、一致するパーティションだけを読み取ることで、常にフル結合を完了できるようになります。同

じことは PX2 にも該当し、これら 2 つの表のどの同一レベル・パーティションにも該当します。なお、パーティ

ション・ワイズ結合では、ブロックベースのグラニュルではなく、パーティションベースのグラニュルが使用さ

れます。図 12 と比較すると、パーティション・ワイズ結合では 2 組ではなく 1 組の PX サーバー・セットが使用

されていることも確認できます。 

図 19 に、この結合文の実行計画を示します。 

 

図19：パーティション・ワイズ結合の実行計画 

 

Operation 列と PQ Distrib 列を見ると、データ分散が行われないことが分かります。また、TQ 列を見ると、1 組の

PX セットしか使用されないことが分かります。 

パーティション・ワイズ結合は、シェアード・ナッシング・システムに不可欠な基本要素です。シェアード・

ナッシング・システムは、パーティション・ワイズ結合を利用できさえすれば、通常は優れたスケーラビリティ
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を発揮します。そのため、シェアード・ナッシング・システムに選択するパーティション化（分散）方式は、表

へのアクセス・パスと同様に重要です。パーティション・ワイズ操作を使用しない MPP システムの操作は、ス

ケーラビリティが低くなりがちです。 

インメモリ・パラレル実行 

従来のパラレル処理では、データは共有キャッシュには転送されず直接 PX サーバー・プロセスのメモリ（PGA）

に転送されます。インメモリ・パラレル実行（インメモリ PX）はこれと異なり、共有メモリ・キャッシュ（SGA）

を利用してデータを格納し、後続のパラレル処理に備えます。インメモリ PX は、今日のデータベース・サーバー

の増え続けるメモリを活用します。この恩恵を特に受けるのは、個々のデータベース・サーバーのメモリ量が"わ

ずか"数十ギガバイトか数百ギガバイトであっても、メモリを集約した場合の総量が何テラバイトにもなる大規模

なクラスタ環境です。インメモリ PX を使用すると、Oracle Real Application Clusters 環境にあるサーバーの集約メ

モリ・キャッシュが使用され、すべてのノードのメモリ間で分散されたオブジェクトが一定の条件に基づいて

キャッシュされます。そのため、後続のパラレル問合せはストレージからデータを読み取るのではなく、すべて

のノードのキャッシュからデータを読み取るようになるため、処理時間が大幅に短縮されます。 

Oracle Database In-Memory オプションでは、列形式のインメモリ・データストアが、大量のデータのリアルタイ

ム分析を可能にするインメモリ処理専用に設計されました。このインメモリに対応した圧縮列形式と最適化され

たデータ処理アルゴリズムが、最適なインメモリ処理を可能にします。インメモリ処理には、オラクルの新しい

Database In-Memory テクノロジーを活用することをお勧めします。 

Database In-Memory オプションを使用していないシステムでもインメモリ PX を利用できますが、インメモリ圧

縮列形式ストレージと最適化されたインメモリ・アルゴリズムは使用できません。データベースはこの場合、標

準のデータベース・バッファ・キャッシュをインメモリ PX に使用します。これは、オンライン・トランザクショ

ン処理に使用されるキャッシュと同じものです。同じキャッシュが使用されるため、OLTP とパラレル操作との間

でバッファ・キャッシュの‘競合’が発生するリスクがいくらかあります。パラレル操作がすべてのキャッシュを占

有しないようにするために、Oracle Database では、インメモリ PX が使用できるバッファ・キャッシュの割合を

80 %に制限しています。パラレルで処理されるデータ量および OLTP アプリケーションのメモリ要件によって異

なりますが、このモデルではインメモリ PX のメリットが限定されます。一般的には、データ量が少なくワーク

ロード特性が多様な（かつ絶えず変化する）システムほど、このアプローチによる効果は高くなります。 

インメモリ処理の対象になりうるオブジェクトのサイズ、および全表スキャン対応の最適化されたキャッシュを

用意する、という 2 つの意味でインメモリ PX を適用できる範囲を広げるために、大規模表の自動キャッシュ

（ABTC）が、バッファ・キャッシュの一部をパラレル・インメモリ処理専用に予約します。 

ABTC を使用すると、大きいオブジェクト（またはその一部）をメモリに格納できるよう、データベース・バッ

ファ・キャッシュの一部が予約され、インメモリ・パラレル実行を活用できる問合せが増加します。また、

キャッシュの対象となりうるオブジェクトのサイズを、使用可能な予約済みメモリの 3 倍まで拡張できます。

ABTC は最適化されたセグメントおよび温度ベースのアルゴリズムを使用して、使用可能なキャッシュの使用率が

最適になるようにします。 

インメモリ PX で ABTC を使用できるようにするには、次の 2 つのパラメータを設定する必要があります。 

• PARALLEL_DEGREE_POLICY：AUTO または ADAPTIVE に設定する必要があります。 

• DB_BIG_TABLE_CACHE_PERCENT_TARGET：インメモリ PX 用に予約するデータベース・バッファ・キャッ

シュの割合を指定します。 

インメモリ PX と ABTC を使用すると、文によってアクセスされるオブジェクトを ABTC にキャッシュする必要が

あるかどうかの判定が行われます。オブジェクトは、表や索引の場合もあれば、パーティション化されたオブ

ジェクトの 1 つ以上のパーティションの場合もあります。この判定は、オブジェクトのサイズ、オブジェクトが
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アクセスされる頻度、ABTC のサイズなど、高度な一連の経験則に基づいて行われます。オブジェクトがこれらの

条件に適合していれば、インメモリ処理が有効化され、アクセスされたオブジェクトは ABTC にキャッシュされ

ます。複数ノードで構成された Oracle RAC 環境の場合、オブジェクトは断片化（断片に分割）され、すべての参

加ノードに分散されます。それぞれの断片は一定の条件に基づいて特定の Oracle RAC ノードにマッピング（関連

付け）され、そのノードのABTC に格納されます。断片は、表の物理的なブロック範囲の場合もあれば、パーティ

ション化されているオブジェクトの個々のパーティションの場合もあります。 

断片のマッピングが完了すると、それ以降、断片へのアクセスはそのノード上で行われるようになります。その

後は、同じデータを必要とするパラレル SQL 文がクラスタ内のどのノードから発行されても、データが存在して

いるノード上の PX サーバーがそのノードの ABTC キャッシュにあるデータにアクセスし、SQL 文を発行したノー

ドに結果だけを返します。つまり、キャッシュ・フュージョンを介したノード間のデータ移動は行われません。 

キャッシュする必要はないとみなされたオブジェクトは、ダイレクト・パス I/O 経由でアクセスされます。 

 

図20：2ノードのOracle RACクラスタにまたがるパーティション表に対するインメモリ・パラレル実行のデータ分散例 
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パラレル実行の制御 

パラレル実行を効率的に使用するには、パラレル実行の有効化の方法、文の並列度（DOP）の指定方法、多数の

パラレル文が同時に実行されている可能性のある同時環境での使用方法を検討する必要があります。 

パラレル実行の有効化 

Oracle データベースでは、問合せおよび DDL 文のパラレル実行がデフォルトで有効化されます。DML 文について

は、ALTER SESSION 文を使用してセッション・レベルで有効化する必要があります。 

ALTER SESSION ENABLE PARALLEL DML; 

 

並列度の管理 

パラレル実行を有効にしていても、文をパラレルで実行するかどうかの判定は、他のいくつかの要因に左右され

ます。Oracle の自動並列度（自動 DOP）フレームワークを使用して、並列度の選択と管理を Oracle に完全に任せ

ることも、選択される並列度を手動で制御することもできます。Oracle Database でパラレル実行を制御する方法

として、オラクルは自動 DOP の使用を推奨しています。 

自動並列度（自動DOP） 

自動 DOP を使用すると、文をパラレルで実行する必要の有無と使用する DOP が自動的に判断されます。パラレ

ル実行の使用の判断と DOP の選択は、文のリソース要件（別名“コスト”）に基づいて行われます。予想される経

過時間が PARALLEL_MIN_TIME_THRESHOLD（デフォルトは AUTO（10 秒））より短い文はシリアルで実行され

ます。 

予想される経過時間が PARALLEL_MIN_TIME_THRESHOLD より長い場合、オプティマイザは実行計画に含まれる

すべての操作（全表スキャン、索引高速完全スキャン、集計、結合など）のコストを使用して、文の理想 DOP を

決定します。Oracle Database はすべての操作の CPU と IO のコストを使用します。 

文のコストによっては、理想 DOP が非常に大きくなる場合があります。1 つの文に割り当てられるパラレル実行

サーバーが多くなり過ぎないようにするには、実際に使用される DOP の上限をオプティマイザに設定します。こ

の上限の設定には、パラメータ PARALLEL_DEGREE_LIMIT を使用します。このパラメータのデフォルト値は

CPU です。つまり、最大 DOP の上限はシステムのデフォルト DOP ということです。デフォルト DOP を導く式は

次のとおりです。 

PARALLEL_THREADS_PER_CPU * SUM(CPU_COUNT across all cluster nodes) 

オプティマイザは、理想 DOP と PARALLEL_DEGREE_LIMIT を比較し、低いほうの値を採用します。 

ACTUAL DOP = MIN(IDEAL DOP, PARALLEL_DEGREE_LIMIT) 

PARALLEL_DEGREE_LIMIT を特定の数値に設定すると、システム全体で使用される最大 DOP を自動 DOP で制御

できます。さらに細かくユーザー・グループやアプリケーションごとに制御する場合は、Oracle Database 

Resource Manager（Oracle DBRM）を使用すると、個々のリソース・コンシューマ・グループに異なる DOP 制限

を設定できます。最大 DOP を細かく制御する場合は、システム全体の上限を PARALLEL_DEGREE_LIMIT で設定

するだけでなく、Oracle Database Resource Manager を使用することをお勧めします。 

次の図は、文のパラレル化と使用する DOP を、Oracle Database Resource Manager を使用せずにシステム全体で

決定する方法を概念的に示したものです。Oracle Database Resource Manager を使用すると、理想 DOP の計算方

法は次のように変わります。 
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ACTUAL DOP = MIN(IDEAL DOP, PARALLEL_DEGREE_LIMIT, DBRM limit) 

 

図21：Oracle Database Resource Managerなしで自動DOPを決定する場合の経路の概念図 

選択された自動 DOP は、実行計画の Note 部分に説明とともに表示されます。この情報は、explain plan コマンド

で説明される文と実行される文（V$SQL_PLAN に格納される情報）の両方に提供されます。たとえば、下に示す

実行計画は、CPU_COUNT=32、PARALLEL_THREADS_PER_CPU=2、PARALLEL_DEGREE_LIMIT=CPU に設定さ

れているシングル・インスタンス・データベースで生成されたものです。DOP として 64 が選択されたことが

Note 部分に表示されています。64 という並列度は、このシステムの PARALLEL_DEGREE_LIMIT（2×32）で認

められている最大 DOP です。 

 

 

図22：実行計画のNote部分に表示された自動並列度 

自動 DOP は初期化パラメータ PARALLEL_DEGREE_POLICY によって制御されます。有効化するには、LIMITED、

AUTO、ADAPTIVE のいずれかに設定します。 

この初期化パラメータは、システム・レベルまたはセッション・レベルで適用できます。さらに、ヒント

PARALLEL または PARALLEL(AUTO)を使用すると、特定の SQL 文に対して自動 DOP を起動できます。 

SELECT /*+ parallel(auto) */ COUNT(*) FROM customers; 
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並列度の手動設定 

PARALLEL_DEGREE_POLICY を MANUAL に設定すると自動 DOP の機能が無効になるため、システムでのパラレル

実行の使用をエンドユーザーが手動で管理することが必要になります。いわゆるデフォルト DOP を要求すること

も、セッション・レベル、文レベル、またはオブジェクト・レベルで DOP に特定の固定値を要求することもでき

ます。 

デフォルト並列度 

並列度がデフォルトの場合は、初期化パラメータに基づく式を使用して DOP が決定されます。DOP は、シング

ル・インスタンス・データベースの場合は PARALLEL_THREADS_PER_CPU * CPU_COUNT で、Oracle RAC 環境

の場合は PARALLEL_THREADS_PER_CPU * SUM(CPU_COUNT)で計算されます。そのため、4 ノード・クラスタ

で各ノードが CPU_COUNT=8、PARALLEL_THREADS_PER_CPU=2 の場合のデフォルト DOP は、2×8×4 = 64 と

なります。 

デフォルト並列度は次のいずれかの方法で取得できます。 

1. オブジェクトの PARALLEL 句を設定する。 

ALTER TABLE customers PARALLEL; 

2. 文レベルのヒント parallel(default)を使用する。 

SELECT /*+ parallel(default) */ COUNT(*) FROM customers; 

3. オブジェクト・レベルのヒント parallel(table_name, default)を使用する。 

SELECT /*+ parallel(customers, default) */ COUNT(*) FROM customers; 

な お 、 上 の 1 番 目 に 示 し た 表 設 定 で デ フ ォ ル ト DOP を 取 得 で き る の は 、 手 動 モ ー ド 、 つ ま り

PARALLEL_DEGREE_POLICY が MANUAL に設定されている場合です。 

デフォルト並列度はシングルユーザー・ワークロードをターゲットにしたものであり、使用するリソースが多い

ほど操作が速く終了するという想定のもと、リソースを最大限に使用するように設計されています。並列度が合

理的であるかどうかや並列度がスケーラビリティをもたらすかどうかのチェックは行われません。たとえば、前

述のシステムで並列度をデフォルトにして SELECT * FROM emp;を実行できますが、14 件のレコードを返す操作で

はスケーラビリティが少しも見られないでしょう。マルチユーザー環境で並列度をデフォルトにすると、システ

ム・リソースが急速に枯渇し、他のユーザーが同時にパラレル文を実行するために使用できるリソースがなく

なってしまいます。 

固定並列度（DOP） 

デフォルト並列度とは異なり、特定の DOP を Oracle Database から要求できます。固定 DOP は次のいずれかの方

法で取得できます。 

1. オブジェクトに固定 DOP を設定する。 

ALTER TABLE customers PARALLEL 8 ;  

ALTER TABLE sales PARALLEL 16 ; 

2. 文レベルのヒント parallel(integer)を使用する。 

SELECT /*+ parallel(8) */ COUNT(*) FROM customers; 
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3. オブジェクト・レベルのヒント parallel(table_name, integer)を使用する。 

SELECT /*+ parallel(customers, 8) */ COUNT(*) FROM customers; 

な お 、 上 の 1 番 目 に 示 し た 表 設 定 で 固 定 DOP を 取 得 で き る の は 、 手 動 モ ー ド 、 つ ま り

PARALLEL_DEGREE_POLICY が MANUAL または LIMITED に設定されている場合です。自動 DOP モード（AUTO

または ADAPTIVE）の場合、表の修飾はすべて無視されます。 

また、1 番目の例で設定した場合は、要求した DOP が次の方法で選択されます。 

• CUSTOMERS 表だけにアクセスする問合せには、要求された DOP の 8 を使用します。 

• SALES 表にアクセスする問合せでは、DOP として 16 を要求します。 

• SALES 表と CUSTOMERS 表の両方にアクセスする問合せは、DOP16 で処理されます。Oracle では、高いほうの

DOP が使用されます 2。 

プロデューサ/コンシューマ・モデルで処理するために、パラレル処理に 2 組の PX サーバー・セットが必要な場

合は、割り当てる PX サーバーの数が必ず要求された DOP の 2 倍になるようにすることができます。 

 

パラレル操作の同時実行性の管理 

Oracle のパラレル実行機能は、予想されるワークロード・パターンに関係なく、使用中の環境にもっとも適した

方法で使用されるようにする必要があります。そのためには、並列度を制御する以外に、次の 3 つの基本要件を

満たす必要があります。 

1. パラレル処理でシステムに負荷がかかり過ぎないようにする。 

2. どのような文が発行されても、必要なパラレル・リソースが確実に割り当てられるようにする。 

3. ユーザー・グループごとに異なる可能性がある優先順位を遵守する。 

オラクルの自動 DOP フレームワークは、ユーザーの介在なしにパラレル処理の使用状況を総体的に制御するだけ

でなく、最初の 2 つの要件にも対応しています。3 つ目の要件に対応する Oracle Database Resource Manager を組

み合わせると、世界でもっとも複雑な混合ワークロード要件に対処する包括的なワークロード管理フレームワー

クになります。 

パラレル実行（PX）サーバー・プロセスの数の管理 

PX サーバー・プロセスは、プロセスのプールからパラレル操作に割り当てられます。このプールに存在する PX

サーバー・プロセスの最大数は、パラメータ PARALLEL_MAX_SERVERS で設定します。これは、プロセスが多過

ぎてシステムが過負荷になることを防ぐために使用するハード・リミットです。このパラメータはデフォルトで

次の値に設定されます。 

5 * concurrent_parallel_users * CPU_COUNT * PARALLEL_THREADS_PER_CPU 

  

 
2 パラレルの CREATE TABLE AS SELECT 文のように、このルールが適用されない文もあります。このような例外については、このホワイト・ペーパーで

は取り上げていません。 
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concurrent_parallel_users の値は次のように計算されます。 

• MEMORY_TARGET ま た は SGA_TARGET 初 期 化 パ ラ メ ー タ が 設 定 さ れ て い る 場 合 の 値 は 、

concurrent_parallel_users = 4 です。 

• MEMORY_TARGET もSGA_TARGET も設定されていない場合は、PGA_AGGREGATE_TARGET がチェックされます。

PGA_AGGREGATE_TARGET に値が設定されている場合は、concurrent_parallel_users = 2 となります。

PGA_AGGREGATE_TARGET に値が設定されていない場合は、concurrent_parallel_users = 1 となります。 

プールに存在するプロセスがすべて割当て済みの場合、並列処理が必要な新しい操作はシリアルまたはダウング

レードした DOP で実行されるため、操作のパフォーマンスが低下します。 

PARALLEL_MAX_SERVERS に達して操作がシリアルになったりダウングレードされたりしないようにするために、

自動 DOP の場合はパラメータ PARALLEL_SERVERS_TARGET で設定されるもう 1 つの制限が使用されます。 

このパラメータはデフォルトで次の値に設定されます。 

2 * concurrent_parallel_users * CPU_COUNT * PARALLEL_THREADS_PER_CPU 

PARALLEL_SERVERS_TARGET は、文のキューイングが使用されるまでの間、パラレル文の実行に使用できる PX

サーバー・プロセスの数です。この値を PARALLEL_MAX_SERVERS よりも小さく設定すると、どのパラレル文に

も、必要な PX サーバー・リソースがすべて割り当てられるようになり、PX サーバーによってシステムに負荷が

かかり過ぎることがなくなります。文のキューイングをアクティブ化してあっても、シリアル（非パラレル）文

は す べ て 即 時 実 行 さ れ ま す 。 低 い ほ う の 上 限 （PARALLEL_SERVERS_TARGET） が 考 慮 さ れ る の は 、

PARALLEL_DEGREE_POLICY （自動 DOP の全機能を起動するための必須の初期化設定）を AUTO または

ADAPTIVE に設定して実行している場合のみです。 

 

図23：PXサーバー・プロセスの数の上限を示す構成例 

 

文のキューイングによる同時パラレル処理の管理 

SQL 文の実行が特定の DOP で開始されると、実行が完了するまで文の DOP は変わりません。そのため、使用可

能なパラレル・サーバーが不足していたなどの理由で、DOP を低くして開始した場合は、SQL 文の実行が完了す

るまでに予想以上の時間がかかることがあります。 

文のキューイングを使用すると、現在使用できる以上のパラレル・リソースを必要とする SQL 文はキューに入れ

られます。必要なリソースが使用できる状態になると、SQL 文はデキューされて実行に移されます。Oracle では、

低い DOP やシリアルで文を実行できるようにするのではなく、文をキューイングすることにより、要求された

DOP で文が実行されることを保証しています。 
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図24：文のキューイングの仕組み 

文のキューは、文が発行された時刻に基づく先入先出（FIFO）キューです。システム上でアクティブなパラレ

ル・サーバー・プロセスの数が PARALLEL_SERVERS_TARGET3以上になると、文のキューイングが始まります。 

なお、パラレル文をキューイングする主目的は、文を“永遠に”キューに入れておくことではなく、要求された量の

リソースが使用可能になるまでの短時間だけ文がキューイングされるようにすることです。万一、文が長時間にわ

たりキューイングされる場合は、許可している最大 DOP（PARALLEL_DEGREE_LIMIT）を変更して同時実行性が

高くなるようにするか、ワークロードに対してシステムのサイズが小さすぎないか確認する必要があります。 

キューイングされている SQL 文は、[GV|V]$SQL_MONITORまたは Oracle Enterprise Manager（Oracle EM）の SQL

監視スクリーンを使用して特定できます。 

SELECT sql_id, sql_text  

FROM [GV|V]$SQL_MONITOR  

WHERE status=’QUEUED’; 

文がキューに入っているかどうかの識別に使用できる待機イベントも 2 つあります。resmgr:pq queued は、セッ

ションがキューで待機中であることを示す待機イベントです。 

ヒント NO_STATEMENT_QUEUING を使用している文と、Oracle Database Resource Manager のディレクティブ

PARALLEL_STATEMENT_CRITICAL を BYPASS_QUEUE に設定して実行した文は、文のキューをバイパスして即

座に実行できます。 

文のキューは、パラメータ PARALLEL_DEGREE_POLICY が AUTO または ADAPTIVE に設定されている場合のみア

クティブです。 

 

Oracle Database Resource Managerによる同時パラレル処理の管理 

Oracle Database Resource Manager を使用すると、Oracle Database 内での作業に優先順位を付けたり、特定の

ユーザー・グループに対してリソースへのアクセスを制限したりできます。同時環境でパラレル実行を使用して

いる場合は、Oracle DBRM を使用することを強くお勧めします。Oracle DBRM を使用すると、個々の文またはコ

ンシューマ・グループ全体で使用できる DOP の上限および PX サーバーの数を制御したり、パラレル文にコン

シューマ・グループ間での優先順位を付け、優先順位の高い要求により多くの PX リソースが割り当てられるよう

にしたりできます。また、ユーザーごとに異なるキューを割り当て、優先順位の低い要求の後に優先順位の高い

 
3 Oracle Database Resource Manager を使用した場合は、各コンシューマ・グループに専用のパラレル文キューと parallel_servers_target の全体量の一定

割合が割り当てられます。 
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要求がキューイングされないようすることもできます（11.2.0.2 以降の Oracle Database Resource Manager を使用

すると、すべてのユーザーに単一のキューを使用するのではなく、ユーザー・グループごとに別々のキューを使

用できます）。 

本書の目的から外れるため、Oracle DBRM をパラレル実行と併用する方法についての詳しい説明は割愛します。 

 

パラレル実行を制御する初期化パラメータ 

データベース内でのパラレル実行の動作は、いくつかの初期化パラメータを使用して制御または統制できます。

ただし、じっくり検討する必要があるのは、Oracle データベースのパラレル実行の制御に必要なもっとも基本的

なパラメータだけです。 

PARALLEL_DEGREE_POLICY：インメモリ PX、自動 DOP および文のキューイングを有効化するかどうかを制御し

ます。下位互換性を維持するためにデフォルト値は MANUAL となっています。この値の場合、これらの機能は無

効化されます。 

LIMITED に設定すると、自動 DOP のみが有効化されます。インメモリ PX と文のキューイングは無効化されま

す。自動 DOP が適用されるのは、PARALLEL 句で修飾されてはいるものの表属性として DOP が明示に指定され

ていない表または索引にアクセスする文のみです。特定の DOP が指定されている表および索引には、指定の DOP

が使用されます。 

AUTO または ADAPTIVE に設定すると、自動 DOP、文のキューイングおよびインメモリ PX がすべて有効化され

ます。自動 DOP は、PARALLEL 句で明示的に修飾されているオブジェクトにアクセスするかどうかに関係なく、

すべての SQL 文に適用されます。 

このパラメータは AUTO に設定することをお勧めします。 

PARALLEL_SERVERS_TARGET：これは、文のキューイングが使用されるまでの間実行できるパラレル・サー

バー・プロセスの数を指定するパラメータです。パラメータ PARALLEL_DEGREE_POLICY が AUTO または

ADAPTIVE に設定されている場合のみアクティブになります。必要な数の PX サーバー・プロセスが使用可能でな

い場合に、パラレル実行を必要とする SQL 文がキューに入れられます。システム上でアクティブなパラレル・

サーバー・プロセスの数が PARALLEL_SERVERS_TARGET 以上になると、文のキューイングが始まります。この

パラメータのデフォルトはPARALLEL_MAX_SERVERS の 40 %で、他の操作（文のキューを迂回するパラレル文な

ど）のためにいくらかのリソース・バッファが確保されるようになっています。 

このパラメータは、パラレル処理に使用できる割当て済みのシステム・リソースを考慮しながら、自動 DOP で管

理されているパラレル操作に必要な値に設定することをお勧めします。 

PARALLEL_DEGREE_LIMIT：文をパラレル実行する必要の有無と文で使用する必要がある並列度は、自動並列度

を使用して自動的に判定されます。文の並列度は、文のリソース要件に基づいてオプティマイザで自動的に決定

されます。ただし、パラレル・サーバー・プロセスによるシステムの過負荷が発生しないようにするために、使

用される並列度はオプティマイザによって制限されます。この制限を課すのが PARALLEL_DEGREE_LIMIT です。

このパラメータはデフォルトで CPU に設定されます。この場合、最大 DOP はシステムのデフォルト DOP に制限

されます。最大 DOP を細かく制御する場合はこのパラメータをデフォルトのままにして Oracle Database 

Resource Manager を使用することをお勧めします。 
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次の表は、その他のパラレル実行初期化パラメータについて簡単に説明したものです。 

その他の初期化パラメータの概要 

パラメータ名 デフォルト値 推奨される値 説明 

PARALLEL_MIN_SERVERS CPU_COUNT * 
PARALLEL_THREADS_ 
PER_CPU * 2 

デフォルト。連続使用

されるPXサーバーの最

小数まで増やすことを

検討してください。 

データベース・インスタンスによって

常に割り当てられているパラレル実行

サーバーの最小数を定義します。 

PARALLEL_MAX_SERVERS PARALLEL_THREADS_PE 

R_CPU * CPU_COUNT * co 
ncurrent_parallel_users * 5 

デフォルト データベース・インスタンスで割当

て可能なパラレル実行サーバーの最

大数を定義します。これはハード・

リミットであり、これを超過するこ

とはできません。 

PARALLEL_ADAPTIVE_ 
MULTI_USER 

TRUE FALSE 同時ワークロードに基づいて文の

DOPを引き下げます。応答時間を予

測できなくなる場合があります。 

PARALLEL_FORCE_LOCAL FALSE デフォルト Oracle RAC環境において、文が発行

されたノードにパラレル・サー

バー・プロセスを限定するかどうか

を制御します。 

PARALLEL_MIN_PERCENT 0 デフォルト パラレル実行に必要なパラレル実行

プロセスとして要求する数の最小割

合です。 

PARALLEL_MIN_TIME_ 
THRESHOLD 

AUTO デフォルト 自動DOPが起動されるまでの文の最小

実行時間。デフォルトは10秒です。 

PARALLEL_THREADS_ 
PER_CPU 

2 ハイパースレッドを 
有効にしたプラット

フォームの場合は1、 
それ以外のプラット

フォームの場合は2 

パラレル実行中にCPUで処理できる

パラレル・プロセス数です。 

PARALLEL_EXECUTION_ME
S SAGE_SIZE 

16 KB デフォルト。 パラレル・サーバー・プロセス同士

およびパラレル・サーバー・プロセ

スとQCとの通信に使用されるバッ

ファのサイズです。 
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結論 

パラレル実行を使用すると複数のシステム・リソースが使用され、データベース操作の応答時間が大幅に短縮さ

れます。パラレル実行がスケーラブルであるためのもっとも重要な前提条件は、リソースの可用性です。 

本書では、Oracle Database でのパラレル実行の仕組みについて詳しく説明するとともに、パラレル実行を効果的

に有効化および使用する方法についての推奨事項を紹介しています。 

Oracle Database は、DDL、DML、問合せと、SQL ベースのどの操作でもパラレル化できる強力な SQL パラレル実

行エンジンを備えています。オラクルの自動 DOP と Oracle Database Resource Manager を併用すれば、あらゆる

種類のデータベース・アプリケーションに対応する、世界でもっとも複雑な混合ワークロード要件に対処する包

括的なワークロード管理フレームワークが手に入ります。 
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