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はじめに 

Oracle Database In-Memory は、Oracle Database 12c Release 2 と、オンプレミス、Oracle 
Cloud at Customer、Oracle Cloud で使用できます。Oracle Database In-Memory によってイン
メモリ機能が Oracle Database に追加されるため、分析問合せが透過的に桁違いに高速化し、
アプリケーション・コードの変更なしで、ビジネスの決断をリアルタイムで下せます。"デュ
アル・フォーマット"のアーキテクチャを利用し列形式のデータを分析問合せに活用すること
でこれを達成し、同時に、オラクルの既存テクノロジーとの互換性をすべて維持します。この
"デュアル・フォーマット"アーキテクチャにより、双方の利点がもたらされます。従来の行形
式はオンライン・トランザクション処理（OLTP）の処理にきわめて効率的ですが、列形式は
超高速で分析レポートに適しています。 

Oracle Database In-Memory は Oracle Database と完全統合されているため、In-Memory の列
ストア（IM 列ストア）を Oracle オプティマイザが完全に認識し、分析問合せに列形データの
優れた分析能力を透過的に活用します。これは行ストアをベースとする問合せと同じく、問合
せコストを基盤として実現されます。このため Oracle Database In-Memory では、アプリケー
ション SQL が変更なしで実行可能です。IM 列ストアは純粋なインメモリ構造であり、オン
ディスク形式が一切変更されないため、既存の Oracle Database 機能は Database In-Memory
による完全サポートを受け続けます。 

このホワイト・ペーパーは、Oracle Database In-Memory の実装および使用を成功させるサ
ポート情報を提供します。Oracle Database In-Memory は既存のデータベース環境を中断する
ことなく分析ワークロードを高速化します。このホワイト・ペーパーでは、最小限の"チュー
ニング"労力で実装を成功させるために必要なタスクについて、また、あらゆるパフォーマン
スのリグレッションを最大限に回避する可能性について、概要を記しています。こうした情報
は、オラクルの多くの実装参加経験やお客様との連携経験を基にしており、大半の状況でうま
く機能するものと考えられます。 

本書は、ホワイト・ペーパー『Oracle Database In-Memory』に記載された Oracle Database 
In-Memory の基礎に精通している読者を想定しています。 

計画 

分析ワークロードの特定 

Oracle Database In-Memory（Database In-Memory）は、万能型ではありません。特に分析的ワー
クロードをターゲットとしており、このため、列形式で IM 列ストアが移入されます。列形式は比
較的少数の列をスキャニングおよびフィルタリングする上で理想的かつ、きわめて効率的です。重
要なのは、Database In-Memory と従来の Oracle Database 行ストア形式の根本的な違いを理解する
ことです。行形式は OLTP タイプのワークロードで優秀さを発揮しますが、列形式はそうでなく、
Database In-Memory は OLTP ワークロードを高速化しません。 

Database In-Memory に理想的なワークロードは、大量データのスキャンと限られた列数へのアクセス
を行い、小数の値を戻すため集計とフィルタ基準を使用する、分析的問合せです。最大のメリットが
受けられるのは、時間の大半をデータのスキャンとフィルタに費やす問合せです。複雑な結合、百万
単位の行のソートまたはクライアントへの戻しについては、メリットは小さくなります。このため、
データのスキャン中に可能な限り多くの問合せを実行することが目標だと考えるといいでしょう。

http://www.oracle.com/technetwork/database/in-memory/overview/twp-oracle-database-in-memory-2245633.html
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Database In-Memory は条件フィルタをデータ・スキャンへ直接プッシュする能力を活かすことによっ
て、Bloom フィルタを使用して結合をより大きな表のスキャンの一部として適用できるフィルタに変
換し、また、集計をスキャンの一部として実行することによって Vector Group By を使用し、データ
をスキャンしながら問合せ処理の大部分を完了できます。その他の Database In-Memory 機能はこう
したプライマリ属性を補完します。また、列スキャンのさらなる高速化をめざす単一命令複数データ
（SIMD）ベクター処理やインメモリ・ストレージ索引プルーニングなどが含まれます。 

純粋な OLTP が関わるワークロード、つまり単一行または数行のみを選択する問合せに伴う挿入、
更新および削除（例：DML）は、一般に Database In-Memory からメリットを受けません。大半が
ETL で、データが書込み専用および読取り 1 回限りのワークロードも、あまりよい候補ではありま
せん。ただし、ソース・データが IM 列ストア内にある場合は例外となることがあります。この場
合、データを行ストアからフェッチせず IM 列ストアをスキャニングしたことにより時間が短縮さ
れた分、ロード時間を短くできる可能性があります。 

Database In-Memory 実装時によくある疑問は、次の 2 つです。 

» IM 列ストアに移入されるオブジェクトをどのように特定するか。 

» メモリをどのくらい IM 列ストアに割当てたらよいか。 

上記 2 つの答えは、各アプリケーション環境に大きく依存します。Database In-Memory では、
データベース全体をメモリへ移入する必要がないため、移入するオブジェクトをお客様が決定する
ことになります。Database In-Memory のターゲットとなるアプリケーション・ワークロードに関
する理解に代わるものではありませんが、どのオブジェクトを IM 列ストア内に移入するとアプリ
ケーションがもっともメリットを受けるかを把握することが常に現実的とは限りません。Database 
In-Memory からもっともメリットを受けるオブジェクトを判断する一助として、Oracle Database 
In-Memory Advisor（In-Memory Advisor）と呼ばれるツールを利用できます。In-Memory Advisor
は独立ツールとして入手できるため、データベース・バージョン 11.2.0.3 以上で使用可能です。こ
れにより、Database In-Memory 実装前に、既存データベース環境に対して事前計画をすることが
可能です。In-Memory Advisor について詳しくは、My Oracle Support から Note 1965343.1 および
『In-Memory Advisor』テクニカル・ホワイト・ペーパーを検索して入手できます。 

2 番目の質問に対する回答は、Compression Advisor（すなわち BMS_COMPRESSION PL/SQL パッ
ケージ） です。これは Oracle Database 12.1.0.2 以上で改良されており、Database In-Memory の異
なる圧縮レベルを認識し、懸案のオブジェクトによって IM 列ストア内で消費されるメモリ量を
ターゲットの圧縮レベルに基づいて測定します。 

Database In-Memoryの動作の仕組みについて 

Database In-Memory はあらゆる種類のワークロードにメリットをもたらすわけではないため、
Database In-Memory が動作する仕組みを理解することは重要です。前述のとおり、Database In-
Memory からメリットを最大限に受けるのは、実行時間の大半をデータのスキャンとフィルタ、同
じく結合の実行とデータの集計に費やす問合せです。これは実行計画に反映され、全表のインメモ
リ・スキャン（すなわち TABLE ACCESS INMEMORY FULL）、インメモリ表上の Bloom フィルタと
のハッシュ結合、または Vector Group By を使用した集計が表示されます。実行計画はさらに、条
件プッシュダウンおよびインメモリ・スキャンのフィルタも表示します。こうした操作はすべて、
Database In-Memory に含まれる最適化からメリットを受けます。それ以外の他の操作は、
Database In-Memory からメリットを受けません。これには DML 操作（すなわち挿入、更新、削
除）、ソート、行フェッチ、その他の種類の結合、索引アクセスなどが含まれます。 

http://www.oracle.com/technetwork/jp/database/manageability/inmemory-advisor-2412222-ja.html
http://www.oracle.com/technetwork/jp/database/manageability/inmemory-advisor-2412222-ja.html
http://www.oracle.com/technetwork/jp/database/manageability/info/twp-in-memory-advisor-bp-2430474-ja.pdf
http://www.oracle.com/technetwork/jp/database/options/compression/compression-advisor-095705-ja.html
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成功基準の特定 

Database In-Memory の実装時は、成功基準を定義することが重要です。すべてのトランザクショ
ンまたは SQL 文から改善を得ようと試みて、実装が行き詰った事例は多数あります。分析的な性質
の SQL 文であれば大半は改善する、というのが現実です。改善の度合いは、スキャン、フィルタ、
結合およびデータ集計に費やした時間の長さに大きく依存します。その他の大きな成功要素の 1 つ
は、SQL 文がパフォーマンスで一切リグレッションしないことです。オラクルは確実にリグレッ
ションが発生しないようにする一助となる手法を提供します。 

測定可能な成功基準を設けるのに重要な方法は、アプリケーションまたは選択した SQL 文にパ
フォーマンスのベースラインを設けることです。標準的な基準になるのはトランザクションまたは
SQL の応答時間、およびシステム・レベル・ワークロードである可能性があります。 

ベースラインを設けるのにもっともシンプルな方法は、分析的な性質でなおかつ実装のターゲット
となる SQL 文を特定することです。これはアプリケーションに関する知識に基づいて、または前述
のとおり In-Memory Advisor を使用して行うことができます。特定後は、パフォーマンス特性を
ベースラインとして測定および記録することが可能です。以前の Oracle Database リリースから
アップグレードする場合でも、あるいは新しいアプリケーションを実装する場合でも、ベースライ
ンは Database In-Memory の実装前に Oracle Database 12c で設定するべきです。これには最低でも、
懸案の SQL 文の経過時間の記録が関わりますが、実行プランの収集およびその他のデータベース・
パフォーマンス・メトリクスの測定も含む可能性があります。ベースライン設定の一部として、関
与するハードウェアのプラットフォームとソフトウェアについて検討することは重要です。たとえ
ば、異なるハードウェア・プラットフォームまたは CPU 生成に移行する場合、同じパフォーマンス
は期待できません。あらゆるベンチマーク類似プロジェクトと同様に、テストが確実に繰り返し可
能であることも重要です。Oracle Database の場合は、実行計画を安定させる必要があること、ア
プリケーション環境が一定の状態に達している必要があることを意味します。この結果、代表的な
環境をレプリケートするため、多数の繰り返し実行と複数ユーザーによるテストの必要性が生じる
かもしれません（こうした問題は本書にてのちほど詳しく議論します）。 

ベースラインの設定後、Database In-Memory からどのくらいのメリットが得られるかを比較でき
ます。何を期待するかを定義することも重要です。どの程度の改善をもたらす必要がありますか。
たとえば、ターゲットの SQL 文またはトランザクションすべてを改善する必要がありますか。その
場合、どの程度改善する必要がありますか。10 倍の改善は受け入れられますか。その改善から、ビ
ジネス上の価値をどの程度もたらすことができますか。こうした質問は、Database In-Memory 実
装の成功を判断するインプットとして使用できます。 

データベースのアップグレード 

Database In-Memory は Oracle Database 12.1.0.2 以上が必要なため、Database In-Memory の実装で
も Oracle Database 12c へのアップグレードが要求されるのがごく一般的です。この場合、12c への
アップグレードおよび Database In-Memory 実装の 2 つのアクティビティは、個別に実行するべき
です。これは非常に重要な検討事項です。複数を同時に変更すると、パフォーマンスのリグレッ
ションの根本原因を特定することが非常に困難になります。アップグレード・アクティビティを
Database In-Memory 実装と分離させることで、パフォーマンスのあらゆるリグレッションに対す
るトラブルシューティングがきわめて簡単になります。 

データベースのアップグレード前に既存のオプティマイザ統計情報と実行計画を保存することは、
Oracle ベスト・プラクティスです。データベースのアップグレードは新たな機能の導入をもたらし、

http://www.oracle.com/technetwork/jp/database/manageability/inmemory-advisor-2412222-ja.html
http://apex.oracle.com/pls/apex/f?p=202202:2:::::P2_SUCHWORT:BestPractice122
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これが動作の変化につながることがあります。リグレッションの発生した可能性のある変化の発見
およびあらゆる実行計画の修正を簡単に行うためには、アップグレード開始前に、実行計画および
オプティマイザ統計情報について十分理解しておく必要があります。所定のアップグレードかまた
は新規データベースへのアップグレードであるか、あるいはアップグレード済みのテスト・データ
ベースを初めてテストをすることは、その後のオプティマイザ統計情報および実行計画への関わり
方に影響します。また、両方を異なるデータベースに転送し、アップグレード中に変化が起きない
よう保証することも可能です。 

オプティマイザ統計の保存 

アップグレード実施前に、現在のオプティマイザ統計情報セットを取得しておくこと必要がありま
す。これは既存の実行計画の保存に役立ち、変更を最小限に抑えることにもつながります。各アプ
リケーション・スキーマについてのオプティマイザ統計情報のバックアップを維持する最善の方法
は、オプティマイザ統計情報を統計表にエクスポートすることです。その後、必要に応じてリスト
アするか、または別のデータベースに移動できます。DBMS_STATS.EXPORT_*_STATS および
DBMS_STATS.IMPORT_*_STATS プロシージャを、この目的に使用できます。 

実行計画の保存 

既存システムの場合、データベース・アップグレードの一環として計画に変化が起こらないよう保
証する方法としては、実行計画を保存することがもっとも簡単です。これらの計画が確実に使用さ
れるには、アップグレードされたデータベースで SQL 実行リグレッションが一切発生しないように
することが、唯一の実用的な手段です。これは一般にプラン・スタビリティと呼ばれ、Oracle 
Database の SQL 計画管理機能により、プティマイザが実行計画を自動管理し、既知または検証済
みの計画のみが使用されるよう保証されます。 

既存の実行計画を保存するもっともシンプルな方法は、SQL Tuning Sets（STS）を使用して計画を
取得することです。SQL Tuning Set は SQL 文と関連するメタデータ（既存の実行計画を含む）をグ
ループ化します（DBMS_SQLTUNE.SELECT プロシージャ内の attribute_list パラメータを参照）。こ
のプロセスは本書の「プラン・スタビリティ」の項で詳しく説明されています。これには Oracle 
Tuning Pack のライセンスが必要となることに注意してください。Oracle Tuning Pack のライセン
スがない場合、SQL 計画ベースラインまたは保存されたアウトラインを使用して計画を取得するこ
ともできます。詳しくは、『Oracle Database 12c Release 2 Database SQL Tuning Guide』の
「Manual Plan Capture」を参照してください。 

構成 

最新データベース・リリース更新の適用 

Database In-Memory の実装を開始する前に、最新のデータベース・リリース更新（以前の
Database Proactive Bundle Patch）が適用されていることを確認する必要があります。Database In-
Memory の修正は Database Release Updated プロセスのみを通じて配布され、これにより、最新の
パフォーマンスで修正が補強されたことが保証されます。データベース・リリース更新は、事前に
定義されたスケジュールに従い四半期に一度配布され、累積されていきます。各データベース・リ
リース更新には最新のプログラム・サービス更新（PSU）が含まれるため、PSU またはシステム・
パッチ更新（SPU、以前の CPU）に置き換わります。パッチ適用に関する追加情報について詳しく
は、次の Oracle サポート文書『Oracle Database - Overview of Database Patch Delivery Methods
（MOS Note:1962125.1）』を参照してください。 

http://www.oracle.com/technetwork/database/bi-datawarehousing/twp-bp-optimizer-stats-04042012-1577139.pdf
http://www.oracle.com/technetwork/jp/database/bi-datawarehousing/twp-sql-plan-mgmt-12c-1963237-ja.pdf
http://docs.oracle.com/database/122/TGSQL/managing-sql-tuning-sets.htm#TGSQL516
http://docs.oracle.com/database/122/TGSQL/overview-of-sql-plan-management.htm#TGSQL624
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詳しくは、お使いのリリースに合わせて次の注記を参照してください。 

» Database 12.2.0.1 Proactive Patch Information（MOS Note:2285557.1） 

» Database 12.1.0.2 Proactive Patch Information（MOS Note:2285558.1） 

メモリ割当て 

Database In-Memory を既存のデータベース環境に追加するときは、IM 列ストアをサポートするた
め、さらにメモリを追加することが重要です。IM 列ストアに対するサイズ要件を満たすために、他
のシステム・グローバル領域（SGA）コンポーネントのサイズを犠牲にする計画はすべきではあり
ません。IM 列ストアのサイジングは、In-Memory Advisor および Compression Advisor を使用して
実行可能です。いずれも本書で後述しますが、アプリケーション・ワークロードに関する知識があ
ればこのプロセスをより簡単かつ正確にすることができます。 

Oracle Real Applications Cluster（Oracle RAC）環境で Database In-Memory を使用するときは、さ
らにメモリを共有プール追加する必要もあります。Oracle RAC 環境では、In-Memory 圧縮単位
（IMCU）の一部としてデータベース・ブロックが IM 列ストアへ移入されるたびに、Database In-
Memory が RAC 規模のロックをこのデータベース・ブロックへ割当てます。この RAC ロックは、
あらゆる RAC インスタンスのデータベース・ブロック上で DML を行おうとする試みを保証し、移
入される他のすべてのインスタンスの列ストアのデータベース・ブロックを無効にします。追加の
メモリは、IMCU ホーム・ロケーション・マップにも要求されます。これは本書「並列処理の使
用」の項の自動 DOP のトピックで詳しく説明します。 

Database In-Memory によって共有プールから割当てられるメモリ量は、複数の要素に依存します。 

» IM 列ストアのサイズ 

» IM 列ストア内に移入されたデータの圧縮率 

» データベース・ブロックのサイズ 

» RAC ロックのサイズ（約 300 バイト） 

In-Memory 列ストアに対するメモリの割当ては、下記の一般的な計算式に従い、システム・グロー
バル領域（SGA）に割当てるべきメモリ追加量に対する最低推奨事項を考慮することを推奨します。
こ う し た 推 奨 事 項 は 、 自 動 共 有 メ モ リ 管 理 （ ASMM ） お よ び SGA_TARGET お よ び
PGA_AGGREGATE_TARGET 初期化パラメータの使用を想定して作成されています。管理メモリにつ
いて詳しくは、『Database Administrator's Guide 』を参照してください。 

データベースの種類 SGA_TARGET PGA_AGGREGATE_TARGET** 
シングル・インスタン

ス・データベース 
SGA_TARGET + 
INMEMORY_SIZE 

PGA_AGGREGATE_TARGET 

RACデータベース SGA_TARGET + 
(INMEMORY_SIZE * 1.1) 

PGA_AGGREGATE_TARGET 

図1：メモリ割当て 

http://www.oracle.com/technetwork/jp/database/manageability/inmemory-advisor-2412222-ja.html
http://www.oracle.com/technetwork/jp/database/options/compression/compression-advisor-095705-ja.html
http://docs.oracle.com/database/122/ADMIN/managing-memory.htm#ADMIN00207
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**Database In-Memory 問合せは大規模な集計を実行する傾向にあり、追加のプログラム・グロー
バル領域（PGA）メモリを使用できる点にご留意ください。十分な量の PGA メモリを使用できない
場合、一時表領域内の領域を使用できます。シングル・データベース・プロセスで使用できる PGA
メモリの最大量は 2 GB ですが、並列問合せの場合は 2 GB * PARALLEL_MAX_SERVERS まで上げら
れます。PGA_AGGREGATE_TARGET のサイジングでは、この点に留意してください。 

あらゆる結合、集計、またはソートの各操作がメモリ内に残り、ディスクへの漏れが回避されるよ
う保証するため、十分な PGA メモリ量を割当てる必要があります。既存システムの場合、初回の
SGA および PGA サイズを特定するよい方法は、自動ワークロード・リポジトリ（AWR）レポート
を使用することです。アドバイザリ統計のセクションにバッファ・プール・アドバイザリのセク
ションと PGA メモリ・アドバイザリのセクションがあります。 

データベース・パラメータ設定 

すべての初期化パラメータをデフォルト設定から開始することを強く推奨します。つまり、既存の
カスタム設定、特にオプティマイザに影響するカスタム設定の設定を解除する可能性もあるという
ことです。たとえば、前回のデータベース・リリースで、次のパラメータを非デフォルト値へ設定
することがよくあります。 

» OPTIMIZER_DYNAMIC_SAMPLING 

» OPTIMIZER_INDEX_CACHING 

» OPTIMIZER_INDEX_COST_ADJ 

» OPTIMIZER_FEATURES_ENABLE 

お使いの Oracle Database リリース時に Oracle サポートの要請で設定したものでない限り、すでに
設定済みのアンダースコア・パラメータの設定を解除することを強く推奨します。 

次のパラメータは使用量に基づき設定する必要があります。 

INMEMORY_SIZE - 最初はベースライン 0 で、その後、要求される IM 列ストア内のオブジェクト領
域に基づいて設定します。 

適切なサイズを設定するためにこれが反復プロセスになる可能性がある点、また、IM 列ストアが
SGA から割当てられるため、サイズ（すなわち SGA_TARGET または MEMORY_SIZE）を収納するた
めにその他の初期化パラメータを修正する必要が生じる可能性がある点に留意してください。 

もう 1 つの留意点は、Oracle Database 共有メモリ割当てのサイズを増やすことは、オペレーティ
ング・システムも関わる可能性があることです。Database In-Memory は Oracle Database による共
有メモリの使用方法に関わる動作、あるいは OS 最適化実行方法を変えません。 

ただし、Database In-Memory を活用するデータベースの大半は、大容量のメモリ・フットプリン
トを備えているため、Linux の場合 HugePages の使用からメリットを得る可能性が高くなります。
次の 2 点は、HugePages で使用できる MOS Note です。 

» HugePages on Oracle Linux 64-bit（MOS Note:361468.1） 

» HugePages on Linux:What It Is... and What It Is Not...（MOS Note:361323.1） 

追加のデータベース固有情報については、お使いのプラットフォームに適切なインストールおよび/ま
たは管理ガイドを、更新については My Oracle Support（MOS）Note を参照することを推奨します。 
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Multitenant Database内のメモリ割当て 

Oracle Multitenant は Oracle Database 12c 内の新しいデータベース統合モデルで、単一のコンテ
ナ・データベース（CDB）内に複数のプラガブル・データベース（PDB）が統合されています。単
一データベースの分離の多くの側面を維持しながら、システム・グローバル領域（SGA）および共
通 CDB のバックグラウンド・プロセスを複数の PDB が共有できます。 

 

図2：マルチテナントPDB 

PDB は Oracle Database In-Memory とともに使用されるとき、単一の In-Memory 列ストア（IM 列
ストア）も共有するため、「IM 列ストア内で各 PDB が使用できるメモリ量をどうコントロールす
るか」という疑問が持ちあがります。 

 

IM 列ストアの合計サイズは、CDB 内の INMEMORY_SIZE パラメータ設定でコントロールします。
デフォルトでは、各 PDB は IM 列ストア全体を確認してすべてを移入し、他の PDB を消費する可能
性 が あ り ま す 。 PDB の 消 費 を 避 け る た め 、 次 の コ マ ン ド を 使 用 し て 特 定 の PDB 内 で
INMEMORY_SIZE パラメータを設定し、PDB で使用できる共有 IM 列ストアの量を指定できます。 

 

ALTER SYSTEM SET inmemory_size = 4G container = CURRENT scope = spfile 

特定の CDB 内のすべての PDB が IM 列ストアを使用する必要はありません。一部の PDB では
INMEMORY_SIZE パラメータを 0 に設定できます。つまり、こうした PDB では In-Memory 列スト
アがまったく使用されないことを意味します。次に PDB の事例 3 つを示します。 

 

図3：Multitenant In-Memory割当て 

https://blogs.oracle.com/Multitenant/
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準備 

アプリケーションのアーキテクチャ 

Database In-Memory は、よいパフォーマンスを達成するため最適な実行計画を生成する Oracle 
Optimizer の能力に大きく依存します。IM 列ストアにアクセスする SQL 問合せに関わるデータベー
ス・オブジェクトについて、可能な限り最高の情報をオプティマイザに提供することが重要となり
ます。オプティマイザ統計情報およびスキーマ設計を理解するため、Oracle ベストプラクティスに
従うこと、およびアプリケーション・スキーマに関する次のトピックを見直すことを推奨します。 

統計情報のレビュー 

オプティマイザ統計情報が、IM 列ストアと連動してアクセス対象となる問合せに関わるオブジェク
トの代理となることは必要不可欠です。統計情報はデフォルトで、統計情報を欠いているまたは古
い統計を持つすべてのオブジェクトについて、自動的に収集されます。ただし、統計情報を収集す
る方法とタイミングは、ワークロードに応じて変動し、本書の範囲外です。詳しくは、『Oracle 
Dat abase 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』を参照してく
ださい。 

絞込み条件定義のレビュー 

オプティマイザは、最適な実行計画の判断をサポートするため、絞込み条件定義を使用できます。
システムがデータウェアハウスであっても、問合せ対象となる各表の関係を判断する上で、絞込み
条件はオプティマイザにとって重要な手法です。データウェアハウス・システムにおいて問題とな
る可能性のあるパフォーマンスに対する異論の一部を抑制するため、DISABLE、NOVALIDATE およ
び RELY 絞込み条件の組み合わせを使用するオプションがあります。もちろん、こうしたテクニッ
クの使用は、ETL プロセスまたはアプリケーションに対するデータの整合性に関する責任を移行さ
せます。詳しくは、『Database Data Warehousing Guide』を参照してください。 

パーティション化のレビュー 

パーティション化は、オプティマイザによるパーティション・プルーニングの実行を可能にするこ
とにより、パフォーマンスに大きなメリットをもたらし、問合せを満たす上で不要なデータ・アク
セスの必要性を効果的に排除します。また、パーティション化は、巨大なデータセットを分割およ
び克服する戦略と考えることも可能です。パーティション化は、データ・アーキテクトがもっとも
パフォーマンスが重視されるデータのみを、たとえば IM 列ストアに配置することを可能にします。
多くの場合において、大多数の分析的問合せの対象となるのは最新データのみですが、その理由は
ビジネスにおける意思決定を促すものは最新データだからです。 

索引付けのレビュー 

分析的レポートの索引は Database In-Memory 使用時に省くことができるのが理想ですが、多くの
場合、どの索引がレポート索引で、どの索引が OLTP タイプの問合せに使用される索引であるかを
判断することは困難です。索引を省くよりも、索引を非表示にするほうが安全です。索引が非表示
の場合、その索引は維持されていてもオプティマイザによって使用されず、索引が再び必要とされ
るときに簡単に表示可能です。非表示索引を使用して 1 つまたは 2 つのビジネス・サイクル全体を
実行した後で、パフォーマンスの問題が一切起きない場合、索引は安全に省くことができます。 

http://www.oracle.com/technetwork/database/bi-datawarehousing/twp-optimizer-stats-concepts-110711-1354477.pdf
http://docs.oracle.com/database/121/TGSQL/toc.htm
http://www.oracle.com/technetwork/jp/database/bi-datawarehousing/twp-bp-for-stats-gather-12c-1967354-ja.pdf
http://www.oracle.com/technetwork/jp/database/bi-datawarehousing/twp-bp-for-stats-gather-12c-1967354-ja.pdf
http://docs.oracle.com/database/122/DWHSG/toc.htm
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Oracle Database In-MemoryとCompression Advisors 

前述のとおり、既存の Oracle Database 内の分析処理ワークロードを特定する一助として、Oracle 
Database In-Memory Advisor（In-Memory Advisor）を利用できます。In-Memory Advisor は、SQL
計画カーディナリティ、アクティブ・セッション履歴（ASH）、並列問合せの使用、およびその他
の統計情報に基づいて、データベース・アクティビティを分析します。追加情報については他の 2
つのホワイト・ペーパーを参照してください。『Examples of Advisor Usage』および『Oracle 
Database In-Memory Advisor ベスト・プラクティス』。Compression Advisor では、IM 列ストア内
のおおよそのメモリ・オブジェクト消費量を確認できます。 

並列処理の使用 

パラレル実行 

Database In-Memory は、I/O を実行計画から効果的に排除します。アクセス・オブジェクトが IM
列ストア内へ完全に移入されている問合せの場合、こうしたオブジェクトのアクセスに関わる I/O
はありません。問合せの応答時間は、CPU の数およびメモリ・アクセス速度のみに限定されます 1。
このため、問合せパフォーマンスを向上させるパラレル実行には、Database In-Memory が理想的
です。データウェアハウス環境において、パラレル実行の使用は一般的で理解が浸透しています。
ただし、OLTP および混合ワークロード環境では、パラレル実行はそれほど一般的に使用されるも
のではありません。オラクルの経験上、これは通常、パラレル実行がシステム・リソースをあふれ
させ、パフォーマンスの問題とリソースの競合を起こすことに対する懸念が原因と見られます。幸
運なのは、こうした懸念に対処できる戦略があり、パラレル実行の利点を活用できる混合ワーク
ロード環境が許容されることです。Oracle Database パラレル実行について詳しくは、ホワイト・
ペーパー『Oracle Database 12c でのパラレル実行の基本』を参照してください。 

自動DOP 

自動 DOP は、すべての SQL 文に対する並列度を Oracle Database が自動的に判断できるようにし
ます。これはオラクルが推奨するパラレル実行のコントロール方法です。初期化パラメータの設定
PARALLEL_DEGREE_POLICY を AUTO にすると、自動 DOP が有効化され、文実行のコストに基づい
て、文を並列で実行すべきかを Oracle Database が判断できるようにします。 

その他にも、自動 DOP に影響するパラメータとして、PARALLEL_MIN_TIME_THRESHOLD および
PARALLEL_DEGREE_LIMIT の 2 つがあります。こうしたパラメータは、重要でない文が並列化され
ないこと、およびデータベース・リソースが過度に使用されないことを保証します。デフォルトで、
PARALLEL_MIN_TIME_THRESHOLD の値は AUTO で、パラメータが 10 秒に設定されますが、問合
せ内のすべてのオブジェクトが IM 列ストアに移入される場合、パラメータは 1 秒にリセットされ
ます。その後、オプティマイザが文コストを使用して、PARALLEL_MIN_TIME_THRESHOLD パラ
メータの設定に基づき、文を並列モードで実行するかどうかを判断します。このパラメータはシス
テムまたはセッション・レベルを手動で設定でき、0 設定はすべての問合せに対してパラレル実行
を強制します。これについては、「RAC」の項で詳しく説明します。 

                            
1 行ストアからアクセスされる古い行、TEMP に対するソート漏れおよび部分的に移入されるオブジェクトまたはアクセス対象の移入されないオブ

ジェクトに関わる問題を無視します。 

http://www.oracle.com/technetwork/database/manageability/in-memory-advisor-usecases-3044094.pdf
http://www.oracle.com/technetwork/jp/database/manageability/info/twp-in-memory-advisor-bp-2430474-ja.pdf
http://www.oracle.com/technetwork/jp/database/manageability/info/twp-in-memory-advisor-bp-2430474-ja.pdf
http://www.oracle.com/technetwork/jp/content/parallel-execution-132539-ja.pdf
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実際の並列度（DOP ）は、すべての 文操作のコストに基づいて計算されます。パラメータ
PARALLEL_DEGREE_LIMIT は DOP を制限し、システム規模の上限に設定できます。自動 DOP が使
用されない場合（PARALLEL_DEGREE_POLICY が MANUAL に設定されている）、パラレル実行はオ
ブジェクト・レベルで、または文レベル・ヒント、またはオブジェクト・レベル・ヒントで有効に
できます。使用される DOP は、環境がシングル・インスタンス・データベースか RAC 環境かに応
じて、init.ora パラメータ PARALLEL_THREADS_PER_CPU および CPU_COUNT の組み合わせによっ
て指定された DOP に指定またはデフォルト設定できます。詳しくは、ホワイト・ペーパー『Oracle 
Database 12c でのパラレル実行の基本』を参照してください。 

リソース・マネージャ 

リソース・マネージャは、CPU 使用時の上限、作業の優先順位付けおよびユーザー・グループに対
するリソースへのアクセス制限に加えて、粒度の細かい最大 DOP コントロールの管理に使用でき
ます。これは、パラレル実行使用時にリソース使用率の管理方法として推奨されます。 

データベース・リソース・マネージャも、リソース・プランのセットアップにより、Database In-
Memory 移入中のリソース使用率のコントロールに使用できます。デフォルトで、インメモリ移入
は ora$autotask コンシューマ・グループで実行され、移入をトリガーしたユーザーのコンシュー
マ ・ グ ル ー プ 内 で 実 行 さ れ る オ ン デ マ ン ド 移 入 は 例 外 と な り ま す 。 リ ソ ー ス ・ プ ラ ン に
ora$autotask コンシューマ・グループが存在しない場合、移入は OTHER_GROUPS で実行されます。
次に、個別のリソース・メネージャのコンシューマ・グループに対する In-Memory 移入サーバーの
割当て事例を挙げます。 

BEGIN 
DBMS_RESOURCE_MANAGER.SET_CONSUMER_GROUP_MAPPING( 
attribute => 'ORACLE_FUNCTION',  
value => 'INMEMORY', 
consumer_group  => 'BATCH_GROUP'); 

END; 

図4：リソース・マネージャ構文 

このコードを呼び出した後、移入サーバーが BATCH_GROUP コンシューマ・グループへ割当てられ
ます。これにより、リソース・プランの指定どおり BATCH_GROUP コンシューマ・グループの計画
ディレクティブによって指定された値に CPU 使用率が制限されます。 

RAC 

Database In-Memory を RAC 環境で実行するときは、各インスタンスが IM 列ストアを持つかどう
か考慮することが重要です。デフォルトでは、インメモリに移入されたオブジェクトが、クラスタ
内のすべての IM 列ストアに分散されます。概念としては、RAC 環境にある Database In-Memory
を、問合せに対するシェアード・ナッシング・アーキテクチャとして考える一助となります（実際
には、真のシェアード・ナッシング・データベースより大きな柔軟性があります）。つまり、
IMCU が RAC インスタンス間で送信されないため、パラレル・サーバー・プロセスでインメモリ・
オブジェクトにアクセスする問合せを実行する必要があることを意味します。これにより、IM 列ス
トア間のデータ分散が非常に重要となります。目標は、スループットを最大化するため、すべての
パラレル・サーバー・プロセスがほぼ同じ長さのデータ・スキャン時間を費やすよう、可能な限り
均等にデータを分散することです。 

http://www.oracle.com/technetwork/jp/content/parallel-execution-132539-ja.pdf
http://www.oracle.com/technetwork/jp/content/parallel-execution-132539-ja.pdf
http://www.oracle.com/technetwork/database/performance/resource-manager-twp-133705.pdf
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分散 

RAC 環境での IM 列ストアへのオブジェクト移入方法は、DISTRIBUTE 副次句によってコントロール
されます。デフォルトでは、DISTRIBUTE 副次句は AUTO に設定されています。つまり、Oracle は、
オブジェクトが 1 つの IMCU のみで構成されるほど小さく、RAC インスタンス 1 個のみに常駐する
のではない限り、次のオプションのいずれかを使用して、利用可能な IM 列ストアにオブジェクト
を分散する最善の方法を選択するということです。 

• BY ROWID RANGE 

• BY PARTITION 

• BY SUBPARTITION 

分散は、セグメント移入タスクの一部として、バックグラウンド・プロセスによって実行されます。
データ分散の目標は、同等量のデータをオブジェクトから各 RAC インスタンスに配置することです。
お使いのパーティション戦略がデータの大きな偏りにつながる場合（1 つのパーティションが他の
パーティションよりかなり大きい）、手動で DISTRIBUTE BY ROWID RANGE を指定することにより、
デフォルト分散（BY PARTITION）をオーバーライドすることを推奨します。 

移入の検証 

RAC 環 境 で は 、 [g]v$im_segments の 表 示 内 容 が 誤 解 を 招 く 可 能 性 が あ り ま す 。
BYTES_NOT_POPULATED フィールドは、懸案のインスタンス上で移入されないバイトを示します。
このフィールドは、複数 IM 列ストアがある RAC データベースでは、分散されるオブジェクトに対
するこのインスタンス上で移入されないバイトを示します。次の問合せは、3 ノード RAC データ
ベースへのオブジェクト移入を決定する方法を表しています。 

 

図5：RAC GV$IM_SEGMENTS 
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自動DOP 

RAC 環境でデータが各列ストア間で分散されるときは、すべての IM 列ストアに複製される場合と
異なり（例：DUPLICATE ALL）、ローカル・インスタンス以外のすべての列ストア内の IMCU への
アクセスに並列問合せを使用する必要があります。この並列問合せコーディネータを実行するには、
どのインスタンスの IM 列ストアに、問合せに関わる各オブジェクトに対する IMCU が常駐するか
知る必要があります。これが、インメモリに紐付けられるパラレル・スキャンです。この IMCU 場
所認知は、IMCU のホーム・ロケーション・マップと呼ばれ、列ストアが割当てられた各インスタ
ンスの共有プール内で維持されます。 

問合せの DOP を、関連する IM 列ストアの数と同じかそれ以上にするには、次の 2 とおりの方法が
あります。1 つ目の方法では、自動 DOP（初期化パラメータ PARALLEL_DEGREE_POLICY を AUTO
に設定）を使用して、コストベースの DOP 計算が IM 列ストアのインスタンス数と同じかそれ以上
になるようにします。2 つ目の方法では、ユーザー・アプリケーションに依存して、問合せの DOP
が、関連する IM 列ストアの数と同じかそれ以上となるようにします。この作業を行わない場合、
自身に割り当てられたパラレル・サーバー・プロセスを取得しない IM 列ストア内に常駐するデー
タを、ディスク/バッファ・キャッシュから読取る必要があります。 

12.1.0.2 の動作 

12.1.0.2 では、選択された並列度（DOP）により、最低 1 台のパラレル・サーバー・プロセスが各
アクティブ・インスタンスに割当てられること、および IMCU ホーム・ロケーションのマップへの
アクセスが有効になることを保証するため、自動 DOP が要求されます。回避策はなく、インスタ
ンスまたはセッション・レベルのいずれかで指定された PARALLEL_DEGREE_POLICY パラメータに
よって Auto DOP が呼び出される必要があります。この制限に加えて、IMCU アクセスのない IM 列
ストアから IMCU アクセスを行おうとすると、IMCU のデータベース・ブロックが無効とマークさ
れ、あらゆるインスタンス上の IM 列ストアからアクセスできません。 

サービス 

サービスは、アプリケーションのパーティションを有効にするだけでなく、スケジューラのジョブ
に合わせてノード・アフィニティをコントロールするために使用できます。接続管理形式として使
用することもできます。これにより、接続グループまたはアプリケーションがクラスタ内のノード
のサブセットへ送られることが可能となります。 

この能力により、ノードのサブセットへワークロードが送られ、RAC クラスタ内のノードのサブ
セット上のみでの Database In-Memory 実行が許容されます。サービスは、分散されたデータをど
の IM 列ストアが持つか、およびどの IM 列ストアが所定の問合せのためアクセスされるかに影響を
与えますが、それは、問合せとオンデマンド移入の両方が、呼び出されたセッションの接続先の
サービスを有効に従うためです。 

独立したインメモリ列ストアのセットアップ（12.1.0.2） 

サービスと追加データベース初期化パラメータの一部を使用して、RAC クラスタ上で、独立した
IM 列ストアをセットアップすることが可能です。ノード・レベルでのアプリケーションのアフィニ
ティを実施しようとして、インスタンス内部の並列処理を許容したくない場合には、これがよいア
イデアとなる可能性があります。 
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このテクニックを使用して、所定のアプリケーションに対してすべてのワークロード実行が許容さ
れ、同時に、あらゆる Database In-Memory ワークロードが RAC 環境の単一ノード上でのみこのア
プリケーションをサポートしながらもパラレル実行が活用されるようにできます。また、このテク
ニックは、たとえば RAC 環境で複数アプリケーションを各ノードにパーティション化する場合、複
数の"独立した"IM 列ストアのサポートにも使用できます。ただし、オブジェクトの複製はエンジニ
アド・システム（例：DUPLICATE 副次句）のみでサポートされるため、この事例で IM 列ストア内
に移入されたオブジェクトは区別される必要があり、複数の IM 列ストア間でオブジェクトを内部
混合することはできません。 

ネットワークおよびサービス接続 

サービスおよび適切な TNS エントリは、関係する各 RAC インスタンスが独立して特定されるよう
に作成する必要があります。 

並列処理の使用 

次に、初期化パラメータ PARALLEL_FORCE_LOCAL を TRUE に設定する必要があります。これはす
べてのパラレル処理に影響しますが、その理由は、Database In- Memory 並列問合せでも他のあら
ゆる並列問合せでも、内部ノードの並列処理が回避されるためです。言い換えると、SQL 文が実行
されたノード上のみでパラレル・サーバー・プロセスが実行できるよう、パラレル・サーバー・プ
ロセスが制限されるということです。 

優先順位 

固有のオブジェクトが特定の IM 列ストアに移入されるようにするためには、IM 列ストア内でアク
セスするオブジェクトに対する移入の優先順位を NONE に設定する必要があり、オブジェクトを移
入させるインスタンスへ接続された移入を開始するため、オブジェクトにアクセスする（例：実行
を選択）必要があります。 

FOR SERVICE 副次句（12.2） 

12.2 では、もっと簡単にオブジェクトを特定の IM 列ストアへ送るため、DISTRIBUTE 副次句に対す
る新しいパラメータが導入されています。FOR SERVICE 副次句は、Active Data Guard 使用時にイン
メモリ移入を管理することで主に使用されます。ただし、IM 列ストアのサブセットの実行プロセス
をもっと簡単にすることにも使用されます。 

FOR SERVICE 副次句を使用して、各オブジェクトにサービスを指定できます。これにより、大きな
柔軟性と使い勝手の良さがもたらされます。次に示しているのは、売上表に対する FOR SERVICE 副
次句の使用例です。 

ALTER TABLE sales INMEMORY DISTRIBUTE AUTO FOR SERVICE dbmm1 

図6：FOR SERVICE副次句 

これで売上表は、定義されたサービス"dbmm1"を持つ RAC ノードに常駐する IM 列ストアへ移入さ
れる資格を得ます。 
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プラン・スタビリティ 

適応型の問合せ最適化 

適応型の問合せ最適化は、Oracle Database 12c 内のオプティマイザに追加された機能セットです。
次のような機能を備えています。 

 

図7：適応型の問合せ最適化コンポーネント 

こうした各機能は、Oracle Database 12c 内のオプティマイザの動作を前回リリース時の動作方法か
ら変更します。これは Oracle Database 12c に追加された大きな変更で、デフォルト動作は Oracle 
Database 12c Release 1 と Release 2 で大きく異なります。次の項で、Oracle Database 12c Release 
1 と Release 2 両方の動作について説明し、機能の最適な管理方法に関する推奨事項を紹介します。 

重要事項は設定に依存し、最適な実行計画が決定される前に、適応型の問合せ最適化で SQL 文が複
数回の反復されることです。これは概念実証（PoC）または実装ベンチマークを実行する方法に大
きな影響を与える可能性があります。タイミング・テストの実行前にすべての SQL 実行計画を確実
に安定化させるため、必要となることがあります。これは、実行中のシステム上で SQL が実行され
る方法をより正確に反映します。 

次に、Database In-Memory に固有の問題を持つ適応型の問合せ最適化の機能を紹介します。 

適応計画 

適応計画は、実行時に最適な結合手法またはパラレル分散手法をオプティマイザが判断できるよう
にします。適応計画は問合せの初回実行中でのみ可能ですが、あらゆるパフォーマンス・メトリク
スが記録される前に、すべての PoC または実装ベンチマークについてすべての適応計画が決定され
ることを推奨します。すべての SQL 文の実行が、少なくとも一回はこれを達成する必要があります。 

どの SQL が適応されたかを検証するには、V$SQL 内の IS_RESOLVED_ADAPTIVE_PLAN 列を問い合
わせる必要があります。それが NULL である場合、計画は適応されず、'Y'の場合、計画は適応およ
び決定されています。'N'値を持つことが可能なのは初回の問合せ実行中のみであることに留意して
ください。 

適応統計 

動的統計 

Oracle Database 12c では、動的統計により、単一表のアクセス、結合および group-by 条件の場合
でも さらに精度の高いカーディナリティ見積もりをオプティマイザが取得できます。実行計画が
変わる可能性があるため、動的統計は Database In-Memory と問題を起こすことがあります。並列

http://www.oracle.com/technetwork/jp/database/bi-datawarehousing/twp-optimizer-with-oracledb-12c-1963236-ja.pdf
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問合せで動的統計が呼び出される可能性がさらに高いため、これが並列問合せを一層重くさせる可
能性があります。 

Oracle Database 12c では、OPTIMIZER_FEATURES_ENABLE が 10.0.0 またはそれ以上に設定されて
い る 場 合 、 OPTIMIZER_DYNAMIC_SAMPLING に 対 す る デ フ ォ ル ト ・ レ ベ ル は 2 で す 。
OPTIMIZER_DYNAMIC_SAMPLING がレベル 11 に設定されている場合、オプティマイザは動的統計
の収集に関してさらに重みを増し、これが原因で解析時間が長くなり実行計画が変わる可能性があ
り ま す 。 Oracle Database 12c Release 1 に 対 し て 並 列 問 合 せ を 実 行 す る 場 合 、
OPTIMIZER_DYNAMIC_SAMPLING を 0 または 4 に設定することを推奨します。連続問合せのみが
実行される場合、OPTIMIZER_DYNAMIC_SAMPLING を未設定のままにしておくか、またはデフォル
ト ・ レ ベ ル 2 に 設 定 で き ま す 。 Oracle Database 12c Release 2 を 使 用 す る 場 合 、
OPTIMIZER_DYNAMIC_SAMPLING は デ フ ォ ル ト 値 2 の ま ま に し て お き 、
OPTIMIZER_ADAPTIVE_STATISTICS はデフォルトの FALSE に設定する必要があります。 

自動再最適化 

自動再最適化は、後続の SQL 文実行において、SQL 実行計画を変更します。つまり、初回の実行が
最適な実行計画ではない可能性があるという意味です。このため、SQL 実行パフォーマンスを決定
する基礎とする前に、実行計画を確実に安定させることが重要となります。自動再最適化は 3 つの
コンポーネントにより構成されます。 

» 統計フィードバック 

» パフォーマンス・フィードバック 

» SQL 計画ディレクティブ 

V$SQL 動的パフォーマンスの表示内容の列 IS_REOPTIMIZABLE を見ることによって、SQL 文が再最
適化されているかを見分けることが可能です。列の値が Y の場合、文は次の実行でハード解析を行
います。 この列の値が N に設定された後は再解析されず、その SQL 文に対して追加の実行計画
が作成されます。 

SQL 計画ディレクティブ 

SQL 計画ディレクティブは、誤ったカーディナリティ見積りの修正に使用されます。また、
DBMS_STATS によって、欠落している拡張子に対する統計を作成するためにも使用されます。 

SQL 計画ディレクティブははじめにメモリ保存されるため、他のプロセスで使用可能にする前に、
ディスクへフラッシュする必要があります。この作業は、DBMS_SPD パッケージを使用して手動で
行うか、または自動ジョブが実行されるのを待つことができます（15 分後に自動的にフラッシュさ
れます）。 

適 切 な 安 定 状 態 を 達 成 す る た め に 、 す べ て の SQL 文 が 実 行 さ れ た 後 は 、
DBMS_SPD.FLUSH_SQL_PLAN_DIRECTIVE プロシージャを実行することにより、SQL ディレクティ
ブをディスクへフラッシュする必要があります。 
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オプティマイザ設定 

一般に、初期化パラメータの推奨事項として、オプティマイザ固有の設定はデフォルトのままにし
ておくことを推奨します。また、12.1 においてパラメータ OPTIMIZER_ADAPTIVE_FEATURES を注
意深く見直すことも推奨します。次の「OPTIMIZER_ADAPTIVE_FEATURES の変更」項のガイドライ
ンに従うことを推奨します。この項の推奨事項が作成される以前は、ユーザーがワークロードから
悪影響を受けている場合、OPTIMIZER_ADAPTIVE_FEATURES を FALSE に設定することで 12c のす
べての機能を無効にしていました。これによりすべての適応オプティマイザ機能が実質的にオフに
なり、Database 12c 以前に作成可能な計画より最適な計画をオプティマイザが使用しないようにな
るため、これは本来、最終手段として使用すべきです。幸運なことに、12.1 のユーザーであっても、
これはもはや不要となりました。 

OPTIMIZER_ADAPTIVE_FEATURES の変更 

12.2 では、パラメータ OPTIMIZER_ADAPTIVE_FEATURES が廃止され、2 つの新しいパラメータ
OPTIMIZER_ADAPTIVE_PLANS および OPTIMIZER_ADAPTIVE_STATISTICS に置き換えられています。
OPTIMIZER_ADAPTIVE_PLANS のデフォルト値は TRUE で、OPTIMIZER_ADAPTIVE_STATISTICS のデ
フォルト値は FALSE です。これは本来、もっとも"適応型の"問題を解決するもので、パッチ
21171382 および 22652097 により 12.1.0.2 に組み込むことができます。 

こ れ は 、 適 応 統 計 の 問 題 を 回 避 し た い 12.1.0.2 の ユ ー ザ ー 、 FALSE 設 定 に よ る
OPTIMIZER_ADAPTIVE_FEATURES の無効化を検討している 12.1.0.2 のユーザーにとっては良い
ニュースです。 

インメモリ統計情報 

DBMS_STATS パッケージを使用して計算されるセグメント統計情報と異なり、Database In-
Memory 統計情報は、インメモリに合わせて有効化されるセグメントにアクセスする各 SQL 文に対
するハード解析フェーズ中に自動計算されます。 

次の統計情報が収集されます。 

» #IMCUs - 移入された IMCU の数 

» IMCRowCnt - 移入された行の数 

» IMCJournalRowCnt - 現在使用されていない値 

» #IMCBlocks - 移入されたデータベース・ブロック数 

» IMCQuotient - インメモリ列ストアに移入された表の一部、0～1 の値 
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これらの統計情報はオプティマイザのトレース・ファイルで確認することができます。 

 

図8：インメモリ・オプティマイザ統計情報 

インメモリ統計情報は、RAC 対応でもあり（DUPLICATE および DISTRIBUTE）、オプティマイザは
I/O コストと CPU コストの両方を考慮します。特に次は、コスト判断の要因となります。 

» IO コスト：読取りコストを含む： 

» ディスクからの無効な行 

» エクステント・マップ 

» CPU コスト： 

» トラバース IMCU 

» ストレージ索引を使用する IMCU プルーニング 

» 解凍 IMCU 

» 条件評価 

» 行のスティッチ 

» トランザクション・ジャーナル行のスキャン 

12.2 では、[ALL|USER|DBA]_TAB_STATISTICS の表示内容に、Database In-Memory 統計情報関連の
新しい列が 3 列あります。 

» IM_IMCU_COUNT - 表内の IMCU の数 

» IM_BLOCK_COUNT - 表内のインメモリ・ブロックの数 

» IM_STAT_UPDATE_TIME - インメモリ統計情報への最新更新のタイムスタンプ 

オプティマイザ統計 

すべての正常なオプティマイザ統計のベスト・プラクティスは依然として、Database In-Memory
に適用されます。オプティマイザは Database In-Memory を活用する上で、そして可能な限り最善
な実行計画を取得する上で鍵を握ります。オプティマイザのホワイト・ペーパー『Oracle Database 
12c Release 2 のオプティマイザ統計』に良質な技術情報が掲載されており、また次のガイドライン
に変更はありません。 

» 統計収集に DBMS_STATS.GATHER_*_STATS プロシージャを使用する 

» 分析コマンドは Oracle Database 8i 以降、廃止予定 

» 可能な限り多くデフォルト値を使用、特に AUTO_SAMPLE_SIZE 

» オプティマイザにすべてのデータの偏りを認識させるためヒストグラムを使用する 

» 12c における新しいタイプのヒストグラムはより詳細な情報を提供 

http://www.oracle.com/technetwork/jp/database/bi-datawarehousing/twp-statistics-concepts-12c-1963871-ja.pdf
http://www.oracle.com/technetwork/jp/database/bi-datawarehousing/twp-statistics-concepts-12c-1963871-ja.pdf
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» オプティマイザに相関性を認識させるため拡張統計を使用する 

» 両方の単一表のカーディナリティの見積もり、結合および集計のため、列グループ統計を
使用 

» null 以外の主キーおよび外部キー列を示すため、絞込み条件を使用 

SQL計画管理 

SQL 計画管理は、現在の計画より新しい計画のほうが適切な場合を除き計画変更が発生しないよう
にすることでプラン・スタビリティを確実にするため、Oracle Database 11g へ導入された機能で
す。オラクルは、お使いの Database In-Memory PoC に SQL 計画管理を使用すること、または SQL
実行リグレッションを避ける一助としてこれを実装することを強く推奨します。 

SQL 計画管理には、以下の 3 つの主要コンポーネントがあります。 

1. 計画取得 

関連するすべての SQL 文に対する承認済みの実行計画を保存する、SQL 計画ベースラインを作成し
ます。SQL 計画ベースラインは、SYSAUX 表領域内の SQL Management Base に保存されます。 

2. 計画選択 

承認済みの実行計画だけが、SQL 計画ベースラインで SQL 文に対して使用されるようにし、SQL 文
に対して見つかった新しい実行計画を未承認の計画として SQL 計画ベースラインに記録します。 

3. 計画改良 

特定の SQL 文のすべての未承認の実行計画を評価し、パフォーマンスの向上が示されている計画の
みが、SQL 計画ベースラインの承認済みの計画となります。 

SQL 問合せリグレッションの診断を補助するため、初回 PoC、Database 12c へのアップグレード、
または Database In-Memory の新しい実装の一部として、各テスト実行に合わせて SQL 計画ベース
ラインを収集することを強く推奨します。たとえば、Database In-Memory の実装後、テストの
ベースラインまたは受け入れワークロードを Database In-Memory を有効化せず作成しなければな
らない場合、Database In-Memory を有効化し最終的にすべての SQL 計画が完全に改良されます。
可能な限り最善の実行計画を取得し、改良して最善の計画を最終計画にするという考え方です。こ
れで、個々の SQL パフォーマンス・リグレッションなしで、可能な限り最高のパフォーマンスが得
られるようになります。 

既存計画の取得 

既存システム内の SQL 文に対する実行計画を取得し、これを新しい環境へ移動するために、STS を
使用できます。SQL 文は各種ソース（例：AWR、ライブラリ・キャッシュ、sql トレース・ファイ
ルまたは別の STS）から取得できます。STS はその後、ステージング表に格納され、新しいシステ
ムに送信された後、アクティブなベースラインに解凍されます。その手順は次のとおりです。 

注：保存するだけのために実行計画を取得する場合、実行しなければならない手順は 1 と 2 のみです。 

1. 新規 STS を作成します。（DBMS_SQLTUNE.CREATE_SQLSET） 

2. STS を既存の実行計画で移入します。各種 DBMS_SQLTUNE.SELECT_...機能および 
DBMS_SQLSET.LOAD_SQLSET を使用して、複数のオプションを利用可能です（AWR からの
ロード、カーソル・キャッシュ、トレース・ファイルなど）。 

http://www.oracle.com/technetwork/jp/database/bi-datawarehousing/twp-sql-plan-mgmt-12c-1963237-ja.pdf
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3. 既存データベースから STS をエクスポートします。
（DBMS_SQLTUNE.CREATE_STGTAB_SQLSET, DBMS_SQLTUNE.PACK_STGTAB_SQLSET, 
export/data pump） 

4. 新しいデータベースへ STS をインポートします。（import/data pump） 

5. 計画を SQL 計画ベースラインにロードします。（DBMS_SPM.UNPACK_STGTAB_BASELINE） 

自動計画改良の無効化 

更新または初回実装中は、計画受け入れを適切なタイミングで手動実行できるようにするため、自動
計画改良をオフにすることを推奨します。アップグレードまたは実装の完了後に再有効化できます。 

自動計画改良を無効化するには、次のコマンドを実行します。 

BEGIN 
DBMS_SPM.SET_EVOLVE_TASK_PARAMETER( 

task_name => 'SYS_AUTO_SPM_EVOLVE_TASK',  
parameter => 'ACCEPT_PLANS', 
value => 'FALSE' 

);  
END; 

図9：改良タスクの構文 

ステータスを検証するには、次のコマンドを実行します。 

SELECT PARAMETER_NAME, PARAMETER_VALUE AS "VALUE"  
FROM DBA_ADVISOR_PARAMETERS 
WHERE ( (TASK_NAME = 'SYS_AUTO_SPM_EVOLVE_TASK')  

AND ( PARAMETER_NAME = 'ACCEPT_PLANS' ) ) 

図10：改良タスクの問合せ構文 

ワークロードと分析 

パフォーマンス履歴 

AWR が実行中でトラブルシューティングに利用可能であることを検証します。これは初期化パラ
メータおよび他のあらゆる異常の検証にも有用です。これが既存システムからの実装である場合、
システム・ワークロードの違いを比較するベースラインとして既存システムからの AWR 情報を使
用できます。AWR のデフォルト保存期間は 7 日間なので、PoC または実装期間に対応させるため
には延長する必要があります。 

リグレッションおよび問題SQL 

結果としてリグレッションにつながった問題 SQL 文に対しては、サポートへ連絡する前に、いくつ
かの追加情報が必要となります。 
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SQL 監視アクティブ・レポート 

SQL 監視アクティブ・レポートは、SQL パフォーマンス評価の最初の手順として常に作成される必
要があります。インメモリありおよびインメモリなしの SQL 監視アクティブ・レポートを入手でき
ることが理想的です。SQL 監視アクティブ・レポートにおいて主要な情報の 1 つは、実行計画の各
手順の実行にどの程度の時間が費やされたかを関連付ける能力です。さらに、SQL 監視アクティ
ブ・レポートは、オブジェクトによるインメモリへのアクセスにかかった CPU タイムとその他の
CPU タイムを差別化します。これは Database In-Memory がもたらすメリットを評価する際に非常
に有効です。 

インメモリありおよびインメモリなしの SQL 監視アクティブ・レポート（例：個々の SQL 文に対
してインメモリを無効化するため NO_INMEMORY ヒントを使用可能）とともに、テスト持続時間
に関する AWR レポート、および各実行に対するオプティマイザ・トレース（例：10053）も必要と
なることがあります。 

SQL 監視レポートを作成するには、SQL 文直後に次を実行します。 

SET TRIMSPOOL on  

SET TRIM on 
SET PAGESIZE 0 
SET LINESIZE 1000 
SET LONG 1000000 
SET LONGCHUNKSIZE 1000000 
SPOOL sqlmon_active.html  
SELECT 

DBMS_SQL_MONITOR.REPORT_SQL_MONITOR( 
type=>'active')  

FROM dual; 
SPOOL off 

図11：SQL監視レポートの構文 

 

sql_id を指定するオプションもあります。 

 

set trimspool on  
set trim on 
SET TRIMSPOOL on  
SET TRIM on 
SET PAGESIZE 0 
SET LINESIZE 1000 
SET LONG 1000000 
SET LONGCHUNKSIZE 1000000 
SPOOL sqlmon_active.html  
SELECT 
DBMS_SQL_MONITOR.REPORT_SQL_MONITOR( 
sql_id=>'1n482vfrxw014',  
type=>'active') 

FROM dual; 
SPOOL off 

図12：単一SQL_ID構文に対するSQL監視レポート 

問合せを 5 秒未満で実行して並列問合せを使用しない場合、MONITOR ヒントを問合せに追加して、
アクティブ・レポートに必要な SQL 監視情報の作成を実行させる必要が生じるかもしれません。 
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オプティマイザ・トレース 

オプティマイザ・トレースを作成するには、SQL 文実行中のセッションで次のコマンドを使用しま
す。これには、トレース・データを取得するためのハード解析が必要であるため、共有プールをフ
ラッシュする可能性がある点に留意してください。または、次の文に EXPLAIN PLAN を使用するこ
ともできます。 

ALTER SESSION SET EVENTS 'trace[rdbms.SQL_Optimizer.*]' 

図13：オプティマイザ・トレースの設定オン 

トレースをオフにするには、次のコマンドを実行します。 

ALTER SESSION SET EVENTS 'trace[rdbms.SQL_Optimizer.*]' OFF 

図14：オプティマイザ・トレースの設定オフ 

さらに、すでに文を実行中でそのことを把握している場合、文の SQL_ID を指定することもできます。 

ALTER SESSION SET EVENTS 'trace[rdbms.SQL_Optimizer.*][sql:<enter sql_id>]' 

図15：単一SQL_IDに対するオプティマイザ・トレースの設定 

SQL_ID 使用について詳しくは、ここのオプティマイザのブログを参照してください。 

追加の In-Memory の内容表示 

» V$INMEMORY_AREA - メモリが十分ある 

» V$IM_SEGMENTS - すべてのオブジェクトが移入されている 

» V$IM_HEADER - すべての行がオブジェクトごとに移入される 

» V$IM_SMU_HEAD - ジャーナル領域に影響を与える変更 

統計情報 

SQL 文の実行中に使用された可能性がある最適化の評価をサポートするため、システム・レベルお
よびセッション・レベル統計情報の両方が利用可能です。詳細については、『Oracle Database 
Reference』を参照してください。たとえば、統計情報は、In-Memory ストレージ索引の使用によ
る IMCU プルーニングの決定の一助となります。実行時間に 44 個の IMCU のうち 43 個がプリーニ
ングされる事例を次で参照してください。 

http://docs.oracle.com/database/122/REFRN/statistics-descriptions-2.htm#REFRN-GUID-2FBC1B7E-9123-41DD-8178-96176260A639
http://docs.oracle.com/database/122/REFRN/statistics-descriptions-2.htm#REFRN-GUID-2FBC1B7E-9123-41DD-8178-96176260A639
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図16：セッション・レベルの統計 

オプティマイザ・ヒント 

次のヒントはインメモリ実行計画に直接的な影響を与え、インメモリ問合せ分析時の有用なツール
になります。 

INMEMORY/NO_INMEMORY 

INMEMORY ヒントが実行する唯一の処理は、INMEMORY_QUERY パラメータが DISABLE に設定さ
れたときに、IM 列ストアを有効にして使用できるようにすることです。INMEMORY 属性が IM 列ス
トアに移入されていない表やパーティションに対しては、強制的には実行しません。文内で参照さ
れている表が 1 つもメモリに移入されていない SQL 文で、INMEMORY ヒントを指定した場合、こ
の SQL 文にはヒントが適用されないため、コメントとして処理されます。 

デフォルトの計画（もっともコストが低い計画）が索引アクセス計画である場合、INMEMORY ヒン
トは、選択した IM 列ストア経由で全表スキャンを強制的には実行しません。その計画の変更が有
効になったことを確認するには、FULL ヒントを指定する必要があります。 

NO_INMEMORY ヒントは、同じ処理を逆に実行します。この場合、IM 列ストアのオブジェクトに
はアクセスできなくなります。これは、オブジェクトが IM 列ストアに完全に移入されて、もっと
もコストが低い計画が、全表スキャンの場合にも当てはまります。 

INMEMORY_PRUNING/NO_INMEMORY_PRUNING 

Oracle Database In-Memory とともに導入されるもう 1 つのヒントは(NO_)INMEMORY_PRUNING で、
これは In-Memory ストレージ索引の使用をコントロールします。デフォルトでは、IM 列ストアに
対して実行されるすべての問合せにおいて、インメモリ・ストレージ索引（IM ストレージ索引）を
利用できます。この場合、SQL 文内で指定されたフィルタ条件に基づいて、データ・プルーニング
を実行できます。大部分のヒントと同様、INMEMORY_PRUNING ヒントは、新しい機能をテストす
るために導入されています。つまり、このヒントは元々、IM ストレージ索引を無効にするために導
入されており、通常使用する必要はありません。 

https://blogs.oracle.com/In-Memory/entry/getting_started_with_oracle_database2
https://blogs.oracle.com/In-Memory/entry/getting_started_with_oracle_database2
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VECTOR_TRANSFORM / NO_VECTOR_TRANSFORM 

これらのヒントは、 Database In- Memory の有効時に、インメモリ集計（IMA）の使用、Vector 
Group By による使用を強制または無効化します。Database In-Memory が有効である限り、IM 列ス
トア内に移入されていないセグメントとともに IMA を使用できる点に留意してください。 

PX_JOIN_FILTER / NO_PX_JOIN_FILTER 

ハッシュ結合に対する Bloom フィルタの使用を有効化または無効化します。これはテストのみに有
用です。 

FULL 

全表スキャンを強制します。全表スキャンのみが IM 列ストア（例：TABLES ACCESS INMEMORY 
FULL）を活用できます。 

オプティマイザ機能 

IM 列ストアに移入されたオブジェクト情報の検討からオプティマイザを切り離したい場合（インメ
モリ統計情報）、つまり、コスト・モデルをインメモリ導入前に戻す場合、2 つのオプションがあ
ります。 

» OPTIMIZER_FEATURES_ENABLE を 12.1.0.1 以下に設定します。これは前回リリースのコスト・
モデルの使用をオプティマイザに強要し、IM 列ストアの知識すべてを効率的に削除します。た
だし、その後のリリースでオプティマイザに対するその他の変更はすべて取り消され、その結
果、望ましくない副次効果につながる可能性があります。 

» 新しい OPTIMIZER_INMEMORY_AWARE パラメータを FALSE に設定します。これはインメモリ
に対するオプティマイザのコスト・モデル拡張のみを無効にするため、間違いなく動きの少な
い手法です。パラメータを FALSE に設定すると、SQL 文の最適化中にオプティマイザが表のイ
ンメモリ統計情報を無視する原因となります。 

オプティマイザのインメモリ拡張機能が無効な場合でも、インメモリ計画は取得できる可能性があ
ることに留意してください。セグメントが IM 列ストアに移入されており、全表スキャンが選択さ
れている場合、IM 列ストア内でスキャンが実行されます。 

インメモリ使用の特定 

Database In-Memory は実行計画の 3 つの重要エリア（データ・アクセス、結合および集計）をサ
ポートします。次は、Database In-Memory が問合せの高速化に役立つ場合、どのように判断する
かを示します。この事例では、SQL 監視アクティブ・レポートおよび dbms_xplan.display_cursor
の出力を組み合わせて使用し、Database In-Memory が SQL 実行に影響を与えたかどうかを判断す
る方法を提示します。 

https://blogs.oracle.com/In-Memory/entry/oracle_database_in_memory_the
https://blogs.oracle.com/In-Memory/entry/oracle_database_in_memory_the
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スキャン 

次の SQL 文は、注文の合計数と航空便で出荷される商品の合計値のリストです。 

SELECT 
COUNT(*), 
SUM(l.lo_ordtotalprice)  

FROM lineorder l 
WHERE l.lo_shipmode = 'AIR' 

図17：インメモリ・スキャンのSQL事例 

従来の実行計画が次のように表示されます。 

 

図18：行ストアのスキャンに関するSQL監視レポート 

実行時間の大部分がデータへのアクセスに費やされる点に留意してください。特に、索引スキャン
および表は、5.0 秒間の合計実行時間で LINEORDER 表にアクセスします。IM 列ストア内の同じ表
にアクセスすると、次のようになります。 

 

図19：インメモリ・スキャンに関するSQL監視レポート 
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このように、問合せが時間の大部分を LINEORDER 表インメモリへのアクセスに費やし、実行時間
が 1.0 秒にしか落ちていないことがわかります。 

条件プッシュダウン 

Database In-Memory は IM 列ストア内でセグメントをスキャンできるようになるだけでなく、ス
キ ャ ン の 一 部 と し て デ ー タ を 集 計 お よ び フ ィ ル タ で き ま す 。 次 の SQL 文 を WHERE 句 の
LO_PARTKEY=210876 で実行する場合、条件が LO_PARTKEY 列のスキャンにプッシュされるのが見
て取れます。計画下の条件情報内でキーワード・インメモリを探して条件がプッシュされたときは、
判別できます。IM 列ストア内のスキャンの一部として条件が適用されるときに、キーワード・イン
メモリが従来の ACCESS キーワードを置き換えます。 

SELECT 
COUNT(*) 

FROM lineitem 
WHERE lo_partkey=210876 

図20：条件プッシュダウンに関するSQL問合せ 

 

図21：条件プッシュダウンに関するSQL実行計画 

結合 

Database In-Memory は次のように結合を最適化できます。次の SQL はブランドごとの合計収益を
示します。 

SELECT p.p_brand1, 
SUM(lo_revenue) rev  

FROM lineorder l, 
part p,  
supplier s 

WHERE l.lo_partkey = p.p_partkey  
AND l.lo_suppkey = s.s_suppkey  
AND p.p_category = 'MFGR#12'  
AND s.s_region = 'AMERICA'  
GROUP BY p.p_brand1 

図22：結合を表示するSQL問合せ 

問合せは表のインメモリにアクセスしますが、従来のハッシュ結合を実行します。この問合せに費
やされる 8.0 秒という時間の大部分が、4 行目のハッシュ結合に費やされることに留意してください。 
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図23：結合に関するSQL監視レポート - Bloomフィルタなし 

次は、同じ問合せで、Database In-Memory に Bloom フィルタを使用させ、ハッシュ結合を効果的
にスキャンおよびフィルタ操作へ変換させた事例です。 

 

図24：結合に関するSQL監視レポート - Bloomフィルタあり 

このように、問合せ時間の大部分が LINEORDER 表のインメモリへのアクセスに費やされ、Bloom
フィルタが使用されます。PART 表のスキャンが完了するとすぐに、Bloom フィルタ（:BF0000）が
作成されます（5 行目）。その後、Bloom フィルタは、LINEORDER 表のインメモリ全表スキャンの
一部として適用されます（7 行目と 8 行目）。これで問合せはわずか 4.0 秒で実行されます。
Database In-Memory での Bloom フィルタの使用について詳しくは、ホワイト・ペーパー『Oracle 
Database In-Memory』を参照してください。 
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インメモリ集計 

次の問合せはもう少し複雑で、年および国ごとの合計利益を表します。 

SELECT d.d_year, c.c_nation, SUM(lo_revenue - lo_supplycost)  
FROM LINEORDER l, DATE_DIM d, PART p, SUPPLIER s, CUSTOMER c 
WHERE l.lo_orderdate = d.d_datekey  
AND l.lo_partkey = p.p_partkey  
AND l.lo_suppkey = s.s_suppkey  
AND l.lo_custkey = c.c_custkey  
AND s.s_region = 'AMERICA'  
AND c.c_region = 'AMERICA'  
GROUP BY d.d_year, c.c_nation 
ORDER BY d.d_year, c.c_nation 

図25：インメモリ集計を表示するSQL問合せ 

次に、従来の Group By だが、問合せ対象の表の 1 つを除いて IM 列ストアに移入される事例を示し
ます。 

 

図26：インメモリ集計なしのSQL監視レポート 

時間の大部分がスキャンおよび Group By の操作に費やされ、合計実行時間が 15.0 分であることに
留意してください。かなり大きなデータセットに切り替えたため、前回の事例より実行時間がかな
り長いことに留意してください。 

次に、インメモリ集計を有効化した場合の問合せ実行事例を示します。 



 

28 | ORACLE DATABASE IN-MEMORYの実装と使用 

 

図27：インメモリ集計ありのSQL監視レポート 

ここで留意するのは、時間の大部分が LINEORDER_SINGLE 表へのアクセスに費やされていること、
30 行目で始まる Vector Group By 操作内の LINEORDER_SINGLE 表スキャンの一部として 4 つの
キー・ベクトルが適用されている点です。また、合計実行時間が 15.0 分でなくわずか 5.1 分である
ことも見て取れます。インメモリ集計について詳しくは、『In-Memory Aggregation』ホワイト・
ペーパーを参照してください。 

実装 

実装に関する検討事項 

移入について検討すべきことがいくつかあります。IM 列ストア内で十分なメモリ量が利用可能であ
ることは、必要不可欠です。可能であれば、オブジェクトが部分的に移入されることは避けたいで
しょう。これはアプリケーションのパフォーマンスに大きく影響します。また、データベースの他
の部分（例：バッファ・プール、共有プールなど）からメモリを"盗む"ことも避けたいでしょう。
これは既存のアプリケーションのパフォーマンスに影響する可能性があります。これは特に、混合
ワークロード環境下で重要です。往々にして、最善の戦略は、スキーマ全体を IM 列ストア内に移
入することです。これを達成する能力は、ユーザーが IM 列ストア全体に割当てようとするメモリ
量に依存します。 

移入は一般的な並列処理の使用と同様に、CPU に大きく支配されるプロセスで、移入に割当てられ
るワーカー・プロセス量が多いほど移入の速度が速くなります。これは意図して行われない限りバ
ランスを取るための動作ですが、他のワークロードのニーズがある場合は、マシンを移入で飽和状
態にさせないのが標準的です。ただし、必要不可欠なセグメントが移入されるまで、データベース
に ア ク セ ス さ せ た く な い ユ ー ザ ー も い る で し ょ う 。 こ う し た ユ ー ザ ー に 対 し て は 、
MAX_POPULATE_SERVERS パラメータが動的で調整可能です。さらに、サービスは移入が完了する
まで、アプリケーションからの接続を効果的にブロックするために使用できます。 

http://www.oracle.com/technetwork/database/bi-datawarehousing/inmemory-aggregation-twp-01282015-2412192.pdf
http://www.oracle.com/technetwork/database/bi-datawarehousing/inmemory-aggregation-twp-01282015-2412192.pdf
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パーティション 

パーティションの移入はいくつかの方法で行うことができます。インメモリに合わせて表を有効化
でき、その後、新規作成されたパーティションを含むすべてのパーティションが移入されますが、
その理由は、有効化されたインメモリのデフォルト属性が引き継がれるためです。ただし、IM 列ス
トア内の移入にローリング・ウィンドウのパーティショニング戦略が望ましい場合は、個々のパー
ティション/サブパーティションをインメモリまたはインメモリなしに変更できます。12.1 では、
これはスケジューラ・ジョブまたは手動によって実行されます。12.2 では、個々のパーティション
/サブパーティションの移入または除外をするため、ヒート・マップ経験則または時間ベースのポリ
シーに基づき、自動データ最適化（ADO）ポリシーを採用できます。 

実装戦略 

本文書の冒頭「成功基準の特定」の項で説明されているとおり、実装のクリティカルなフェーズで
パフォーマンス・ベースラインを確立することは必要不可欠です。前バージョンの Oracle 
Database からアップグレードする場合、そのアプリケーションのパフォーマンスが最低でもアップ
グレード前と同レベルとなるよう、アップグレード前のベースラインを確立します。アップグレー
ドにおける欠陥またはパフォーマンスの低いシステムのマスクに Database In-Memory を使用する
のは避けたいはずです。データベースが適切なバージョンおよびパッチ・レベルになったら、
Database In-Memory を有効化した後のアプリケーションのパフォーマンスと比較できるよう、
ベースラインを作成します。こうしておくと、アプリケーションのパフォーマンスに Database In-
Memory のメリットのみが生かされます。 

この戦略を実装するには、次に概要が記された 5 つの手順のプロセスに従うことを推奨します。こ
のプロセスはオプティマイザ・チームと連携して作成されており、Database In-Memory または
データベース・アップグレードの導入に伴う計画変更が原因で、SQL パフォーマンスのリグレッ
ションの発生を確実に起こさないようにする際に、および計画改善を管理可能な方法で埋め込みで
きるようにする際の役に立ちます。これはまた、想定外の出来事の可能性を最小化するため、ユー
ザーにとってはリスクが最低レベルとなります。 

手順 1：Database In-Memory なしでワークロードを実行する 

データベースがアップグレードされる場合、この手順は 2 つに分かれることがあります。この手順
でめざすのは、Database In-Memory の実装前にアプリケーションのパフォーマンスに対するベー
スラインを確立することです。データベースを Oracle Database 12c にアップグレードする場合、
アップグレードによりパフォーマンスのリグレッションが起きていないことを確認するため、アッ
プグレード前にベースラインを作成する必要があります。リグレッションが発生している場合、停
止して理由を追求します。パフォーマンスが受け入れ可能で確立された後は（アップグレード前と
同じがそれより良い）、Database In-Memory のテストを開始できます。 

タスク： 

» SQL 計画ベースライン取得をオンにする 

ALTER SYSTEM SET OPTIMIZER_CAPTURE_SQL_PLAN_BASELINES = true 

図28：ベースライン取得をオンに設定 

注：ワークロード/アプリケーションが許容する場合、変更セッション・コマンドを使用で
きます。 
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» ワークロードを実行する 

経過時間を取得することが重要です。 

注：ベースライン取得のため、各 SQL 文を最低 2 回、実行する必要があります。 

» SQL 計画ベースライン取得をオフにする 

ALTER SYSTEM SET OPTIMIZER_CAPTURE_SQL_PLAN_BASELINES = false 

図29：ベースライン取得をオフに設定 

注：タスクで使用される場合は ALTER SESSION 。 

» 無関係の SQL 計画ベースラインを切り離す 

DECLARE 
tot number := 0;  

BEGIN 
FOR rt IN ( 
SELECT DISTINCT sql_handle  
FROM dba_sql_plan_baselines  
WHERE 
sql_text LIKE '%dba_sql_plan_baselines%' 
OR parsing_schema_name IN ('SYSTEM', 'SYS', 'DBSNMP', 'ORACLE_OCM')) 

LOOP 
tot := tot + DBMS_SPM.DROP_SQL_PLAN_BASELINE(rt.sql_handle);  

END LOOP; 
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(tot || ' baselines dropped.');  

END; 

図30：不要なベースラインを切り離すSQL 

注：セッション・レベル取得が使用された場合、この手順はオプションです。 

» 取得された SQL 計画ベースラインを確認する 

SELECT 
sql_handle, plan_name, enabled, accepted,  
parsing_schema_name schema, sql_text 

FROM dba_sql_plan_baselines  
ORDER BY 1,2 

図31：取得されたベースラインをリストアップするSQL 

手順 2：表インメモリを移入する 

 Database In-Memory に対して特定された表を IM 列ストアに移入し、移入の完了を待ちます。全表
が IM 列ストアへ完全に移入されることが重要です。これは V$IM_SEGMENTS の表示内容（RAC で
は GV$IM_SEGMENTS）の問合せおよび BYTES_NOT_POPULATED 列の検証により検証できます。 

単一インスタンスのデータベースでは - BYTES_NOT_POPULATED は 0 と等しくなる必要があります。 

RAC データベースでは - BYTES_NOT_POPULATED は 0 と等しく、またはすべてのインスタンスに
対する SUM(BYTES - BYTES_NOT_POPULATED)はセグメントの合計バイトと等しくなる必要があり
ます。事例は図 5 を参照してください。 
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手順 3：Database In-Memory ありでワークロードを実行する 

手順 1 で実行された同一のワークロードを再び実行しますが、今回は IM 列ストアが完全に移入さ
れている状態とします。実行計画が変更され、インメモリ実行パスの使用を反映するものと想定し
ます。新しい計画変更がすべて取得されますが、まだ使用されません。 

» OPTIMIZER_INMEMORY_AWARE が有効化されていること（OFE が 12.1.0.2 以上の場合、有効が
デフォルト）を確認する。または、12.1 におけるさらに望ましい OPTIMIZER_ADAPTIVE_PLANS
および OPTIMIZER_ADAPTIVE_STATISTICS の使用に対する推奨事項は、本書に前述の「オプティ
マイザ設定」の項に従うこと。 

» ワークロードを実行する 

» SQL 計画ベースラインを表示する 

 

SELECT 
sql_handle, plan_name, enabled, accepted, pa 
rsing_schema_name schema, sql_text 

FROM dba_sql_plan_baselines ORDER BY 1,2 

図32：SQLによるベースラインのリストアップ 

手順 4：SQL 計画ベースラインを改良する 

この手順では、最善の実行計画を受け入れるため、SQL 計画ベースラインを改良します。このプロ
セスは、次の手順を使用して実現します。 

1. 改良タスクを作成する 

VARIABLE cnt NUMBER 
VARIABLE tk_name VARCHAR2(50)  
VARIABLE exe_name VARCHAR2(50) 
VARIABLE evol_out CLOB 
 
EXECUTE :tk_name := DBMS_SPM.CREATE_EVOLVE_TASK; 

 
SELECT :tk_name FROM DUAL; 

図33：改良ベースライン・タスクを作成するSQL 

 

2. 改良タスクを実行する 

EXECUTE :exe_name := DBMS_SPM.EXECUTE_EVOLVE_TASK(task_name=>:tk_name); 
 
SELECT :exe_name FROM DUAL; 

図34：改良タスクを実行するSQL 

 

3. 改良タスク・レポートを表示する 

EXECUTE :evol_out := DBMS_SPM.REPORT_EVOLVE_TASK( task_name=>:tk_name, 
execution_name=>:exe_name ); 
 
SELECT :evol_out FROM DUAL; 

図35：改良タスク・レポートを実行するSQL 
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4. 改良タスクの推奨事項を実装する 

EXECUTE :cnt := DBMS_SPM.IMPLEMENT_EVOLVE_TASK( task_name=>:tk_name, 
execution_name=>:exe_name ); 

図36：改良タスクの推奨事項を実装するSQL 

 

手順 5：最終ワークロードを実行する 

これは最後の手順で、可能な限り最高のベースライン・ワークロードの実行を実現しなければなり
ません。ワークロードの一部として実行する SQL 文になんらかのリグレッションまたは疑問がある
場合、オプティマイザによって作成される実行計画の記録を利用できます。 

 

まとめ 

Oracle Database In-Memory は、分析的スタイルの問合せに最大 100 倍のパフォーマンス改善をも
たらしますが、万能型のオプションではありません。アプリケーションのワークロードが、性質的
に分析的である必要があります。ここで言う分析的とは、データをスキャンおよびフィルタする集
計を使用して答えられるような、"もし～だったら"というタイプの質問をするという意味です。
Database In-Memory は最適となるよう、1 回のデータ通過で集計、スキャンおよびフィルタを実行
します。 

Database In-Memory は実装がきわめて容易です。アプリケーション・コードの変更が不要で、追
加のメモリ割当ておよび IM 列ストアへ移入するオブジェクトの特定以外は、Oracle データベース
に変更を加える必要がありません。 

本書で提供するガイドラインに従えば、SQL パフォーマンスのリグレッションなしで Database In-
Memory の実装を成功させることにつながります。Database In-Memory は Oracle Database 12c の
一部で、Oracle オプティマイザと強固に統合されています。12c オプティマイザは前回リリースよ
りも適応的で、Database In-Memory の実装を成功させる上で最大の課題になる可能性があります。
本書はこうした変更点を強調し、Database In-Memory 実装の成功をもたらす繰り返し可能なプロ
セスを提供することを念頭に入れて作成されています。 
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