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概要 

この 10 年でスマート・デバイスの採用が急増しています。電話、タブレットからスマート・
メーターやフィットネス・デバイスまで、インターネットに接続してデータを共有することで、
リモート・アクセス、ソフトウェアの自動更新、エラー・レポート、センサーの読取り値の伝
送が可能になっています。Gartner によると、2020 年までに接続デバイス数が 260 億台以上
になると見込まれています。 

 

これらすべてのスマート・デバイスが利用されている今、データベースに取り込まれて処理さ
れるデータの受信頻度と量が非常に増えています。このようなシナリオは一般に、モノのイン
ターネット（IoT）と言われています。企業が競争上の優位性を維持するには、急増するデー
タ量を効率よくタイムリーに取り込んで分析できる能力が重要です。このデータを管理するた
めの最良のプラットフォームを決定することは、多種多様な業界の多くの組織が直面している
共通の問題です。 

 

必要な取得速度が従来のリレーショナル・データベースの処理能力を超えることから、IoT
ワークロードには NoSQL データベースが必要だという声があります。それはまったくの誤り
です。リレーショナル・データベースは適切に調整すれば、NoSQL データベースのパフォー
マンスを優に超えることができます。 

 

Oracle Database は、1 秒あたり何億もの行を取り込む以上のことができます。分析、高可用
性、セキュリティ、スケーラビリティの面でも業界をリードして、ミッション・クリティカル
な IoT ワークロードに最適な選択肢となっています。 

 

データ取込み操作のパフォーマンスは、データ挿入に使われる方法、スキーマ、パラレル実行
の使用、コミット率など変化しやすい多くの要因の影響を受けます。分析問合せの場合も同様
です。このホワイト・ペーパーでは、Oracle Database で大量のデータをリアルタイムで取り
込んだり分析したりする場合に最適なパフォーマンスを確実に達成するベスト・プラクティス
について概説します。 

 

対象読者 

Oracle Database テクノロジーの基本的な知識があることを前提とします。 
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モノのインターネットとは 

モノのインターネット（IoT）とは、物理的なすべての資産とデバイスを接続し、情報を共有するこ
とで、生活の快適さと利便性を上げる世界のことです。IoT の用途の例には、 電気やガスの使用量
を時間単位で記録するスマート・メーター、コンテナの場所や温度、扉が開けられたかどうかを報
告する、カーゴ・コンテナに備え付けのセンサーがあります。または個人の食習慣、運動、睡眠を
分析するウェアラブル・テクノロジーもそのような用途の例に含まれるかもしれません。 

また、産業界には、IoT という名前が付くかなり前から数十年にわたって、Oracle Database を使っ
てこの種のワークロードを処理してきた例が数多くあります。たとえば、通信事業者は、世界中の
電話交換機で毎秒生成される数千万もの Call Detail Record（CDR）を処理します。あるいは接続さ
れた製造装置の場合、生産ラインの各マシンから現在作業中の部品と作業担当者に関する情報が絶
えず送られます。 

データの生成方法がどのようなものであろうと、IoT ワークロードのおもな要件は同じあり、それ
らの要件は次のとおりです。 

» スケーラビリティ – デバイスの数とデバイスで生成できるデータの量の急増 

» 柔軟性 – 新しいデータやさまざまなデータにより、データ・モデルを繰り返し適用する必要が
生じる可能性がある 

» リアルタイム分析 – わざわざ長い ETL プロセスを経ることなく、データをクレンジングして下
流のレポート作成で利用できるようにする 

このホワイト・ペーパーでは、これらの各要件を検討し、これらの要件を満たす支援をするだけで
なく余裕をもらせるために、オラクルが何十年にもわたって先進的な通信事業者、金融機関、小売
業者と連携して、非常に高度なチューニングと管理手法をいかに開発してきたか、その経緯につい
て説明します。このホワイト・ペーパーでは全体を通じて、食料品店で買い物をするときの類似点
を使用して、推奨されるチューニング手法のそれぞれの背景にある論拠について説明します。 

スケーラビリティ 

スケーラビリティとは、システムが、使用可能なハードウェア・リソースに応じて、また、これら
のリソースの制約しか受けずにスループットを達成する能力です。Oracle Database では、スケー
ルアップ（単一サーバー内でハードウェアのキャパシティを増やす）またはスケールアウト（1 つ
のクラスタ内でサーバー台数を増やす）に対応できます。IoT プロジェクトの場合、スケールアウ
ト・ソリューションの方が低コストでスケーラビリティを達成できるので、スケールアップより好
まれているというのが一般通念です。Oracle Database のスケールアウト・アーキテクチャは
Oracle Real Application Clusters1 （Oracle RAC）です。 

Oracle Real Application Clusters 

Oracle RAC は、共有ストレージに接続されたサーバー・プール全体で一貫してパッケージ・アプリ
ケーションやカスタム・アプリケーションを有効にします。プール内のサーバーに障害が発生して
も、データベースは残りのサーバー上で引き続き稼働します。より優れた処理能力が必要な場合は、
ダウンタイムを生じさせずに、サーバーをもう 1 台プールに簡単に追加できます。このホワイト・

                            
1 Oracle Real Application Clusters について詳しくは、ホワイト・ペーパー『Oracle Real Application Clusters』を参照してください。 
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ペーパーでは、2 台以上の Oracle RAC ノードからなる Oracle RAC 環境に Oracle Database をデプロ
イすることを前提としています。 

 

図1：Oracle RACアーキテクチャ 

 

データベース構成 

ここでは、Oracle RAC 環境のノード数を増やす場合に確実にスケーリングできるように、Oracle 
Database を構成する方法を中心に説明していきます。 

表領域 

大量のデータをロードし、問い合わせる上で重要な側面は、基盤になる表に使われる領域の管理で
す。その目的は、将来のデータ・アクセスが物理的なデータ・ストレージによって阻害されないよ
うにしながら、できるだけ速く効率的にデータをロードすることです。毎週、食料品店で大量の買
い物をすることを計画する場合も、同じように考えることができます。食品をたくさん買い込む必
要があることが分かっている場合は、店内に入るときに買い物かごではなくカートを選びます。
カートなら、買う必要のあるものをすべて載せる余裕がたっぷりあるし、レジのときにすべての品
物に簡単に手が届きます。 

Oracle Database の場合、領域管理は表レベルで制御されるか、表（またはパーティション）が存
在する表領域から継承されます。オラクルでは、管理の必要なデータファイルの数を制限するため
に、BIGFILE 表領域を使用することをお勧めします。BIGFILE 表領域は、デフォルトで自動セグメ
ント領域管理（ASSM）を利用する、ローカル管理表領域です。 

BIGFILE 表領域の作成時に初期データファイルがフォーマットされます。データファイルが拡張
されると、その都度、拡張部分もフォーマットされます。これはコストのかかる操作なので最小限
に抑える必要があります（待機イベント：データファイル初回書込み）。さらに、（各 Exadata 
Storage Server がその領域のフォーマットを個別に実行する Oracle Exadata Database Machine を使
用しているのでなければ）フォーマットは順次実行されます。 

ローカル管理表領域には、2 つのタイプのエクステント管理、AUTOALLOCATE（デフォルト）と
UNIFORM を実行できます。AUTOALLOCATE の場合、データベースはプロパティとオブジェクトの
サイズを基に可変エクステント・サイズを選択し、UNIFORM は事前定義済みの固定サイズでエク
ステントを実施します。IoT など、高速な取込みワークロードには、AUTOALLOCATE の使用をお勧
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めします。ただし、AUTOALLOCATE のデフォルトの割当てポリシーでは、非常に小さいエクステ
ント・サイズから開始するように指定されており、IoT のような大量の取込みワークロードにはサ
イズが小さすぎるかもしれません。したがって、表の作成時により大きい初期エクステント・サイ
ズ（最小 8 MB）を指定して、AUTOALLOCATE にこの値から開始させ、さらに値を増やしていくこ
とをお勧めします。このようにすると、新しいエクステントが割り当てられるまでプロセスが待機
せずに済みます（待機イベント：enq: HW – contention）。 

最適なパフォーマンスを得るため、大規模ファイルの表領域に大きい自動拡張サイズを指定するこ
とで、データ・ロード時における領域の割当て操作数を最小限に抑えることをお勧めします。
AUTOEXTEND パラメータは、空き領域がなくなったときに、どのくらいの追加領域を BIGFILE 表
領域に追加するかを制御します。以下の例では、上記のベスト・プラクティスを適用して表領域
TS_DATA を作成します。 

CREATE BIGFILE TABLESPACE ts_data 
DATAFILE '/my_dbspace/ts_data_bigfile.dbf' 
SIZE 1500G AUTOEXTEND ON NEXT 15G maxsize 
UNLIMITED 

LOGGING -- これがデフォルトです 

EXTENT MANAGEMENT LOCAL AUTOALLOCATE -- これがデフォルトです 

SEGMENT SPACE management auto; -- これがデフォルトです 

図2：create bigfile tablespaceコマンドの例 

また、表領域への追加領域がリクエストされるたびに、アカウンティング・オーバーヘッドが生じ
ることがないように、データ・ロードを実行するユーザーに対し、表領域での無制限の割当て制限
を付与します。 

ALTER USER sh QUOTA UNLIMITED ON ts_data; 

図3：ts_data表領域上の無制限の割当て制限にロードされるオブジェクトを所有するユーザーへの権限付与 

REDOログ 

Oracle Database で行われたすべての変更が、データの永続性と一貫性を確保するために REDO ログ
に記録されます。ロギング・プロセスが取込み操作のパフォーマンスに影響しないように、少なく
とも 3 つの REDO ログ・グループを作成することをお勧めします。そうすると、ログ・スイッチに
続いてグループが使用可能になるまで、ログ・ライター・プロセス（LGWR）が待機しなくて済みま
す。チェックポイントがまだ完了していないか、グループがまだアーカイブされていないために、
グループが使用可能にならないことがあります（待機イベント：ログ・ファイルの切り替え完了）。 

REDO ログ・ファイルのサイズは、ログ・ファイルの切り替えが通常のアクティビティ時に約 1 時
間に 1 回発生し、ピーク・アクティビティ時にはその頻度が毎 20 分を超えないように、十分に大
きいサイズにする必要があります。ログ・ファイルはすべて同じサイズにします。以下の計算式を
使って、ログの適切なサイズを決定します。 

Redo log size = MIN(4G,Peak redo rate per minute x 20) 

図4：REDOログの適正サイズを設定するための計算式 

また、REDO ログは高性能ディスクに置くようにしてください。REDO ログに書き込まれた変更は
効率的に行われることが重要です（待機イベント：ログ・ファイルのパラレル書込み）。 
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メモリ設定 

データ・ロード操作のいくつかの面で、データベース・インスタンスのシステム・グローバル領域
（SGA）またはプログラム・グローバル領域（PGA）のいずれかのメモリが必要になります。 

SGA 

SGA はデータベース・インスタンスのデータと制御情報を含む共有メモリ構造体のグループです。
SGA に保存されたデータの例には、キャッシュされたデータ・ブロック（バッファ・キャッシュと
して知られている）、および共有 SQL 領域（共有プールとして知られている）があります。すべて
のサーバーとバックグラウンド・プロセスが SGA を共有します。SGA_TARGET パラメータと
SGA_MAX_SIZE パラメータが、SGA の合計サイズを制御します。 

従来型の挿入のパフォーマンスを最適に保つには、データベースの使用可能なメモリの 50%以上を
SGA に割り当てる必要があります。SGA に割り当てたメモリの大半はバッファ・キャッシュと共有
プールに割り当てる必要があります。 

PGA 

PGA は非共有型のプライベート・メモリ領域で、中でも SQL の実行、集約、ソートの操作を完了す
るためにセッション・プロセスのみで使用されるデータと制御情報が含まれます。Oracle Database
はプロセスの開始時に、セッション・プロセス内部に PGA を作成します。個々の PGA の集まりが
イ ン ス タ ン ス PGA の 合 計 に な り ま す 。 PGA_AGGREGATE_TARGET パ ラ メ ー タ と
PGA_AGGREGATE_LIMIT パラメータが、すべてのプライベート・プロセスで使用可能なメモリ総
数を制御します。Oracle で使用可能なメモリの 20 %以上を PGA に割り当ててください。 

パラレル・ダイレクト・パス・ロードと外部表を使用している場合、各パラレル処理が行をター
ゲット表に挿入する前にバッファするので、より多くのメモリが必要になることがあります。各パ
ラレル処理では、非圧縮表にロードする場合は 0.5 MB、圧縮表にロードする場合は 1 MB が必要に
なると考えてください。 

また、同時にロードされるセグメント数も考慮する必要があります。各処理により、挿入するセグ
メントごとに個別のバッファが PGA へと割り当てられます。 

データ・ロードのメカニズム 

ここまでは、スケーラブルなデータベース環境の作成を中心に説明してきました。今度は、データ
取込みに注目しましょう。Oracle Database では、従来型の挿入またはダイレクト・パス・イン
サートの 2 つの方法で表やパーティションにデータを挿入できます。データの取込みは、食料品店
でカートに商品を入れて支払いをする流れに当てはめて考えることができます。商品を選んで購入
するときには、商品を 1 つ選んで支払いをし、その後で再び買い物リストの次の商品を選びに行く
などということはしません（単一行を挿入してから COMMIT）。店内に入ったら、買い物リストの
全商品をかごに入れて一度に支払いをすませます（配列挿入に続いて COMMIT）。データをデータ
ベースに効率的に挿入するときにも、同様のことが当てはまります。 
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従来型の挿入 

従来型の挿入では SQL INSERT 文を使って、新しい行を表またはパーティションのいずれかに追
加します。Oracle Database は、すべての参照整合性制約および表の他の索引を自動的に維持しま
す。また、表を構成する既存のデータベース・ブロック内の既存の空き領域を再利用しようと試み
ます。障害が発生した場合は、従来型の INSERT 文のすべての面が REDO ログに記録されます。通
常、INSERT コマンドを実行すると、一度に 1 つの行が追加され、その後に COMMIT が続きます。
ただし、INSERT ALL を使えば、INSERT コマンドでも複数の行を追加できます。 

単一セッションでは、従来型の単一行の挿入の後、COMMIT を実行することで、1 秒あたり 500 行
ほどを自動的に取り込めます。単一行の挿入でより大量のデータを取り込むには、同じ INSERT 文
を実行する数百もの同時セッションを存在させる必要があり、共有プール（待機イベント：cursor: 
pin S）およびクラスタ・ロック・レベル（待機イベント：enqueue hash chains latch）で競合が生
じる可能性があります。 

1 秒 あ た り 数 千 回 実 行 さ れ る 個 々 の 文 の 場 合 に 共 有 プ ー ル で 競 合 を 減 ら す に は 、
DBMS_SHARED_POOL パッケージの MARKHOT プロシージャを介して INSERT 文に“ホット”とマーク
することをお勧めします（図 5 を参照）。SQL 文や PL/SQL パッケージにホットとマークすると、
各セッションが共有プールで自身の文のコピーを所有できるので、競合が軽減されます。ただし、
この文の共有メモリの使用量が増えます。 

BEGIN 
dbms_shared_pool.markhot ( hash=>'01630e17906c4f222031266c21b49303', 

namespace=>0,  
global => TRUE); 

END; 

図5：DBMS_SHARED_POOLパッケージの使用による、INSERT文へのホットのマーク付け 

ロック・オーバーヘッドを軽減するには、表レベル・ロックを無効にすることを検討するとよいで
しょう。表レベル・ロックを無効にすると、オブジェクトで DDL コマンド（DROP、TRUNCATE、
ADD COLUMN、その他）が実行されなくなります。また、トランザクションの開始前に、共有され
た表レベル・ロックを保護する必要がなくなるため、各 INSERT 文の処理を迅速化することもでき
ます。 

ALTER TABLE Meter_Readings DISABLE TABLE LOCK; 

図6：表レベル・ロックの無効化 

表で DDL コマンドを実行するには、表ロックを再び有効にする必要がある点に注意してください。 

コミットの頻度 

データベースでの変更を永続化するには、トランザクションをコミットする必要があります。それ
ぞれの INSERT の後に COMMIT 文を実行すると、大量の REDO が生成され、特に大量の同時セッ
ションがある場合は、Oracle RAC ノードのディスクと CPU の使用率が高くなります（待機イベン
ト：ログ・ファイルの同期と DB CPU）。したがって、100 行など複数の行を挿入するまで、
COMMIT を実行しないことをお勧めします。そうすると、生成される REDO と消費される CPU の量
が減少し、単一セッションの取込み率が 1 秒あたり 550 行から 1 秒あたり 7,000 行になります。 

ただし、単一行の従来型の挿入に代わるはるかに効率的な方法は、配列挿入を利用して、各配列挿
入後に COMMIT を実行することです。 
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配列挿入 

Oracle の配列インタフェースでは、1 つの文で多くのレコードまたは行を挿入できます。どのプログ
ラミング言語（Python、Java、JavaScript、.NET、PL/SQL、C/C++、その他）を使用していても、
Oracle Database のアプリケーション・プログラミング・インタフェース（API）を使って配列挿入を
利用することができます。配列インタフェースにより、行ごとに生成される REDO（単一行の挿入に
比べて 1/6 に減少）およびデータベース・サーバー上の CPU（単一行の挿入に比べて 1/15 に減少）
の両方が大幅に減って、テスト環境上の単一セッションで 1 秒あたりの挿入が 18,000 になります。
セッションごとの CPU 使用率が大幅に減るので、同時セッション数を増やすことができます。 

大量のデータを挿入する場合、配列挿入を使用すれば、ネットワーク・ラウンドトリップ数とコン
テキスト・スイッチ数も減少します。この減少によって、パフォーマンスが大きく向上することが
あります。 

Python を使った配列挿入の例については、「付録 A」を参照してください。 

ダイレクト・パス・ロードおよび外部表 

従来型の挿入に代わるより効率的な手法は、Oracle のダイレクト・パス・ロードを利用することで
す。取り込むデータを大きいフラット・ファイルに挿入する場合は、従来型の挿入よりもダイレク
ト・パス・ロードの方が便利です。ダイレクト・パス・ロードは入力データを解析し、各入力
フィールドのデータをその対応する Oracle データ型に変換してから、データの列配列構造体を構築
します。これらの列配列構造体は、Oracle データ・ブロックのフォーマットと索引キーの構築に使
用されます。新たにフォーマットされたデータベース・ブロックは、標準 SQL 処理エンジンとデー
タベース・バッファ・キャッシュをバイパスして、データベースに直接書き込まれます。 

ダイレクト・パス・ロードは通常、外部表からの CREATE TABLE AS SELECT 文または INSERT 

AS SELECT 文を実行することで達成されます。INSERT AS SELECT 文にデータベース・バッ
ファ・キャッシュをバイパスさせるには、以下の図 7 に示すように、APPEND ヒントを使用する必
要があります。ダイレクト・パス・ロードは、データが数分以上おきに"バッチ・モード"でロード
される場合に最適です。 

外部表 

ダイレクト・パス・ロードは通常、外部表を使用するので、外部データ（ファイル）を仮想表とし
てデータベース内で表示でき、外部データを最初にデータベースにロードしなくても、直接および
パラレルで問い合わせることができます。 

外部表と通常の表のおもな違いは、外部表が読取り専用の表で、そのメターデータはデータベース
に保存されているが、そのデータはデータベース外部のファイルに保存されている点です。 
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図7：外部表のアーキテクチャと構成要素 

外部表 は、 標準の CREATE TABLE 構文 を使 って作 成 されま すが 、追 加の ORGANIZATION 

EXTERNAL 句 が 必 要 で す 。 こ の 追 加 の 句 は 、 必 要 な ア ク セ ス ・ ド ラ イ バ の タ イ プ
（ORACLE_LOADER、ORACLE_DATAPUMP、ORACLE_HDFS、または ORACLE_HIVE）、アクセス・
パラメータ、ファイルを格納したディレクトリの名前、表内の列の定義に関する情報を指定します。 

外部表を使って高速でスケーラブルなデータ・ロードを確実に実現するには、外部ファイルへのア
クセスを高速にし、パラレル実行を使用する必要があります。 

外部ステージング・ファイルの場所 

ステージング・ファイルは、クラスタ内のすべての Oracle RAC ノードからアクセスできる外部共
有ストレージに配置する必要があります。データは読取り速度より速くロードすることはできない
ため、共有ストレージの IO スループットはロード速度に直接影響します。 

IO 帯域幅の競合を回避して最適なパフォーマンスを保証するには、データベースで使用される物理
ディスクと同じディスクにステージング・ファイルを配置しないでください。この推奨事項は
Oracle Exadata 構成には当てはまりません。Oracle Exadata 構成の場合、同じ Exadata Storage Server
にデータベース・ファイルとしてストライピングされるデータベース・ファイル・システム
（DBFS）上に外部データファイルをステージングするための IO キャパシティが十分にあるからです。 

共有ストレージの IO スループットがデータベースの取込み速度よりもかなり低い場合は、外部
データファイルを圧縮し、データをロードする前に事前処理することを検討してください。これは、
データの解凍に使われる CPU リソースと IO 帯域幅のトレードオフになります。また、このドキュ
メントで後述するダイレクト・パス・ロードのパラレル化に関する項に示すように、パラレル化の
使用方法にも一部制限が課せられます。 

外部データ形式 

外部ステージング・ファイルのデータ形式は、ロード・パフォーマンスにも大きな影響を及ぼすこ
とがあります。列形式の解析とキャラクタ・セット変換の適用に非常に大量の CPU が使用されるた
めです。レコード終了記号とフィールド・デリミタには単一文字デリミタだけを使用することをお
勧めします。単一文字デリミタの方が、複数文字デリミタよりも効率的に処理できます。また、
キャラクタ・セットの変換を避けるため、外部データファイルで使うキャラクタ・セットをデータ
ベースのキャラクタ・セットに一致させることをお勧めします（シングルバイトまたは固定幅の
キャラクタ・セットがもっとも効率的）。 
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データ変換を実行する必要がある場合は、ファイルを事前処理するよりも、ロード・プロセスの一
部として Oracle で実行するのがベストです。この処理を実行するには、データベース内で SQL を使
用するか、外部表の事前処理機能を、外部表を介した初期データ・アクセスの一部として利用しま
す。 

ロード時のロック 

ダイレクト・パス・ロード操作またはパラレル DML の間、Oracle はターゲット表全体を排他的に
ロックします。ロックすることで、他の DML 操作や DDL 操作が表またはそのパーティションに対
して実行されるのを防ぎます。ただし、他のセッションからの問合せは表のデータに完全にアクセ
スできます。指定のパーティションだけをロックするパーティション拡張構文を使用すると、表レ
ベルのロックの取得を避けることができます。 

INSERT /*+ APPEND */ INTO Meter_Readings 
PARTITION FOR (to_date('25-DEC-2016','dd-mon-yyyy'))  
SELECT * FROM ext_tab_mr_dec_25; 

図8：ダイレクト・パス・ロード時に表のロックの度合いを制限するパーティション拡張構文の例 

ダイレクト・パス・ロードのパラレル化 

パラレル実行は、操作を小さいサブ・タスクに分割して迅速に進めるためによく使われる手法です。
夫婦で食料品店に行くときに、長い買い物リストを 2 枚に分けるように、データベース内でパラレ
ル実行を利用してデータの取込みと問合せの両方を迅速化することができます。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、その結果を集計して
からエンドユーザーに返します。 

スケーラブルなダイレクト・データ・ロードを達成するには、外部ファイルをパラレル処理する必
要があります。処理の面から見ると、入力データはグラニュルという作業単位に分けられ、次に
PX サーバー・プロセスによって同時に処理されます。 

Oracle は、外部データファイル内のいずれかの箇所に配置できて、次のレコードの開始を見つける
ことができれば、制限なしでパラレル・グラニュルを構築できます。たとえば、データファイルに
シングルバイト・レコードが含まれていて、それらのレコードがごく一般的な文字（改行はセミコ
ロン）で終了するとします。各外部データファイルは約 10 MB のサイズのグラニュルに分割され、
ラウンド・ロビン法でパラレル・サーバー・プロセス間に分散されます。最適なパラレル・ロー
ド・パフォーマンスを達成するには、すべてのファイルのサイズを同様のサイズ、10 MB の倍数、
2、3 GB ほどの最小サイズにそろえます。 

この場合、関与する同時パラレル・サーバー・プロセスの数、つまり並列度（DOP）は、文で要求
された DOP 以外の制約を受けません。 

ただし、ファイル形式が原因で、Oracle がグラニュル（圧縮データなど）を構築するためのレコー
ド境界を見つけられない場合、またはメディアのタイプが位置決め可能なスキャンまたは検出可能
なスキャンをサポートしていない場合、ロードのパラレル化はデータファイル数によって定義され
ます。Oracle は各データファイルを単一のエンティティ、つまり、単一グラニュルとして扱います。
そのようなデータ・ロードのパラレル化は、複数のステージング・ファイルを提供することで実行
する必要があり、ステージング・ファイルの総数によって最大限可能な DOP が決まります。 



 

12 | Oracle Database 12cでIoTワークロードを実装するためのベスト・プラクティス 

データ圧縮およびダイレクト・パス・ロード 

大量のデータをロードする場合、データ・ロード中にデータを圧縮すべきかどうかという問いに必
ずぶつかります。データ取込みパフォーマンスの最大化、問合せパフォーマンスの改善（ディスク
から読み取る必要があるデータが少ないため）、および領域の節約との間でトレードオフが生じま
す。食料品店との類似点から見ると、カートに商品をどのように置くかといったように圧縮を考え
る必要があります。カートに大量の食品を載せる場合は、ただカートに適当に入れるのではなく、
少し時間をかけて並べるものです。 

データを圧縮形式でロードする場合は、ターゲット表（またはパーティション）を COMPRESSED
として宣言するだけです。Oracle では、次の圧縮アルゴリズムを提供しています。 

COMPRESS/COMPRESS FOR DIRECT_LOAD OPERATIONS – ブロック・レベルの圧縮、ダイレク
ト・パス操作のみに対応 

COMPRESS FOR ALL OPERATIONS – ブロック・レベルの圧縮、ダイレクト・パス操作と従来型
の DML に対応、Advanced Compression オプションの一部 

COMPRESS FOR [QUERY|ARCHIVE] [HIGH|LOW] – 列圧縮、ダイレクト・パス操作のみに対応、
Oracle Exadata ストレージの機能 

どの圧縮手法を選択しても、データ・ロード操作中、CPU リソースがさらに多く消費されます。た
だし、データは通常 1 度だけ取り込まれ、変更や問合せが何回も行われることがないため、IoT
ワークロードの場合、データを圧縮する利点はこの犠牲をはるかに上回るでしょう。 

 

柔軟性 

IoT は現在幼年期にあり、新しいユースケースにはそれぞれ新しいデバイスが使われます。データ
形式の変化に容易に適用できること、そして大量のデータを迅速に分析し管理できることが極めて
重要です。このホワイト・ペーパーの本項では、非常に柔軟なスキーマを提供しながらも大量の
データ管理を可能にする Oracle Database のさまざまな側面について説明します。 

JSONのサポート 

スキーマの柔軟性を最大限に高めるため、IoT データはほとんどの場合、JSON として送信されます
2。JSON の各ドキュメントにはさまざまな属性と値のセットを含めることができるため、これらの
ドキュメントにより、IoT システムを効果的にスキーマレスにすることができます。Oracle 
Database 12c は、過去 XML をサポートしたように JSON をネイティブでサポートします。Oracle
は JSON データ構造体を認識し、JSON データをそのネイティブ構造体のままデータベース内に保
持します。ただし、XML とは違って、JSON ドキュメントには新しいデータ型はありません。代わ
りに、JSON は VARCHAR2、CLOB、または BLOB データ型を使って、どのような表の列にもテキス
トとして保存されます。既存のデータ型を使用することで、JSON データは、Oracle Text や Oracle 
Database In-Memory を含む既存のデータベース機能のすべてで自動的にサポートされます。その
ため、データをリアルタイムで取り込んで処理できます。 

                            
2 JSON について詳しくは、HTTP://WWW.JSON.ORG/をご覧ください。 

http://www.json.org/
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また、既存のデータベース・ユーザーまたはアプリケーションは、SQL の標準ドット表記法を使っ
て JSON ド キ ュ メ ン ト 内 の 情 報 に 極 め て 簡 単 に ア ク セ ス で き ま す 。 以 下 の コ マ ン ド は 、
Meter_Reading 表に保存された JSON 列内からのメーターの読取り値ごとに都市を抽出します。 

SELECT m.json_column.address.city FROM Meter_Readings m; 

図9：Meter_Readings表のJSONドキュメントに保存された住所から都市を選択する例 

Oracle Partitioning 

テラバイトのデータまたはペタバイトのデータでも、管理には効率性とスケーラビリティが要求さ
れます。Oracle Partitioning はこれらの機能を提供しながら、アプリケーションの問合せに対して
完全に透過的になります。食料品店がさまざまな売り場（果物と野菜、肉類、ソフト・ドリンクな
ど）に分かれているように、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。それぞれの単位はパーティションと呼ばれ、固有の名前があり、独自のスト
レージ特性を持ちます。データベース管理者の視点からすると、パーティション表には、まとめて
管理することも個別に管理することも可能な複数の単位があります。ただし、アプリケーションに
とっては、パーティション表は非パーティション表と同じです。 

パーティション化は管理性、可用性、パフォーマンスを向上させることで、取込み作業の多いワー
クロードに非常に大きな利点をもたらすことができます。 

管理性を高めるためのパーティション化 

2 年分のスマート・メーターの読取り値、つまり 100 テラバイト（TB）が表に保存されているケー
スを考えます。毎時、新しいセットのメーターの読取り値を表にロードし、もっとも古い時間の
データを削除する必要があります。メーターの読取り値の表が時間別に RANGE パーティション化
されている場合、新しいデータを最新のパーティションに直接ロードでき、もっとも古い時間の
データは次のコマンドを使って 1 秒足らずで削除できます。 

ALTER TABLE meter_readings DROP PARTITION Dec_25_2014_08; 

図10：パーティション化により、古いデータを削除して大量のデータの管理を容易にする例 

パーティション化は、古いデータの圧縮にも役立ちます。たとえば、データを非圧縮パーティショ
ンにロードできる一方で、表の残りは圧縮形式で保存されます。しばらくしてから、ALTER 

TABLE MOVE PARTITION コマンドを使用して、現在のパーティションも圧縮することができます。 

パフォーマンス向上のためのパーティション化 

パーティション化によって、問合せへの答えに必要なデータだけがスキャンされるようにすること
で、問合せのパフォーマンスも改善できます。食料品店の通路とまったく同じように、関心のある
商品だけが並んでいます。ビジネス・ユーザーが主として、1 日あたりの電気総使用量など、メー
ターの読取り値データに日常的にアクセスしているとします。この表を時間別に RANGE パーティ
ション化すると、合計 17,520 のパーティション（2 年間）のうち 24 のパーティションだけをス
キャンしてビジネス・ユーザーの問合せに答えればいいので、データへのアクセスがもっとも効率
的になります。無関係なパーティションのスキャンを避ける機能のことをパーティション・プルー
ニングと言います。 

METER_READINGS 表をサブパーティション化すると、さらにパーティション・プルーニングを進
めることができます。サブパーティション化により、各パーティション内のデータをさらに小さい
個別単位に分割することができます。meter_id の HASH と 32 のサブパーティションを指定して、
METER_READING 表をさらに分割するとします。次に、ある日ある世帯で使われた電気量を確認す
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るための問合せが送られてきた場合、アクセスされるのは、その日を構成する 24 のレンジ・パー
ティションのデータの 1/32 だけになります。Oracle では、リニア・ハッシュ・アルゴリズムを
使ってサブパーティションを作成します。データをハッシュ・パーティションに均等に分散するに
は、ハッシュ・パーティションの数を 2 の累乗（2、4、8 など）にすることを強くお勧めします。
また、Oracle RAC 環境では、Oracle RAC ノード数の倍数にします。 

 

図11：ある世帯の1日の電気使用量を確認するための問合せでは、時間別パーティションの1つのサブパーティションだけにアクセス 

アフィニティのためのパーティション化 

前述したように、パーティション化によって、複数のダイレクト・パス・ロード操作を同じ表で同
時に実行できるようにすることで、表レベルのロック競合が軽減されます。また、表の複数のパー
ティションをクラスタ内の特定のノードに紐付けられるようにすることで、クラスタ全体の通信を
最小限に抑えます。Oracle RAC 環境でデータ取込み操作中、線形スケーラビリティを達成するには、
パーティションを特定のノードに紐付けることが非常に重要です。買い物に行く前に買い物リスト
を作成するときと同じように、データの紐付けを考えることができます。果物と野菜売り場で必要
な全食品、冷凍食品売り場で必要な全食品をそれぞれ分けてまとめれば、買い物リストにある商品
すべてを店内で探してあちらこちらの売り場を行ったり来たりせずに、売り場ごとに一度に商品を
手に入れることができます。 

パーティションを特定の Oracle RAC ノードに紐付けるには、次の 2 つのことを行う必要があります。 

» 1 つのノードだけに接続する（サブ）パーティションごとに一意のデータベース・サービスを作
成する 

» 各配列挿入に 1 つの（サブ）パーティションだけのデータが含まれるように、（サブ）パー
ティション・キーごとに受信データをソートする 
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一意のデータベース・サービスの作成 

この例では、METER_READINGS 表に 32 のハッシュ・サブパーティションがあります。したがって、
32 の一意のデータベース・サービス（各サブパーティションにつき 1 つ）を作成する必要がありま
す。これらのサービスにより、アプリケーションはデータを特定のサブパーティションに挿入する
必要があるたびに、特定のノードに接続することができます。これらのサービスは Oracle RAC
ノードに均等に分配する必要があります。Oracle RAC ノードが 8 台あることを前提に、ノードごと
に 4 つのサービスを作成します。 

srvctl add service -d IoT -s RAC_Node1_Partition1 –r RAC1 –a RAC4 

srvctl add service -d IoT -s RAC_Node1_Partition2 –r RAC1 –a RAC5 

: 

srvctl add service -d IoT -s RAC_Node8_Partition32 –r RAC8 –a RAC1 

図12：8ノード・クラスタ上の32のサブパーティションそれぞれに対し、一意のデータベース・サービスを作成するために必要な文 

ノードに障害が発生した場合は、そのノードに元々接続されていた各サービスは残りの別のノード
にフェイルオーバーされるので、残りのノードが追加の作業で負荷過剰になることはありません。 

受信データのソート 

各 Oracle RAC ノードがパーティションのサブセットだけに挿入を行うようにするには、ある特定
の（サブ）パーティションだけのデータを含む配列挿入または外部表を作成する必要があります。
それには、選択したパーティション手法に基づいて受信データをソートする必要があります。この
例では、METER_READINGS 表は時間別に RANGE パーティション化され、meter_id の HASH 別に
サブパーティション化されます。したがって、データをまず time_id 列でソートし、次に各時間内
でハッシュ・サブパーティション別にソートする必要があります。しかし、meter_id がどのハッ
シュ・サブパーティションに属しているのか、どのように判別したらいいのでしょうか。それには
まず、meter_id を Oracle の数値に変換し、次にオープン・ソース・ファイル lookup.c3で HASH()
関数を使用します。meter_id が属するハッシュ・パーティションの判別に必要なコードの例につい
ては、付録 B を参照してください。 

 

                            
3 Lookup.c は Bob Jenkins が作成したオープン・ソース・ファイルで、ハッシュ関数を含んでいます。このファイルは

http://www.burtleburtle.net/bob/c/lookup.c で入手できます。 

http://www.burtleburtle.net/bob/c/lookup.c
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リアルタイム分析 

IoT シナリオで取得したデータのタイムリーな分析は、実際のビジネスの成果に大きな影響を及ぼ
す場合があり、次のような可能性を秘めています。 

» ビジネス・プロセスを最適化し、運用コストを軽減 

» 機器の障害を予測 

» 新しい製品やサービスを決定 

» 他社とは違う顧客体験を実現 

このホワイト・ペーパーの本項では、リアルタイム分析の向上のために Oracle Database が提供す
るさまざまなテクノロジーについて概説します。 

パラレル実行 

ほとんどの場合、IoT ワークロードの分析では、数兆ものデータ・レコードに対してリアルタイム
で問合せを実行する必要があります。リアルタイム分析を達成する上で鍵となるのは、使用可能な
すべてのハードウェア・リソースを効果的に利用することです。 

前述したように、パラレル実行は、操作をデータベース内で迅速に実行するためによく使われる手
法です。この手法を使用すると、同時に実行される複数のサブ・タスクにタスクを分割できます。
データベースはパラレル実行を最初からサポートするようにデフォルトで構成されています。これ
に加えて、自動並列度（自動 DOP）を使って、各 SQL 文でいつどのようにパラレル化を使用する
かを制御できます。パラレル実行は、大規模 IoT 環境における主要機能であり、必ず推奨されるも
のです。 

索引付け 

データベースの問合せのパフォーマンスを向上させる従来型の最たるアプローチは、問合せに関わる
表に索引を作成することです。これらの索引は通常、データへのより高速なアクセス・パスになるか
らです。索引とは、コーヒーやシリアルの場所を教えてくれる、食料品店の各通路にぶら下がってい
る標識と同じように考えることができます。Oracle Database は、B ツリー索引、逆キー索引、ファン
クション索引、ビットマップ索引、言語索引、テキスト索引など多様な索引を提供します。 

パーティション表の場合、索引はローカル索引またはグローバル索引として作成できます。ローカ
ル索引は、表からパーティション手法を'継承'します。そのため、ローカル索引の各パーティション
は、基盤となる表のパーティションごとに構築されます。この結合によって、パーティション・メ
ンテナンスを最適化できます。たとえば、表のパーティションが削除された場合、Oracle Database
ではそれに対応する索引のパーティションを削除するだけで対応できます。グローバル・パーティ
ション索引は、表とは異なるパーティション・キーまたはパーティション手法でパーティション化
される索引です。表パーティションから索引を切り離すと、表のパーティション・メンテナンス操
作によって、索引メンテナンス操作が行われる可能性が必然的に生じます。 

主として分析的な性質を持つ IoT ワークロードの場合、ローカル索引を利用することをお勧めします。 
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索引のトランザクション一貫性を維持するためのオーバーヘッド 

表に索引がある場合、その表に挿入される各行は、索引に挿入される対応するエントリを持つ必要
があります。従来型の挿入の場合、このエントリによって行あたりの CPU 使用率、行ごとに生成さ
れる REDO の量、行ごとに変更されるブロック数が増加します。マルチ・プロセスで索引の同じ場
所に挿入を行っている場合、索引によって競合が発生することがあります。ローカル・パーティ
ション索引がたった 1 つあるだけで、索引がない場合に比べて、1 行の挿入に必要な CPU 使用率が
5 倍に増えます。生成される REDO の量は 6 倍に増えます。索引および表へのすべての変更を記録
する必要があり、ブロック変更の数が 20 倍以上になるからです。その結果、秒ごとに挿入できる
行数が 1/5 に減ります。ローカル・パーティション索引をさらに 2 つ追加する場合、索引がない場
合に比べ、1 秒あたりの行の取込み率は 1/13 に減少します。 

外部表を使用するダイレクト・パス・ロード操作も索引を保守する必要がありますが、索引メンテ
ナンスは行ごとに行われないのでより効率的です。内部的に見ると、索引メンテナンスはすべての
データがロードされるまで待機状態になりますが、トランザクションを実行して、ロードされた行
が表示される前に行われます。ただし、索引がある場合は、依然としてパフォーマンスに大きく影
響します。 

部分的に使用可能な索引 

部分的に使用可能な索引を利用すると、データ取込みへの索引の影響を最小限に抑えることができ
ます。部分的に使用可能な索引により、ローカル索引とグローバル索引を表のパーティションのサ
ブセットだけに作成できます。索引を表の安定したパーティション（データの取込みがほとんどま
たはまったくない古いパーティション）だけに構築できるようにすることで、索引の存在による取
込みパフォーマンスへの影響が最小限になります。 

索引パーティション内のデータだけにアクセスする分析問合せの場合、より高速なアクセス方法と
して索引を使用することができます。非索引パーティションのデータだけにアクセスする問合せの
場合、パーティション全体をスキャンする必要がありますが、データは大幅に変更されているので、
データベース・バッファ・キャッシュのメモリ内に存在する可能性があります。複数のパーティ
ション（索引があるものとないものが存在）にアクセスする問合せの場合、表拡張 4という問合せ
変換を利用できます。オプティマイザは表拡張により、読取りがもっとも多いパーティションの索
引、およびアクティブに変更されているパーティションでの全体スキャンを使用するプランを生成
できます。 

マテリアライズド・ビュー 

ほとんどの場合、IoT ワークロードにおけるビジネスの利点は、個々のエントリの検証ではなく、
パターンや異常を特定することで得られます。事前に要約および集計されたデータは、各問合せが
要求するシステム・リソースの量を減らすことで、問合せのパフォーマンスと全体的なシステムの
スケーラビリティを大幅に向上させる可能性を持っています。アプリケーション自体に変更を加え
ることなく、長期的に最適化および進化できるように、要約と集計はアプリケーション・レイヤー
に対して透過的に行われるのが理想的です。 

                            
4 https://blogs.oracle.com/optimizer/entry/optimizer_transformations_table_expansion 

https://blogs.oracle.com/optimizer/entry/optimizer_transformations_table_expansion
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データベース内のマテリアライズド・ビュー5（MV）は、データを要約または集約する機能を提供
し、アプリケーションに対して完全に透過的になることもできます。クエリー・リライトという機
能は、マテリアライズド・ビューがアプリケーションに対して透過的なままになるように、SQL 問
合せを自動的に書き換えて適宜 MV にアクセスします。 

Oracle Database In-Memory 

よ り 非 定 型 な IoT デ ー タ分 析 の ア プ ロー チ が 必要 な場 合 は 、 Oracle Database In-Memory 6 
（Database In-Memory）を利用することを検討してください。Database In-Memory を使用すると、
非定型の分析問合せのパフォーマンスを向上させるために、インメモリ用に最適化された新しい列
形式でメモリに IoT データを移入できます。 

 

図13：オラクル独自の二重形式インメモリ・アーキテクチャ 

データベースは、表と索引間で一貫性を維持する場合と全く同じように、従来の行形式と新しい列
形式間で完全なトランザクション一貫性を維持します。Oracle Optimizer は列形式にどのデータが
あるかを完全に認識し、分析問合せを列形式に、OLTP 操作を行形式に自動的にルーティングする
ことで、アプリケーションに変更を加えることなく、すべてのワークロードで卓越したパフォーマ
ンスと完全なデータ整合性の両方を確実に達成します。ストレージにはデータの単一コピーが（行
形式で）残っており、追加の REDO または UNDO が生成されることがないので、追加のストレー
ジ・コストやデータ・ロードへの影響が生じません。 

他のインメモリ列ソリューションとは違って、データベース内のすべてのデータを列形式でメモリ
に移入する必要はありません。Database In-Memory では、パフォーマンス重視の表やパーティ
ションだけをメモリに移入する必要があります。そのため、企業は現在関心のあるデータのリアル
タイム分析を実行しながら、少しのコストで履歴データをディスクにかなり効率的に保存できます。
行形式と列形式双方のデータにアクセスする問合せの場合、データベースはメモリ、フラッシュ、
およびディスクに対してその広範な最適化を使用して、データへのアクセスと集計を実行します。 

IM列ストアのトランザクション一貫性を維持するためのオーバーヘッド 

IM 列ストアのトランザクション一貫性を維持するためのオーバーヘッドは、データ取込み手法、表
に対して選択されたインメモリ圧縮レベルなど多くの要因によってさまざまです。たとえば、圧縮
レベルが高い表の場合、圧縮レベルが低い表よりも多くのオーバーヘッドが発生します。 

                            
5 マテリアライズド・ビューについて詳しくは、『Oracle Database データ・ウェアハウス・ガイド』を参照してください。 
6 インメモリについて詳しくは、ホワイト・ペーパー『Oracle Database 12C Release 2 の Oracle Database In-Memory』を参照してください。 
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テスト結果 

このホワイト・ペーパーで概説した推奨事項の利点を実証するため、Oracle Exadata X6-2 フル・
ラック（8 台のコンピュート・ノードと 14 台のストレージ・セル）でテストを実施しました。デー
タベース・ソフトウェアは Oracle Database 12c Release 2 で、アンダースコア・パラメータを使用
せず、基本的な init.ora パラメータ・ファイルを使って構成しました。表領域では自動セグメント
領域管理とローカル・エクスタント管理を使用しました。 

テストで使用した表は、8 つの列、7 つの数値列、1 つの日付列で構成されていました。数値列
（32 のパーティション）の 1 つで RANGE パーティション化され、挿入はインスタンス別に紐付け
られました。つまり、各 Oracle RAC ノード上の挿入は、パーティションのサブセットだけに行わ
れ、その他の Oracle RAC ノードはこれらのパーティションに挿入されませんでした。 

データは OCI（Oracle Call Interface）ドライバと C プログラムを使って、1 度に 1 行または 100～
5000 行の配列サイズの配列挿入を介して挿入されました。コミットの頻度も以下の表に示すよう
にさまざまです。 

テストは、挿入方法をいろいろと変えるだけでなく、表に索引がある状態とない状態でも実行され
ました。最初に 1 つの、次に 3 つのローカル・パーティション索引を作成しました。索引はローカ
ルで、挿入が紐付けられているので、これらの索引にはほとんど競合がありませんでした。競合の
激しいケースを示すために、1 つの非パーティション索引を表の日付列に作成しました。各 INSERT
文は、現在の時間と日付を行に指定しているので、すべてのセッションが索引の同じ部分を変更し
ようとしました。その一方で、セッションが同じ索引の別の場所に挿入を行う場合のグローバル索
引の影響を確認するために、パーティション・キーを先頭列として使用する非パーティション索引
をもう 1 つ作成しました。 

 

ID 説明 1つのフル・ラック上で1秒
ごとに挿入された行数 

各ノードで秒ごとに 
挿入された行数 

1 配列挿入（100行）、索引なし、100行ごとにコミット 1億行/秒 1,250万行/秒 

2 配列挿入（5,000行）、索引なし、5,000行ごとにコミット 2億行/秒 2,500万行/秒 

3 単一行の挿入、索引なし、100行ごとにコミット 900万行/秒 112万5千行/秒 

4 単一行の挿入、索引なし、1行ごとにコミット 260万行/秒 32万5千行/秒 

5 配列挿入（100）、1つのローカル・パーティション索引、100行ごとにコミット 2,000万行/秒 250万行/秒 

6 配列挿入（100）、3つのローカル・パーティション索引、100行ごとにコミット 750万行/秒 93万7千行/秒 

7 配列挿入（100）、競合ポイントが高い日付列に1つの非パーティション・ 
グローバル索引、100行ごとにコミット 

 
250万行/秒 

 
31万2,500行/秒 

8 配列挿入（ 100 行）、先頭列としてパーティション・キーのある 1 つの 
非パーティション・グローバル索引、100行ごとにコミット 870万行/秒 109万行/秒 

図14：Oracle Exadata X2-6フル・ラックと各ノードの挿入テスト結果 
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図15：Oracle Exadata X2-6フル・ラックの挿入テスト結果のグラフ 

ご覧のように、シンプルなアプリケーション・チューニングを適用することで、Oracle は単一ラッ
クを使って 1 秒あたり最大 1 億行の挿入を達成できました。このソリューションをスケールアウト
する場合は、Oracle Exadata ラックをさらに追加します。 

 

結論 

スマート・デバイスの人気が急激に高まっている今、データベースに取り込まれるデータの受信頻
度と量が非常に増えています。企業が競争上の優位性を維持するには、急増するデータ量を効率よ
くタイムリーに取り込んで分析できる能力が重要です。 

Oracle Database は、1 秒あたり何億もの行を取り込んで、数ペタバイトのデータにスケーリングす
る以上のことができます。柔軟なスキーマ、超高速インメモリ分析、業界をリードする可用性によ
り、ミッション・クリティカルな IoT ワークロードにとって最高の選択肢であることは明らかです。 
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付録A – Pythonを使った配列挿入の例 
#!/usr/bin/python 
#------------------------------------------------------------ 
# 注：以下のサイトからcx_Oracleをダウンロードしてインストールします https://pypi.python.org/pypi/cx_Oracle/5.2.1 
# 適切なバージョンをダウンロードしてください 
# 
# 以下のサイトから例を適応します http://www.juliandyke.com/Research/Development/UsingPythonWithOracle.php 
#------------------------------------------------------------ 
import cx_Oracle import sys 
 
def print_exception(msg, exception):  
error, = exception.args 
print '%s (%s: %s)' % (msg, error.code, error.message); 

 
def  main():  
username = 'scott' 
password = 'tiger'  
dbname = 'inst1' 
 
sqlstmt = 'insert into Meter_Reading(meterNo, readingDate, loc) values (:mno, 

:rdate,:loc)'; 
 
try: 
conn = cx_Oracle.connect(username,password,dbname)  

except cx_Oracle.DatabaseError, exception: 
msg = 'Failed to connect to %s/%s@%s' % (username,password,dbname) 
print_exception(msg, exception) 
exit(1) 

 
# 配列の挿入 
cursor = conn.cursor()  
try: 
cursor.prepare(sqlstmt) 

except cx_Oracle.DatabaseError, exception:  
print_exception('Failed to prepare cursor', exception) 

else: 
data_array = [] 
# 配列の移入 
for i in range(1,100): 

data_array.append( (i*10, 'FEBRUARY ' + str(i*10), 
'LOCATION ' + str(i*10)) ) 

 
try: 

cursor.executemany(sqlstmt, data_array)  
conn.commit() 

except cx_Oracle.DatabaseError, exception:  
print_exception('Failed to insert rows', exception) 

else: 
# executemany()の戻り値がないため、データ配列の長さを推測します 
print 'Inserted %d rows' % len(data_array) 

 
# 接続を閉じます  
finally: 

cursor.close()  
conn.close() 

 
#------------------------------------------------------------ 
# 標準的なテンプレート 
#------------------------------------------------------------ 
if name == ' main ':  

main() 

http://www.juliandyke.com/Research/Development/UsingPythonWithOracle.php
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付録B – データが属するハッシュ・パーティションを判別する例 

以下の例では、meter_id が属するハッシュ・サブパーティションの判別に使うことができるコード
を 示 し ま す 。 こ の サ ン プ ル ・ コ ー ド で は 、 オ ー プ ン ・ ソ ー ス ・ フ ァ イ ル
http://www.burtleburtle.net/bob/c/lookup.c で提供されている HASH()関数を利用します。ただし、
ub4 を unsigned long ではなく、unsigned int に変更しました。 

この関数は特定の meter_id の id を Oracle の数値に変換し、lookup2.c から hash()関数を適用し、
値がハッシュ・パーティションの数より少なくなるまでマスクを適用し続けます。次に、この
meter_id が属するパーティション番号を返します。 

この関数は 4 つの入力値を取ります。 

1. id（meter_id） 

2. （サブ）バーティションの数（32） 

3. マスク 

4. .errhp - OCI エラー・ハンドラ（OCINumberFromInt() call を使うために必要） 

次のコマンドを使ってこのコードをコンパイルできます。 

make -f $ORACLE_HOME/rdbms/demo/demo_rdbms.mk build EXE=id2bucket 

OBJS="id2bucket.o lookup2.o" 

 

サンプル・コード 

/* Copyright (c) 2017, Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.*/ 
/* 
名前 
id2bucket 説明 
指定した meter_id のハッシュ・バケットを戻す関数を含む PUBLIC FUNCTION(S) 

id2bucket 
*/ 
#include <stdio.h> 
#include <string.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <oci.h> 
 
/* パーティションの数 */ 
#define HASH_PARTITIONS 32 
 
/* OCI エラー・コードの有無をチェック */  
void checkerr(errhp, status)  
OCIError * errhp; 
sword status; {  
text errbuf[512];  
sb4 errcode = 0; 

 
switch (status) {  
case OCI_SUCCESS: 

break; 
case OCI_SUCCESS_WITH_INFO: 

(void) printf("Error - OCI_SUCCESS_WITH_INFO\n");  
break; 

case OCI_NEED_DATA: 

http://www.burtleburtle.net/bob/c/lookup.c
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(void) printf("Error - OCI_NEED_DATA\n");  
break; 

case OCI_NO_DATA: 
(void) printf("Error - OCI_NODATA\n");  
break; 

case OCI_ERROR: 
(void) OCIErrorGet((dvoid * ) errhp, (ub4) 1, (text * ) NULL, & errcode, 
errbuf, (ub4) sizeof(errbuf), OCI_HTYPE_ERROR); 
(void) printf("Error - %.*s\n", 512, errbuf);  
break; 

case OCI_INVALID_HANDLE: 
(void) printf("Error - OCI_INVALID_HANDLE\n");  
break; 

case OCI_STILL_EXECUTING: 
(void) printf("Error - OCI_STILL_EXECUTE\n");  
break; 

case OCI_CONTINUE: 
(void) printf("Error - OCI_CONTINUE\n");  
break; 

default:  
break; 
} 

} 
 
/* 
* 名前: getmask 
* 説明: パーティションの数に基づいてマスクを返します 
* パラメータ: 
* int hash_partitions: ハッシュ・パーティションの数 
* 
* リターン: 
* マスク – id2bucket() 関数で使用するハッシュ・マスク 
*/ 
ub4 get_mask(int hash_partitions) { 
/* ハッシュ・パーティションの番号よりも大きい最初のマスクを検索します */ 
/* 最大で 32 k のパーティションのみを処理します */  
int i; 
for (i = 1; i - 1 < hash_partitions; i = i << 1) { 

/* null */ 
} 
/* マスクは 0x..fff */  
return i - 1; 

} 
 
/*------------------------------------------------------------ 
* 名前: id2bucket 

* 説明: 指定されたidの場合、対応するハッシュ・バケットを返します 
* パラメータ: 
* int *id : meter id 
* ub4 hash_partitions: ハッシュ・パーティションの数 

* ub4 hash_mask : ハッシュ・マスクはハッシュ・パーティションの番号よりも大きくなります 

* OCIError *errhp :OCIError handler 
* リターン: 
* バケット - このレコードが挿入されるグループ/ 
* ハッシュ・パーティションです（0からHASH_PARTITIONS-1） 
* 
* これは以下のサイトのhash()関数を使用します 
* http://burtleburtle.net/bob/c/lookup.c 
* 注: lookup.cでは、ub4がunsigned intに変更されます 

* （オラクルの仕様に一致させるためにunsigned long intではなく） 
*------------------------------------------------------------ 
*/ 

sword id2bucket(int id, int hash_partitions, ub4 hash_mask, OCIError * errhp) {  
sword errcode = 0; /* error code for OCI functions */ 
ub1 id_onum[sizeof(OCINumber)]; /* allocate for OCINumber */ 
ub4 hashval = 0; /* ハッシュ値 */ 
ub4 mask = 0; /* ハッシュ・マスク */ 

http://burtleburtle.net/bob/c/lookup.c
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sword bucket = -1; /* バケット id */ 
ub1 *bufP = id_onum; /* データ・バッファ */ 
ub4 bufLen; /* バッファ長 */ 
 
/* バッファを初期化します */ 
memset((void *) id_onum, 0, sizeof(OCINumber)); 
 
/* id をオラクル番号に変換します */  
errcode = OCINumberFromInt(errhp, 

(const void *) &id, (uword) sizeof(int), 
(uword) OCI_NUMBER_UNSIGNED, 
(OCINumber *) &id_onum); 

 
/* オラクル番号への変換時にエラーがないかどうか確信して、エラーがある場合はエラー・コードを返します */ 
checkerr(errhp, errcode); 
if (errcode != OCI_SUCCESS) {  
printf("error\n"); 
return errcode; 

} 
bufLen = bufP[0]; /* buffer length is first byte */  
hashval = hash(bufP + 1, bufLen, 0); /* get hash value */  
mask = hash_mask; /* starting hash mask */ 
 
/* ハッシュ・バケットを検索して、必要に応じてハッシュ・マスクを適用します */  
bucket = hashval & mask; 
if (bucket >= hash_partitions)  

bucket = bucket & (mask >> 1); 
return bucket; 

} 
 

#ifdef UNIT_TEST  
main() { 
OCIEnv *envhp = NULL;  
OCIError *errhp = NULL;  
sword errcode = 0;  
int i; 
/* パーティションの数に基づいてマスクを取得します */  
ub4 mask = get_mask(HASH_PARTITIONS); 
/* OCI ハンドルを割り当てます 

注: 関数のコール先がこれをセットアップするので、id2bucket()のコールのたびに作成する必要はあり

ません 
*/ 
errcode = OCIEnvCreate((OCIEnv * * ) & envhp, (ub4) OCI_DEFAULT,  

(dvoid * ) 0, (dvoid * ( * )(dvoid * , size_t)) 0, 
(dvoid * ( * )(dvoid * , dvoid * , size_t)) 0, 
(void( * )(dvoid * , dvoid * )) 0, (size_t) 0, (dvoid * * ) 0); 

 
if (errcode != 0) { 
(void) printf("OCIEnvCreate failed with errcode = %d.\n", errcode);  
exit(1); 

} 
(void) OCIHandleAlloc((dvoid * ) envhp, (dvoid * * ) & errhp, OCI_HTYPE_ERROR, 

(size_t) 0, (dvoid * * ) 0); 
 
/* 番号 10000 を調べます */  
for (i = 0; i < 10000; i++) { 

printf("key %3d: %5d\n", i, id2bucket(i, HASH_PARTITIONS, mask, errhp)); 
} 
 
/* マスクを確認します */ 
for (i = 1; i < 65536;) { 

printf("partitions: %d, mask: 0x%x\n", i, get_mask(i));  
i = i << 1; 
} 

}# 

endif 
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