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概要
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、ビジネスの決断をリアルタイムで下すことができま
す。Database In-Memory を使用すると、以前は数時間や数日かかっていた分析とレポートを
瞬時に実行できます。より適切な意思決定をリアルタイムに行うことができるため、コストの
削減、生産性の向上、および競争力の強化といったメリットが得られます。

Oracle Database In-Memory を使用すると、データウェアハウスと複合ワークロードの OLTP
データベースの両方を高速化し、Oracle Database に対応する既存のアプリケーションで容易
にデプロイできます。アプリケーションの変更は不要です。Database In-Memory でオラクル
の完成度の高いスケールアップ、スケールアウト、およびストレージ階層化の各テクノロジー
を使用して、あらゆるサイズのワークロードがコスト効率良く実行されます。業界をリードす
る Oracle の可用性機能とセキュリティ機能すべてが Oracle Database In-Memory と透過的に連
動するため、市場でもっとも高い堅牢性が実現します。

『The Forrester WaveTM』（2017 年第 1 四半期）でオラクルは、Database In-Memory と
Oracle TimesTen が賞賛されてリーダーとしてランクインされました。完全なレポートは、
oracle.com で入手できます。

Oracle Database In-Memory は、リアルタイムのデータ分析とリアルタイムのトランザクショ
ン処理を併せて既存の全データベース・ワークロードで容易に実行でき、アプリケーションに
変更を加える必要がないため、クラウドとオンプレミスに最適です。Oracle Database InMemory を利用すると、組織はリアルタイム・エンタープライズへと進化できます。リアルタ
イム・エンタープライズとは、データに基づいた意思決定を素早く行い、顧客の要求に瞬時に
対応し、重要な業務プロセスのすべてを継続的に最適化できる組織のことです。

対象読者
DBA またはパフォーマンス・スペシャリストの観点で Oracle Database テクノロジーを実際に
使用した経験がある方を対象としています。
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はじめに
今日の情報アーキテクチャは、わずか数年前よりもはるかに動的になっています。今日のビジ
ネス・ユーザーは、意思決定にさらに役立つ情報を迅速に入手する必要があります。このニー
ズの高まりに対応するため、企業ではデータウェアハウスに加えて、業務系システムで直接分
析を実行しようと努力しています。これにより、頻繁な挿入と更新や、大量のデータのスキャ
ンを要するレポート様式問合せのために、トランザクションのワークロード分散処理が不安定
になっています。

Database In-Memory は、Oracle Database 12c Release 1 の最初のパッチ・セット（12.1.0.2）
で Oracle Database Enterprise Edition に導入されました。Database In-Memory は Oracle
Database 12c Release 2（12.2）でパフォーマンス、スケーラビリティ、管理性が大幅に向上し
ており、Oracle Database 18c ではこれらの機能がさらに強化されています。

Oracle Database In-Memory によって、単一データベースで複合ワークロードを効率的にサ
ポートできるようになったため、リアルタイムの分析とレポートを同時にサポートしながら、
トランザクションのパフォーマンスを最適化できます。これは、既存の Oracle 行形式（OLTP
処理用）と新しい純粋なインメモリ列形式（分析処理用に最適化）の両方でデータを保持でき
るようにする、独自の"二重形式"アーキテクチャによって可能になっています。また、デー
タ・マートとデータウェアハウスでさらに多くの非定型分析を実行できるため、エンドユー
ザーはビジネスを推進する問合せを同時に複数実行できます。これまでは、一度に 1 つしか実
行できませんでした。

既存の Oracle Database ソフトウェアにインメモリ列形式を組み込むと、既存の全機能と完全
に互換性がとれ、アプリケーションに変更を加える必要が一切ありません。そのため、クラウ
ドに最適な分析プラットフォームになっています。アプリケーションをクラウドに移行して、
Oracle Database In-Memory のパフォーマンスをシームレスに利用して、リアルタイムの分析
を実行できます。リアルタイム・エンタープライズに向けた取組みを行っている企業では、実
行しているアプリケーションに関係なく、企業の目標をさらに容易に達成できます。このホワ
イト・ペーパーでは、Oracle Database In-Memory のおもなコンポーネントについて説明し、
これらのコンポーネントを容易に使用できるように、簡単かつ再現可能な例を紹介します。ま
た、Oracle Database In-Memory を既存の業務系システム環境やデータウェアハウス環境に統
合して、パフォーマンスと管理性の両方を向上させる方法についても説明します。
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Oracle Database In-Memoryの概要
行形式と列形式
Oracle Database では従来、データは行形式で格納されてきました。行形式のデータベースでは、
データベースに格納された新しいトランザクションやレコードは表内に新しい行として表示されま
す。この行は複数の列で構成され、各列はそのレコードの異なる属性を表します。特定のレコード
のすべてのデータがメモリ内とストレージ上にまとめて保持され、レコード内のすべての列にすば
やくアクセスできるため、行形式はオンライン・トランザクション・システムに最適です。
列形式のデータベースでは、トランザクションやレコードの各属性は別の列構造に格納されます。
問合せでデータセットの大部分にアクセスするが選択するのはわずか数列という場合に、データを
より高速に取得できるため、列形式は分析に最適です。
では、各形式で DML 操作（挿入、更新、削除）を行うとどうなるでしょうか。行形式では、1 回の
操作（行の挿入、行の更新、行の削除）で全レコードが操作されるため、DML の処理には非常に効
率的です。列形式では、DML の処理が効率的ではないため、列形式でシングル・レコードの挿入ま
たは削除を行うには、表内のすべての列構造を変更する必要があります。そのため、場合によって
は、列ごとに 1 つ以上の I/O 操作を実行する必要が生じます。1 つの形式しかサポートしないデー
タベース・システムでは、OLTP または分析のいずれかのパフォーマンスが最適化されないという
トレードオフが生じていました。
Oracle Database In-Memory（Database In-Memory）では、インメモリ行形式（バッファ・キャッ
シュ）と新しいインメモリ列形式の両方に同時にデータを移入できるため（二重形式アーキテク
チャ）、OLTP と分析の両方のパフォーマンスが最適化されます。
二重形式アーキテクチャのためにメモリ要件が 2 倍になることはありません。メモリに格納する必
要があるオブジェクトに対応するように、インメモリ列形式のサイズを調整する必要があります。
これは、バッファ・キャッシュの場合とは勝手が異なります。バッファ・キャッシュは、データ
ベースのサイズよりもはるかに小さいサイズで効果的に実行できるように何十年にもわたって最適
化されています。二重形式アーキテクチャでは実質的に、20%未満のオーバーヘッドが発生すると
予測されますが、全ワークロードで最適なパフォーマンスを常に得られることを考えれば、わずか
な代償です。

図1：オラクル独自の二重形式アーキテクチャ

オラクル独自のアプローチでは、表の単一コピーがストレージ上に残るため、追加のストレージ・
コストや同期の問題は発生しません。データベースでは、表と索引間で一貫性が維持されるのと同
様に、行形式と列形式間でトランザクション一貫性が完全に維持されます。Oracle オプティマイザ
では、列形式が完全に認識されます。分析問合せは列形式に、OLTP 処理は行形式に自動でルー
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ティングされるため、アプリケーションを変更することなく、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を実現できます。

インメモリ列ストア
Database In-Memory では、インメモリ領域と呼ばれる、Oracle Database のシステム・グローバル
領域（SGA）の新しいコンポーネントであるインメモリ列ストア（IM 列ストア）が使用されます。
IM 列ストア内のデータは、Oracle Database で使用される従来の行形式では格納されません。代わ
りに新しい列形式が使用されます。IM 列ストアはバッファ・キャッシュに代わるものではありませ
んが、補完として機能するため、データを行形式と列形式の両方でメモリに格納できるようになり
ました。
インメモリ領域は、メモリに移入された実際の列形式データを格納するために使用される 1 MB プー
ルと、IM 列ストアに移入されたオブジェクトのメタデータを格納するために使用される 64 K プー
ルの 2 つのプールに分割されます。各プール内の使用可能なメモリ容量は、V$INMEMORY_AREA
ビューで表示できます。2 つのプールの相対サイズは、内部の経験則で決定され、インメモリ領域
の大部分のメモリが 1 MB プールに割り当てられます。

図2：V$INMEMORY_AREAで表示された、INMEMORY_AREA内の領域割当ての詳細

動的なサイズ変更と自動メモリ管理

インメモリ領域のサイズは SGA 内で初期化パラメータ INMEMORY_SIZE（デフォルト値 0）によっ
て制御されます。インメモリ領域の最小サイズは 100 MB にする必要があります。インメモリ領域
の現在のサイズは、ビューV$SGA で表示できます。12.2 以降、SGA 内に予備のメモリがあれば、
ALTER SYSTEM コマンドを使って INMEMORY_SIZE パラメータを増やすと、インメモリ領域のサイ
ズを即座に増やすことができます。この変更を反映させるには、INMEMORY_SIZE パラメータを
128 MB 以上の値で増やす必要があります。インメモリ領域のサイズをその場で縮小することはでき
ません。INMEMORY_SIZE パラメータのサイズを減らす場合、変更はデータベース・インスタンス
が 再 起 動 さ れ る ま で 有 効 に な り ま せ ん 。 こ れ は 重 要 な 点 で す が 、 イ ン メ モ リ 領 域 が Oracle
Automatic Memory Management（Oracle AMM）の影響や制御を受けることはありません。

インメモリ列ストアの移入
Oracle データベース内のすべてのオブジェクトをインメモリ列ストアに移入する必要はありません。
これは、データベース全体をメモリ常駐型にする必要がある、いわゆる"純粋な"インメモリ・デー
タベースにはない利点です。Oracle Database In-Memory の場合、IM 列ストアには、データベース
内でもっともパフォーマンスが重要なデータを移入する必要があります。パフォーマンスがそれほ
ど重要でないデータは、低コストのフラッシュやディスクに格納できます。データベースが十分に
小さい場合はもちろん、すべての表を IM 列ストアに移入できます。Database In-Memory によって、
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表とマテリアライズド・ビューに新しい INMEMORY 属性が追加されます。INMEMORY 属性が指定さ
れているオブジェクトのみ IM 列ストアに移入されます。INMEMORY 属性は、表領域、表、パーティ
ション、サブパーティション、またはマテリアライズド・ビューに指定できます。この属性を表領
域レベルで有効にすると、表領域内のすべての新しい表とマテリアライズド・ビューがデフォルト
で IM 列ストアに対して有効になります。
ALTER TABLESPACE ts_data DEFAULT INMEMORY
図3：INMEMORY属性の指定によるts_data表領域のINMEMORY属性の有効化

デフォルトでは、INMEMORY 属性が指定されているオブジェクトのすべての列が IM 列ストアに移
入されます。ただし、必要に応じて列のサブセットのみ移入できます。たとえば、次の文では、SH
サンプル・スキーマの表 SALES でインメモリ属性が設定されますが、列 PROD_ID は除外されます。
ALTER TABLE sales MODIFY PARTITION SALES_Q1_1998 NO INMEMORY
図4：sales表のインメモリ属性の有効化とprod_id列の除外

同様に、パーティション表では、表のすべてのパーティションでインメモリ属性が継承されますが、
パーティションのサブセットやサブパーティションのみ移入できます。
特定のオブジェクトを今後候補にしないことを指定する場合や特定のオブジェクトを IM 列ストア
から即座に削除する場合は、単に NO INMEMORY 句を指定します。
ALTER TABLE sales MODIFY PARTITION SALES_Q1_1998 NO INMEMORY
図5：NO INMEMORY句の指定によるsales表の特定のパーティションのインメモリ属性の無効化

IM 列ストアは、ワーカー・プロセス（ora_w001_orcl など）と呼ばれる一連のバックグラウンド・
プロセスによって移入されます。移入中、データベースは完全にアクティブであり、完全にアクセ
ス可能です。純粋なインメモリ・データベースでは、メモリにすべてのデータが移入されるまで
データベースにアクセスできず、移入が完了するまで可用性が損なわれます。
IM 列ストアに移入する、オブジェクトのデータベース・ブロックのサブセットが各ワーカー・プロ
セスに割り当てられます。移入はストリーミング・メカニズムであり、データの列化と圧縮が同時
に行われます。
ディスクの表領域が複数のエクステントで構成されるのと同様に、IM 列ストアは複数のインメモリ
圧縮ユニット（IMCU）で構成されます。各ワーカー・プロセスで個別の IMCU が割り当てられて、
IMCU に自身のデータベース・ブロックのサブセットが移入されます。移入中、特定の方法でデー
タのソートや順序付けが実行されることはありません。データは、行形式に表示されているのと同
じ順序で読み取られます。
オブジェクトは、データベースのオープン後または初回スキャン（問合せ）後すぐに、優先順位の
リストに従って IM 列ストアに移入されます。オブジェクトを移入する順序は、キーワード
PRIORITY（優先順位レベル）で 5 つのレベルを使用して制御します（図 7 を参照）。デフォルト
の PRIORITY は NONE で、オブジェクトの初回スキャン後にのみオブジェクトが移入されます。特
定の優先順位レベルのすべてのオブジェクトを完全に移入してから、下位の優先レベルのオブジェ
クトの移入を開始する必要があります。ただし、PRIORITY が指定されていないオブジェクトがス
キャンされると、IM 列ストアへの移入がトリガーされて、移入順序が置き換わります。
ALTER TABLE customers INMEMORY PRIORITY CRITICAL
図6：優先順位レベルCRITICALのcustomers表のインメモリ属性の有効化
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優先順位

説明

CRITICAL

オブジェクトは、データベースのオープン直後に移入されます

HIGH

オブジェクトは、すべてのCRITICALオブジェクトの移入後にIM列ストアに使用可能な領域が残ってい
る場合、移入されます

MEDIUM

オブジェクトは、すべてのCRITICALおよびHIGHオブジェクトの移入後にIM列ストアに使用可能な領域
が残っている場合、移入されます

LOW

オブジェクトは、すべてのCRITICAL、HIGH、およびMEDIUMオブジェクトの移入後にIM列ストアに使
用可能な領域が残っている場合、移入されます

NONE

オブジェクトは、初回スキャン後にIM列ストアに使用可能な領域がある場合にのみ、移入されます（デ
フォルト）

図7：INMEMORY句のPRIORITY副次句で制御する、さまざまな優先順位レベル

制限事項
データベース内のほぼすべてのオブジェクトを IM 列ストアに移入できますが、いくつか例外があ
ります。以下のデータベース・オブジェクトは、IM 列ストアに移入できません。

•

SYS ユーザーが所有し、SYSTEM 表領域または SYSAUX 表領域に格納されているオブジェクト

•

索引構成表（IOT）

•

クラスタ表

以下のデータ型も、IM 列ストアではサポートされていません。

•

LONGS（Oracle8i Database 以降では非推奨）

•

表外の LOB

これらのデータ型が含まれたオブジェクト内の他の列はすべて、IM 列ストアに移入できます。IM
列ストアに配置されている列にのみアクセスする問合せでは、列ストアを使用して表データにアク
セスすることによりメリットが得られます。サポートされていないタイプの列のデータが必要な問
合せは、行ストアを使用して実行されます。
64 KB 未満のオブジェクトはメモリに移入されません。メモリが 1 MB のチャンクに割り当てられる
と、IM 列ストア内の大量の領域が無駄に消費されるためです。

インメモリ圧縮
通常、圧縮は単に領域を節約するためのメカニズムと見なされています。しかし、IM 列ストアに移
入されたデータは、領域の節約に役立つだけでなく問合せのパフォーマンスも向上する、新しい一
連の圧縮アルゴリズムを使用して圧縮されます。Oracle の新しいインメモリ圧縮形式を使用すると、
圧縮された列に対して問合せを直接実行できます。つまり、すべてのスキャン操作とフィルタ操作
がはるかに少ないデータ量で実行されます。データが圧縮解除されるのは、結果セットにデータが
必要なときだけです。
インメモリ圧縮を指定するには、キーワード MEMCOMPRESS を INMEMORY 属性の副次句として使用
します。さまざまなレベルの圧縮とパフォーマンスを実現する、6 つのレベルを使用できます。
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圧縮レベル

説明

NO MEMCOMPRESS

データを圧縮なしで移入

MEMCOMPRESS FOR DML

DMLのパフォーマンスを最適化する、最小限の圧縮

MEMCOMPRESS FOR QUERY LOW

問合せのパフォーマンスを最適化（デフォルト）

MEMCOMPRESS FOR QUERY HIGH

問合せのパフォーマンスと領域節約を最適化

MEMCOMPRESS FOR CAPACITY LOW

領域節約に比重をおいてバランスを調整

MEMCOMPRESS FOR CAPACITY HIGH

領域節約を最適化

図8：INMEMORY句のMEMCOMPRESS副次句で制御する、さまざまな圧縮レベル

デフォルトでは、問合せのパフォーマンスを最適化する FOR QUERY LOW オプションを使用して
データが圧縮されます。このオプションでは、ディクショナリ符号化、ランレングス符号化、ビッ
トパッキングなどの一般的な圧縮手法が利用されます。FOR CAPACITY オプションでは、FOR
QUERY 圧縮に加えて追加の圧縮手法が適用されます。この場合、WHERE 句の条件を適用する前に各
エントリを圧縮解除する必要があるため、パフォーマンスが大幅に低下する可能性があります。
FOR CAPACITY LOW オプションでは、Oracle Database に合わせて特別にチューニングされた極め
て高速な圧縮解除を実行する、OZIP と呼ばれる専用の圧縮手法が適用されます。FOR CAPACITY
HIGH オプションでは、さらに高い圧縮率を実現するために、圧縮解除のペナルティが大きくなる
ヘビーウェイト型の圧縮アルゴリズムが適用されます。
圧縮率は、選択した圧縮オプション、データ型、および表のコンテンツによって 2～20 倍と異なり
ます。使用する圧縮手法は、列全体なのか、単一表内のパーティションなのかによって異なります。
たとえば、表内の一部の列ではスキャン速度を最適化しながら、他の列では領域節約を最適化でき
ます。
CREATE TABLE employees
( c1 NUMBER,
c2 NUMBER,
c3 VARCHAR2(10),
c4 CLOB )
INMEMORY MEMCOMPRESS FOR QUERY
NO INMEMORY(c4)
INMEMORY MEMCOMPRESS FOR CAPACITY HIGH(c2)
図9：さまざまな列に異なる圧縮手法を指定する、create tableコマンド

Oracle Compression Advisor
Oracle Compression Advisor（DBMS_COMPRESSION）は、インメモリ圧縮をサポートするように強
化されています。Compression Advisor で MEMCOMPRESS を使用すると、圧縮率を見積ることがで
きます。この見積り値は表データのサンプルの分析に基づいており、IM 列ストアに表が移入される
と き の 実 際 の 結 果 を 適 切 に 見 積 る こ と が で き ま す 。 Compression Advisor で は 新 し い
MEMCOMPRESS アルゴリズムが実際にデータに適用されるため、Compression Advisor は Oracle
Database 12c 環境の Database In-Memory でのみ実行できます。
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DECLARE
l_blkcnt_cmp
PLS_INTEGER;
l_blkcnt_uncmp
PLS_INTEGER;
l_row_cmp
PLS_INTEGER;
l_row_uncmp
PLS_INTEGER;
cmp_ratio
PLS_INTEGER;
l_comptype_str
VARCHAR2(100);
comp_ratio_allrows
NUMBER := -1;
BEGIN
dbms_compression.get_compression_ratio (
-- 入力パラメータ
scratchtbsname => 'TS_DATA',
ownname
=> 'SSB',
objname
=> 'LINEORDER',
subobjname
=> NULL,
comptype
=> dbms_compression.comp_inmemory_query_low,
-- 出力パラメータ
blkcnt_cmp
=> l_blkcnt_cmp,
blkcnt_uncmp
=> l_blkcnt_uncmp,
row_cmp
=> l_row_cmp,
row_uncmp
=> l_row_uncmp,
cmp_ratio
=> cmp_ratio, comptype_str
=> l_comptype_str,
subset_numrows
=> dbms_compression.comp_ratio_allrows);
dbms_output.put_line('The IM compression ratio is '|| cmp_ratio);
dbms_output.put_line('Size in-mem 1 byte for every '|| cmp_ratio || 'bytes on
disk');
);
END;
図10：Oracle Compression Advisor（DBMS_COMPRESSION）を使用した、メモリ内のLINEORDER表の圧縮サイズと圧縮比の決定

注：MEMCOMPRESS タイプのいずれかに comptype を設定すると、blkcnt_cmp の出力値が常に 0
に設定されます。これは、IM 列ストア内にデータ・ブロックがないためです。
また、ALTER TABLE 文で列の圧縮関連の句を変更すると、IM 列ストアに既存のデータが再移入さ
れます。

インメモリFastStart
インメモリ移入は CPU バウンド操作であり、データを列形式に再フォーマットし、そのデータを圧
縮してからメモリに格納する処理が伴います。インメモリ FastStart（IM FastStart）では、IMCU の
チェックポイントをディスクに作成して、移入による CPU のオーバーヘッドを軽減することができ
ます。ただし、追加のディスク領域と IO 帯域幅が必要になります。
IM FastStart を有効にすると、IM 列ストアからの IMCU についてディスク上の FastStart 領域にチェッ
クポイントが作成されます。その後、データベースが再起動すると、データは実表からではなく、
FastStart 領域を介して移入されます。
FastStart 領域は、インメモリ・オブジェクトが格納、管理される指定の表領域です。IM FastStart
サービスはデータベースに対して固有であるため、データベースまたはコンテナ・データベース
（CDB）環境のプラガブル・データベース（PDB）ごとに 1 つの FastStart 領域しか許可されていま
せん。また、FastStart はすべてのインメモリ・オブジェクトに対して自動的に有効になりますが、
“NO MEMCOMPRESS”、“MEMCOMPRESS FOR DML”で圧縮されたオブジェクトまたは結合グループが
定義されたオブジェクトは例外です。
以下の PL/SQL プロシージャでは、IM FastStart を有効にし、表領域 FS_TBS を FastStart 領域として
指定します。
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BEGIN
dbms_inmemory_admin.faststart_enable('FS_TBS');
END;
図11：インメモリFastStartをオンにする新しいPL/SQLプロシージャFASTSTART_ENABLE

IM FastStart が有効な場合、IMCO（インメモリ・コーディネータ）のバックグラウンド・プロセス
によって、バックグラウンド・ワーカー・プロセスの 1 つが FastStart コーディネータ・プロセスと
して指定されます。FastStart コーディネータは、FastStart 領域に書き込まれる IMCU の順番リスト
を保持します。FastStart 領域に書き込まれたことがなく、頻繁に変更されない IMCU は、リストで
もっとも高い順位が付けられます。オブジェクトの 1 つ以上の IMCU が頻繁に変更されている場合、
変更のペースが落ちるまでこれらの IMCU の書込みは待機されます。
IM FastStart のオーバーヘッドを軽減するため、FastStart コーディネータは上述の順番リストを基
に、FastStart 領域への IMCU の書込みをスケジュール設定します。また、IMCU は FastStart 領域に
時間をかけて書き込まれ、新しい版の IMCU が FastStart 領域の前版の IMCU に置き換わります。こ
のため FastStart 領域でオブジェクトの各 IMCU のコピーが最新の状態にキープされるメリットによ
り、FastStart 領域を維持するオーバーヘッドのデメリットが相殺されます。

図12：FastStart領域から列ストアへの移入

FastStart 領域から IM 列ストアに移入するには、すべてのトランザクション一貫性チェックを実行
する必要があります。一貫性チェックを実行することで、IM 列ストアに移入されるデータは移入時
に確実に整合性が維持されます。トランザクション一貫性チェックでは、IMCU の IM FastStart
チェックポイントが取得されたシステム変更番号（SCN）と最新の変更 SCN が比較されます。この
チェックと内部しきい値の結果に応じて、IMCU は FastStart 領域から完全に IM 列ストアに移入され
るか、一部の行が無効とマークされた状態で（IMCU が FastStart 領域に書き込まれてからデータが
変更されたため）FastStart 領域から移入されるか、あるいは完全に破棄されてディスクから移入さ
れます。

インメモリ・スキャン
分析問合せでは通常、表内の列の少量のサブセットのみ参照されます。Oracle Database In-Memory
では、問合せに必要となる列にのみアクセスし、これらの列をはじめに圧縮解除することなく
WHERE 句のフィルタ条件を直接適用します。これにより、アクセスして処理する必要があるデータ
量が大幅に低減されます。
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インメモリ・ストレージ索引

IM 列ストア内の各列に自動的に作成されて保持されるインメモリ・ストレージ索引により、アクセ
スするデータ量がさらに低減されます。ストレージ索引を使用すると、SQL 文に指定されたフィル
タ条件に基づいてデータ・プルーニングを実行できます。インメモリ・ストレージ索引では、
IMCU の各列の最小値と最大値が追跡されます。問合せに WHERE 句の条件を指定すると、参照先の
列のインメモリ・ストレージ索引が検証され、指定の列値がストレージ索引に保持されている最小
値および最大値と比較されて、指定の列値のエントリが各 IMCU に存在するかどうかが特定されま
す。列値が IMCU の最小/最大範囲外の場合、IMCU のスキャンは回避されます。
等価条件、in リスト条件、および範囲条件では、ディクショナリベースの圧縮を使用する場合、各
IMCU に作成されたメタデータ・ディクショナリを使用して他のレベルのデータ・プルーニングを
実行できます。メタデータ・ディクショナリには、その IMCU 内の各列の個別値のリストが含まれ
ます。ディクショナリベースのプルーニングを使用すると、検索対象の値が IMCU 内に実際に存在
するかどうかを Oracle Database で特定して、必要な IMCU のみスキャンできます。
SIMD ベクトル処理

IM 列ストア内でスキャンする必要があるデータの場合、Database In-Memory は SIMD ベクトル処
理（単一命令による複数データ値の処理）を使用します。列内の各エントリを 1 つずつ評価する代
わりに、SIMD ベクトル処理では、列値のセットを単一の CPU 命令でまとめて評価できます。
IM 列ストアで使用される列形式は、CPU のベクトル・レジスタにロードして単一の CPU 命令で評
価できる列エントリの数を最大化するように、特別に設計されています。SIMD ベクトル処理によ
り、Database In-Memory で 1 秒あたり十億もの行をスキャンできます。
たとえば、SH サンプル・スキーマの SALES 表（図 13 を参照）を使用して、PROMO_ID 値に 9999
を使用した販売発注の総数を確認する必要があるとします。SALES 表は IM 列ストアに完全に移入
されています。問合せでは、まず、SALES 表の PROMO_ID 列のみスキャンが行われます。
PROMO_ID 列の最初の 8 つの値が CPU の SIMD レジスタにロードされ、単一の CPU 命令で 9999 と
比較されます（ロードされる値の数は、使用するデータ型とメモリ圧縮によって異なります）。
9999 と一致するエントリの数が記録されてから、これらのエントリが破棄されて、別の 8 つのエン
トリがレジスタにロードされて評価されます。PROMO_ID 列のすべてのエントリが評価されるまで、
これが続きます。

図13：SIMDベクトル処理を使用して、1秒あたり数十億行のスキャンを実現
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SQL 文によって IM 列ストア内のデータがスキャンされているかどうかを特定するには、実行計画を
確認します。

図14：実行計画内の新しいINMEMORYキーワードによる、インメモリの候補となる操作の特定

実行計画に新しい一連のキーワード"IN MEMORY"が表示されています。これらのキーワードは、
LINEORDER 表が IN MEMORY でマークされており、Oracle Database でこの問合せに列ストアを使
用できることを示しています。
インメモリ動的スキャン

Oracle Database 18c にはインメモリ動的スキャン（IM 動的スキャン）と呼ばれる新機能があり、
スキャンのパフォーマンスを上げることができます。追加の CPU を使用できる場合は、IM 動的ス
キャンによってインメモリ表スキャンの速度が向上します。IM 動的スキャンでは、自動的にアイド
ル状態の CPU リソースを使用して IMCU が同時にスキャンされるため、CPU 使用率が最大限に上が
ります。インメモリ・スキャンが CPU の限界になる場合が多いため、IM 動的スキャンによってイ
ンメモリ・スキャンのパフォーマンスが大幅に向上する場合があります。IM 動的スキャンは従来の
Oracle パラレル実行より柔軟性に優れています。また、これらを一緒に使用することもできます。
IM 動的スキャンでは、1 つのプロセス内で複数の軽量な実行スレッドを使用します。このため、パ
フォーマンス・オーバーヘッドが少ない状態を維持できます。IM 動的スキャンは Oracle Database
Resource Manager によって制御され、CPU リソース・プランを有効にしておく必要があります
（RESOURCE_MANAGER_PLAN=DEFAULT_PLAN など）。
IM 列ストアに現在移入されているオブジェクトに問合せがアクセスする場合は、IM 動的スキャン
が考慮されます。次の特性がある場合は、シリアルまたはパラレル問合せが IM 動的スキャンの候
補となります。

•

大量の IMCU または列にアクセスする

•

表内のすべての行を使用する

•

CPU を大量に使用する

13 | Oracle Database 18cのOracle Database In-Memory

最適なインメモリ算術

Oracle Database 18c では最適なインメモリ算術によって、NUMBER データ型が、一般的な指数に
よってスケーリングされる固定幅のネイティブ整数にエンコードされます。このため、SIMD ハー
ドウェアを使用して高速に計算できます。Oracle Database の NUMBER データ型は、信頼性と精度が
優れています。ただし NUMBER を使用すると、問合せのパフォーマンス・オーバーヘッドが大きく
なる可能性があります。これは、算術演算をハードウェアでネイティブに実行できないためです。
インメモリに最適な数値形式によって、QUERY LOW 圧縮オプションで圧縮されたセグメントをハー
ドウェアでネイティブに計算できます。
問合せ処理エンジンのすべての行リソースが最適なインメモリ数値形式をサポートしているわけで
はありません。このため IM 列ストアでは、従来の Oracle Database の NUMBER データ型とインメモ
リに最適なインメモリ数値型の両方で保存します。このように二重に保存することで、領域のオー
バーヘッドが（最大 15%）増えます。
最適なインメモリ算術は、初期化パラメータ INMEMORY_OPTIMIZED_ARITHMETIC によって制御
されます。パラメータ値は DISABLE（デフォルト）または ENABLE です。ENABLE に設定すると、
FOR QUERY LOW 圧縮を使用する表内の NUMBER 列が（移入されている場合は）すべて、（Oracle
Database の従来の NUMBER データ型も含めて）最適なインメモリ形式でエンコードされます。
ENABLE から DISABLE に切り替えても、既存の IMCU に最適な数値エンコーティングがただちに適
用されるわけではありません。この操作は、IM 列ストアで影響を受ける IMCU が再移入されると実
行されます。

インメモリの外部表
Oracle Database 18c では、Database In-Memory で外部表を IM 列ストアに移入できます。これは、
短期間に繰り返しスキャンする必要がある短期間のデータ、NoSQL ツールで集計され、リレーショ
ナル・データに結合する必要があるデータ、および Oracle Database と NoSQL ツールの両方で問い
合わせる必要があるが、データベースに重複して保存できないデータの場合に便利です。外部表で
は、内部表のように自動再移入メカニズムが使用されることはありません。外部表をリフレッシュ
または再移入するには、DBMS_INMEMORY.REPOPULATE プロシージャを使用する必要があります。

インメモリ式
多くの場合、分析の問合せでは、選択リストまたは WHERE 句の条件内に複雑な式が含まれており、
問合せによって処理される行ごとに評価する必要があります。これらの複雑な式の評価はリソース
と時間を大量に消費することがあります。
インメモリ式には、よく使用される式を IM 列ストア内で実体化する機能が導入されています。こ
れらの式を実体化すると、行ごとの式の再計算を防ぐことで問合せのパフォーマンスを向上させる
だけでなく、それらの行にアクセスするときに、インメモリ問合せのパフォーマンスのすべての最
適化を利用できます。
インメモリ式は、値を出す 1 つ以上の値、演算子、SQL または PL/SQL ファンクション（確定性の
み）の組合せである場合があります。これらは、関連付けられた表だけからしか導出できないため、
別の表の列の値にアクセスすることはできません。インメモリ式は仮想列を介して手動で作成する
ことも、ESS（Expression Statistics Store）を介して自動的に作成することもできます。
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インメモリ仮想列

ユーザー定義の仮想列を IM 列ストアに移入できるようになりました。仮想列は移入時に実体化さ
れます。また、式は移入時に評価されるため、再評価せずに繰り返し取得することができます。
ユ ー ザ ー 定 義 の イ ン メ モ リ 仮 想 列 を 作 成 す る に は 、 初 期 化 パ ラ メ ー タ
INMEMORY_VIRTUAL_COLUMNS を ENABLE または MANUAL に設定する必要があります。ENABLE
に設定すると、INMEMORY 属性が指定された、表のすべてのユーザー定義の仮想列が IM 列ストア
に移入されます。ただし、仮想列のサブセットだけを移入することもできます。
多くの式からなる分析の問合せを見てみましょう。
SELECT
l_returnflag, l_linestatus,
SUM(l_extendedprice * (1 - l_discount)) AS sum_disc_price,
SUM(l_extendedprice * (1 - l_discount) * (1 + l_tax)) AS sum_charge,
COUNT(*) as count_order
FROM lineitem
WHERE l_shipdate <= to_date ('1998-12-01','YYYY-MM-DD') - 90
GROUP BY l_returnflag, l_linestatus;
図15：よく使用される多くの式を含んだ分析の問合せ

式 SUM(l_extendedprice * (1 - l_discount))および SUM(l_extendedprice * (1 l_discount) * (1 + l_tax))が特定のアプリケーションで一般的に使用されている式であり、
インメモリ式の良い候補であるとします。以下は、これらの式を仮想列として定義し、IM 列ストア
に移入するために必要なステップです。
-- 2 つの式の仮想列を作成する
ALTER TABLE lineorder ADD sum_disc_price AS (lo_extendedprice * (1 - lo_discount))
ALTER TABLE lineorder ADD sum_charge AS (lo_extendedprice * (1 - lo_discount) * (1
+ lo_tax))

-- Lineorder 表で INMMEORY 属性を有効にする
ALTER TABLE lineorder INMEMORY PRIORITY HIGH
図16：一般的に使用されている2つの式を手動でIM列ストアに移入するためのステップ

自動検出されるインメモリ式

インメモリ式は、ESS と DBMS_INMEMORY_ADMIN パッケージの新しいプロシージャを使って自動
的に検出することもできます。IME_CAPTURE_EXPRESSIONS プロシージャを実行すると、オプ
ティマイザによって判別された、もっとも実行頻度の高い 20 の式が ESS からキャプチャされ、IM
列ストアに自動的に移入されます。自動的に追加された式は非表示の仮想列として作成されます。
キャプチャされた式の完全なリストは USER_IM_EXPRESSIONS のビューにあります。以下の例で
は、この 24 時間でもっとも頻繁に実行された 20 の式を ESS からキャプチャし（つまり、CURRENT
パラメータ値）、これらの式を IM 列ストアに移入するステップを示します。2 つ目のコマンドが使
用されない場合、関連する表が再び移入されるまで、データベースにはキャプチャしたインメモリ
式が移入されません。
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-- ESS の式をキャプチャする
BEGIN
dbms_inmemory_admin.ime_capture_expressions('CURRENT');
END;

-- キャプチャされた式をチェックする
SELECT * FROM user_im_expressions

-- キャプチャした式を IM 列ストアに移入する
BEGIN
dbms_inmemory_admin.ime_populate_expressions;
END;
図17：もっとも頻繁に実行された20の式をESSからIM列ストアに移入するためのステップ

この機能を使用するには、初期化パラメータ INMEMORY_EXPRESSIONS_USAGE も設定して、移入
を許可するインメモリ式のタイプを決定する必要があります。インメモリ式の管理に使用するこの
パラメータや他のパラメータの詳細については、以下の管理と監視の項を参照してください。
現在は、インメモリ式とインメモリ仮想列は、インメモリ FastStart を使ったディスクへのチェックポ
イントの作成対象とはなっていません。表のユーザー定義の列しか FastStart 領域に書き込まれません。

JSONドキュメントのサポート
JSON ドキュメントは常に IM 列ストアでサポートされてきましたが、現在では JSON ドキュメント
を特別なバイナリ JSON 形式で格納することができるようになっているため、JSON_TABLE、
JSON_VALUE、JSON_EXISTS などの関数をより効率的に実行することが可能になります。
以下の例では、JSON ドキュメントが格納された（例示なし）列 JDOC を含む RETAIL という表を
使って、JSON ドキュメントを IM 列ストア内で有効化し、JSON_VALUE 関数を基に新しい列
TAXAMOUNT を追加して JSON ドキュメント内の課税価額を迅速に取得する方法を示します。
-- JSON 列のある RETAIL 表を作成する
CREATE TABLE retail
(jdoc VARCHAR2(2000) INMEMORY CONSTRAINT json_con_1 CHECK (jdoc IS json) )
-- JSON ドキュメントを RETAIL 表にロードする（例示なし）
-- バイナリ JSON 列を作成する
ALTER TABLE retail ADD
(taxamount as (json_value(jdoc,'$.TaxSummary.Summaries.TaxableAmount')))
図18：JSONバイナリ列を表に追加してから、表をIM列ストアに移入するためのステップ

JSON_VALUE 関数を使って課税価額を RETAIL 表から集計する以下の問合せが自動的に再書込みさ
れ、JSON バイナリ列を IM 列ストアで利用できるようになったため、問合せのパフォーマンスが劇
的に向上します。
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SELECT MAX(JSON_VALUE(jdoc, '$.TaxSummary.Summaries.TaxableAmount')) AS max_tax_amount,
SUM(JSON_VALUE(jdoc, '$.TaxSummary.Summaries.TaxableAmount')) AS sum_tax_amount,
AVG(JSON_VALUE(jdoc, '$.TaxSummary.Summaries.TaxableAmount')) AS avg_tax_amount
FROM

retail

図19：JSON_VALUE関数を使用する問合せの例

インメモリ結合
SQL 文では Bloom フィルタを利用できるため、複数の表を結合する SQL 文も IM 列ストアで極めて
効率的に処理できます。Bloom フィルタによって、大きい表のスキャンの一部として適用できる
フィルタに結合が変換されます。Bloom フィルタはもともと、ハッシュ結合のパフォーマンスを強
化するために Oracle Database 10g で導入されており、Database In-Memory に固有のものではあり
ません。ただし、SIMD ベクトル処理により、列形式データに対し、極めて効率的に適用されます。
ハッシュ結合で 2 つの表を結合すると、最初の表（通常、小さい方の表）がスキャンされ、（その
表の）WHERE 句の条件を満たす行を使用して、プログラム・グローバル領域（PGA）に格納される
インメモリ・ハッシュ表が作成されます。ハッシュ表の作成中に、結合列に基づいてビット・ベク
トルまたは Bloom フィルタも作成されます。ビット・ベクトルは 2 つ目の表のスキャンの追加条件
として送信されます。WHERE 句の条件が 2 つ目の表のスキャンに適用されると、得られた行の結合
列がハッシュされてビット・ベクトルの値と比較されます。ビット・ベクトルで一致が見つかった
場合、その行はハッシュ結合に送信されます。一致が見つからなかった場合、行は破棄されます。
実行計画の Bloom フィルタを容易に特定できます。Bloom フィルタは作成時と適用時の 2 回表示さ
れます。例として、DATE_DIM 表と LINEORDERS 表の単純な 2 表の結合について見てみます。
SELECT SUM(lo_extendedprice * lo_discount) revenue
FROM

lineorder l,
date_dim d

WHERE l.lo_orderdate = d.d_datekey
AND

l.lo_discount BETWEEN 2 AND 3

AND

d.d_date='December 24, 2013'

図20：インメモリ列ストアでBloomフィルタのメリットが得られる、単純な2表の結合

以下に、Bloom フィルタをハイライト表示した、この問合せの計画を示します。この計画で実行さ
れる最初のステップは 4 行目で、DATE_DIM 表のインメモリ全表スキャンです。DATE_DIM 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（3 行目）。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（5 行目と 6 行目）。
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図21：DATE_DIM表とLINEORDER表の2表の結合におけるBloomフィルタの作成と使用

計画の条件情報を参照すると、Bloom フィルタの作成に使用された結合条件を確認できます。フィ
ルタ条件で'SYS_OP_BLOOM_FILTER'を見つけます。結合が Bloom フィルタに変換されているとな
ぜ計画に HASH JOIN が表示される（2 行目）のか、疑問を持つかもしれません。HASH JOIN が計
画に表示されるのは、Bloom フィルタによって誤検出が返される可能性があるためです。HASH
JOIN によって、LINEORDER 表のスキャンで返されたすべての行が結合条件と完全に一致すること
が確認されます。通常、これで発生する負荷はごくわずかです。
複数の表を結合するさらに複雑な問合せでは、どのようになるでしょうか。ここで、オラクルの 30
年を超えるデータベースの革新的な技術が効果を発揮します。Oracle Database 内に IM 列ストアを
シームレスに作成できるため、最初のリリース以降にデータベースに追加されてきたすべての最適
化機能を利用できます。オプティマイザの一連の変換機能を使用すると、大きい表やファクト表の
スキャンの一部として複数の Bloom フィルタを作成して使用できるように、複数の表の結合を再作
成できます。
注：Database In-Memory では、IM 列ストアに移入された表に対して実行する場合、Bloom フィル
タをシリアル問合せに使用できます。Bloom フィルタを作成して使用するために、問合せのすべて
の表を IM 列ストアに移入する必要はありません。
結合グループ

ディメンション表（結合の左側にある小さい表）にフィルタ条件がない場合、Bloom フィルタは生
成されず、結合は標準 HASH JOIN として実行されます。IM 列ストアでの標準 HASH JOINS のパ
フォーマンスを向上させるために結合グループが追加されてきました。結合グループにより、複数
の表の結合列で単一の圧縮ディクショナリを共有できるため、結合を実行する前にデータを解凍し
てハッシュしなくても、HASH JOINS を結合列の圧縮値に対して実行することができます。
VEHICLES 表と SALES 表の 2 つの表結合の例を見て、結合グループの効果を確認しましょう。
SELECT v.year,
v.name, s.sales_price
FROM
vehicles v,
sales s
WHERE v.name = s.name
図22：インメモリ列ストアでBloomフィルタのメリットが得られない、単純な2表の結合
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この文では、フィルタ条件が VEHICLES 表にないため、Bloom フィルタは生成されません。これら
の表には索引もないため、オプティマイザによって標準 HASH JOIN 計画（以下に表示）が選択さ
れます。

図23：標準ハッシュ結合計画

この計画は、2 行目で開始され、IM 列ストアを介した VEHICLES 表の全表スキャンが実行されま
す。VEHICLES 表のデータが IM 列ストアから読み取られて解凍され、NAME 列（結合列）の値が
ハッシュされてメモリ内にハッシュ表が作成され、計画の 1 行目の HASH JOIN が完了します。次
に、計画の 4 行目が実行されて、SALES 表の全表スキャンが行われます。再びデータが IM 列スト
アから読み取られて解凍され、NAME 列の値がハッシュされるので、これらの値を使ってハッシュ
表を調べて結合を完了させることができます。

図24：標準ハッシュ結合計画を完了させるためのステップ

今度は結合グループを作成して、この HASH JOIN のパフォーマンスを向上させます。以下は、結合
グループの作成に必要な構文です。
CREATE INMEMORY JOIN GROUP jgroup_name (sales(name), vehicles(name))
図25：インメモリ結合グループを作成するための構文

結合グループは IM 列ストアに対し、VEHICLES 表と SALES 表双方の NAME 列で同じ圧縮ディク
ショナリを共有するように指示します。圧縮ディクショナリには、列の個別値のリストおよび対応
する圧縮記号が含まれています。VEHICLES 表と SALES 表の両方の結合列で同じ圧縮ディクショナ
リを使用して圧縮値に対して結合を実行できるため、データの解凍とハッシュの作業を行わなくて
済み、結合の完了に必要なメモリ容量が軽減されます。
共通ディクショナリという共有圧縮ディクショナリを作成して使用する必要があるため、結合グ
ループを作成しても、VEHICLES 表と SALES 表を IM 列ストアに再移入しないと機能しません。結
合グループが作成され、共通ディクショナリが存在することを確認するには、ビュー
USER_JOINGROUPS を問い合わせます。結合グループに含まれる表が再移入されると、結合グルー
プの詳細とディクショナリ・アドレスが使用可能になります。
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図26：結合グループが作成および移入されたことを確認するための問合せ

単純な問合せ（図 22）をもう一度見てみましょう。実行計画（図 23）は結合グループの存在に
よって変更されることはありませんが、実行の仕組みが変わります。以前と同様に実行が始まり、
IM 列ストアを介した VEHICLES 表の全表スキャンが行われます。VEHICLES 表のデータが IM 列ス
トアから読み取られ、NAME 列（結合列）の値を使って一連の圧縮値が作成されて、計画の 1 行目
の HASH JOIN が完了します。次に、計画の 4 行目が実行されて、IM 列ストアを介して SALES 表
の全表スキャンが行われます。NAME 列の圧縮値を使って、一致があるか一連のデータを調べて、
結合を完了させます。

図27：ハッシュ結合計画を結合グループで完了させるためのステップ

現在のところ、複数の表の間で結合グループが定義されている場合、これらの表は、インメモリ
FastStart を使ったディスクへのチェックポイントの作成対象とはなっていません。

インメモリ集計
分析スタイルの問合せでは、単なるフィルタと結合以上のものが必要となることが多いです。この
ような問合せでは、複雑な集計とサマリーが必要となります。CPU 効率に優れた新しいアルゴリズ
ムを使用してさらに複雑な分析問合せを処理できるように、Vector Group By と呼ばれる新しいオ
プティマイザ変換が Database In-Memory で導入されました。
Vector Group By 変換は、スター変換のプロセスに似たところのある、2 つの部分からなるプロセス
です。例として次のビジネス問合せを見てみます。直売店における靴製品の売上合計を確認します。
フェーズ 1
1.

問 合 せ に よ って 、 ま ず、 2 つ の デ ィ メ ンシ ョ ン 表（ 小さ い 表 ） で あ る STORES と
PRODUCTS（下記の計画の 5 行目と 10 行目）がスキャンされます。
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2.

これらの各スキャンの結果に基づいて、キー・ベクトルと呼ばれる新しいデータ構造が
作成されます（下記の計画の 4 行目、9 行目、13 行目）。キー・ベクトルを使用すると、
SALES 表（もっとも大きい表）のスキャン中に結合条件を追加のフィルタ条件として適
用できるため、キー・ベクトルは Bloom フィルタに似ています。しかし、Bloom フィル
タとは異なり、キー・ベクトルでは誤検出は返されません。

3.

また、キー・ベクトルを使用して、インメモリ・アキュムレータと呼ばれる追加の構造
が作成されます。アキュムレータは PGA に組み込まれた多次元配列で、SALES 表のス
キャン中に Oracle Database で集計、つまり GROUP BY を実行できるようになるため、ス
キャン後に集計を実行する必要がありません。

4.

フェーズ 1 の最後に、小さいディメンション表のペイロード列（SELECT リストで参照さ
れる列）を保持する一時表が作成されます（下記の計画の 2 行目、6 行目、11 行目）。
12.2 以降、使用される一時表はインメモリ専用で、IO は必要ありません。このステップ
は、下記の図 28 には示されていません。

図28：インメモリ集計の例 - 直売店における靴製品の売上合計の確認

フェーズ 2
5.

実行計画の 2 番目の部分では、まず、SALES 表のスキャンが実行されてキー・ベクトル
が適用されます（下記の計画の 24～29 行目）。結合条件（直売店かつ靴製品である）と
一致する SALES 表の各エントリについて、対応する売上高がインメモリ・アキュムレー
タで該当するセルに追加されます。そのセルにすでに値が存在する場合、2 つの値がとも
に追加され、結果の値がセルに配置されます。

6.

最後に、大きい表のスキャン結果が、ディメンション表のスキャンの一部として作成さ
れた一時表に結合されます（16 行目、18 行目、19 行目）。これらの一時表には、ペイ
ロード列のみ格納されます。このステップは、上記の図 28 には示されていません。

これらの 2 つのフェーズを組み合わせると、複雑な集計が伴う複数の表の結合において効率が大幅
に向上します。
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-----------------------------------------------------------------------------| Id | Operation
| Name
|
-----------------------------------------------------------------------------|
0 | SELECT STATEMENT
|
|
|
1 | TEMP TABLE TRANSFORMATION
|
|
|
2 | LOAD AS SELECT (CURSOR DURATION MEMORY)| SYS_TEMP_0FD9D75EA_4AB70D |
|
3 |
HASH GROUP BY
|
|
|
4 |
KEY VECTOR CREATE BUFFERED
| :KV0000
|
|
5 |
TABLE ACCESS INMEMORY FULL
| STORES
| <== PHASE 1
|
6 | LOAD AS SELECT (CURSOR DURATION MEMORY)| SYS_TEMP_0FD9D75EB_4AB70D |
|
7 |
HASH GROUP BY
|
|
|
8 |
KEY VECTOR CREATE BUFFERED
| :KV0001
|
|
9 |
TABLE ACCESS INMEMORY FULL
| PRODUCTS
|
| 10 |
HASH GROUP BY
|
|
|* 11 |
HASH JOIN
|
|
| 12 |
TABLE ACCESS FULL
| SYS_TEMP_0FD9D75EA_4AB70D |
|* 13 |
HASH JOIN
|
|
| 14 |
TABLE ACCESS FULL
| SYS_TEMP_0FD9D75EB_4AB70D |
| 15 |
VIEW
| VW_VT_0737CF93
|
| 16 |
VECTOR GROUP BY
|
|
| 17 |
HASH GROUP BY
|
|
| 18 |
KEY VECTOR USE
| :KV0000
|
| 19 |
KEY VECTOR USE
| :KV0001
| <== PHASE2
| 20 |
PARTITION RANGE ALL
|
|
|* 21 |
TABLE ACCESS INMEMORY FULL
| SALES
|
----------------------------------------------------------------------------図29：インメモリ集計のメリットが得られる、問合せの実行計画

VECTOR GROUP BY 変換はコストベースの変換です。つまり、オプティマイザによって実行計画の
比較が変換ありと変換なしで行われて、もっともコストの低い実行計画が選択されます。たとえば、
以下のシナリオでは VECTOR GROUP BY 変換が選択される可能性があります。
»

複数の表の結合列に"おもに"一意キーまたは数字キーが含まれている

»

ファクト表（問合せでもっとも大きい表）のサイズが他の表の 10 倍以上である

»

表が IM 列ストアに移入されている

以下のシナリオでは、VECTOR GROUP BY 変換が選択される可能性は少なくなります。
»

2 つ以上の非常に大きい表で結合を実行する

»

ディメンション表に 20 億以上の行が含まれている

»

システムのメモリ・リソースが十分でない

DMLとインメモリ列ストア
IM 列ストアを使用すると、あらゆるタイプの問合せのパフォーマンスを大幅に向上させることがで
きますが、読取り専用のデータベース環境はごくわずかです。最新のデータベース環境で IM 列ス
トアの効果を十分に得るためには、バルク・データ・ロードとオンライン・トランザクション処理
の両方を処理できる必要があります。

バルク・データ・ロード
バルク・データ・ロードはデータウェアハウス環境でもっともよく使用され、通常、ダイレクト・
パス・ロードとして実行されます。ダイレクト・パス・ロードでは、入力データが解析され、各入
力フィールドのデータは対応する Oracle データ型に変換されて、データの列配列構造が作成されま
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
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れます。新しくフォーマットされたデータベース・ブロックは、標準の 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、データベースに直接書き込まれます。
ダイレクト・パス・ロード操作は、すべてかゼロかの操作です。つまり、すべてのデータがロード
されるまで操作はコミットされません。操作中に問題が発生すると、操作全体が中止されます。こ
の厳しい条件を満たすため、ダイレクト・パス・ロードでは、セグメントの最高水位標（オブジェ
クトまたはセグメントによってこれまでに使用されたデータベース・ブロックの最大数）より上に
作成されるデータベース・ブロックにデータが挿入されます。ダイレクト・パス・ロードがコミッ
トされると、新しく作成されたブロックをセグメント内に含めるように最高水位標が移動し、同じ
表の他の SQL 操作にブロックが表示されるようになります。この時点まで、IM 列ストアでは、セグ
メントにデータ変更が発生したことは認識されません。
操作がコミットされるとすぐに、IM 列ストアでは、オブジェクトのすべてのデータが移入されたわ
けではないことが認識されます。不足しているデータのサイズは、v$IM_SEGMENTS ビューの
BYTES_NOT_POPULATED 列に表示されます（監視の項を参照）。オブジェクトに PRIORITY が指
定されている場合、新しく追加されたデータは IM 列ストアに自動的に移入されます。指定されて
いない場合、IM 列ストアに空き領域があれば、オブジェクトの次回問合せ時にバックグラウンド・
ワーカー・プロセスがトリガーされて、不足しているデータの移入が開始されます。

パーティション交換ロード
データウェアハウス内の大きい表やファクト表はパーティション化することを強く推奨します。
パーティション化の利点の 1 つとして、EXCHANGE PARTITION コマンドを使用し、ユーザーへの影
響 を 最 小 限 に 抑 え な が ら デ ー タ を す ば や く 簡 単 に ロ ー ド で き る 点 が あ り ま す 。 EXCHANGE
PARTITION コマンドを使用すると、非パーティション表のデータをパーティション表の特定のパー
ティションに置き換えることができます。このコマンドで、データの物理的な移動は発生しません。
代わりに、ポインタをパーティションから表（またはその逆）に変更するようにデータ・ディク
ショナリが更新されます。データの物理的な移動がないため、交換によって REDO や UNDO は生成
されません。そのため、操作が 1 秒未満で完了し、INSERT などの従来のデータ移動手法よりもパ
フォーマンス上の影響がはるかに小さくなります。
ダイレクト・パス操作と同様に、操作が完了するまで、IM 列でパーティション交換ロードは認識さ
れません。この時点で、一時表のデータがパーティション表に格納されます。一時表に INMEMORY
属性が設定されており、一時表のすべてのデータが IM 列ストアに移入されている場合、それ以外
は何も行われません。次回スキャン時に、IM 列ストアを使用して、パーティション表の残りのデー
タとともに、一時表にあったデータに対してアクセスが行われます。
ただし、一時表に INMEMORY 属性が設定されていない場合、新しく交換されたパーティション内の
データに対する以降のすべてのアクセスは、行ストアを使用して行われます。INMEMORY 属性はオ
ブジェクトの物理属性です。交換後にパーティションにこの属性を設定するには、交換を実行する
前にこの属性を一時表に指定する必要があります。空のパーティションに属性を指定しても、十分
ではありません。
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図30：INMEMORY表でパーティション交換ロードを完了するための5つのステップ

トランザクション処理
単一行データ変更操作（DML）は、Database In-Memory が有効でない状態で実行されるため、行
ストアを介して実行されます（OLTP 形式の変更）。DML 操作を実行するオブジェクトが IM 列スト
アに移入されている場合、変更が行われると、変更内容が IM 列ストアに反映されます。行ストア
と列ストアでは、索引の一貫性が保たれるように、トランザクションの一貫性が保持されます。従
来と同様に、実表ですべてのシリアライズとロギングが実行されます。インメモリ列ストアでロッ
クやロギングを追加で行う必要はありません。
IM 列ストアの IMCU ごとに、スナップショット・メタデータ・ユニット（SMU）が自動的に作成さ
れて保持されます（図 31 を参照）。IM 列ストアに移入されたオブジェクトの行が DML 文によって
変更されると、その行に対応する列エントリは IMCU 内で古いとマークされ、行 ID が SMU のメタ
データに追加されます。読取り一貫性を確保してデータ圧縮を維持するために、IMCU 内の元のエ
ントリはすぐには置き換わりません。IM 列ストア内でオブジェクトに対して実行されたトランザク
ションが DML の実行前に開始されている場合でも、IMCU 内でエントリの元のバージョンを確認で
きます。IM 列ストアの読取り一貫性は、Database In-Memory が有効になっていない場合と同様に、
システム変更番号（SCN）で管理されます。

図31：オブジェクトの行のサブセットと対応するSMUが含まれた、IM列ストア内の各IMCU

新しい SCN が付いた問合せがオブジェクトに対して実行されると、古いエントリを除き、IMCU 内
の列のすべてのエントリが読み取られます。古いエントリは実表（行ストア）から取得されます。
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再移入
IMCU 内のエントリが古いほど、IMCU のスキャン速度が低下します。そのため、IMCU 内の古いエ
ントリの数が古さのしきい値に達すると、Oracle Database によって IMCU が再移入されます。古さ
のしきい値は、IMCU のアクセス頻度と IMCU 内の古い行の数を考慮に入れ、経験則で決定されま
す。アクセス頻度が高い IMCU や古い行の比率が高い IMCU では、再移入の頻度が高くなります。
IMCU の再移入は、バックグラウンド・ワーカー・プロセスによって実行されるオンライン操作で
す。データは常に使用可能で、再移入中に行われた IMCU 内の行の変更は自動的に記録されます。
標準の再移入アルゴリズムに加えて、優先度の低いバックグラウンド・プロセスを使用して古いエ
ントリをすべて削除する、別のアルゴリズムも使用できます。また、IMCO（インメモリ・コー
ディネータ）バックグラウンド・プロセスを使用して、古いエントリがいくつか保持されているが、
現時点で古さのしきい値に達していない IM 列ストア内の IMCU に対して、トリクル再移入を開始す
ることもできます。トリクル再移入は、絶えず実行されるバックグラウンド・アクティビティです。
IMCO は 2 分ごとに起動し、移入タスクを実行する必要がないかチェックが行われます。たとえば、
新しいオブジェクトに INMEMORY 属性と PRIORITY 副次句を指定したとします。IMCO によって、
古いエントリが含まれた IMCU が IM 列ストア内にないかどうかもチェックされます。見つかった場
合、これらのエントリを再移入するワーカー・プロセスがトリガーされます。トリクル再移入に
よ っ て 2 分 間 に 再 移 入 さ れ る IMCU の 数 を 制 限 す る に は 、 新 し い 初 期 化 パ ラ メ ー タ
INMEMORY_TRICKLE_REPOPULATE_SERVERS_PERCENT を使用します。このパラメータで、トリ
クル再移入アクティビティにワーカー・プロセスが参加できる最大時間（割合）を制御します。参
加するワーカー・プロセスが多いほど、多くの IMCU にトリクル再移入できます。ただし、参加す
るワーカー・プロセスが多いほど、CPU 消費量が多くなります。トリクル再移入をすべて無効にす
るには、INMEMORY_TRICKLE_REPOPULATE_SERVERS_PERCENT を 0 に設定します。
IM 列ストアのトランザクション一貫性を維持する際のオーバーヘッド
IM 列ストアのトランザクション一貫性を維持する際のオーバーヘッドは、アプリケーションによっ
て異なり、変更の割合、表に選択したインメモリ圧縮レベル、変更された行の場所、実行する操作
の種類などのさまざまな要素に基づきます。表の圧縮レベルが高くなるほど、圧縮レベルの低い表
よりも発生するオーバーヘッドが大きくなります。
変更された複数の行が同じブロック内に配置されている場合、変更された行が表全体にランダムに
配置されている場合よりも、発生するオーバーヘッドが小さくなります。変更された複数の行が同
じブロック内に配置されている場合の例として、新しく挿入された行があります。データベースで
は通常、これらの行がまとめてグループ化されるためです。また、別の例として、ダイレクト・パ
ス・ロード操作でロードされたデータがあります。
DML の比率が高い表には、MEMCOMPRESS FOR DML を推奨します。また、可能な場合は、パー
ティション化を使用して表内の変更をローカライズすることを推奨します。たとえば、最新のパー
ティションに格納されているデータに大部分の変更が制限されるように、レンジ・パーティション
化を使用して表内のデータを日付でローカライズできます。また、日付のレンジ・パーティション
化でも、他の多くの管理性とパフォーマンス上の利点が得られます。
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Oracle RACでのインメモリ列ストア
Oracle Real Application Clusters（Oracle RAC）環境の各ノードに個別の IM 列ストアが設定されま
す。各 Oracle RAC ノードの IM 列ストアのサイズを同じにすることを強く推奨します。IM 列ストア
が不要な Oracle RAC ノードでは、INMEMORY_SIZE パラメータを 0 に設定する必要があります。デ
フォルトでは、メモリに移入されたすべてのオブジェクトが、クラスタ内のすべての IM 列ストア
間で分散されます。また、各ノードの IM 列ストアに同じオブジェクトを配置することも可能です
（エンジニアド・システムのみ）。クラスタ内のすべての IM 列ストアにオブジェクトを分散する
には、INMEMORY 属性の 2 つの追加の副次句 DISTRIBUTE と DUPLICATE で制御します。
Oracle RAC 環境では、INMEMORY 属性しか指定されていない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て、IM 列ストアが効率的にシェアード・ナッシング・アーキテクチャにな
ります。クラスタ全体にオブジェクトを分散するには、DISTRIBUTE 副次句で制御します。デフォ
ルトでは、使用するパーティション化の種類を指定して（存在する場合）、クラスタ全体にオブ
ジェクトを分散することを推奨します。また、DISTRIBUTE BY ROWID RANGE を指定して ROWID
範囲で分散したり、DISTRIBUTE BY PARTITION を指定してさまざまなノードにパーティション
を分散したり、DISTRIBUTE BY SUBPARTITION を指定してさまざまなノードにサブパーティ
ションを分散することもできます。
ALTER TABLE lineorder INMEMORY DISTRIBUTE BY PARTITION
図32：このコマンドで、クラスタ内のすべてのIM列ストアにlineorder表をパーティション別に分散

表が HASH でパーティション化またはサブパーティション化されており、パーティション・ワイズ
結合の計画が期待される場合は、DISTRIBUTE BY PARTITION または SUBPARTITION を推奨し
ます。これにより、各パーティション結合を単一ノード内に配置できます。DISTRIBUTE BY
ROWID RANGE は、パーティション化されていない表、または DISTRIBUTE BY PARTITION を使
用するとデータの偏りが生じるパーティション化された表に使用できます。
オブジェクトが非常に小さい場合（1 つの IMCU でのみ構成）、クラスタ内の単一ノード上の IM 列
ストアに移入されます。
Oracle RAC 環境のメモリ内に移入されたデータは、特定の Oracle RAC ノードに関係付けられるため、
パラレル・サーバー・プロセスを使用して、各 Oracle RAC ノードでそのノードの IM 列ストアに配置
されているオブジェクトの一部に対して問合せを実行する必要があります。エンドユーザーのセッ
ションに結果を返す前に、問合せコーディネータによって各パラレル・サーバー・プロセスの結果
がまとめて集計されます。パラレル・サーバー・プロセスを Oracle RAC クラスタ間で適切に分散さ
せるには、データの場所を認識させる必要があります。以前は、問合せコーディネータが IMCU の場
所を基に並列度（DOP）を、問合せに関わる IM 列ストアの数と同じかそれ以上にするには、自動並
列度（Auto DOP）が必要でした。12.2 ではこの制限がなくなったため、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作業はユーザーが行います。この作業を行わない場合、
IMCU は Oracle RAC クラスタに送られないため、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 列ストア内のデータを、行ストアから読み取る必要があります。
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DML 文を Oracle RAC 環境で発行する場合、読取り一貫性を提供するメカニズムは基本的に、「ト
ランザクション処理」の項で前述したメカニズムと同じになります。おもな違いは、Oracle RAC 環
境の変更された行の値は、対応する IMCU 内で古いとマークされる点です。これは、IMCU がローカ
ル・ノード（DML の発行元）にあっても、クラスタ内の別のノードにあっても変わりありません。
いずれの場合でも、IM 列ストアでは常にトランザクション一貫性が維持され、IMCU はノード間で
送信されません。これにより、Oracle RAC 環境の DML の効率性が最大限に高まります。

サービスの配信
12.2 では、Oracle RAC クラスタの全 IM 列ストアに対するデータの分散に加えて、DISTRIBUTE 句の
FOR SERVICE 副次句を使って特定の IM 列ストアにオブジェクトを選択的に分散することが可能に
なりました。この機能によって、オブジェクトがサービスに基づいて IM 列ストアのサブセットに容
易に分散されます。Active Data Guard 環境におけるプライマリ・データベースとスタンバイ・デー
タベース間のオブジェクトの配置も促進されます（詳細については、以下の項を参照）。サービス
を停止すると、そのサービスに分散されていたオブジェクトは IM 列ストアから削除されます。
以下の構文は、SALES 表にサービスを追加する方法を示します。
ALTER TABLE sales INMEMORY DISTRIBUTE FOR SERVICE sales_ebiz
図33：このコマンドによって、SALES表がサービスを基準にクラスタ内のIM列ストアに分散

SALES 表は、sales_ebiz サービスを実行するインスタンスの IM 列ストアに分散されます。
*_TABLES ビューが変更されてインメモリ・サービス情報が追加されました。

図34：SALES表のインメモリ・サービス情報

DISTRIBUTE FOR SERVICE 副次句の他のメリットには、ローリング・パッチとアップグレード、
アプリケーション・アフィニティへのサポートがあります。
ローリング・パッチとアップグレードのサポート

DUPLICATE 副次句と FOR SERVICE 副次句を使用すると、アプリケーションの可用性に影響を及
ぼさずに、ノードを停止できます。ただし、ワークロードをサポートする十分な容量が残りのノー
ドにあることが前提です。
アプリケーションのアフィニティ

一部のアプリケーションには 1 つ以上の専用ノードが必要であり、FOR SERVICE 副次句を使用す
ると、特定のオブジェクトを特定のノードに送ることが容易になります。
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インメモリのフォルト・トレランス
Oracle RAC 環境内で IM 列ストアにシェアード・ナッシング・アーキテクチャが指定された場合、
パフォーマンスを重視する一部のアプリケーションで、フォルト・トレラント・ソリューションが
必要になることがあります。エンジニアド・システムでは、INMEMORY 属性の DUPLICATE 副次句
を指定して、IM 列ストアに移入されたデータをミラー化できます。つまり、IM 列ストアに移入さ
れた各 IMCU のミラー・コピーが、Oracle RAC クラスタ内の他のいずれかのノードに配置されます。
IMCU をミラー化すると、ノードが停止した場合でも、IM 列ストアを使用して引き続きデータにア
クセスできるため、インメモリのフォルト・トレランスを実現できます。また、問合せが IMCU の
プライマリ・コピーとバックアップ・コピーの両方にいつでもアクセスできるため、パフォーマン
スも向上します。

図35：エンジニアド・システムに格納されたIM列ストア内のオブジェクトをミラー化し、フォルト・トレランスを向上

いずれかの Oracle RAC ノードが停止してしばらく停止状態になった場合、その影響はそのノードに
配置されたプライマリ IMCU が再ミラー化されることだけです。2 番目のノードが停止してしばら
く停止状態になった場合のみ、データが再分散されます。
追加のフォルト・トレランスが必要な場合は、INMEMORY 属性の DUPLICATE ALL 副次句を指定し
て、クラスタ内の各ノードの IM 列ストアにオブジェクトを移入できます。これにより、問合せを
単一ノード内で完全に実行できるようになるため、最高レベルの冗長性と直線的なスケーラビリ
ティを実現できます。
ALTER TABLE lineorder INMEMORY DUPLICATE ALL
図36：このコマンドで、lineorder表の各IMCUをクラスタ内のすべてのIM列ストアに表示

また、DUPLICATE ALL オプションも、分散された大きいファクト表と小さいディメンション表の
結合を同じ場所に配置する際に便利です。小さいディメンション表に DUPLICATE ALL オプション
を指定すると、これらの表のフル・コピーが各ノードの IM 列ストアに移入されます。
非エンジニアド・システムで Oracle RAC ノードが停止した場合、このノードの IM 列ストアに移入
されたデータはクラスタのインメモリで使用できなくなります。オブジェクトの不足している部分
に対して発行された問合せは、失敗しません。代わりに、バッファ・キャッシュのデータまたはス
トレージのデータに問合せがアクセスするため、これらの問合せのパフォーマンスが低下します。
ノードがしばらく停止状態になった場合、このノードの IM 列ストアに配置されているオブジェク
トまたはオブジェクトの一部は、クラスタ内の残りのノードに移入されます（使用可能な領域があ
ると仮定した場合）。Oracle RAC ノードの停止によるパフォーマンスの低下を最小限に抑えるため
に、クラスタ内の他の各ノードの IM 列ストアに若干の空き領域を残しておくことを推奨します。
ノードまたはインスタンスに障害が発生した場合、ノードまたはインスタンスがすぐにサービスに
戻る可能性があるため、データはクラスタの他のノードにすぐには再分散されません。データがす
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ぐに再分散されると、再分散プロセスによって、ノードまたはインスタンスがサービスに戻ると元
に戻される、余分なワークロードがシステムに追加されます。これを避けるため、システムはデー
タの再分散を開始するのを数分待機して、ノードまたはインスタンスを再度クラスタに追加するた
めの時間を設けます。
クラスタにノードが追加されると、新しく追加されたノードにデータが分散されます。分散は
IMCU ごとに実行されこのプロセスの実行中、オブジェクトは完全にアクセス可能です。

Oracle RACでのインメモリFastStart
12.2 の Oracle RAC 環境では、FastStart 領域はグローバルです（すべてのインスタンスによって表示
可能）。あるインスタンスの IMCU を別のインスタンスが使って、その IM 列ストアに移入を行うこ
とができます。DUPLICATE ALL オプションを有効にすると、プライマリ・インスタンスのみが
FastStart 領域への IMCU を保持します。
インスタンスが再起動するか、IMCU が別の RAC インスタンスに移入されると、FastStart 領域では、
ディスクからの移入前に IMCU の可用性がチェックされます。IMCU が FastStart 領域に存在する場
合は、FastStart 領域を使って IMCU を IM 列ストアに効率的に移入できます。または、通常の移入メ
カニズムによってディスクからデータが移入されます。

インメモリ列ストアの内容の制御
データの自動最適化
自動データ最適化 1（ADO）は、情報ライフ・サイクル管理（ILM）タスクの自動化を可能にするた
めに Oracle Database 12c Release 1 で導入されました。ADO は、表やパーティションの行レベルま
たはセグメント・レベルで定義されたポリシーを使って、圧縮階層化とストレージ階層化の両方を
サポートします。ADO のヒートマップ機能は、行レベル（ブロック・レベルの統計に集計）とセグ
メント・レベルでセグメントのアクセス（読取りと書込み）を追跡します。これにより、データ
ベース・セグメントの使用方法に基づくポリシーを使って、データベース・セグメントの自動管理
が実現します。
12.2 以降、ADO は IM 列ストアに対応するように拡張されています。ADO はユーザー定義ポリシー
を実行して表やパーティションを IM 列ストアから移動し、IM 列ストア内のオブジェクトの圧縮レ
ベルを低圧縮レベルから高圧縮レベルの範囲で調整することで、IM 列ストアの内容を管理します。
オブジェクトを IM 列ストア内で管理することを可能にする 3 つの新しいポリシーが追加されました。

ポリシー名

説明

SET INMEMORY

指定のセグメントでINMEMORY属性を有効化

MODIFY INMEMORY

オブジェクトの圧縮レベルを低圧縮レベルから高圧縮レベルの範囲で変更

NO INMEMORY

オブジェクトをIM列ストアから削除または排除

図37：IM列ストアのADOポリシー

1

自動データ最適化の詳細については、ホワイト・ペーパー『Automatic Data Optimization with Oracle Database 12c Release 2』を参照してください。
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ADO ポリシーの評価基準はセグメント・ベースのポリシーの評価基準と同じで、オブジェクトが変
更、アクセス、または作成されてから経過した日数、またはユーザー定義の関数を使ったものにな
ります。ポリシーは自動データベース・メンテナンス・タスクのメンテナンス時間枠の一部として
実行され、Database In-Memory のすべての ADO ポリシーがセグメント・レベルのポリシーである
ため、1 回だけ実行され、その後無効化されます。
SALES 表でポリシーを指定し、INMEMORY 属性を作成の 5 日後に有効にする例を見てみましょう。
新しく作成したオブジェクトが最初は頻繁に変更され、その後、問合せに使用されることがほとん
どである場合は、これらのオブジェクトの移入を遅らせた方が良いかもしれません。
ALTER TABLE sales ilm ADD policy SET INMEMORY AFTER 5 days OF creation
図38：ADOポリシーを介して、INMEMORY属性をSALES表に指定するコマンド

または、MEMCOMPRESS FOR DML 副次句を使って、INMEMORY 属性を SALES 表で有効にした後、
変更終了の 3 日後に圧縮レベルを上げる ADO ポリシーを指定できます。
ALTER TABLE sales ilm ADD policy MODIFY INMEMORY memcompress FOR query high AFTER
3 days OF no modification
図39：ADOポリシーを介して、SALES表でインメモリ圧縮レベル属性を上げるコマンド

2 番目のアプローチを使用すると、頻繁に変更されるデータの圧縮オーバーヘッドをさらに生じさ
せることなく、IM 列ストア内に割り当てられた領域を最大化することができます。
最後に、30 日間アクセスがなかった場合に SALES 表を IM 列ストアから排除するポリシーを見てみ
ましょう。
ALTER TABLE sales ilm ADD policy NO INMEMORY SEGMENT AFTER 30 days OF no ACCESS
図40：ADOポリシーを介して、NO INMEMORY属性をSALES表に指定するコマンド

このタイプのポリシーを使用すると、ヒート・マップ・データに基づいて未使用のオブジェクトを
IM 列ストアから自動的に削除でき、アクセス頻度の多いオブジェクトが誤って IM 列ストアから削
除されるのを防ぐことができます。
ユーザー定義 ADO ポリシー

また、カスタマイズした PL/SQL を使って、ON PL/SQL FUNCTION オプションでポリシーをカス
タマイズして、ポリシーを実行するタイミングを決定できます。この関数はブール値を返し、入力
パラメータとして NUMBER を許可する必要があります。以下は、常に TRUE を返してから、関数に
基づいてポリシーを作成する簡単な例です。
CREATE OR REPLACE FUNCTION custom_im_ado (objn IN NUMBER) RETURN BOOLEAN;
ALTER TABLE sales ilm ADD policy NO INMEMORY SEGMENT ON custom_im_ado;
図41：SALES表へのADO排除ポリシーに使用されたPL/SQLファンクションの例

自動インメモリ
Oracle Database 18c では自動インメモリによって、IM 列ストアのすべてのコンテンツを自動的に
管理できます。インメモリで有効なセグメント領域の合計が IM 列ストアで使用可能なメモリを超
えると、自動インメモリが機能し、ヒートマップ統計によって IM 列ストアの領域が管理されます。
アクセス追跡によって列統計情報およびその他の関連する統計情報のセグメントを自動的に IM 列
ストアから排除できるため、より多くのアクティブ・セグメントの移入が可能になります。
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この機能はパラメータ INMEMORY_AUTOMATIC_LEVEL で制御され、無効のままにしておく（デ
フォルト設定の OFF）ことも、LOW または MEDIUM オプションで有効にすることもできます。
現在は、優先順位が NONE のオブジェクトのみを自動インメモリで排除できます。LOW モードでは、
IM 列ストア内の領域不足によって移入が失敗する可能性がある場合、自動インメモリによって、
ヒートマップ統計情報に基づき、移入開始前に適切な移入済みセグメントが排除されます。
MEDIUM モードでは、IM 列ストアに十分な領域がないと、すべての移入（INMEMORY で有効なセグ
メント）がブロックされ、ヒートマップ統計情報に基づき、自動インメモリによって完全に管理さ
れます。

マルチテナント環境でのインメモリ列ストア
Oracle Multitenant 2はデータベース統合モデルで、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）および共通する CDB のバックグラウンド・プロセスを
複数の PDB で共有できます。そのため、複数の PDB で IM 列ストアも共有できます。

図42：単一のOracle Database 12cコンテナ・データベース内の3つのPDB

IM 列ストアの合計サイズは、CDB の INMEMORY_SIZE パラメータ設定で制御します。各 PDB で使
用できる共有の IM 列ストアのサイズを指定するには、INMEMORY_SIZE パラメータを設定します。
特定の CDB 内のすべての PDB がインメモリ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。これは、これらの PDB でインメモリ列スト
アがまったく使用されないことを意味します。
PDB の INMEMORY_SIZE パラメータの合計を、CDB の INMEMORY_SIZE パラメータのサイズ以下
にする必要はありません。IM 列ストアに PDB をオーバー・サブスクライブできます。オーバー・
サブスクライブは、いずれかのプラガブル・データベースが停止した場合やアンプラグされた場合
に、IM 列ストアの貴重な領域が無駄に消費されないようにするために許可します。
ただし、このオーバー・サブスクライブのために、ある PDB が IM 列ストア内の別の PDB の領域を
消費する可能性があります。PDB を長時間にわたって停止したり、アンプラグしたりすることを想
定していない場合は、オーバー・サブスクライブしないことを推奨します。

2

Oracle Multitenant の詳細については、ホワイト・ペーパー『 Oracle Multitenant:新機能 Oracle Database 12c Release 2 (12.2)』を参照してください。
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図43：INMEMORY_SIZEパラメータを設定し、PDBで使用できる共有のIM列ストアのサイズを指定

各プラガブル・データベース（PDB）はそれ自体で完全な Oracle データベースであるため、1 つの
PDB ごとに IM 列ストアに移入されたデータは表示またはアクセスすることができず、各 PDB に優
先順位リストが割り当てられます。PDB が起動すると、優先順位リスト内のオブジェクトが同リス
トの順番どおりにインメモリ列ストアに移入されます。

Oracle Active Data Guard環境でのインメモリ列ストア
Oracle Active Data Guard 3は、ミッション・クリティカルな Oracle Database のシングル・ポイント
障害を排除できるもっとも包括的なソリューションです。このソリューションは、本番データベー
スの同期された物理レプリカを遠隔地に保持することによって、もっとも単純かつ経済的な方法で
データの損失と停止時間の発生を防ぎます。何らかの理由で本番データベースが使用できなくなる
と、クライアント接続が、迅速に（また一部の構成では透過的に）、同期されているレプリカに
フェイルオーバーされ、サービスがリストアされます。また、レポート作成アプリケーション、非
定型の問合せ、およびデータ抽出の、本番データベースの読取り専用のコピーへのオフロードを可
能にすることにより、コストのかかる無駄な冗長性を排除します。
Active Data Guard は、高度にパラレル化されたプロセスを独自の方法ではでは高のパフォーマンス
を実現しながら、プライマリ・データベースと同じ読取り一貫性モデルを使用します。12.2 で、
Active Data Guard は Database In-Memory と緊密に連携して、IM 列ストアをプライマリ環境、スタ
ンバイ環境、または両方の環境で有効にする機能をユーザーに提供してきました。
同期された物理レプリケーションと読取り一貫性の機能により、Active Data Guard のインメモリ処
理は、読取り専用ワークロードをプライマリで実行するよりも実用的なソリューションになります。
本番データベースにまったく影響せずに、スタンバイ・データベースでリアルタイムの分析を実行
することが可能になるため、スタンバイ・データベースのリソースを生産的に活用でき、それと同
時にシステムの列容量の総量が増加します。

3

Active Data Guard の詳細については、ホワイト・ペーパー『Oracle Active Data Guard』を参照してください。
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図44：スタンバイ・データベースのIM列ストアの内容が場合によっては、プライマリの内容とはかなり違うことを示す例

Database In-Memory はスタンバイ環境を個別のデータベースと見なすことで、同じまたは異なる
セットの表や表パーティションをプライマリ・データベースとスタンバイ・データベースのインメ
モリに移入することを可能にします。本番データベースの同期された物理レプリカを Active Data
Guard が保持するのとまったく同じように、IM 列ストアの内容も保持して、トランザクション一貫
性の結果を問合せ SCN の時点に確実に合わせます。
上記の Oracle RAC の項で説明したように、DISTRIBUTE FOR SERVICE 句を使って、RAC クラス
タ内の複数のインスタンスに対するインメモリ・オブジェクトの配置と移入を指定できます。また、
この句を使って、スタンバイのみでアクティブになっている適切なサービス名を指定することで、
スタンバイ・データベースの IM 列ストアにオブジェクトを移入することもできます。
サービス名を指定すると、指定のサービスがアクティブなデータベース・インスタンスのメモリだ
けに表または表パーティションが移入されます。ロールの変更またはスイッチオーバーが発生した
場合、新しいサービスがアクティブになっているインスタンスに表が再移入されます。
以下に示すのは、“REPORTING_STANDBY_SVC”が実行を許可されているデータベース・インスタン
スのメモリだけに EMPLOYEES 表を移入するための構文例です。
CREATE TABLE employees (c1 NUMBER,
c2 NUMBER,
c3 VARCHAR2(10), c4 CLOB )
INMEMORY MEMCOMPRESS FOR QUERY
DISTRIBUTE AUTO FOR SERVICE reporting_standby_svc
図45：DISTRIBUTE AUTO FOR SERVICE副次句を使って、Active Data Guardのスタンバイ・インスタンスに表を移入

Oracle Active Data Guardの制限事項
Active Data Guard 環境では、スタンバイは読取り専用モードで開くため、以下に示すように、新し
いインメモリの機能の一部に影響が及びます。

•

スタンバイ・データベースでインメモリ FastStart 領域を保持することはできないため、イ
ンメモリ FastStart はスタンバイ・データベースではサポートされません。

•

スタンバイ・データベースでは ESS（Expression Statistics Store）を保持することもできま
せん。したがって、自動検出された式はすべて、プライマリに表示されるワークロードに
基づきます。プライマリ・データベースのワークロードがスタンバイのワークロードとあ
まり類似していない場合、自動検出されたインメモリ式を使用することは推奨されません。
代わりにインメモリ仮想列を使って、よく使用されるスタンバイの式を IM 列ストアに実体
化します。
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•

インメモリ結合グループはスタンバイでサポートされていません。

•

自動データ最適化により、INMEMORY ポリシーはプライマリ・データベース上でしか評価
されません。ただし、ILM INMEMORY ポリシーは ALTER TABLE 文で実装されるため、オブ
ジェクトに対して指定されたポリシーが実行されると、スタンバイ・データベースのイン
メモリにあるオブジェクトに影響が及びます。たとえば、オブジェクトがスタンバイ・
データベースのインメモリにしか移入されず、オブジェクトへのアクセス後に経過した日
数に基づく ILM INMEMORY ポリシーをオブジェクトに指定する場合、そのポリシーはプラ
イマリ・データベース上で評価されます。オブジェクトがスタンバイだけでアクセスされ、
プライマリではアクセスされない場合は、そのポリシーの結果は予期したとおりにならな
い可能性があります。このため、スタンバイ・データベースのみに存在するオブジェクト
の日数を基に ILM INMEMORY ポリシーを指定するときは、慎重に指定することをお薦めし
ます。

Oracle Exadata上のフラッシュへのインメモリ列形式の拡張
Oracle Exadata Database Machine は独自のソフトウェア・アルゴリズムを使用して、ストレージ、
PCI ベースのフラッシュ、InfiniBand ネットワーキングにデータベース・インテリジェンスを実装し
ます。フル・ラックの Exadata X7-2 Database Machine には 358 TB のフラッシュが搭載されており、
これは DRAM の容量のほぼ 30 倍で、フラッシュから最大 350 GB/秒の帯域幅を提供できます。
Exadata 環境では、フラッシュ・キャッシュのインメモリ列形式でデータを保管できます。そのた
め、インメモリ最適化のすべて（必要な圧縮列のみへのアクセス、SIMD ベクトル処理、ストレー
ジ索引など）を、潜在的にはるかに大容量のデータで使用できます。
INMEMORY_SIZE パラメータをゼロ以外の値に設定すると、Hybrid Columnar Compression 4（HCC）
を使って圧縮され Exadata フラッシュ・キャッシュに送られたオブジェクトは、インメモリ列形式
に自動的に変換されます。Oracle Database 18c では、非 HCC オブジェクト（圧縮されていない表
や OLTP で圧縮された表）も、インメモリ列形式に変換されます。

図46：Exadataフラッシュで使用可能になったインメモリ列のすべてのメリット

4

Hybrid Columnar Compression の詳細については、ホワイト・ペーパー『Exadata の Hybrid Columnar Compression』を参照してください。
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新しいセグメント・レベルの属性、CELLMEMORY も導入されており、インメモリ列形式を使ってフ
ラッシュに移入してはいけないオブジェクト、使用できる圧縮のタイプを制御できます。
INMEMORY 属性のように、さまざまな圧縮レベルを副次句として CELLMEMORY 属性に指定できま
す。ただし、INMEMORY 圧縮レベルのすべてを使用できるわけではなく、MEMCOMPRESS FOR
QUERY LOW と MEMCOMPRESS FOR CAPACITY LOW（デフォルト）しか使用できません。
PRIORTY 副次句も使用できません。これは、（フラッシュ・キャッシュが存在する）Exadata スト
レージ・セルでのバックグラウンド・ワーカー・プロセスによる移入の概念が、IM 列ストアの
DRAM での場合とは異なるためです。Smart Scan を使用してオブジェクトにアクセスすると、デー
タが Exadata フラッシュ・キャッシュに読み込まれます。そのデータが HCC オブジェクトの場合
は、最初に Database In-Memory の列形式ではなく列キャッシュ形式に変換されます。そのデータ
が 12.2 の HCC オブジェクトであり、Oracle Database 18c で圧縮されていない表と OLTP で圧縮さ
れた表も使用できる場合、データはバックグラウンドで Database In-Memory 形式に再書込みされ
ます。この結果、その後フラッシュ・キャッシュから取得するデータにアクセスすると、必ずイン
メモリ最適化のあらゆるメリットを享受できます。
ALTER TABLE trades CELLMEMORY MEMCOMPRESS FOR QUERY LOW
図47：新しいCELLMEMORYのセグメント・レベルの属性は、MEMCOMPRESS FOR QUERY LOW圧縮を使ってExadataフラッシュ・キャッシュにTRADES表を
移入する必要があることを示します。

Oracle Database In-Memoryの使用の管理
複数の初期化パラメータとオプティマイザ・ヒントを利用して、IM 列ストアを使用するタイミング
と方法を制御できます。ここでは、これらすべてについて説明し、主要なものと任意のものについ
てガイダンスを提供します。

主要な初期化パラメータ
新しいインメモリ機能のさまざまな側面を直接制御するために、接頭辞 INMEMORY が付いた 9 つの
新しい初期化パラメータが導入されています。また、問合せで IM 列ストアを使用するかどうかを
制御する、新しいオプティマイザ・パラメータも利用できます。

図48：インメモリ初期化パラメータ
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INMEMORY_SIZE
このホワイト・ペーパーで先に説明したように、INMEMORY_SIZE パラメータを使用して、IM 列ス
トアに割り当てるメモリ量を制御します。デフォルト・サイズは 0 バイトです。このパラメータの
みシステム・レベルで変更でき、有効にするにはデータベースを再起動する必要があります。
INMEMORY_SIZE パラメータの最小サイズ要件は 100 MB です。12.2 以降、IM 列ストアが有効化さ
れている場合（inmemory_size > 0）、IM 列ストアのサイズを動的に増やすことができます。IM 列
ストアは、128 MB 以上の単位で増やす必要があり、増加したサイズを収容するだけの十分なメモリ
が SGA にある必要があります。

INMEMORY_QUERY
Oracle オプティマイザでは、IM 列ストアに移入されたオブジェクトが認識され、インメモリ列形式
のメリットが得られると判断された問合せが IM 列ストアに自動的に送信されます。セッション・
レベルまたはシステム・レベルのいずれかで、INMEMORY_QUERY を DISABLE に設定すると、IM
列ストアが完全に使用できなくなります。これにより、オプティマイザは、IM 列ストア内に存在す
るデータが認識できなくなり、実行レイヤーは、IM 列ストア内のデータのスキャンおよびフィルタ
ができなくなります。デフォルト値は ENABLE です。

INMEMORY_MAX_POPULATE_SERVERS
開始できるワーカー・プロセスの最大数を制御するには、INMEMORY_MAX_POPULATE_SERVERS
を使用します。このパラメータは、デフォルトでは 0.5 X CPU_COUNT に設定されます。ワー
カー・プロセス数を減らすと、移入中に消費される CPU リソースが低減しますが、IM 列ストアの
移入にかかる時間が長くなる可能性があります。

その他の初期化パラメータ
INMEMORY_CLAUSE_DEFAULT
INMEMORY_CLAUSE_DEFAULT パラメータを使用すると、構文で明示的に指定されていないすべて
の INMEMORY 副次句に有効な値セットを指定し、インメモリ表にデフォルト・モードを指定できま
す。デフォルト値は空の文字列で、明示的に指定されている表のみが IM 列ストアに移入されるこ
とを意味します。
ALTER SYSTEM SET inmemory_clause_default = 'INMEMORY PRIORITY LOW'
図49：INMEMORY_CLAUSE_DEFAULTパラメータを使用して、すべての新しい表をIM列ストアの候補としてマーク

いずれかの副次句が指定されていない場合、パラメータ値は、INMEMORY 句と同じ方法で同じデ
フォルト値を使用して解析されます。インメモリに明示的に指定されている表では、このパラメー
タから未指定の値が継承されます。

INMEMORY_TRICKLE_REPOPULATE_SERVERS_PERCENT
このパラメータで、ワーカー・プロセスでトリクル再移入を実行できる最大時間（割合）を制御し
ます。このパラメータの値は、INMEMORY_MAX_POPULATE_SERVERS パラメータの割合です。こ
のパラメータを 0 に設定すると、トリクル再移入が無効になります。デフォルトは 1 で、ワー
カー・プロセスでトリクル再移入の実行に 1%の時間を費やすことを意味します。
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INMEMORY_FORCE
デフォルトでは、INMEMORY 属性が指定されているオブジェクトは、IM 列ストアに移入される候補
となります。ただし、INMEMORY_FORCE が OFF に設定されている場合、インメモリ領域が設定さ
れていても、メモリ内に表は配置されません。デフォルト値は DEFAULT です。

INMEMORY_VIRTUAL_COLUMNS
INMEMORY_VIRTUAL_COLUMNS パラメータは、IM 列ストアの仮想列の使用を制御します。3 つの
パラメータ値（ENABLE、MANUAL、DISABLE）を使用できます。ENABLE 値は、仮想列が明示的に
除外されているか、別の MEMCOMPRESS レベルが指定されている場合を除き、表またはパーティ
ションのすべての仮想列がデフォルトの表またはパーティションの MEMCOMPRESS レベルで IM 列
ス ト ア に 移 入 さ れ る よ う に 指 定 し ま す 。 MANUAL は デ フ ォ ル ト 値 で す 。 仮 想 列 が 明 示 的 に
INMEMORY とマークされている場合、または別の MEMCOMPRESS レベルで明示的に INMEMORY と
マークされている場合を除き、仮想列がインメモリに移入されないように指定します。DISABLE 値
は、IM 列ストアでの仮想列の使用を無効にします。

INMEMORY_EXPRESSIONS_USAGE
INMEMORY_EXPRESSIONS_USAGE パラメータは、どのインメモリ式を IM 列ストアに移入するかを
制御します。このパラメータには 4 つの値（STATIC_ONLY、DYNAMIC_ONLY、ENABLE、DISABLE）
があります。STATIC_ONLY 値を使用すると、特別なバイナリ JSON 形式で JSON 列を移入できま
す。DYNAMIC_ONLY 値を DBMS_INMEMORY.IME_CAPTURE_EXPRESSIONS プロシージャと併用す
る と 、 自 動 的 に 作 成 さ れ た イ ン メ モ リ 式 を IM 列 ス ト ア に 移 入 で き ま す 。 ENABLE 値 は
STATIC_ONLY パラメータ値と DYNAMIC_ONLY パラメータ値の両方を組み合わせ、DISABLE 値は、
インメモリ式が IM 列ストアに移入されるのを防ぎます。

OPTIMIZER_INMEMORY_AWARE
先に説明したように、オプティマイザによって IM 列ストアが認識され、SQL 文の代替インメモリ計
画のコスト見積りを行うときにインメモリ固有のコストが使用されます。オプティマイザのコス
ト・モデルに加えられたイン メ モ リ 拡 張 機 能 を す べ て 無 効 に す る に は 、
OPTIMIZER_INMEMORY_AWARE パラメータを FALSE に設定します。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ます。

オプティマイザ・ヒント
オプティマイザ・ヒントを使用すると、インメモリのインメモリ・スキャン、結合、および集計の
さまざまな側面を文または文のブロック・レベルで制御できます。多くのオプティマイザ・ヒント
と同様に、以下で説明する各ヒントに対応する否定のヒントには、先頭に'NO_'が付きます。オプ
ティマイザ・ヒントはディレクティブであり、適用可能な場合に実行されます。
INMEMORY ヒント
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。

37 | Oracle Database 18cのOracle Database In-Memory

さらに、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にも、
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、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。
インメモリ・スキャン
上記の文で、インメモリ全表スキャンを強制的に実行する場合、FULL ヒントを使用して、オブ
ジェクト（表、パーティションまたはサブパーティション）のアクセス手法を変更する必要があり
ます。
(NO_)INMEMORY_PRUNING ヒントは、インメモリ・ストレージ索引の使用を制御しているため、
インメモリ・スキャンのパフォーマンスに影響を与える可能性があります。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います。
インメモリ結合
Bloom フィルタを使用して結合をフィルタに変換するのは、コストベースの判断です。オプティマ
イザで Bloom フィルタが選択されない場合、PX_JOIN_FILTER ヒントを使用して強制的に適用で
きます。
インメモリ集計
新しいインメモリ集計機能（VECTOR GROUP BY）はコストベースの問合せ変換であり、もっとも低
コストの実行計画であるとオプティマイザで見なされない場合でも変換を強制的に実行できること
を意味します。VECTOR GROUP BY 計画を強制的に適用するには、VECTOR_TRANSFORM ヒントを指
定します。

結論
Oracle Database In-Memory を使用すると、分析問合せを透過的に桁違いに高速化できるため、ビ
ジネス上の意思決定をリアルタイムで行うことができます。データウェアハウスと複合ワークロー
ドの OLTP 環境の処理を大幅に高速化できます。独自の"二重形式"アプローチによって、既存の
Oracle 行形式（OLTP 処理用）と新しい純粋なインメモリ列形式（分析処理用に最適化）の両方で
データが自動的に保持されます。両方の形式が同時にアクティブになり、トランザクション一貫性
が維持されます。Oracle Database に列ストアを組み込むと、列ストアを既存のすべての機能で完全
に利用できるようになります。アプリケーション・レイヤーの変更はまったく必要ありません。つ
まり、アプリケーションに関係なく、1 日目から列ストアを最大限に活用できます。
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付録A - Oracle Database In-Memoryの監視と管理
インメモリ列ストアのオブジェクトの監視
IM 列ストアに現在移入されているオブジェクトを表示する、2 つの新しいビューv$IM_SEGMENTS
と v$IM_USER_SEGMENTS があります。

図50：新しいv$IM_SEGMENTSビュー

これらのビューを使用すると、IM 列ストアに移入されているオブジェクトが表示されるだけでなく、
Oracle RAC クラスタにオブジェクトがどのように分散されているのか、およびオブジェクト全体が
移入されているかどうかも表示されます（BYTES_NOT_POPULATED）。また、オブジェクトがディ
スク上に圧縮されていない場合は、このビューを使用して、IM 列ストアに移入された各オブジェク
トの圧縮率を特定することもできます。
SELECT v.owner, v.segment_name,
v.bytes
v.inmemory_size
v.bytes / v.inmemory_size
FROM
v$im_segments v;

orig_size,
in_mem_size,
comp_ratio

図51：IM列ストアに移入されたオブジェクトの圧縮率の特定

もう一方の新しいビューv$IM_COLUMN_LEVEL には、表内のすべての列を列ストアに移入する必要
がないときに、列ストアに移入された列の詳細が表示されます。

図52：PROD_ID列はIM列ストアに移入されていない
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USER_TABLES
INMEMORY 属性が指定されている表を示すために、新しいブール列 INMEMORY が*_TABLES ディク
ショナリ表に追加されています。

図53：INMEMORY属性が指定されている表を示すよう、新しいINMEMORY列を*_TABLESに追加

上記の例では、2 つの表 COSTS と SALES の INMEMORY 列に値が指定されていません。INMEMORY
属性はセグメント・レベルの属性です。COSTS と SALES はともにパーティション表であるため、
これらは論理オブジェクトです。これらの表の INMEMORY 属性は、*_TAB_(SUB)PARTITIONS で
パーティション・レベルまたはサブパーティション・レベルで記録されます。
追 加 の

3

つ の 列 （ INMEMORY_PRIORITY 、 INMEMORY_DISTRIBUTE 、 お よ び

INMEMORY_COMPRESSION）も*_TABLES ビューに追加されており、各表の現在のインメモリ属性
を示しています。
2 つの列、INMEMORY_SERVICE と INMEMORY_SERVICE_NAME は*_TABLES ビューに追加されて
おり、DISTRIBUTE 句の FOR SERVICE 副次句に関連付けられたインメモリ属性を示しています。
最後に、もう 1 つの列 CELLMEMORY は*_TABLES ビューに追加されており、表がデフォルト以外
の値とともに Exadata のフラッシュ・キャッシュに移入される対象であることを示しています。
USER_IM_EXPRESSIONS
インメモリ式を容易に表示できるように、新しい一連のビューが USER_IM_EXPRESSIONS と
DBA_IM_EXPRESSIONS に追加されています。

図54：新しいUSER_IM_EXPRESSIONSビュー

上の例では 、表と 列の名前 が SQL 式およびオブジ ェ クト番号と ともに 表示され ています。
DBA_IM_EXPRESSIONS ビューには OWNER 列が追加されています。
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IM列ストア移入のCPU消費量の管理
IM 列ストアの初回移入は CPU に負荷のかかる操作であるため、同時に実行されている他のワーク
ロードのパフォーマンスに影響する可能性があります。Oracle Resource Manager 5を使用すると、
必要に応じて、IM 列ストア移入操作の CPU 使用率を制御したり、操作の優先順位を変更したりで
きます。
これを行うには、標準のリソース・プランのいずれか（default_plan など）を有効にするか独自の
リソース・プランを作成して、CPU Resource Manager を有効にします。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。
ora$autotask の他の操作には、統計情報の収集やセグメント分析などの自動メンテナンス操作があ
ります。
SET_CONSUMER_GROUP_MAPPING プロシージャを使用すると、インメモリ移入のコンシューマ・
グループを変更できます。
BEGIN
dbms_resource_manager.set_consumer_group_mapping(
attribute
=> 'ORACLE_FUNCTION',
value
=> 'INMEMORY',
consumer_group => 'BATCH_GROUP');
END;
図55：INMEMORY操作のResource Managerコンシューマ・グループの変更

セッション・レベルの統計
セッション・レベルの統計を問い合わせることで、Database In-Memory で何が起こっているかを監
視することもできます。以下は、INMEMORY のセッション・レベルの統計でもっともよく実行され
る問合せとその説明の一覧です。
統計名

説明

IM scan rows optimized

ストレージ索引のプルーニングのためにスキップされた行の数、
または条件プッシュ・ダウンによる集計のためにアクセスされな
かった行の数

IM scan rows projected

上位レイヤーに返された行の数

IM scan rows

すべてのIMCU内でスキャンされた行の数

IM scan rows valid

有効なベクトルの適用後にすべてのIMCU内でスキャンされた
行の数

IM scan CUs no memcompress

各MEMCOMPRESSタイプのIMCUがアクセスされた回数

IM scan CUs memcompress for *

IM scan CUs columns accessed

5

スキャンによってアクセスされた列の数

Oracle Database Resource Manager の使用方法については、ホワイト・ペーパー『Oracle Resource Manager の使用』を参照してください。
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IM scan CUs invalid or missing revert to on disk extent

IMCUがないか無効であるために、アクセスされたディスク・エ
クステントの数

IM scan CUs pruned

最小/最大値を渡した行がないIMCUの数

IM scan segments minmax eligible

最小/最大のプルーニングの対象となるIMCUの数

IM scan segments disk

INMEMORYとマークされたセグメントが、バッファ・キャッシ
ュ/直接読取り全体からアクセスされた回数

IM scan CUs predicates applied

適用された最小/最大値の条件の数

IM scan CUs predicates optimized

すべての行が最小/最大値を渡したか、どの行も最小/最大値を渡
さなかったIMCUの数

IM scan CUs predicates received

受け取った最小/最大値の条件の数

IM scan EU rows

WHERE句の条件が適用される前に、IM列ストア内のEUからスキ
ャンされた行の数

IM scan EUs no memcompress

各MEMCOMPRESSタイプのIMEUがアクセスされた回数

IM scan EUs memcompress for *
IM scan EUs columns accessed

スキャンによってアクセスされたEU内の列の数

IM scan EUs columns decompressed

スキャンによって解凍されたEU内の列の数

IM scan EU bytes in-memory

スキャンによってアクセスされたインメモリEUデータのサイズ（
バイト単位）

IM scan EU bytes uncompressed

スキャンによってアクセスされたインメモリEUデータの非圧縮サ
イズ（バイト単位）

IM scan EUs columns theoretical max

すべての列がスキャン対象だった場合に、EUからアクセスされて
いたはずの列の数

IM scan EUs split pieces

すべてのIMEUでの分割されたEUの数

IM populate segments requested

インメモリ・セグメントの移入タスクの数

table scan disk IMC fallback

IMスキャンが可能な場合にバッファ・キャッシュ/直接読取りから
スキャンされたブロック内の行の数

table scan disk non-IMC rows gotten

IMスキャンが可能ではない場合にバッファ・キャッシュ/直接読取
りからスキャンされたブロック内の行の数

table scans (IM)

インメモリでスキャンされたセグメントの数

session logical reads - IM

IMCUでスキャンされたブロックの数

図56：有益なINMEMORYセッション・レベルの統計の一覧
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