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概要 

11g で導入された Oracle Database File System（Oracle DBFS）は、オペレーティング・システ
ム FUSE（File System in USEr Space）ドライバとオラクル提供の dbfs_client ユーティリティ
（現在 Linux と Oracle Solaris のみで使用可能）を併用して、マウント可能なファイル・システ
ムとしてのデータベース管理ストレージ（表領域）を実現します。このホワイト・ペーパーで
は、X2-2 クォーター・ラックとハーフ・ラックの Oracle Exadata 構成（表 2 を参照）におけ
る dbfs_client マウント 1・インタフェースの一般的なユースケース（表 1 を参照）での基本的
な DBFS のセットアップとパフォーマンスについて説明します。 

 

表1：一般的なユースケース 

1. dbfs_clientマウント・インタフェース（‘dd’コマンドを使用した簡単な書込みと読取り）のキャリブレーション（cali）で構成の問題を排

除し、特定のハードウェア・セットアップのベースライン・パフォーマンスの値を確立 

2. dbfs_clientマウント・ディレクトリを対象とするファイル・システム操作（tarアーカイブと抽出、ls、rm –rなど） 

3. 外部表のロード（dbfs_clientマウント・ディレクトリに保管されたファイルからのデータベース表のロード） 

4. ダンプのエクスポート（データベース表のdbfs_clientマウント・ディレクトリへのエクスポート） 

5. ダンプのインポート（dbfs_clientマウント・ディレクトリに保管されたダンプ・ファイルからのデータベース表へのインポート） 

 

表2：Oracle Exadataテスト構成 

1. クォーター・ラック（X2-2）2 コンピューティング・ノード×1（2ソケット・システム）とストレージ・セル×3 

2. ハーフ・ラック（X2-2） コンピューティング・ノード×4（2ソケット・システム）とストレージ・セル×7 

 

 

  

                            
1 本資料では、dbfs_client マウント・インタフェース|マウント・ポイント|マウントの語はすべて、dbfs_client マウント・インタフェース・ディレク

トリ（/u01/app/dbfs_mnt1 など）と同義に使われます。 
2 すべての Oracle Exadata 構成で Oracle Unbreakable Enterprise カーネル・バージョン 2.6.39-400.xxx.xx.el5uek が使用されます。 
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まとめ 

• ユーザーが DBFS を迅速にセットアップできるように、「DBFS のセットアップ」の項には、
DBFS ストアの作成、dbfs_client を使ったマウント、関連する RPM 要件、デバッグ用にトレー
スを有効にする方法、エラー・ログの場所についてのすべてが詳述されています。 

• –o direct_io および–o server_readahead dbfs_client のマウント・オプションのみを使用しま
し た 。 全 体 的 に 良 好 な パ フ ォ ー マ ン ス を 達 成 す る に は 、 –o direct_io お よ び –o 
server_readahead=0 の使用を推奨します。–o max_threads、-o spool_max、-o spool_min な
どのその他のマウント・オプションは、本資料のすべての実験ではデフォルト値のままとしま
した。 

• ここで報告するパフォーマンス値は、「DBFS のセットアップ」の項に示す基本的なセット
アップ手順で得られる基準値であり、この数値はこの所定のハードウェア構成で得られる最高
値ではない点に留意してください。 

 

次の図に、クォーター・ラックおよびハーフ・ラックの Oracle Exadata 構成時における dbfs_client
のスループットの簡単なまとめを示します。ここでは、各ノードが実行する作業量は 1 倍（N=1 の
場合）および 0.25 倍（N=4 の場合）です。4 台の DB ノードではスループットがほぼ 4 倍になった
ことから分かるように、ノードを追加するとさらに値が高くなります。 
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次の図に、2 つの Oracle Exadata 構成時における dbfs_client の経過時間の簡単なまとめを示します。
ここでは、各ノードが実行する作業量は 1 倍（N=1 の場合）および 4 倍（N=4 の場合）です。この
場合も、4 台の DB ノードでの経過時間がほぼ同じだったことから分かるように、ノードを追加する
とさらに値が高くなります。 

 

このホワイト・ペーパーの残りの部分では、基本的な DBFS のセットアップ、パフォーマンスのテ
ストと結果の説明に続いて、ハードウェアとソフトウェアについて詳述します。付録の項では、既
知の問題と可能な回避策のリスト、init.ora パラメータの値を示します。 
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DBFSのセットアップ 

• 表領域（名称‘DBFS_TS’）とユーザーDBFS_DEMO の作成 

SQL>create bigfile tablespace DBFS_TS datafile '+C_DATA' size 3T reuse autoextend 
on next 10g extent management local autoallocate segment space management 
auto; 

SQL>create user dbfs_demo identified by dbfs_demo;  

SQL>grant dba, connect, resource, dbfs_role to dbfs_demo;  

SQL>alter user dbfs_demo default tablespace dbfs_ts; 

 

• DBFS ストアの作成（ストア名‘DBFS_TEST’）  

SQL> connect dbfs_demo/dbfs_demo 

SQL>@?/rdbms/admin/dbfs_create_filesystem.sql DBFS_TS DBFS_TEST 

 

• RPM 要件とチェック 

fuse ドライバ RPM がインストールされていて、モジュールがロードされているこ
とを確認してください。 

#rpm -qa |grep fuse  

fuse-2.7.4-8.0.5.el5 

fuse-devel-2.7.4-8.0.5.el5 

fuse-libs-2.7.4-8.0.5.el5 

#/sbin/lsmod |grep fuse  

fuse 78879 0 

##to remove loaded fuse module do /sbin/rmmod fuse 

##to reload fuse module do /sbin/modprobe fuse 

権限が正しいかどうか/bin/fusermount をチェックします（setuid、owner、group、
execute）。 

#ls –l /bin/fusermount 

-rwsr-x--x 1 root fuse 27072 Aug 20 2009 /bin/fusermount  

権限が正しいかどうかデバイス・ファイル/dev/fuse をチェックします。 

#ls –l /dev/fuse 

crw-rw-rw- 1 root root 10, 229 Apr 3 09:19 /dev/fuse 

fuse 構成ファイル（/etc/fuse.conf）に修正を加えてカスタマイズします。 

#cat /etc/fuse.conf 
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##allow other users to read and write 

user_allow_other 

マウント・ポイント・ディレクトリを作成し、権限を設定します。 

#mkdir /u01/app/dbfs_mnt1 

#chown oracle:oinstall /u01/app/dbfs_mnt1 

#make a password file named passwd.f and enter password of db user dbfs_demo 

#cat passwd.f  

dbfs_demo 

 

• 専用の 3接続を使った、dbfs_client のマウント 

#nohup $ORACLE_HOME/bin/dbfs_client dbfs_demo@ -o allow_other –o direct_io 
–o server_readahead=0 /u01/app/dbfs_mnt1 < passwd.f & 

 

• fuse エラー・ログおよび dbfs_client のトレース 

fuse ドライバとモジュールのエラーは/var/log/messages に記録されます。 

dbfs_client トレースは、通常のパラメータに加えて以下のマウントパラメータを使
うと有効化できます。 

#nohup $ORACLE_HOME/bin/dbfs_client dbfs_demo@ -o allow_other –o direct_io 
–o server_readahead=0 /u01/app/dbfs_mnt1 –o trace_file=/tmp/dbfs.trc –o 
trace_size=0 –o trace_level=4 < passwd.f & 

− trace_size=0 unlimited trace file size 

− trace_level=1->DEBUG, 2->INFO, 3->WARNING, 4->ERROR, 5->CRITICAL 

  

                            
3 SQL*NET 接続（tnsnames.ora エントリ‘dbfs01’）を使った dbfs_client のマウント 

#nohup $ORACLE_HOME/bin/dbfs_client dbfs_demo@dbfs01 -o allow_other –o direct_io –o server_readahead=0 /u01/app/dbfs_mnt1 < passwd.f & 
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テストの説明と結果 

全テストで、通常の表および DBFS_TS という単一の表領域の DBFS ストア・データをホストする単
一データベースを使っています。 

データ・セットのサイズは固定長です。キャリブレーション・テストでは 128GB 固定長を使用して
います。フラット・ファイルの生成、外部表のロード、ダンプのエクスポートとインポートの各テ
ストでは、1TB 固定長が使われています。ファイル・システム操作テストでは、ノードあたり 3GB
を使っています。表 3 にその詳細を示します。 

 

表3：使用されたデータ・セット 

Oracle Exadataの構成 キャリブ

レーション-
1u 

キャリブ

レーション

-4u 

キャリブ

レーション

-8u 

ファイル・

システム 
操作 

外部表の 
生成 

外部表の

ロード 
ダンプの 

エクスポート 
ダンプの 

インポート 

クォーター-X2-2（1 DBノード） 128GB 128GB 128GB 3GB 1024GB 1024GB 1024GB 1024GB 

ハーフ-X2-2（4 DBノード） 32×4 32×4 32×4 3×4 250×4 250×4 250×4 250×4 

 

次の結果表（表 4、5、6、8、9）で報告されたすべての数値は MB/秒単位ですが、‘ファイル・シス
テム操作’に限っては、経過時間を秒単位で示します（表 7）。 

 

キャリブレーション 

1u-1k-書込み[読取り] – 1 ユーザー、‘dd’コマンドを使って dbfs_client マウント・ポイント・ディレ
クトリで 1GB のファイルの書込みまたは読取りを実行（bs=1k）。サンプル・スクリプトは次のと
おりです。 

## write test 

#dd of=/../dbfs_mnt1/DBFS_TEST/node1/file_f0_u0.txt if=/dev/zero bs=1024 count=1024000 

## read test 

#dd if=/../dbfs_mnt1/DBFS_TEST/node1/file_f0_u0.txt of=/dev/null bs=1024 

表4：キャリブレーション – ユーザー1人の場合の結果（MB/秒） 

Oracle Exadataの構成 1u- 

1k- 
書込み 

1u- 

1k- 
読取り 

1u- 

4k- 
書込み 

1u- 

4k- 
読取り 

1u- 

8k- 
書込み 

1u- 

8k- 
読取り 

1u-
32k- 

書込み 

1u-
32k- 

読取り 

1u-
128k- 

書込み 

1u-
128k- 

読取り 

1u- 

1m- 
書込み 

1u- 

1m- 
読取り 

クォーター-X2-2（1 DBノード） 35 35 120 130 205 215 390 350 405 380 400 380 

ハーフ-X2-2（4 DBノード） 140 140 480 520 780 900 1560 1540 1500 1620 1540 1620 

 

表5：キャリブレーション – ユーザー4人の場合の結果（MB/秒） 

Oracle Exadataの構成 4u- 

1k- 
書込み 

4u- 

1k- 
読取り 

4u- 

4k- 
書込み 

4u- 

4k- 
読取り 

4u- 

8k- 
書込み 

4u- 

8k- 
読取り 

4u-
32k- 

書込み 

4u-
32k- 

読取り 

4u-
128k- 

書込み 

4u-
128k- 

読取り 

4u- 

1m- 
書込み 

4u- 

1m- 
読取り 

クォーター-X2-2（1 DBノード） 115 115 385 415 650 620 900 935 880 905 880 870 

ハーフ-X2-2（4 DBノード） 460 460 1460 1660 2320 2440 2640 2760 3040 3320 3040 3140 
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表6：キャリブレーション – ユーザー8人の場合の結果（MB/秒） 

Oracle Exadataの構成 8u- 

1k- 
書込み 

8u- 

1k- 
読取り 

8u- 

4k- 
書込み 

8u- 

4k- 
読取り 

8u- 

8k- 
書込み 

8u- 

8k- 
読取り 

8u-
32k- 

書込み 

8u-
32k- 

読取り 

8u-
128k- 

書込み 

8u-
128k- 

読取り 

8u- 

1m- 
書込み 

8u- 

1m- 
読取り 

クォーター-X2-2（1 DBノード） 140 140 460 510 770 820 1090 935 935 900 795 880 

ハーフ-X2-2（4 DBノード） 500 520 1520 1760 2520 2800 2800 3580 3660 3980 3320 3540 

 

ファイル・システム操作 

3gb_tarball.tar ファイルがディレクトリ/u01 のローカル・ファイル・システム内に配置され、
dbfs_client マウント・ポイント・ディレクトリが/u01/app/dbfs_mnt1/file_op であることを前提に、
次のファイル・システム操作をこのテストで実行しました。表 7 に、経過時間を秒単位で示します。 

 

tar xvf /u02/3gb_tarball.tar -C /u01/app/dbfs_mnt1/file_op/ >/tmp/tar_xvf.log 
ls -lFR /u01/app/dbfs_mnt1/file_op >/tmp/ls_lFR.log 
ls -lFR /u01/app/dbfs_mnt1/file_op | wc -l >/tmp/ls_lFR_wc_l.log 
ls -l /u01/app/dbfs_mnt1/file_op/*/*/*/gennttab >/tmp/ls_l_3lvl.log 
ls –l /u01/app/dbfs_mnt1/file_op/a/b/c/d/lx203e4.nlb >/tmp/ls_l_qualified.log  
tar cvf /u02/dbfs.tar /u01/app/dbfs_mnt1/file_op/ >/tmp/tar_cvf.log 
rm -rf /u01/app/dbfs_mnt1/file_op/* >/tmp/rm_rf.log 
 

各ノードで別の 3GB サイズの tar-ball が使用されています（約 93,000 ファイル、サブディレクトリ
は最大 9 階層）。4 DB ノード・テストの場合、各ノードは自身のディレクトリ上で tar xvf、cvf、
ls、rm の操作を、他のノードから独立した状態で自身の 3GB tar-ball を使って実行しています（つ
まり、4 倍多くの処理量）。 

 

表7：ファイル・システム操作の結果（秒） 

Oracle Exadataの構成 tar xvf ls –lFR ls –lFR 

|wc -l 

ls –l 

/*/*/*/a.gif 

ls –l 

/a/b/c/d/z.txt 

tar cvf rm -rf 

クォーター-X2-2（1 DBノード） 345 35 35 <1 <1 210 165 

ハーフ-X2-2（4 DBノード） 340 30 30 <1 <1 200 280 

 

外部表 – フラット・ファイルの生成とロード 

 

フラット・ファイルの生成は、業界標準の TPC-H ベンチマーク・ユーティリティ‘dbgen’を使って実
行 し て LINEITEM 表 を 作 成 し 、 dbfs_client マ ウ ン ト ・ ポ イ ン ト ・ デ ィ レ ク ト リ
‘/u01/app/dbfs_mnt1/et_gen’に格納します。サンプルの dbgen スクリプトは次のとおりです。 
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## dbgen is a standard TPC-H flat file generation utility 
## Usage 
## -f force, Overwrite exiting files 
## -s scale factor -s 1 SF=1GB 
## -S build the <n>th step of the data set 
## -C number of processes to generate data 
## -T L - generate lineitem data only 
## -s 100 = 4.5 GB of lineitem data 
## set Flatfile gen location using DSS_PATH environment variable 
#mkdir –p /u01/app/dbfs_mnt1/et_gen 
#export DSS_PATH=/u01/app/dbfs_mnt1/et_gen 
#nohup dbgen -f -s 360 -S 1 -C 16 -T L >/dev/null 2>&1 & 
.. 
#nohup dbgen -f -s 360 -S 8 -C 16 -T L >/dev/null 2>&1 & 
#wait 
 

上記で生成した 8 つのフラット・ファイルを使用するために外部表を作成します。また、16 の並列
度（DOP）（およびローカル・ノードに密接につながった並列スレーブ）を使ってこの外部表から
データベース表 LINEITEM をロードします。サンプル・スクリプトは次のとおりです。 

 

SQL>create directory flatfiles_dir as '/u01/app/dbfs_mnt1/et_gen'; SQL>create table l_et (..) 
SQL> organization external 
SQL> ( type ORACLE_LOADER default directory flatfiles_dir SQL> access parameters(..) 
SQL> location (flatfiles_dir:'lineitem.tbl.1', ..flatfiles_dir:'lineitem.tbl.8') SQL> ) parallel reject limit 
unlimited; 

SQL> create table LINEITEM (..)parallel as select * from l_et; 
 

4 DB ノードの場合、各ノードで自身の LINEITEM 表 
（たとえば、250GB の LINEITEM_N1～LINEITEM_N4）が生成、ロードされます。 

 

表8：外部表 – データの生成とロード（MB/秒） 

Oracle Exadataの構成 フラット・ファイルの生成 外部表のロード 

クォーター-X2-2（1 DBノード） 145 250 

ハーフ-X2-2（4 DBノード） 585 810 
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ダンプのエクスポートとインポート 

 

ダンプのエクスポート（expdp）およびインポート（impdp）- 上記の外部表のテストで作成された
表（LINEITEM_N?）を dbfs_client マウント・ポイント・ディレクトリにアンロード、ドロップ、リ
ロードします。サンプル・スクリプトは次のとおりです。 

 

## export dump commands 
#mkdir –p /u01/app/dbfs_mnt1/dp_dir 
 
SQL>create or replace directory dp_dir as '/u01/app/dbfs_mnt1/dp_dir'; 
 
#expdp userid=dbfs_demo/dbfs_demo directory='dp_dir' tables=LINEITEM_N$n_num 
dumpfile=lineitem.dat reuse_dumpfiles=Y logfile=/tmp/exp_dp_lineitem.log metrics=y 
 
## import dump commands SQL>drop table LINEITEM purge; SQL>create table LINEITEM (..); 
 
#impdp userid=dbfs_demo/dbfs_demo directory='dp_dir' tables=LINEITEM_N$n_num 
dumpfile=lineitem.dat logfile=/tmp/imp_dp_lineitem.log table_exists_action=append metrics=y 
 

4 DB ノードの場合、各ノードが自身の dbfs_client マウント・ポイント・ディレクトリに対し、自
身の LINEITEM 表の expdp/impdp を実行しますが（たとえば、ノード 1 が LINEITEM_N1 を、ノー
ド 2 が LINEITEM_N2 を実行）、使用するのは同じ DBFS ストアです。 

 

表9：データ・ダンプの結果（MB/秒） 

Oracle Exadataの構成 ダンプのエクスポート ダンプのインポート 

クォーター-X2-2（1 DBノード） 245 115 

ハーフ-X2-2（4 DBノード） 1045 560 

 

ダンプのインポートのパフォーマンスは、ダンプのエクスポートよりも低下します（低下の範囲は、
データ・サイズに応じて 40%から 2 倍までさまざまです）。 
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ハードウェアとソフトウェアの詳細 

 

コンポーネント/仕様 X2-2クォーター・ラック X2-2ハーフ・ラック 

CPU、メモリ、その他 データ・シートを参照 データ・シートを参照 

DBサーバーのLiunxカーネル・バー

ジョン 
2.6.39-400.128.1.el5uek 2.6.39-400.128.14.el5uek 

fuseドライバ・バージョン fuse-2.7.4-8.0.4.el5 fuse-2.7.4-8.0.5.el5 

fuseライブラリ・バージョン fuse-libs-2.7.4-8.0.4.el5 fuse-libs-2.7.4-8.0.5.el5 

RDBMS 12.1.0.1.0 12.1.0.1.0 

ストレージ・セルのLinuxバージョ

ン 
2.6.39-400.128.1.el5uek 2.6.39-400.128.14.el5uek 

セル・バージョン cell-12.1.1.1.0_LINUX.X64_131219 cell-12.1.2.1.0_LINUX.X64_140513 

 

 

付録 

既知の問題と可能な回避策のリスト 

• dbfs_client マウント・ポイント・インタフェースの df の使用領域の問合せによるリソース消費   

df の使用領域を計算する SQL 問合せは大量のリソースを消費し、頻繁に実行される。 

回避策：以下の設定を使用して、df の使用領域の問合せを完全に無効にするか、実行頻度を減
らすことができます。 

 

SQL> -- assuming file system name as ‘DBFS_TEST’, df computing query is  
SQL> -- completely disabled with ‘NONE’ option 
SQL> declare  
SQL> begin 
SQL> dbms_dbfs_sfs.addFSProperties(‘DBFS_TEST’,  
SQL> dbms_dbfs_content_properties_t( 
SQL> dbms_dbfs_content_property_t(  
SQL> dbms_dbfs_sfs.sfs_props_df, 
SQL> ‘NONE’, 
SQL> dbms_types.typecode_varchar2)));  
SQL> commit; 
SQL> end; SQL>/ 
SQL> -- df computing query is set to run every 3600 seconds  
SQL> declare 
SQL> begin 
SQL> dbms_dbfs_sfs.addFSProperties(‘DBFS_TEST’,  
SQL> dbms_dbfs_content_properties_t( 
SQL> dbms_dbfs_content_property_t(  
SQL> dbms_dbfs_sfs.sfs_props_df 
SQL> 3600, 

http://www.oracle.com/technetwork/database/exadata/dbmachine-x2-2-datasheet-175280.pdf
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SQL> dbms_types.typecode_varchar2)));  
SQL> commit; 
SQL> end;  
SQL>/ 

 

• FUSE MKNOD がパラレル実行されない 

バグ 9961241 - dbfs_client によって使用される FUSE MKNOD が単一ディレクトリ内でパラレ
ル実行されない。 

回避策：複数のディレクトリを使って、より高いファイル作成の同時実行性をサポートします。 

 

• デフォルトの PCTFREE が設定された DBFS ファイルストア実表に対する行連鎖の影響 

DBFS ファイルストア実表にデフォルトの PCTFREE 値 10%を設定すると、ファイル作成の同時
実行性が高い環境では行連鎖の発生頻度が上がることがあります。 

 

たとえば、64 人のユーザーが"mknod"を dbfs_client マウント・ポイント・ディレクトリ上で
同時に実行する環境の場合、64 行からなる空のファイルが作成され、実表に empty_blob()が
含まれます。これらの行は少量の領域を消費し、小さいブロックのセットにきつく詰め込まれ
ます。ファイルにデータが埋め込まれると、LOB メタデータが拡大して GB サイズ・ファイル
の LOBMAP を収容し、その結果、行連鎖が生じます。ファイルが順次書き込まれる場合（ま
たは同時実行性が低い場合）、行連鎖を発生させずに行を拡大できる領域がブロック上に十分
にあります。 

 

回避策：DBFS ストア実表の PCTFREE の値を上げます。 

 

• 'SYS'モード時の CPU 使用率が高い 

dbfs_client マウント・ポイント・インタフェースでのファイル・システム操作で SYS モード
時の CPU 使用率が高くなることが示されています。これは、FUSE の小単位の ipc（デフォル
ト値：directIO 以外のマウント・オプションでは 4096＋64 バイト、directIO マウント・オプ
ションでは 128K）を介したクライアント・アプリケーションから dbfs_client へのデータ転送
が原因で、これに対してできることはほとんどありません。 

 

dbfs_client は、最終的に RDBMS に送る同量のデータを収集するために、システム・コールをさ
らに何度も起動する必要があります。システム・コールの回数が多くなると、システム CPU が
より多く使用されます。また、起動されるシステム・コールの総数によって、容量の多いファイ
ルの転送回数が増えることになり、経過時間の大半が FUSE ipc チャネルだけに使われます。 

 

回避策：ありません。非 directIO マウントを介して容量の多いファイルの転送を行うと、
directIO マウントの場合よりもシステム CPU が高くなることが予測されます。 

https://bug.oraclecorp.com/pls/bug/webbug_print.show?c_rptno=9961241
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• ハード・リンク 

ハード・リンク（ln a b など）は、dbfs_client マウント・ポイント・ディレクトリ上では機能
しません。 

回避策：ありません。 

 

• ‘Control-C’が反応しない 

ls、find、tar などのコマンドを dbfs_client マウント・ポイント・ディレクトリ上で実行中に
Ctl-C を押した場合、これらのコマンドがすぐに終了しない。 

回避策：ありません。 

 

• ファイル表示（多数のファイルがある dbfs_client マウント・ポイント・ディレクトリ上で ls –l 
*xyz*を実行）の速度は低速です。 

ローカルの Unix ファイル・システム（ext3 など）での ls –l *xyz*の応答時間と dbfs_client マ
ウント・ディレクトリでの応答時間を比較することはフェアではありません。これは、Unix
のワイルドカード処理が"ls"ではなくシェルによって実行されるためです。このプロセスにつ
いては以降で説明します。 

 

表15：LS –L *XYZ*の処理におけるシェルとdbfs_clientの比較 

シェル dbfs_client 

1. ls *xyz*がシェルによって解析されます。 dbfs_clientはこの段階では関与しません。 

2. 関連ディレクトリ（現在のディレクトリなど）の全ファイル名

が、opendir-readdir-closedirシーケンスを使ってシェルにより生

成されます。 

RDBMS上の‘select * from dbfs_attributes’問合せが起動されます。 

3. 合計100万のファイルがあり、10ファイルだけがワイルドカード

に一致する場合、パターン（*xyz*）に一致する10ファイルの特定

の一環として、シェルは無条件で100万ファイルすべてのファイ

ル名を生成します。ワイルドカード・パターンをPOSIX readdir 
APIに‘predicate- push’するような処理はありません。 

DBFSストアに100万のファイルがある場合、dbfs_attributes問合せがこれら

すべてを処理してからシェルに渡します。 

4. シェルによって、 ‘ls’コマンドラインのワイルドカード・パターン

に一致しないすべてのファイル名が除去され、パターンに一致す

るファイルだけが残ります。 

dbfs_clientはこの段階では関与しません。 

5. シェルによって/bin/lsバイナリが起動され、10～100程度の一致す

るファイル名が表示されます。 
dbfs_clientはこの段階では関与しません。 

6. ‘ls’は一致するファイル名についてstat()を起動します。 新しいdbfs_attributes問合せが起動されるか、ステップ2のキャッシュが使用

されます。 

 

これまでの手順のうち、時間がかかるのはステップ 2 で、すべて（百万、十億、それ以上）の
ファイル名が生成されます。 

 

シェルと ls が関わる上記のステップのシーケンスは DBFS とはまったく異なる点に留意してく
ださい。ls とワイルドカードがローカルの ext3 ファイル・システム上で使用される場合は、
まったく同じ処理が実行されます。 
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これは非常に単純なことで、"すべてのファイル名を生成し、ワイルドカード・パターンに一
致しないものは除去"のようなアルゴリズムが、メタデータが完全にキャッシュされたローカ
ル・ファイル・システム上で、誰も文句のつけようがないほど高速で実行されます（ファイル
名の数が極端に多くない場合）。  ネットワーク（DBFS のようなファイル・システム）上では、
適度なサイズのディレクトリであっても、同じ処理が低速になります。 

 

1) 回避策：ありません。 
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init.oraの値 

 

cluster_database=true  
dbfstst1.instance_number=1  
dbfstst2.instance_number=2  
dbfstst3.instance_number=2  
dbfstst4.instance_number=2 
 
compatible='12.1.0.0'  
control_files='+DATA/DBFSTST/control1.dbf'  
db_block_size=8192 
db_files=1024  
db_name='DBFSTST'  
log_checkpoints_to_alert=TRUE  
processes=3000 
 
sga_max_size=32G  
sga_target=32G  
pga_aggregate_target=10G  
pga_aggregate_limit=10G 
 
undo_management='AUTO'  
dbfstst1.undo_tablespace='UNDO_TS1'  
dbfstst2.undo_tablespace='UNDO_TS2'  
dbfstst3.undo_tablespace='UNDO_TS3'  
dbfstst4.undo_tablespace='UNDO_TS4' 
 
_resource_manager_always_off=true 
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