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はじめにはじめにはじめにはじめに

このマニュアルでは、オブジェクト・リレーショナル・データベース管理システムである
Oracle サーバーの全機能について説明します。Oracle サーバーがどのように機能するかを説
明します。この情報は、Oracle サーバーの他のマニュアルに記載されている多くの実用的な
情報を理解する上で概念的な基盤となります。このマニュアルの情報は、すべてのオペレー
ティング・システム上で稼働する Oracle サーバーを対象にしています。 

この章の内容は次のとおりです。

� 対象読者

� このマニュアルの構成

� 関連文書

� 表記規則
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対象読者対象読者対象読者対象読者
このマニュアルは、データベース管理者、システム管理者およびアプリケーションの開発者
を対象にしています。 

このマニュアルを使用するには、次の知識が必要です。

� リレーショナル・データベースの一般的な概念

� 第第第第 1 章「章「章「章「Oracle サーバーの基礎知識サーバーの基礎知識サーバーの基礎知識サーバーの基礎知識」」」」の概念と用語

� Oracle を実行しているオペレーティング・システムの環境

このマニュアルの構成このマニュアルの構成このマニュアルの構成このマニュアルの構成
このマニュアルは次の部と章で構成されています。

第第第第 I 部部部部 「「「「Oracle の概要」の概要」の概要」の概要」 

第第第第 1 章「章「章「章「Oracle サーバーの基礎知識サーバーの基礎知識サーバーの基礎知識サーバーの基礎知識」」」」

Oracle データ・サーバーを理解する上で必要になる概念と機能について概説します。このマ
ニュアルで説明されている詳細な情報を読む前に、この章をお読みください。 

第第第第 II 部部部部 「データベース構造」「データベース構造」「データベース構造」「データベース構造」

第第第第 2 章「章「章「章「データ・ブロック、エクステントおよびセグメントデータ・ブロック、エクステントおよびセグメントデータ・ブロック、エクステントおよびセグメントデータ・ブロック、エクステントおよびセグメント」」」」

Oracle データベース内の各種オブジェクトにデータがどのように格納され、記憶域がどのよ
うに割り当てられ、使用されるかについて説明します。

第第第第 3 章「章「章「章「表領域、データ・ファイルおよび制御ファイル表領域、データ・ファイルおよび制御ファイル表領域、データ・ファイルおよび制御ファイル表領域、データ・ファイルおよび制御ファイル」」」」

Oracle データベース内で、物理的な記憶域が、表領域と呼ばれる論理的な区画にどのように
分割されているかについて説明します。リカバリに使用するファイル（制御ファイル）と表
領域（データ・ファイル）に関連付けられている、物理的なオペレーティング・システム・
ファイルについても説明します。 

第第第第 4 章「章「章「章「データ・ディクショナリデータ・ディクショナリデータ・ディクショナリデータ・ディクショナリ」」」」

データ・ディクショナリについて説明します。データ・ディクショナリは、Oracle データ
ベースについての読取り専用の情報を格納した表とビューで構成されています。 
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第第第第 III 部部部部 「「「「Oracle インスタンス」インスタンス」インスタンス」インスタンス」

第第第第 5 章「章「章「章「データベースとインスタンスの起動と停止データベースとインスタンスの起動と停止データベースとインスタンスの起動と停止データベースとインスタンスの起動と停止」」」」

Oracle インスタンスについて説明し、データベース管理者が Oracle データベース・システ
ムへのアクセスを制御する方法について説明します。 

第第第第 6 章「章「章「章「アプリケーション・アーキテクチャアプリケーション・アーキテクチャアプリケーション・アーキテクチャアプリケーション・アーキテクチャ」」」」

Oracle データ・サーバーを実行できる分散処理環境について説明します。 

第第第第 7 章「章「章「章「メモリー・アーキテクチャメモリー・アーキテクチャメモリー・アーキテクチャメモリー・アーキテクチャ」」」」

Oracle データベース・システムで使用するメモリー構造について説明します。 

第第第第 8 章「章「章「章「プロセス・アーキテクチャプロセス・アーキテクチャプロセス・アーキテクチャプロセス・アーキテクチャ」」」」

Oracle インスタンスのプロセス・アーキテクチャと、Oracle で利用できる各種のプロセス構
成について説明します。 

第第第第 9 章「章「章「章「データベース・リソースの管理データベース・リソースの管理データベース・リソースの管理データベース・リソースの管理」」」」

データ・リソース・マネージャを使用してリソース使用を制御する方法について説明しま
す。

第第第第 IV 部部部部 「データ」「データ」「データ」「データ」

第第第第 10 章「章「章「章「スキーマ・オブジェクトスキーマ・オブジェクトスキーマ・オブジェクトスキーマ・オブジェクト」」」」

表、ビュー、数値順序およびシノニムなど、特定のユーザーのドメイン（スキーマ）内に作
成できるデータベース・オブジェクトについて説明します。また、索引、マテリアライズ
ド・ビュー、ディメンションおよびクラスタなど、データ検索を効率化するオプションの構
造についても説明します。

第第第第 11 章「章「章「章「パーティション表とパーティション索引パーティション表とパーティション索引パーティション表とパーティション索引パーティション表とパーティション索引」」」」

パーティション化を利用して、大規模な表や索引を管理しやすい区画に分割する方法を説明
します。 

第第第第 12 章「章「章「章「システム固有のデータ型システム固有のデータ型システム固有のデータ型システム固有のデータ型」」」」

Oracle データベースの表に格納できるリレーショナル・データのデータ型について説明しま
す。たとえば、固定長の文字列、可変長の文字列、数値、日付、バイナリ・ラージ・オブ
ジェクト（BLOB）などがあります。 

第第第第 13 章「章「章「章「オブジェクト・データ型とオブジェクト・ビューオブジェクト・データ型とオブジェクト・ビューオブジェクト・データ型とオブジェクト・ビューオブジェクト・データ型とオブジェクト・ビュー」」」」

Oracle が提供するオブジェクト拡張機能の概要について説明します。 
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第第第第 V 部部部部 「データ・アクセス」「データ・アクセス」「データ・アクセス」「データ・アクセス」

第第第第 14 章「章「章「章「SQL、、、、PL/SQL およびおよびおよびおよび Java」」」」
Oracle と対話するために使用する SQL（Structured Query Language）と、SQL への Oracle
の手続き型言語機能拡張である PL/SQL について説明します。データベース内に格納される
PL/SQL プログラム・ユニットである、プロシージャ、ファンクションおよびパッケージと
呼ばれる手続き型言語構造について説明します。

第第第第 15 章「章「章「章「スキーマ・オブジェクト間の依存性スキーマ・オブジェクト間の依存性スキーマ・オブジェクト間の依存性スキーマ・オブジェクト間の依存性」」」」

プロシージャ、パッケージ、トリガー、ビューなどのオブジェクトの依存性を Oracle がど
のように管理するかについて説明します。 

第第第第 16 章「章「章「章「トランザクションの管理トランザクションの管理トランザクションの管理トランザクションの管理」」」」

トランザクションの概念を定義し、トランザクションを制御するために使用する SQL 文に
ついて説明します。 トランザクションとは、1 単位としてまとめて実行される論理作業単位
です。 

第第第第 17 章「章「章「章「トリガートリガートリガートリガー」」」」

データベース・トリガーについて説明します。データベース・トリガーとは、PL/SQL、
Java または C で記述され、データベースに格納されているプロシージャであり、表または
ビューが変更された場合、またはなんらかのユーザー・アクションやデータベース・システ
ム・アクションが発生した場合に、暗黙的に実行されます。 

第第第第 VI 部「パラレル部「パラレル部「パラレル部「パラレル SQL とダイレクト・パス・インサート」とダイレクト・パス・インサート」とダイレクト・パス・インサート」とダイレクト・パス・インサート」

第第第第 18 章「章「章「章「SQL 文のパラレル実行文のパラレル実行文のパラレル実行文のパラレル実行」」」」

SQL 文（問合せ、DML および DDL 文）のパラレル実行と、SQL 文のパラレル化の規則に
ついて説明します。 

第第第第 19 章「章「章「章「ダイレクト・パス・インサートダイレクト・パス・インサートダイレクト・パス・インサートダイレクト・パス・インサート」」」」

シリアル・インサートまたはパラレル・インサートのダイレクト・パス・インサート機能
と、NOLOGGING句について説明します。 
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第第第第 VII 部「データの保護」部「データの保護」部「データの保護」部「データの保護」

第第第第 20 章「章「章「章「データの並行性と整合性データの並行性と整合性データの並行性と整合性データの並行性と整合性」」」」

マルチ・ユーザー環境において、Oracle が共有情報への同時アクセスを提供し、その情報の
正確さを維持する仕組みについて説明します。さらに、複数のユーザーが同時に操作を実行
しても相互に干渉し合わないようにするために Oracle が自動的に実行するメカニズムにつ
いて説明します。 

第第第第 21 章「章「章「章「データ整合性データ整合性データ整合性データ整合性」」」」

データ整合性と、整合性を規定するために使用できる整合性制約の宣言について説明しま
す。 

第第第第 22 章「章「章「章「データベース・アクセスの制御データベース・アクセスの制御データベース・アクセスの制御データベース・アクセスの制御」」」」

データとデータベース・リソースへのユーザー・アクセスを制御する方法について説明しま
す。

第第第第 23 章「章「章「章「権限、ロールおよびセキュリティ・ポリシー権限、ロールおよびセキュリティ・ポリシー権限、ロールおよびセキュリティ・ポリシー権限、ロールおよびセキュリティ・ポリシー」」」」

システム・レベルとスキーマ・オブジェクト・レベルでのセキュリティについて説明しま
す。 

第第第第 24 章「章「章「章「監査監査監査監査」」」」

Oracle の監査機能がデータベース・アクティビティを追跡する仕組みについて説明します。 

付録付録付録付録 A「「「「オペレーティング・システム固有の情報オペレーティング・システム固有の情報オペレーティング・システム固有の情報オペレーティング・システム固有の情報」」」」

このマニュアル内に記載されている、オペレーティング・システムに固有の情報のリストで
す。 

付録付録付録付録 B「「「「廃止機能に関する情報廃止機能に関する情報廃止機能に関する情報廃止機能に関する情報」」」」

データベースを以前のリリースの Oracle で作成した場合に重要な概念情報について説明し
ます。

用語集用語集用語集用語集

このマニュアルで使用する用語が説明されています。
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関連文書関連文書関連文書関連文書
詳細は、次の Oracle リソースを参照してください。

� 以前のリリースの Oracle をアップグレードする方法の詳細は、『Oracle9i データベース
移行ガイド』を参照してください。

� Oracle サーバーの管理方法に関する情報は、『Oracle9i データベース管理者ガイド』を
参照してください。

� Oracle データベース・アプリケーションの開発に関する情報は、『Oracle9i アプリケー
ション開発者ガイド - 基礎編』を参照してください。

� Oracle データベースのパフォーマンスの 適化に関する情報は、『Oracle9i データベー
ス・パフォーマンス・プランニング』を参照してください。

� データ・ウェアハウスとビジネス・インテリジェンスに関する情報は、『Oracle9i デー
タ・ウェアハウス・ガイド』を参照してください。

マニュアル・セットに含まれるマニュアルの多くでは、Oracle のインストール時にデフォル
トでインストールされるシード・データベースのサンプル・スキーマを使用しています。 こ
れらのスキーマがどのように作成されているか、およびその使用方法については、『Oracle9i
サンプル・スキーマ』を参照してください。

リリース・ノート、インストレーション・マニュアル、ホワイト・ペーパーまたはその他の
関連文書は、OTN-J（Oracle Technology Network Japan）に接続すれば、無償でダウンロー
ドできます。OTN-J を使用するには、オンラインでの登録が必要です。次の URL で登録で
きます。

http://otn.oracle.co.jp/membership/

OTN-J のユーザー名とパスワードを取得済みであれば、次の OTN-J Web サイトの文書セク
ションに直接接続できます。

http://otn.oracle.co.jp/document/
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表記規則表記規則表記規則表記規則
このマニュアル・セットの本文とコード例に使用されている表記規則について説明します。

� 本文の表記規則

� コード例の表記規則

本文の表記規則本文の表記規則本文の表記規則本文の表記規則
本文中には、特別な用語が一目でわかるように様々な表記規則が使用されています。次の表
は、本文の表記規則と使用例を示しています。

規則規則規則規則 意味意味意味意味 例例例例

太字太字太字太字 太字は、本文中に定義されている用語また
は用語集に含まれている用語、あるいはそ
の両方を示します。

この句を指定する場合は、索引構成表索引構成表索引構成表索引構成表を作成しま
す。 

固定幅フォントの
大文字

固定幅フォントの大文字は、システムによ
り指定される要素を示します。この要素に
は、パラメータ、権限、データ型、
Recovery Manager キーワード、SQL キー

ワード、SQL*Plus またはユーティリティ・

コマンド、パッケージとメソッドの他、シ
ステム指定の列名、データベース・オブ
ジェクトと構造体、ユーザー名、および
ロールがあります。

この句は、NUMBER列に対してのみ指定できます。

BACKUPコマンドを使用すると、データベースの

バックアップを作成できます。

USER_TABLESデータ・ディクショナリ・ビュー

の TABLE_NAME列を問い合せます。

DBMS_STATS.GENERATE_STATSプロシージャを

使用します。

固定幅フォントの
小文字

固定幅フォントの小文字は、実行可能ファ
イル、ファイル名、ディレクトリ名および
サンプルのユーザー指定要素を示します。
この要素には、コンピュータ名とデータ
ベース名、ネット・サービス名、接続識別
子の他、ユーザー指定のデータベース・オ
ブジェクトと構造体、列名、パッケージと
クラス、ユーザー名とロール、プログラム・
ユニット、およびパラメータ値があります。

注意注意注意注意 : 一部のプログラム要素には、大文字

と小文字の両方が使用されます。この場合
は、記載されているとおりに入力してくだ
さい。

sqlplusと入力して SQL*Plus をオープンしま

す。

パスワードは orapwdファイルに指定されていま

す。

データ・ファイルと制御ファイルのバックアップ
を /disk1/oracle/dbsディレクトリに作成し

ます。

department_id、department_nameおよび

location_idの各列は、hr.departments表に

あります。

初期化パラメータ QUERY_REWRITE_ENABLEDを

trueに設定します。

oeユーザーで接続します。

これらのメソッドは JRepUtilクラスに実装され

ます。
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コード例の表記規則コード例の表記規則コード例の表記規則コード例の表記規則
コード例は、SQL、PL/SQL、SQL*Plus またはその他のコマンドラインを示します。次のよ
うに、固定幅フォントで、通常の本文とは区別して記載しています。

SELECT username FROM dba_users WHERE username = 'MIGRATE';

次の表に、コード例の記載上の表記規則と使用例を示します。

固定幅フォントの
小文字の
イタリック

固定幅フォントの小文字のイタリックは、
プレースホルダまたは変数を示します。

parallel_clauseを指定できます。

Uold_release.SQLを実行します。

old_releaseは、アップグレード前にインス

トールしたリリースです。

規則規則規則規則 意味意味意味意味 例例例例

[ ] 大カッコで囲まれている項目は、1 つ以上の

オプション項目を示します。大カッコ自体
は入力しないでください。

DECIMAL (digits [ , precision ])

{ } 中カッコで囲まれている項目は、そのうち
の 1 つのみが必要であることを示します。

中カッコ自体は入力しないでください。

{ENABLE | DISABLE}

| 縦線は、大カッコまたは中カッコ内の複数
の選択肢を区切るために使用します。オプ
ションのうち 1 つを入力します。縦線自体

は入力しないでください。

{ENABLE | DISABLE}
[COMPRESS | NOCOMPRESS]

... 水平の省略記号は、次のどちらかを示しま
す。

� 例に直接関係のないコード部分が省略
されていること。

� コードの一部が繰返し可能であること。

CREATE TABLE ... AS subquery;

SELECT col1, col2, ... , coln FROM 
employees;

 .
 .
 .

垂直の省略記号は、例に直接関係のない数
行のコードが省略されていることを示しま
す。

SQL> SELECT NAME FROM V$DATAFILE;
NAME
------------------------------------
/fsl/dbs/tbs_01.dbf
/fs1/dbs/tbs_02.dbf
.
.
.
/fsl/dbs/tbs_09.dbf
9 rows selected.

規則規則規則規則 意味意味意味意味 例例例例
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その他の表記 大カッコ、中カッコ、縦線および省略記号
以外の記号は、示されているとおりに入力
してください。

acctbal NUMBER(11,2);
acct    CONSTANT NUMBER(4) := 3;

イタリック イタリックの文字は、特定の値を指定する
必要のあるプレースホルダまたは変数を示
します。

CONNECT SYSTEM/system_password
DB_NAME = database_name

大文字 大文字は、システムにより指定される要素
を示します。これらの用語は、ユーザー定
義用語と区別するために大文字で記載され
ています。大カッコで囲まれている場合を
除き、記載されているとおりの順序とスペ
ルで入力してください。ただし、この種の
用語は大 / 小文字区別がないため、小文字

でも入力できます。

SELECT last_name, employee_id FROM 
employees;
SELECT * FROM USER_TABLES;
DROP TABLE hr.employees;

小文字 小文字は、ユーザー指定のプログラム要素
を示します。たとえば、表名、列名または
ファイル名を示します。

注意注意注意注意 : 一部のプログラム要素には、大文字

と小文字の両方が使用されます。この場合
は、記載されているとおりに入力してくだ
さい。

SELECT last_name, employee_id FROM 
employees;
sqlplus hr/hr
CREATE USER mjones IDENTIFIED BY ty3MU9;

規則規則規則規則 意味意味意味意味 例例例例
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第第第第 I 部部部部

Oracle の概要の概要の概要の概要

第 I 部では、Oracle サーバーの概念と用語について概説します。 第 I 部には、次の章が含ま
れています。 

� 第 1 章「Oracle サーバーの基礎知識」





Oracle サーバーの基礎
1

Oracle サーバーの基礎知識サーバーの基礎知識サーバーの基礎知識サーバーの基礎知識

この章では、Oracle サーバーの概要について説明します。この章の内容は、次のとおりで
す。

� データベース構造と領域管理の概要

� データ・アクセスの概要

� メモリー構造とプロセスの概要

� アプリケーション・アーキテクチャの概要

� 分散データベースの概要

� データの並行性と一貫性の概要

� データベース・セキュリティの概要

� データベース管理の概要

� データ・ウェアハウスの概要

� 高可用性の概要

� コンテンツ管理の概要

注意注意注意注意 : この章には、Oracle9i Standard Edition と Oracle9i Enterprise 
Edition の両方に関連する情報が含まれています。この章に記載されてい
る機能とオプションの中には、Oracle9i Enterprise Edition を購入した場合
にのみ使用可能なものも含まれています。 Oracle9i Standard Edition と
Oracle9i Enterprise Edition の相違点の詳細は、『Oracle9i データベース新
機能』を参照してください。 
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データベース構造と領域管理の概要
データベース構造と領域管理の概要データベース構造と領域管理の概要データベース構造と領域管理の概要データベース構造と領域管理の概要 
Oracle データベースデータベースデータベースデータベースとは、1 単位として扱われるデータの集合です。 データベースの目的は、
関連する情報の格納や取出しです。データベース・サーバーは、情報管理の問題を解決する
鍵となります。 一般にサーバーサーバーサーバーサーバーでは、多数のユーザーが同時に同じデータへアクセスできる
ように、マルチユーザー環境において大量のデータが確実に管理されます。 このような管理
を行いながら、一方では高いパフォーマンスを実現し、 権限のないアクセスに対して保護機
能を備えながら、障害のリカバリについても効率のよい解決方法を提供します。 

データベースには、論理構造論理構造論理構造論理構造と物理構造物理構造物理構造物理構造があります。 物理構造と論理構造は分離されている
ので、論理記憶構造へのアクセスに影響を与えずに、データの物理記憶域を管理できます。 

論理データベース構造論理データベース構造論理データベース構造論理データベース構造
Oracle データベースの論理構造には、スキーマスキーマスキーマスキーマ・オブジェクト、データ・ブロックデータ・ブロックデータ・ブロックデータ・ブロック、エクスエクスエクスエクス
テントテントテントテント、セグメントセグメントセグメントセグメントおよび表領域表領域表領域表領域が含まれます。

スキーマとスキーマ・オブジェクトスキーマとスキーマ・オブジェクトスキーマとスキーマ・オブジェクトスキーマとスキーマ・オブジェクト
スキーマスキーマスキーマスキーマとは、データベース・オブジェクトの集合です。スキーマはデータベース・ユー
ザーによって所有され、そのユーザーと同じ名前を持ちます。スキーマ・オブジェクトスキーマ・オブジェクトスキーマ・オブジェクトスキーマ・オブジェクトは、 
データベースのデータを直接参照する論理構造です。 スキーマ・オブジェクトには、表表表表、
ビュービュービュービューおよび索引索引索引索引などの構造が含まれます。（表領域とスキーマとの間に関連付けはありま
せん。同じスキーマのオブジェクトを異なる表領域に含められます。また、ある表領域に異
なるスキーマのオブジェクトを含められます。） 

ここでは、 も一般的なスキーマ・オブジェクトの定義について説明します。 

表表表表  表表表表は、Oracle データベースにおけるデータ記憶域の基本単位です。 データベースの表に
は、ユーザーがアクセスできるすべてのデータが保持されています。 それぞれの表には列列列列と
行行行行があります。 255 列以下のデータを含むデータベースの表の各行は、1 つ以上の行断片とし
て格納されます。 たとえば、従業員データベースの表には、従業員番号という列があり、そ
の列の各行には従業員番号が格納されます。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : これらのスキーマ・オブジェクトと、ディメンション、シー
ケンス・ジェネレータ、シノニム、索引構成表、ドメイン索引、クラスタ
およびハッシュ・クラスタなど、他のスキーマ・オブジェクトの詳細は、
第 10 章「スキーマ・オブジェクト」を参照してください。
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データベース構造と領域管理の概要
ビュービュービュービュー  ビュービュービュービューとは、1 つ以上の表または他のビューに含まれているデータの表現がカスタマ
イズされたものです。 ビューは、ストアド・クエリーとみなすこともできます。 ビューに実
際のデータは格納されていません。データはビューの基礎となる表からデータを導出しま
す。これらの表を、ビューの実表実表実表実表と言います。 

表の場合と同じように、ビューに対しても、いくつかの制限付きで、問合せ、更新、挿入お
よび削除を実行できます。ビューに対して実行する操作は、すべてビューの実表にも影響し
ます。 

ビューは事前に定義された行と列の集合のみにアクセスを限定して、表のセキュリティ・レ
ベルを強化します。 また、データの複雑さを隠し、複雑な問合せを格納します。 

索引索引索引索引  索引索引索引索引とは、表に対応付けられているオプションの構造です。索引を作成すると、デー
タ検索のパフォーマンスが向上します。 このマニュアルでも、索引を使用すると特定の情報
をすばやく見つけることができます。それと同じように、Oracle の索引を使用すると表デー
タにアクセスできます。 

1 つの要求を処理するとき、Oracle は、要求された行を効率よく見つけるために使用可能な
索引をいくつか（またはすべて）使用します。 索引が有効なのは、アプリケーションが表内
のある範囲の行（給与が 1000 ドルを超えるすべての従業員など）または特定の行を頻繁に
問い合せる場合です。 

索引は、表の 1 つ以上の列に対して作成されます。 作成された索引は、Oracle により自動的
に維持され、使用されます。表データに対する変更（新しい行の追加、行の更新または削除
など）は、関連するすべての索引にも自動的に取り込まれます。その操作は、ユーザーに対
して透過的です。 

索引は、パーティションに分割できます。

クラスタクラスタクラスタクラスタ  クラスタクラスタクラスタクラスタとは、物理的にまとめて格納される 1 つ以上の表のグループです。それ
らの表は共通の列を共有しており、しばしば一緒に使用されるため、まとめて格納されま
す。 関連する行が物理的にまとめて格納されているため、ディスク・アクセス時間が短縮さ
れます。 

索引と同じように、クラスタがアプリケーションの設計に影響することはありません。表が
クラスタの一部になっているかどうかは、ユーザーとアプリケーションに対して透過的で
す。クラスタ化表に格納されているデータは、クラスタ化されていない表のデータと同じよ
うに SQL を使用してアクセスします。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 第 11 章「パーティション表とパーティション索引」
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データ・ブロック、エクステントおよびセグメントデータ・ブロック、エクステントおよびセグメントデータ・ブロック、エクステントおよびセグメントデータ・ブロック、エクステントおよびセグメント
Oracle では、データ・ブロック、エクステントおよびセグメントなどの論理記憶構造によっ
て、ディスク領域の使用をきめ細かく制御できます。

Oracle データ・ブロックデータ・ブロックデータ・ブロックデータ・ブロック  少レベルとして、Oracle データベースのデータはデータ・ブデータ・ブデータ・ブデータ・ブ
ロックロックロックロックに格納されます。 1 つのデータ・ブロックは、ディスク上の特定のバイト数の物理
データベース領域に対応します。 標準のブロック・サイズは、初期化パラメータ DB_
BLOCK_SIZEで指定します。 また、他のブロック・サイズを 5 つまで指定できます。データ
ベースは、Oracle データ・ブロック内の空きデータベース領域を使用して領域を割り当てま
す。 

エクステントエクステントエクステントエクステント  次の論理データベース領域のレベルは、エクステントエクステントエクステントエクステントと呼ばれます。1 回の割
当てで取得される特定数の連続したデータ・ブロックで、特定のタイプの情報を格納するた
めに使用されます。 

セグメントセグメントセグメントセグメント  エクステントの上位に位置する論理データベース記憶域のレベルは、セグメンセグメンセグメンセグメン
トトトトです。セグメントは、特定の論理構造に割り当てられるエクステントの集合です。 次の表
に、各種のセグメントを示します。

 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 第 2 章「データ・ブロック、エクステントおよびセグメント」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 3-13 ページ「マルチ・ブロック・サイズ」

セグメントセグメントセグメントセグメント 説明説明説明説明

データ・セグメント クラスタ化されていない表には、それぞれ 1 つのデータ・セグメン

トがあります。 表のデータはすべて、データ・セグメントのエクス

テントに格納されます。 

パーティション表の場合は、各パーティションに 1 つずつデータ・

セグメントがあります。 

各クラスタには、それぞれ 1 つのデータ・セグメントがあります。 
クラスタ内のあらゆる表のデータが、そのクラスタのデータ・セグ
メントに格納されます。 

索引セグメント 各索引には、そのデータをすべて格納する索引セグメントが 1 つあ

ります。 

パーティション索引の場合は、各パーティションに 1 つずつ索引セ

グメントがあります。 
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データベース構造と領域管理の概要
Oracle は、1 つのセグメントの既存のエクステントがいっぱいになった時点で、領域を動的
に割り当てます。 つまり、あるセグメントのエクステントがいっぱいになると、そのセグメ
ントには別のエクステントが割り当てられます。エクステントは必要に応じて割り当てられ
るため、1 つのセグメントの各エクステントはディスク上で連続している場合と連続してい
ない場合があります。

一時セグメント 一時セグメントは、SQL 文の実行を完了するために一時的な作業領

域が必要なときに、Oracle によって作成されます。 SQL 文の実行が

終了すると、一時セグメントのエクステントは後で使用できるよう
にシステムに戻されます。 

ロールバック・セグメント 自動 UNDO 管理モードで操作している場合、データベース・サー

バーは表領域を使用して UNDO 領域を管理します。 「自動 UNDO
管理」を使用することをお薦めします。

ただし、手動 UNDO 管理モードで操作している場合、データベー

ス管理者は、UNDO 情報を一時的に格納するために、データベー

スごとに 1 つ以上のロールバック・セグメントを作成します。 

ロールバック・セグメント内の情報は、データベース・リカバリ中
の次の場合に使用されます。 

� 読込み一貫性を備えたデータベース情報を生成する場合。

� ユーザーが、コミットされていないトランザクショントランザクショントランザクショントランザクションをロールロールロールロール
バックバックバックバックする場合。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 2-16 ページ「自動 UNDO 管理」

� 1-42 ページ「読込み一貫性」

� 1-52 ページ「データベースのバックアップおよびリカバリの概要」

セグメントセグメントセグメントセグメント 説明説明説明説明
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データベース構造と領域管理の概要
表領域表領域表領域表領域
データベースは、関連する論理構造がグループ化された表領域表領域表領域表領域と呼ばれる論理記憶単位に分
けられます。 たとえば、通常、表領域はすべてのアプリケーション・オブジェクトをグルー
プ化し、管理操作を容易にします。 

データベース、表領域およびデータ・ファイルデータベース、表領域およびデータ・ファイルデータベース、表領域およびデータ・ファイルデータベース、表領域およびデータ・ファイル  データベース、表領域およびデータ・ファ
イルの間の関連を図 1-1 に示します（データ・ファイルについては次の項で説明します）。

図図図図 1-1 データベース、表領域およびデータ・ファイルデータベース、表領域およびデータ・ファイルデータベース、表領域およびデータ・ファイルデータベース、表領域およびデータ・ファイル

この図から次のことがわかります。 

� 各データベースは、論理的に 1 つ以上の表領域に分けられます。 

� 各表領域に対して 1 つ以上のデータ・ファイルが明示的に作成され、すべての論理構造
のデータが表領域に物理的に格納されます。 

� 表領域のデータ・ファイルのサイズを合せると、表領域全体の記憶容量になります
（SYSTEM表領域は 2MB、USERS表領域は 4MB の記憶容量を持ちます）。 

� データベースの表領域の記憶容量を合せると、データベース全体の記憶容量になります
（6MB）。 

オンライン表領域とオフライン表領域オンライン表領域とオフライン表領域オンライン表領域とオフライン表領域オンライン表領域とオフライン表領域  表領域は、オンラインオンラインオンラインオンライン（アクセス可能）またはオフオフオフオフ
ラインラインラインライン（アクセス不能）に設定できます。 ユーザーが表領域内の情報にアクセスできるよう
に、通常、表領域はオンラインになっています。ただし、場合によっては、1 つの表領域を
オフラインにしてデータベースの一部を使用できないようにすると同時に、データベースの
残りの部分には通常どおりアクセスできるようにすることもできます。これによって、多く
の管理業務を容易に実行できます。 

DATA1.ORA
1 MB

DATA2.ORA
1 MB

DATA3.ORA
4 MB

SYSTEM表領域� USERS 表領域�

データベース�
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データベース構造と領域管理の概要
物理データベース構造物理データベース構造物理データベース構造物理データベース構造
次の項では、データ・ファイル、REDO ログ・ファイルおよび制御ファイルなど、Oracle
データベースの物理構造について説明します。 

データ・ファイルデータ・ファイルデータ・ファイルデータ・ファイル
すべての Oracle データベースには、1 つ以上の物理データ・ファイルデータ・ファイルデータ・ファイルデータ・ファイルがあります。データ・
ファイルには、すべてのデータベース・データが格納されます。表や索引などの論理データ
ベース構造のデータは、データベースに割り当てられたデータ・ファイルに物理的に格納さ
れます。 

データ・ファイルの特性は次のとおりです。 

� 1 つのデータ・ファイルは、1 つのデータベースのみに対応付けられます。 

� データ・ファイルには、データベースの領域をすべて使用してしまった場合にファイル
が自動的に拡張されるように設定できる特性があります。

� 前述のように、1 つ以上のデータ・ファイルによって、表領域と呼ばれるデータベース
記憶域の論理単位が形成されます。 

通常のデータベース操作中、データ・ファイル内のデータが必要に応じて読み込まれ、
Oracle のメモリー・キャッシュに格納されます。たとえば、あるユーザーがデータベースの
表に入っている一部のデータにアクセスする場合を考えます。 要求された情報がデータベー
スのメモリー・キャッシュに存在しない場合には、その情報は適切なデータ・ファイルから
読み込まれて、メモリーに格納されます。 

修正されたデータや新規のデータは、必ずしも即時にデータ・ファイルに書き込まれるわけ
ではありません。 ディスクへのアクセス回数を減らし、パフォーマンスを向上させるために、
データはメモリー内に蓄積されてから、適切なデータ・ファイルに一度に書き込まれます。
これらの操作は、バックグラウンド・プロセスであるデータベース・ライター・プロセスデータベース・ライター・プロセスデータベース・ライター・プロセスデータベース・ライター・プロセス

（DBwn）によって決定されます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : Oracle のメモリーおよびプロセス構造の詳細は、1-22 ページ
の「メモリー構造とプロセスの概要」を参照してください。
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データベース構造と領域管理の概要
REDO ログ・ファイルログ・ファイルログ・ファイルログ・ファイル
すべての Oracle データベースには、2 つ以上の REDO ログ・ファイルログ・ファイルログ・ファイルログ・ファイルの集合があります。 
REDO ログ・ファイルの集合は、データベースの REDO ログと呼ばれます。REDO ログは、
REDO エントリ（REDO レコードレコードレコードレコードとも呼ばれる）で構成されます。 

REDO ログの主要機能は、データに加えられた変更をすべて記録することです。 万一障害が
発生して、修正済みのデータがデータ・ファイルに書き込まれなかった場合でも、その変更
は REDO ログから取得できるため、実行した作業が失われることはありません。 

REDO ログ自体にかかわる障害から保護するため、Oracle では 2 つ以上の REDO ログのコ
ピーを異なるディスク上に維持できるように、多重多重多重多重 REDO ログログログログを使用できます。 

REDO ログ・ファイル内の情報は、データベース・データをデータ・ファイルに書き込む妨
げとなるシステム障害やメディア障害が起きた場合に、データベースをリカバリするために
のみ使用されます。 たとえば、予期しない停電によってデータベース操作が停止した場合、
メモリー内のデータはデータ・ファイルに書き込まれずに失われます。 ただし、電源が復旧
した後、データベースがオープンされると、失われたデータがすべてリカバリされます。 
Oracle は、 新の REDO ログ・ファイル内にある情報をデータベースのデータ・ファイル
に反映させることにより、停電が起きた時点までデータベースをリストアします。

リカバリ操作中に REDO ログ・ファイルの情報を反映させる処理のことを、ロールフォロールフォロールフォロールフォ
ワードワードワードワードと呼びます。

制御ファイル制御ファイル制御ファイル制御ファイル
すべての Oracle データベースには、制御ファイル制御ファイル制御ファイル制御ファイルがあります。この制御ファイルには、
データベースの物理構造を指定するエントリが含まれています。 たとえば、制御ファイルに
は次のような情報が含まれます。 

� データベース名

� データ・ファイルと REDO ログ・ファイルの名前および位置

� データベース作成のタイムスタンプ

Oracle では、REDO ログと同じように、制御ファイルを保護するために制御ファイルを多重
化できます。 

制御ファイルの使用方法制御ファイルの使用方法制御ファイルの使用方法制御ファイルの使用方法  Oracle データベースのインスタンスインスタンスインスタンスインスタンスが起動するたびに、データ
ベース操作のためにオープンする必要のあるデータベース・ファイルと REDO ログ・ファ
イルが、制御ファイルによって識別されます。 データベースの物理的な構造が変更されると

（データ・ファイルや REDO ログ・ファイルの新規作成など）、制御ファイルは、その変更
を反映するように Oracle によって自動的に修正されます。 制御ファイルは、データベースの
リカバリにも使用されます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : REDO ログ・ファイルの詳細は、1-52 ページの「データベー
スのバックアップおよびリカバリの概要」を参照してください。
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データベース構造と領域管理の概要
データ・ユーティリティデータ・ユーティリティデータ・ユーティリティデータ・ユーティリティ
Oracle データベースのサブセットをデータベース間で移動できるように、エクスポート、イ
ンポートおよび SQL*Loader という 3 つのユーティリティが用意されています。 

エクスポート・ユーティリティエクスポート・ユーティリティエクスポート・ユーティリティエクスポート・ユーティリティ  エクスポート・ユーティリティを使用すると、異なるハー
ドウェアやソフトウェア構成のプラットフォーム上にある Oracle データベース間でも、
データ・オブジェクトを転送できます。 エクスポート・ユーティリティでは、Oracle データ
ベースからオブジェクト定義と表データが抽出され、通常はディスクまたはテープにある
Oracle のバイナリ形式のエクスポート・ダンプ・ファイルに格納されます。 

これらのファイルは、ファイル転送プロトコル（FTP）を介して、または物理的に（テープ
の場合）他のサイトに転送してコピーできます。また、インポート・ユーティリティを使用
すると、ネットワークを介して接続されていないマシン上のデータベース間でデータを転送
したり、通常のバックアップ手順を補足する意味でバックアップとして使用できます。 

Oracle データベースに対してエクスポート・ユーティリティを実行すると、表などのオブ
ジェクトとその関連オブジェクトが抽出されてから、エクスポート・ダンプ・ファイルに書
き込まれます。 

インポート・ユーティリティインポート・ユーティリティインポート・ユーティリティインポート・ユーティリティ  インポート・ユーティリティは、ある Oracle データベースか
らエクスポート・ユーティリティによって抽出されたデータ・オブジェクトを、別の Oracle
データベースに挿入します。エクスポート・ダンプ・ファイルを読み取れるのは、インポー
ト・ユーティリティのみです。 インポート・ユーティリティでは、エクスポート・ユーティ
リティによって Oracle データベースから抽出されたオブジェクト定義と表データが読み込
まれます。 

また、エクスポートおよびインポート・ユーティリティを使用すると、オフライン・インス
タンシエーションなど、Oracle アドバンスト・レプリケーション機能の特定部分の処理が容
易になります。 

SQL*Loader ユーティリティユーティリティユーティリティユーティリティ  エクスポート・ダンプ・ファイルを読み取れるのは、インポー
ト・ユーティリティのみです。ASCII 固定形式や区切りファイルからロード・データを読む
必要がある場合は、SQL*Loader ユーティリティを使用できます。SQL*Loader では、デー
タが外部ファイルから Oracle データベース内の表にロードされます。 SQL*Loader は様々な
形式の入力データを受け入れ、フィルタ処理を実行（レコードをデータ値に基づいて選択的
にロード）し、同じロード・セッションセッションセッションセッション中に、そのデータを Oracle データベースの表に
ロードできます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : データベース・リカバリにおける制御ファイルの使用の詳細
は、1-52 ページの「データベースのバックアップおよびリカバリの概要」
を参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle9i レプリケーション』
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データベース構造と領域管理の概要
データ・ディクショナリの概要データ・ディクショナリの概要データ・ディクショナリの概要データ・ディクショナリの概要
各 Oracle データベースには、データ・ディクショナリデータ・ディクショナリデータ・ディクショナリデータ・ディクショナリが 1 つずつあります。Oracle データ・
ディクショナリは、データベースの読取り専用読取り専用読取り専用読取り専用の参照として使用される、表およびビューの
集合です。たとえば、データ・ディクショナリには、データベースの論理構造と物理構造の
両方に関する情報が格納されます。 また、データ・ディクショナリには次の情報も格納され
ます。

� Oracle データベースの有効なユーザー

� データベース内の表に定義された整合性制約に関する情報

� スキーマ・オブジェクトに割り当てられている領域の量とその使用率

データ・ディクショナリは、データベースの作成時に作成されます。 常にデータベースの正
確な状態が反映されるように、データ・ディクショナリは、データベース構造の変更など、
特定の処理が行われるたびに、Oracle により自動的に更新されます。 データベースでは、
データ・ディクショナリを基盤として、進行する作業の記録、検証および指示が実行されま
す。たとえば、データベースの操作中、Oracle は、スキーマ・オブジェクトが存在している
かどうか、およびユーザーが適切なアクセス権を持っているかどうかを検証するためにデー
タ・ディクショナリを読み込みます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : エクスポート、インポートおよび SQL*Loader の詳細は、
『Oracle9i データベース・ユーティリティ』を参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 第 4 章「データ・ディクショナリ」
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データ・アクセスの概要
データ・アクセスの概要データ・アクセスの概要データ・アクセスの概要データ・アクセスの概要
この項では、Oracle における業界標準のデータ・アクセス言語への準拠と、データの一貫性
および整合性の制御について説明します。 この項の内容は、次のとおりです。

� 「SQL の概要」

� 「オブジェクトの概要」

� 「PL/SQL の概要」

� 「Java の概要」

� 「トランザクションの概要」

� 「データ整合性の概要」

� 「SQL*Plus の概要」

SQL の概要の概要の概要の概要
SQL は、データベースを定義して操作するためのプログラミング言語です。 SQL データベー
スはリレーショナル・データベースです。これは、データが一連の単純なリレーションに基
づいて格納されるということです。 

SQL 文文文文
Oracle データベース内の情報の操作はすべて、SQL 文文文文を使用して実行されます。 SQL 文は
SQL のテキスト文字列であり、次のように完全な SQL 文と等価である必要があります。

SELECT last_name, department_id FROM employees; 

正常に実行できるのは完全な SQL 文のみです。次のような不完全な文を実行しようとする
と、テキストの不足を示すエラーが発生します。 

SELECT last_name 

SQL 文は非常に簡単な文ですが、強力なコンピュータ・プログラム、または命令と考えるこ
とができます。SQL 文は、次のカテゴリに分類されます。

� データ定義言語（DDL）文

� データ操作言語（DML）文

� トランザクション制御文

� セッション制御文

� システム制御文

� 埋込み SQL 文
                                                      Oracle サーバーの基礎知識 1-11



データ・アクセスの概要
データ定義言語（データ定義言語（データ定義言語（データ定義言語（DDL）文）文）文）文  この種の文は、スキーマ・オブジェクトを作成、変更、保持およ
び削除します。 DDL 文には、データベースやデータベース内の特定のオブジェクトにアクセ
スする権限を、あるユーザーから他のユーザーに付与するための文も含まれます。

データ操作言語（データ操作言語（データ操作言語（データ操作言語（DML）文）文）文）文  この種の文はデータを操作します。たとえば、表の行の問合せ、
挿入、更新および削除はすべて DML 操作です。 も使用頻度の高い SQL 文は、SELECT文
です。この文によって、データベースからデータを取り出します。表やビューのロックや
SQL 文の実行計画の検討も DML 操作です。 

トランザクション制御文トランザクション制御文トランザクション制御文トランザクション制御文  この種の文は、DML 文によって行われる変更を管理します。 これ
によって、ユーザーはいくつかの変更をグループ化して論理トランザクションを作成できま
す。 この文に含まれるのは、COMMIT、ROLLBACKおよび SAVEPOINTなどです。

セッション制御文セッション制御文セッション制御文セッション制御文  この種の文を使用すると、ユーザーは自分のカレント・セッションのプ
ロパティを制御できます。つまり、ロールを使用可能や使用禁止にしたり、言語設定を変更
できます。 セッション制御文には、ALTER SESSIONおよび SET ROLEの 2 つがあります。 

システム制御文システム制御文システム制御文システム制御文  この種の文は、Oracle サーバー・インスタンスのプロパティを変更します。 
システム制御文は、ALTER SYSTEMのみです。 この文は、共有サーバーの 小数などの設定
値の変更、セッションの停止およびその他の作業のために使用します。 

埋込み埋込み埋込み埋込み SQL 文文文文  この種の文は、DDL 文、DML 文およびトランザクション制御文を、Oracle
プリコンパイラとともに使用されるプログラムなどの手続き型言語プログラムに取り込んだ
ものです。 たとえば、OPEN、CLOSE、FETCHおよび EXECUTEなどがあります。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 『Oracle9i SQL リファレンス』

� 権限の詳細は、1-45 ページの「データベース・セキュリティの概要」
を参照してください。

� トランザクション制御文の詳細は、1-17 ページの「トランザクション
の概要」を参照してください。
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データ・アクセスの概要
オブジェクトの概要オブジェクトの概要オブジェクトの概要オブジェクトの概要
Oracle オブジェクト・テクノロジは、Oracle のリレーショナル・テクノロジ上に作成された
抽象レイヤーです。 組込みデータベース型または以前に作成したオブジェクト型、オブジェ
クト参照およびコレクション型から、新規のオブジェクト型を作成できます。 ユーザー定義
型のメタデータは、SQL、PL/SQL、Java および他の公開インタフェースで使用可能なス
キーマに格納されます。 

オブジェクト型は、ユーザー定義であり、基礎となる永続データ（属性）と関連する動作
（メソッド）を指定するという点で、ネイティブの SQL データ型と異なります。 オブジェク
ト型は、発注情報など、実社会のエンティティを抽象化したものです。 

オブジェクト型と、可変長配列やネストした表などの関連するオブジェクト指向機能によ
り、データベース内のデータについて高水準の編成方法とアクセス方法が提供されます。 
データはオブジェクト・レイヤーでも列と表に格納されますが、顧客や発注情報など、デー
タを意味のあるものにする実社会のエンティティに関連してデータを操作できます。 データ
ベースの問合せでは、列と表を考慮するかわりに単に顧客を選択できます。 

内部的には、オブジェクトに関する文は基本的にはリレーショナル表および列に関する文で
あり、従来どおりリレーショナル・データ型を操作して、データをリレーショナル表に格納
できます。 ただし、オブジェクト指向の機能を利用するかどうかを選択するオプションも用
意されています。 オブジェクト指向の機能を使用しながら引き続きほとんどのリレーショナ
ル・データを操作する方法と、完全にオブジェクト指向のアプローチを使用するように移行
する方法があります。 たとえば、オブジェクト・データ型をいくつか定義し、オブジェクト
をリレーショナル表の列に格納できます。 また、既存のリレーショナル・データのオブジェ
クト・ビューを作成し、このデータをオブジェクト・モデルに従って表示してアクセスした
り、各行がオブジェクトとなるようにオブジェクト表にオブジェクト・データを格納するこ
ともできます。 

オブジェクトの利点オブジェクトの利点オブジェクトの利点オブジェクトの利点
通常、オブジェクト型モデルは C++ や Java のクラス・メカニズムに似ています。 クラスと
同様に、オブジェクトを使用すると実社会の複雑なビジネス・エンティティとロジックをモ
デル化できます。また、オブジェクトには再利用性があるため、より迅速かつ効率的にデー
タベース・アプリケーションを開発できます。 Oracle では、データベース内でオブジェクト
型がネイティブにサポートされるため、アプリケーション開発者はアプリケーションで使用
するデータ構造に直接アクセスできます。 クライアント側オブジェクトと、データが格納さ
れているリレーショナル・データベースの列と表の間には、マッピング・レイヤーは不要で
す。 オブジェクトの抽象化とオブジェクト動作のカプセル化により、アプリケーションを簡
単に理解してメンテナンスできます。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle9i アプリケーション開発者ガイド - オブジェクト・リ
レーショナル機能』
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データ・アクセスの概要
PL/SQL の概要の概要の概要の概要
PL/SQL は、SQL に対する Oracle の手続き型言語拡張機能です。 PL/SQL では、SQL が持つ
使用しやすさと柔軟性に、IF ... THEN、WHILE、LOOPなどの構造化プログラミング言語の
手続き型機能が結合されています。 

データベース・アプリケーションを設計するときには、PL/SQL を使用することによる次の
ような利点を検討してください。 

� PL/SQL コードは、データベースに集約して格納できます。アプリケーションとデータ
ベース間のネットワークの通信量が軽減されるため、アプリケーションとシステムのパ
フォーマンスが向上します。 PL/SQL がデータベースに格納されていない場合でも、ア
プリケーションは個々に SQL 文をデータベースに送信するかわりに、PL/SQL のブ
ロックを送信できます。そのため、ネットワーク通信量が減少します。 

� データ・アクセスを PL/SQL コードによって制御できます。 この場合、別のアクセス・
ルートが与えられないかぎり、PL/SQL のユーザーはアプリケーション開発者が意図し
たとおりにのみデータにアクセスできます。 

� アプリケーションからデータベースに PL/SQL ブロックを送信できるため、大量のネッ
トワーク通信を行わずに複雑な操作を実行できます。 

次の項では、データベース内に定義し、一括して格納できる PL/SQL プログラム・ユニット
について説明します。 

PL/SQL プログラム・ユニットプログラム・ユニットプログラム・ユニットプログラム・ユニット
プログラム・ユニットとは、ストアド・プロシージャ、ファンクション、パッケージ、トリ
ガーおよび無名トランザクションです。

プロシージャとファンクションプロシージャとファンクションプロシージャとファンクションプロシージャとファンクション  プロシージャプロシージャプロシージャプロシージャとファンクションファンクションファンクションファンクションは、一連の SQL 文および
PL/SQL 文です。これらの文は、特定の問題を解決したり一連の関連タスクを実行すること
を目的として、1 つの単位としてグループ化されています。 プロシージャとファンクション
は、作成後にコンパイル済みの形式でデータベース内に格納され、ユーザーまたはデータ
ベース・アプリケーションによって実行されます。 

プロシージャは値を戻さないのに対して、ファンクションはユーザーに必ず 1 つの値を戻し
ます。それ以外の点は同じです。 

パッケージパッケージパッケージパッケージ  パッケージパッケージパッケージパッケージによって、関連したプロシージャ、ファンクション、変数およびそ
の他の構成メンバーをカプセル化し、データベースの単位としてまとめて格納できます。 
パッケージによって、機能性が拡大されます（たとえば、グローバル・パッケージ変数を宣
言して、パッケージ内のプロシージャで使用できます）。また、パフォーマンスも改善でき
ます（たとえば、パッケージのすべてのオブジェクトを一度に解析およびコンパイルし、メ
モリーにロードできます）。
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データ・アクセスの概要
データベース・トリガーデータベース・トリガーデータベース・トリガーデータベース・トリガー  データベース・トリガーデータベース・トリガーデータベース・トリガーデータベース・トリガーは、表またはビューが変更された場合や、
なんらかのユーザー・アクションまたはデータベース・システム・アクションが発生した場
合に暗黙的に実行される PL/SQL、Java または C 言語のプロシージャです。 データベース管
理のために、データベース・トリガーをいろいろな方法で使用できます。 たとえば、データ
生成の自動化、データ修正の監査、複雑な整合性制約整合性制約整合性制約整合性制約の規定、複雑なセキュリティ許可のカ
スタマイズに使用できます。 

自律型ブロック自律型ブロック自律型ブロック自律型ブロック  PL/SQL ブロックから自律型トランザクションをコールできます。自律型
PL/SQL ブロックに入ると、コール元のトランザクション・コンテキストは中断されます。
この操作により、このブロック（または、そこからコールされる他のブロック）で実行され
る SQL 操作は、コール元のトランザクション・コンテキストの状態に依存も影響もしない
ことが保証されます。 

Java の概要の概要の概要の概要
Java は、アプリケーション・レベルのプログラムに効果を発揮するオブジェクト指向のプロ
グラミング言語です。 Java の主機能は、サーバー・アプリケーションの開発に 適です。 た
とえば、次の機能があります。 

� 簡素化 - Java はオブジェクト・モデルが一貫して規定されるため、サーバー・アプリ
ケーションで使用される他のほとんどの言語より単純です。 クラス・ライブラリの大規
模な規格セットにより、あらゆるプラットフォームで Java 開発者が強力なツールとし
て使用できます。 

� 移植性 - Java はプラットフォーム間での移植性を備えています。 プラットフォーム依存
コードは Java で記述しても、マシン間でシームレスに移動するプログラムを簡単に記
述できます。 ホスティング対象となるプラットフォームでは Graphical User Interface

（GUI）を直接サポートしていない Oracle サーバー・アプリケーションでは、Java がプ
ラットフォーム移植性に関して持っている少数の問題を回避する傾向があります。 

� 自動記憶域管理 - Java Virtual Machine（JVM）では、プログラムの実行中にメモリー割
当てと割当て解除がすべて自動的に実行されます。 Java プログラマは、メモリーの割当
てや解放を明示的に行うことはできません。 かわりに、これらのブックキーピング操作
は JVM に依存して実行されて、新規オブジェクトの作成時にメモリーが割り当てられ、
オブジェクトが参照されなくなるとメモリーの割当てが解除されます。 後者の操作は、
ガベージ・コレクションと呼ばれます。 

� 強い型指定 - Java の変数を使用する前に、それが保持するオブジェクトのクラスを宣言
する必要があります。 Java の強い型指定により、Java アプリケーションと PL/SQL アプ
リケーション間でコールするための妥当で安全なソリューションが得られ、Java コール
と SQL コールが同じアプリケーション内で統合されます。 

� ポインタを使用しない - Java の構文は C 言語に似ていますが、ダイレクト・ポインタや
ポインタ操作はサポートされません。 プリミティブ型を除くすべてのパラメータは、値
渡しではなく参照渡しです（つまり、オブジェクト識別性が保たれます）。 Java には、
メモリーの破損とリークを防ぐ C 言語の下位レベルのポインタへのダイレクト・アクセ
ス機能はありません。 
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� 例外処理 - Java 例外はオブジェクトです。 Java の場合、開発者は特定のクラスのメソッ
ドがスローできる例外を宣言する必要があります。 

� セキュリティ - Java バイト・コードの設計と JVM により、Java バイナリ・コードが改ざ
んされていないかどうかを組込みメカニズムで検証できます。 Oracle9i とともに
SecurityManager のインスタンスがインストールされ、このインスタンスと Oracle デー
タベースのセキュリティとの結合によって、Java メソッドをコールできるユーザーが判
断されます。 

� リレーショナル・データベースへの接続性の標準 - JDBC と SQLJ により、Java コードで
リレーショナル・データベース内のデータにアクセスして操作できます。 Oracle には、
ベンダーに依存しない移植性を持った Java コードでリレーショナル・データベースに
アクセスできるように、ドライバが用意されています。 

XML の概要の概要の概要の概要
XML（Extensible Markup Language）は、Web 上でデータを識別し、記述するための標準
的な手段です。 XML は階層データを記述するための、判読可能で、マシンで認識可能な一般
構文であり、多様なアプリケーション、データベース、E-Commerce、Java、Web 開発、検
索などに適用できます。

Oracle サーバーには、組込み型でパフォーマンスのよい XML 格納および検索テクノロジで
ある Oracle XML DB が組み込まれています。 Oracle XML DB により、W3C の XML デー
タ・モデルが Oracle サーバーに完全に吸収され、XML のナビゲートと問合せのための新し
い標準的なアクセス方式を提供します。 リレーショナル・データベース・テクノロジと XML
テクノロジの利点を、すべて同時に活用できます。 XML データベースの主な側面を次に示し
ます。

� システム固有のデータ型 - XMLType - XML の格納と操作に使用します。 複数の記憶領域
オプション（CLOB、分解されたオブジェクト・リレーショナル）を XMLTypeとともに
使用可能であり、データベース管理者はオリジナルに対する忠実さ、問合せの容易さ、
再生成の容易さなどの要件を満たす記憶域を選択できます。 XMLTypeを使用すると、
XML データに対する問合せや OLAP ファンクションなどの SQL 操作と、SQL データ
に対する XPath 検索や XSL 変換などの XML 操作を実行できます。 アプリケーションの
様々な側面で高いパフォーマンスが得られるように、XMLTypeについて通常の SQL 索
引または Oracle Text 索引を作成できます。

� システム固有の XML 生成には、組込み SQL 演算子と PL/SQL パッケージが用意されて
おり、SQL 問合せの結果を XML フォーマットで戻します。

� XML リポジトリには、フォルダ、アクセス制御、FTP および WebDAV プロトコルのサ
ポートとバージョニングの機能があります。 これにより、アプリケーションでは XML
データの操作時にファイルの抽象化を保持できます。

XML データベースを補完しているのが、Oracle XML Developer’s Kit（XDK）です。 XDK
は、開発およびランタイム・サポートのために一般に使用されるビルディング・ブロックま

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 第 14 章「SQL、PL/SQL および Java」
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たはユーティリティのセットです。 Oracle XDK には、XML 文書の読込み、操作、変換およ
び表示のための基本ビルディング・ブロックが用意されています。 多様なデプロイメント・
オプションを提供するために、Oracle XDK を Java、JavaBeans、C、C++ および PL/SQL で
使用できます。 Oracle XDK は、XML パーサー、XSLT Processor、XML Schema Processor、
XML Class Generator、XML Transviewer Beans、XML SQL Utility および XSQL Servlet で
構成されています。

アドバンスト・キューイング（AQ）は、Oracle データベースのメッセージ・キューイング
機能です。 この機能を使用すると、Oracle データベースから SQL 操作の場合と同様にメッ
セージ・キューイング操作を実行できます。 メッセージ・キューイング機能により、アプリ
ケーションとキューを使用している Oracle データベース上のユーザーの間で非同期通信が
可能になります。 AQ は、メッセージのエンキュー、デキュー、伝播および保証付き配信と、
メッセージを配信できない場合の例外処理を行います。 メッセージ・キューイングは、XML
メッセージのペイロードに XMLTypeを利用します。

トランザクションの概要トランザクションの概要トランザクションの概要トランザクションの概要
トランザクショントランザクショントランザクショントランザクションは、単一のユーザーによって実行される 1 つ以上の SQL 文を含む論理作
業単位です。Oracle と互換性のある ANSI/ISO SQL 規格によると、トランザクションは
ユーザーの 初の実行 SQL 文で開始されます。ユーザーが明示的にコミットまたはロール
バックすると、トランザクションは終了します。 

銀行のデータベースを考えてみます。銀行の顧客が普通預金口座から当座預金口座へ預金を
振り替える場合、トランザクションは次の 3 つの別々の操作で構成されます。つまり、普通
預金口座の減額、当座預金口座の増額およびトランザクション・ジャーナルへのトランザク
ションの記録です。 

Oracle は、3 つの SQL 文をすべて実行することにより、口座の差引勘定が正しく維持される
ことを保証する必要があります。 なんらかの問題（ハードウェア障害など）が発生してトラ
ンザクション内の文がどれか 1 つでも実行されなかった場合は、トランザクションの他の文
の実行を取り消す必要があります。これをロールバックロールバックロールバックロールバックと呼びます。2 つの更新のうちどち
らかの実行中にエラーが発生した場合、どちらの更新も行われません。 

図 1-2 に銀行のトランザクションの例を示します。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 第 12 章「システム固有のデータ型」

� 『Oracle9i XML データベース開発者ガイド - Oracle XML DB』

注意注意注意注意 : Oracle9i は、SQL-99 コア仕様に準拠しています。 
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図図図図 1-2 銀行のトランザクション銀行のトランザクション銀行のトランザクション銀行のトランザクション

関連項目関連項目関連項目関連項目 : Oracle の ANSI/ISO 規格への準拠の詳細は、『Oracle9i SQL
リファレンス』を参照してください。

トランザクション開始�

トランザクション終了�

UPDATE savings_accounts
     SET balance = balance - 500
     WHERE account = 3209;

UPDATE checking_accounts
     SET balance = balance + 500
     WHERE account = 3208;

INSERT INTO journal VALUES
     (journal_seq.NEXTVAL, '1B'
     3209, 3208, 500);

COMMIT WORK;

普通預金口座の減額�

当座預金口座の増額�

トランザクション・ジャーナルへの記録�

トランザクションの終了�
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トランザクションのコミットとロールバックトランザクションのコミットとロールバックトランザクションのコミットとロールバックトランザクションのコミットとロールバック
トランザクションを構成する SQL 文によって加えられた変更は、コミットまたはロール
バックできます。トランザクションがコミットまたはロールバックされた場合、次のトラン
ザクションは次の SQL 文から開始されます。

トランザクションをコミットコミットコミットコミット すると、トランザクション内のすべての SQL 文による変更が
確定されます。トランザクションの SQL 文による変更が、他のユーザー・セッションのト
ランザクションから参照可能になるのは、そのトランザクションがコミットされた後に開始
されたトランザクションについてのみです。 

トランザクションをロールバックロールバックロールバックロールバックすると、トランザクション内の SQL 文による変更がすべ
て取り消されます。 トランザクションがロールバックされると、トランザクション内の SQL
文が実行されなかった場合と同様に、影響を受けたデータは変更されないまま残ります。 

セーブポイントセーブポイントセーブポイントセーブポイント
セーブポイントは、多数の SQL 文によるロング・トランザクションをいくつかの小さい部
分に分割します。 セーブポイントを使用すると、ロング・トランザクション内の任意のポイ
ントで作業に任意にマークを設定できます。これにより、トランザクションのカレント位置
から、トランザクション内で宣言したセーブポイントまでの間に実行されたすべての作業
を、選択的にロールバックできます。たとえば、大規模で複雑な一連の更新のどこにでも
セーブポイントを設定できるため、エラーが発生してもすべての文を再発行する必要はあり
ません。 

トランザクションを使用したデータ整合性トランザクションを使用したデータ整合性トランザクションを使用したデータ整合性トランザクションを使用したデータ整合性
トランザクション内の SQL 文が論理的にグループ化されるかぎり、ユーザーはトランザク
ションを使用してデータへの一貫した変更を保証できます。トランザクションには、1 つの
論理作業単位に必要な部分を過不足なくすべて含める必要があります。トランザクションの
開始から終了まで、参照される表データはすべて一貫した状態に維持されます。各トランザ
クションには、データに対して首尾一貫した 1 つの変更を加える SQL 文のみを含めます。

たとえば、銀行の例を思い出してください。 2 つの口座間の送金（トランザクション）には、
一方の口座の預金高を増やす処理（1 つの SQL 文）、他方の口座の預金高を減らす処理（1
つの SQL 文）、およびジャーナルにトランザクションを記録する処理（1 つの SQL 文）が必
要です。これらの処理は、すべて失敗するか、すべて成功するかのどちらかです。つまり、
出金がコミットされずに、入金がコミットされることはありません。また、ある口座に新し
く預金するなど、関連のないその他の処理を、振替トランザクションに含めることはできま
せん。そのような文は、別のトランザクションに組み込みます。 
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データ整合性の概要データ整合性の概要データ整合性の概要データ整合性の概要
データは、データベース管理者やアプリケーション開発者によって決められたとおり、特定
のビジネス・ルールを遵守する必要があります。 たとえば、ビジネス・ルールによって、
INVENTORY表の sale_discount列には 9 よりも大きな数値を入れないように指定されて
いる場合を考えます。 INSERT文や UPDATE文がこの整合性規則に違反しようとすると、
Oracle はその無効な文をロールバックし、アプリケーションにエラーを戻します。 Oracle
は、データ整合性規則を管理するために、整合性制約とデータベース・トリガーを提供しま
す。 

整合性制約整合性制約整合性制約整合性制約
整合性制約整合性制約整合性制約整合性制約は、表の列に対してビジネス・ルールを定義する宣言の方法です。整合性制約は
表のデータに関する文であり、常に次の規則に従って機能します。 

� 整合性制約を表に対して作成した場合に、いくつかの既存の表データがその制約を満た
していないと、その制約は規定できません。 

� 制約が定義された後、DML 文の結果が整合性制約に違反した場合、その文はロール
バックされ、エラーが戻されます。 

整合性制約は表に定義され、表の定義の一部としてデータ・ディクショナリに格納されるた
め、すべてのデータベース・アプリケーションは同じ一連の規則を遵守する必要がありま
す。 規則が変更されても、整合性制約はデータベース・レベルで一度変更すればよいため、
アプリケーションごとに何度も変更する必要はありません。 

Oracle がサポートする整合性制約は次のとおりです。 

� NOT NULL: 表の列に NULL（空のエントリ）を許可しません。

� 一意キー : 列（または列の集合）に重複値を許可しません。

� 主キー : 列（または列の集合）に重複値と NULL を許可しません。

� 外部キー : 列（または列の集合）の値が、それぞれ関連する表の一意キーまたは主キー
の値と一致している必要があります。 また、外部キー制約は、参照データが変更された
場合に依存データを処理する方法を Oracle に指示する、参照整合性アクションも定義
します。

� CHECK: 制約の論理式を満たさない値を許可しません。

注意注意注意注意 : データベース・トリガーによって整合性規則を定義または規定で
きますが、データベース・トリガーが整合性制約と同じ機能を持つわけで
はありません。 特に、データベース・トリガーは、すでに表にロードされ
ているデータをチェックしません。したがって、整合性制約によって整合
性規則を規定できない場合にのみ、データベース・トリガーを使用するこ
とをお薦めします。 
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キーキーキーキー
キーキーキーキーは、いくつかのタイプの整合性制約の定義で使用されます。キーは特定タイプの整合性
制約の定義に含まれる列または列の集合で、 リレーショナル・データベースの異なる表と列
の間の関連を記述するものです。キーの中にある個々の値を、キー値キー値キー値キー値と呼びます。 

次のようなタイプがあります。 

� 主キー : 表の主キー制約の定義に含まれる列（または列の集合）です。 主キーの値は、
表内の各行を一意に識別します。 各表には 1 つの主キーのみが定義できます。 

� 一意キー : 一意制約の定義に含まれる列（または列の集合）です。 

� 外部キー : 参照整合性制約の定義に含まれる列（または列の集合）です。 

� 参照キー : 同じ表または別の表の一意キーまたは主キーで、外部キーによって参照され
るキーです。 

SQL*Plus の概要の概要の概要の概要
SQL*Plus は、非定型データベース文を入力して実行するためのツールです。 SQL*Plus を使
用すると、SQL 文と PL/SQL ブロックを実行したり、他の多数のタスクを実行できます。 
SQL*Plus を通じて次の操作ができます。

� SQL 文と PL/SQL ブロックの入力、編集、格納、検索および実行

� 問合せ結果のフォーマット、計算の実行、格納、印刷および Web 出力の作成

� 表へのアクセスに使用する列の定義のリストと、SQL データベース間でのデータ・コ
ピー

� エンド・ユーザーとの間のメッセージの送信と応答の受入れ

� データベース管理の実行

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『SQL*Plus ユーザーズ・ガイドおよびリファレンス』
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メモリー構造とプロセスの概要メモリー構造とプロセスの概要メモリー構造とプロセスの概要メモリー構造とプロセスの概要 

Oracle サーバーは、メモリー構造とプロセスを使用してデータベースの管理やアクセスを行
います。すべてのメモリー構造は、データベース・システムを構成するコンピュータのメイ
ン・メモリー内に存在します。 プロセスプロセスプロセスプロセスとは、これらのコンピュータのメモリー内で実行さ
れるジョブです。 

この項で説明するアーキテクチャの機能によって、Oracle サーバーでは次の処理をサポート
します。

� 多数のユーザーによる単一のデータベースへの同時アクセス

� 同時実行のマルチユーザー、マルチアプリケーションのデータベース・システムで要求
される高パフォーマンス

図 1-3 に、Oracle サーバーのメモリーとプロセスの構造の代表的な例を示します。
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図図図図 1-3 Oracle のメモリー構造とプロセスのメモリー構造とプロセスのメモリー構造とプロセスのメモリー構造とプロセス
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Oracle インスタンスインスタンスインスタンスインスタンス
Oracle サーバーは、Oracle データベースと Oracle サーバー・インスタンスで構成されます。
データベースを起動するたびに、システム・グローバル領域（SGA）が割り当てられ、
Oracle バックグラウンド・プロセスが起動されます。バックグラウンド・プロセスとメモ
リー・バッファを組み合せて、Oracle インスタンスインスタンスインスタンスインスタンスと呼びます。

Real Application Clusters: 複数インスタンス・システム複数インスタンス・システム複数インスタンス・システム複数インスタンス・システム
ハードウェア・アーキテクチャ（共有ディスク・システムなど）によっては、複数のコン
ピュータで、データ、ソフトウェアまたは周辺機器へのアクセスを共有できます。Real 
Application Clusters を使用すると、1 つの物理データベースを共有する複数のインスタンス
を実行できるため、このようなアーキテクチャの利点を活用できます。 ほとんどのアプリ
ケーションでは、Real Application Clusters によって、複数のマシン上のユーザーが、優れ
たパフォーマンスで 1 つのデータベースにアクセスできます。 

本来、Real Application Clusters は可用性の高いシステムです。 典型的な Real Application 
Clusters 環境であるクラスタクラスタクラスタクラスタでは、計画停止または計画外停止に対して、継続的にサービス
を提供できます。

Oracle サーバーは、メモリー構造とプロセスを使用してデータベースの管理やアクセスを行
います。すべてのメモリー構造は、データベース・システムを構成するコンピュータのメイ
ン・メモリー内に存在します。 プロセスプロセスプロセスプロセスとは、これらのコンピュータのメモリー内で実行さ
れるジョブです。 

注意注意注意注意 : UNIX 環境では、ほとんどの Oracle プロセスプロセスプロセスプロセスは、個別のプロセス
ではなく、1 つのマスター Oracle プロセスの一部です。Windows NT で
は、すべてのプロセスが少なくとも 1 つのスレッドスレッドスレッドスレッドで構成されています。
スレッドは、プロセス内で個別に実行されます。 スレッドによって、プロ
セス内での同時操作が可能になるため、プロセスはプログラムの異なる部
分を別のプロセッサ上で同時に実行できます。スレッドは、Windows NT
上で順番に実行できる も基本的なコンポーネントです。 このマニュアル
などで記載する、UNIX のプロセスは、Windows NT ではスレッドのこと
と考えてください。

注意注意注意注意 : Real Application Clusters を使用できるのは、Oracle9i Enterprise 
Edition のみです。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle9i Real Application Clusters 概要』
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メモリー構造とプロセスの概要
メモリー構造メモリー構造メモリー構造メモリー構造
Oracle はメモリー構造を作成して使用し、いくつかのジョブを完了させます。 たとえば、実
行中のプログラム・コードやユーザー間で共有されるデータを格納するときに、メモリーが
使用されます。2 つの基本的なメモリー構造が Oracle に関連付けられます。 一方はシステ
ム・グローバル領域で、他方はプログラム・グローバル領域です。この後、それぞれのメモ
リー領域について詳しく説明します。 

システム・グローバル領域システム・グローバル領域システム・グローバル領域システム・グローバル領域
システム・グローバル領域（システム・グローバル領域（システム・グローバル領域（システム・グローバル領域（SGA））））は、1 つの Oracle インスタンスに関するデータと制御
情報を含む共有メモリー領域です。 SGA はインスタンスの起動時に割り当てられ、そのイン
スタンスの停止時に割当てが解除されます。各インスタンスには、それぞれ専用の SGA が
あります。 

SGA 内のデータは、Oracle サーバーに現在接続しているユーザー間で共有されます。 適な
パフォーマンスを得るには、SGA 全体をできるだけ（ただし、実メモリーの範囲内で）大き
くして、メモリーにできるだけ多くのデータを格納し、ディスク I/O を 小限にとどめるよ
うにします。

SGA に格納される情報は、データベース・バッファデータベース・バッファデータベース・バッファデータベース・バッファ、REDO ログ・バッファログ・バッファログ・バッファログ・バッファおよび共有共有共有共有
プールプールプールプールなど、いくつかのタイプのメモリー構造に分けられます。 

SGA のデータベース・バッファ・キャッシュのデータベース・バッファ・キャッシュのデータベース・バッファ・キャッシュのデータベース・バッファ・キャッシュ  データベース・バッファデータベース・バッファデータベース・バッファデータベース・バッファには、直前に使用さ
れたデータのブロックが格納されます。 1 つのインスタンス内のデータベース・バッファの
集合が、データベース・バッファ・キャッシュバッファ・キャッシュバッファ・キャッシュバッファ・キャッシュです。このバッファ・キャッシュには、修正
済みのブロックおよび未修正のブロックが含まれています。 後に使用されたデータ（多く
の場合、 も使用頻度の高いデータ）をメモリー内に保持することにより、必要なディスク
I/O が少なくなり、パフォーマンスが向上します。 

SGA のののの REDO ログ・バッファログ・バッファログ・バッファログ・バッファ  REDO ログ・バッファログ・バッファログ・バッファログ・バッファは、REDO エントリエントリエントリエントリを格納します。
REDO エントリは、データベースに対して加えられた変更のログです。 REDO ログ・バッ
ファ内に格納された REDO エントリは、オンラインオンラインオンラインオンライン REDO ログログログログに書き込まれ、データベー
スのリカバリが必要になったときに使用されます。REDO ログのサイズは固定です。 

SGA の共有プールの共有プールの共有プールの共有プール  共有プールには、共有 SQL 領域などの共有メモリー構成メンバーが格納
されています。 データベースに送られる個々の一意の SQL 文を処理するために、共有 SQL
領域が必要になります。共有 SQL 領域には、解析ツリーや、対応する文の実行計画などの
情報が格納されます。同じ文を発行する複数のアプリケーションが 1 つの共有 SQL 領域を
共用するため、他に使用可能な共有メモリーがより多く残ります。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 1-24 ページ「Oracle インスタンス」

� SGA および Oracle バックグラウンド・プロセスの詳細は、1-27 ペー
ジの「バックグラウンド・プロセス」を参照してください。
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SGA のラージ・プールのラージ・プールのラージ・プールのラージ・プール  ラージ・プールとは、Oracle のバックアップおよびリストア操作、
I/O サーバー・プロセスサーバー・プロセスサーバー・プロセスサーバー・プロセスおよび共有サーバー共有サーバー共有サーバー共有サーバーと Oracle XA（複数のデータベースを必要とす
るトランザクションで使用）のセッションセッションセッションセッション・メモリー用に、大量のメモリー割当てを提供す
るオプションの領域です。 

文ハンドルまたはカーソル文ハンドルまたはカーソル文ハンドルまたはカーソル文ハンドルまたはカーソル  カーソルカーソルカーソルカーソルは、特定の文に対応付けられたメモリーのハンドル
（名前またはポインタ）です （Oracle Call Interface（OCI）では、これらを文ハンドル文ハンドル文ハンドル文ハンドルと呼
びます）。ほとんどの Oracle ユーザーは Oracle ユーティリティの自動カーソル処理を使用し
ますが、アプリケーションの設計者はプログラム・インタフェースによってカーソルを自由
に制御できます。 

たとえば、プリコンパイラのアプリケーション開発では、カーソルはプログラムで使用可能
な名前付きのリソースであり、特にアプリケーション内に埋め込まれた SQL 文の解析に使
用できます。 アプリケーション開発者は、アプリケーションをコーディングできるので、
SQL 文の実行フェーズを制御してそのパフォーマンスを改善できます。 

プログラム・グローバル領域プログラム・グローバル領域プログラム・グローバル領域プログラム・グローバル領域
プログラム・グローバル領域（プログラム・グローバル領域（プログラム・グローバル領域（プログラム・グローバル領域（PGA））））とは、1 つのサーバー・プロセスに関するデータと制
御情報を含むメモリー・バッファです。 PGA はサーバー・プロセスの起動時に、Oracle に
よって作成されます。 PGA 内の情報は Oracle の構成によって異なります。 

プロセス・アーキテクチャプロセス・アーキテクチャプロセス・アーキテクチャプロセス・アーキテクチャ
プロセスプロセスプロセスプロセスは制御のスレッド、つまり一連の手順を実行できるオペレーティング・システムの
メカニズムです。 オペレーティング・システムによっては、ジョブまたはタスクという用語
を使用します。 通常プロセスには、それぞれが実行する独自のプライベート・メモリー領域
があります。 

Oracle サーバーには、通常 2 つのプロセスがあります。ユーザー・プロセスと Oracle プロ
セスです。

ユーザー（クライアント）プロセスユーザー（クライアント）プロセスユーザー（クライアント）プロセスユーザー（クライアント）プロセス
ユーザー・プロセスユーザー・プロセスユーザー・プロセスユーザー・プロセスを作成してメンテナンスを実行すると、Pro*C/C++ プログラムなどの
アプリケーション・プログラムや、Enterprise Manager などの Oracle のツール製品のソフ
トウェア・コードを実行できます。 後述のように、ユーザー・プロセスは、プログラム・イ
ンタフェースを介してサーバー・プロセスとの通信を管理します。 

Oracle プロセスプロセスプロセスプロセス
Oracle プロセスプロセスプロセスプロセスは、他のプロセスによって起動され、起動したプロセスにかわって処理を行
います。各 Oracle プロセスとその特有の機能について、次に説明します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 共有 SQL 領域の詳細は、1-11 ページの「SQL 文」を参照して
ください。
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メモリー構造とプロセスの概要
サーバー・プロセスサーバー・プロセスサーバー・プロセスサーバー・プロセス  Oracle は、接続されたユーザー・プロセスの要求を処理するために、
サーバー・プロセスサーバー・プロセスサーバー・プロセスサーバー・プロセスを作成します。 サーバー・プロセスは、関連付けられたユーザー・プロ
セスの要求を実行するために、ユーザー・プロセスと通信し、Oracle と対話します。 たとえ
ば、ユーザーが SGA のデータベース・バッファデータベース・バッファデータベース・バッファデータベース・バッファに存在しないデータを問い合せた場合、関
連付けられたサーバー・プロセスが、データ・ファイルから SGA に適切なデータ・ブロッデータ・ブロッデータ・ブロッデータ・ブロッ
ククククを読み込みます。 

Oracle では、サーバー・プロセス当たりのユーザー・プロセス数が変動できるように構成で
きます。専用サーバー構成専用サーバー構成専用サーバー構成専用サーバー構成では、1 つのサーバー・プロセスが 1 つのユーザー・プロセスの
要求を処理します。共有サーバー構成共有サーバー構成共有サーバー構成共有サーバー構成では、多数のユーザー・プロセスが少数のサーバー・
プロセスを共有できます。これにより、サーバー・プロセスの数を 低限に抑え、使用可能
なシステム・リソースの使用効率を 大化できます。 

ユーザー・プロセスとサーバー・プロセスが別個のプロセスになっているシステムと、1 つ
のプロセスにまとめられているシステムがあります。 システムが共有サーバーを使用してい
る場合、またはユーザー・プロセスとサーバー・プロセスが別々のマシン上で実行されてい
る場合、ユーザー・プロセスとサーバー・プロセスは別のプロセスである必要があります。 
クライアント / サーバー・システムでは、ユーザー・プロセスとサーバー・プロセスが分離
され、それぞれ別々のマシンで実行されます。

バックグラウンド・プロセスバックグラウンド・プロセスバックグラウンド・プロセスバックグラウンド・プロセス  Oracle は、インスタンスごとに 1 組のバックグラウンド・プバックグラウンド・プバックグラウンド・プバックグラウンド・プ
ロセスロセスロセスロセスを作成します。 バックグラウンド・プロセスは、各ユーザー・プロセスごとに実行さ
れている複数の Oracle プログラムが処理する機能を 1 つにまとめます。 また、I/O を非同期
的に実行し、他の Oracle プロセスを監視することにより、並列性を強化してパフォーマン
スおよび信頼性を向上させます。 

Oracle インスタンスは、それぞれ複数のバックグラウンド・プロセスを使用します。 これら
のプロセスの名前は、DBWn、LGWR、CKPT、SMON、PMON、ARCn、RECO、Jnnn、
Dnnn、LMS および QMNn です。

データベース・ライター（データベース・ライター（データベース・ライター（データベース・ライター（DBWn））））  データベース・ライターデータベース・ライターデータベース・ライターデータベース・ライターは、変更されたブロックをデー
タベース・バッファ・キャッシュからデータ・ファイルに書き込みます。 ほとんどのシステ
ムでは 1 つのデータベース・ライター・プロセス（DBW0）があれば十分ですが、データを
頻繁に変更するシステムでは、書込みのパフォーマンスを改善するために追加プロセス

（DBW1 ～ DBW9 および DBWa ～ DBWj）を構成できます。DBWn プロセスの個数は、初
期化パラメータ DB_WRITER_PROCESSESで指定します。 

Oracle は事前書込みロギングを行うため、DBWn がトランザクションのコミット時にブロッ
クを書き込む必要はありません。そのかわりに、DBWn はバッチ書込みを効率よく実行する
ように設計されています。 通常、DBWn が書込みを行うのは、SGA に読み込む必要のある

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 1-24 ページ「Oracle インスタンス」

� SGA の詳細は、1-25 ページの「システム・グローバル領域」を参照し
てください。
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メモリー構造とプロセスの概要
データが増加し、空き状態のデータベース・バッファがほとんどなくなった場合のみです。
LRU のデータから先に、データ・ファイルに書き込みます。 DBWn は、チェックポイント機
能などの他の機能のためにも書込みを行います。

ログ・ライター（ログ・ライター（ログ・ライター（ログ・ライター（LGWR））））  ログ・ライターログ・ライターログ・ライターログ・ライターは、REDO ログログログログ・エントリをディスクに書き込み
ます。 SGA の REDO ログ・バッファ内で REDO ログ・エントリが生成され、LGWR はこの
REDO ログ・エントリをオンラインオンラインオンラインオンライン REDO ログログログログに順次書き込みます。 多重 REDO ログが
データベースに存在する場合、LGWR は REDO ログ・エントリをオンライン REDO ログ・
ファイルのグループに書き込みます。 

チェックポイント（チェックポイント（チェックポイント（チェックポイント（CKPT））））  特定のタイミングで、SGA 内のすべての修正されたデータベーデータベーデータベーデータベー
ス・バッファス・バッファス・バッファス・バッファが、DBWn によってデータ・ファイルに書き込まれます。このイベントは、
チェックポイントチェックポイントチェックポイントチェックポイントと呼ばれます。チェックポイント・プロセスは、チェックポイント時に
DBWn に信号を送り、データベースのすべてのデータ・ファイルと制御ファイルに 新の
チェックポイントが反映されるように更新します。 

システム・モニター（システム・モニター（システム・モニター（システム・モニター（SMON））））  システム・モニターシステム・モニターシステム・モニターシステム・モニターは、障害インスタンスの再起動時にリカ
バリを実行します。 Real Application Clusters では、あるインスタンスの SMON プロセス
が、障害を起こした他のインスタンスに対してインスタンス・リカバリを実行できます。 ま
た、SMON は、使用されなくなった一時セグメント一時セグメント一時セグメント一時セグメントをクリーン・アップし、リカバリ時に
ファイル読込みエラーまたはオフライン・エラーのためにスキップされたトランザクション
をリカバリします。これらのトランザクションは 終的に、表領域またはファイルがオンラ
イン状態に戻った時点で、SMON によってリカバリされます。 また、SMON はディクショ
ナリ管理表領域内で、使用可能エクステントを結合して連続した空き領域を作成し、割当て
を容易にします。 

プロセス・モニター（プロセス・モニター（プロセス・モニター（プロセス・モニター（PMON））））  ユーザー・プロセスが障害を起こすと、プロセス・モニタープロセス・モニタープロセス・モニタープロセス・モニター
がプロセスのリカバリを実行します。PMON は、キャッシュのクリーン・アップとプロセ
スで使用されていたリソースの解放を受け持ちます。また、ディスパッチャおよびサー
バー・プロセスをチェックし、障害がある場合はそれらを再起動します。 

アーカイバ（アーカイバ（アーカイバ（アーカイバ（ARCn））））  アーカイバアーカイバアーカイバアーカイバは、ログ・スイッチが発生すると、オンライン REDO ログ・
ファイルをアーカイブ記憶域にコピーします。 ほとんどのシステムの場合は、1 個の ARCn
プロセス（ARC0）で十分ですが、動的初期化パラメータ LOG_ARCHIVE_MAX_PROCESSES
を使用すると 高 10 個の ARCn プロセスを指定できます。ワークロードが現行の ARCn プ
ロセス数に対して大きくなりすぎると、LGWR は 高 10 個まで別の ARCn プロセスを自動
的に起動します。 ARCn がアクティブになるのは、データベースが ARCHIVELOGモードで、
自動アーカイブが使用可能になっているときのみです。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : コミットの詳細は、1-17 ページの「トランザクションの概要」
を参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : アーカイバの詳細は、1-54 ページの「REDO ログ」を参照し
てください。
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リカバラ（リカバラ（リカバラ（リカバラ（RECO））））  リカバラリカバラリカバラリカバラは、分散データベースのネットワーク障害またはシステム障害が
原因で保留中になっている分散トランザクションを解決するために使用されます。ローカル
RECO は、特定の間隔でリモート・データベースに接続し、保留中の分散トランザクション
がある場合に、そのローカル部分を自動的にコミットまたはロールバックします。 

ジョブ・キュー・プロセス（ジョブ・キュー・プロセス（ジョブ・キュー・プロセス（ジョブ・キュー・プロセス（Jnnn））））  ジョブ・キュー・プロセスは、バッチ処理で使用しま
す。 また、動的に管理されます。このため、ジョブ・キュー・クライアントは必要に応じて
使用するジョブ・キュー・プロセスを増やすことができます。 新規プロセスが使用するリ
ソースは、そのプロセスがアイドル状態になると解放されます。 

ディスパッチャ（ディスパッチャ（ディスパッチャ（ディスパッチャ（Dnnn））））  ディスパッチャディスパッチャディスパッチャディスパッチャは、オプションのバックグラウンド・プロセスで
す。これが存在するのは、共有サーバー構成を使用している場合のみです。 使用中の通信プ
ロトコルごとに、少なくとも 1 つのディスパッチャ・プロセス（D000、 . . .、Dnnn）が作成
されます。 各ディスパッチャ・プロセスは、接続されたユーザー・プロセスから利用できる
共有サーバー・プロセスへの要求をルーティングし、適切なユーザー・プロセスにその応答
を戻します。 

ロック・マネージャ・サーバー（ロック・マネージャ・サーバー（ロック・マネージャ・サーバー（ロック・マネージャ・サーバー（LMS））））  ロック・マネージャ・サーバー・プロセス（LMS）
は、Real Application Clusters でインスタンス間のロックに使用されます。

キュー・モニター（キュー・モニター（キュー・モニター（キュー・モニター（QMNn））））   キュー・モニターキュー・モニターキュー・モニターキュー・モニターは、Oracle Advanced Queuing のメッセー
ジ・キューを監視するオプションのバックグラウンド・プロセスです。 大 10 個のキュー・
モニター・プロセスを構成できます。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� ジョブ・キューの詳細は、『Oracle9i データベース管理者ガイド』を参
照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : ロック・プロセスの構成の詳細は、1-24 ページの「Real 
Application Clusters: 複数インスタンス・システム」を参照してください。
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メモリー構造とプロセスの概要
プログラム・インタフェースのメカニズムプログラム・インタフェースのメカニズムプログラム・インタフェースのメカニズムプログラム・インタフェースのメカニズム
プログラム・インタフェースプログラム・インタフェースプログラム・インタフェースプログラム・インタフェースは、ユーザー・プロセスがサーバー・プロセスとの通信に使用
するメカニズムです。プログラム・インタフェースは、クライアント側のツールまたはアプ
リケーション（Oracle Forms など）と Oracle ソフトウェアの間の標準的な通信手段として
機能します。その機能は次のとおりです。

� 通信メカニズムとして機能。データ要求の書式設定、データの引渡しおよびエラーのト
ラップと返送を行います。

� データの変換。特に異機種コンピュータ間での変換、または外部ユーザー・プログラム
のデータ型への変換を行います。

通信ソフトウェアと通信ソフトウェアと通信ソフトウェアと通信ソフトウェアと Oracle Net Services
ユーザー・プロセスとサーバー・プロセスがネットワーク内の異なるコンピュータ上にある
場合や、ユーザー・プロセスがディスパッチャ・プロセスを介して共有サーバー・プロセス
に接続している場合、ユーザー・プロセスとサーバー・プロセスは Oracle Net Services を使
用して通信します。 ディスパッチャディスパッチャディスパッチャディスパッチャは、オプションのバックグラウンド・プロセスです。こ
れが存在するのは、共有サーバー構成を使用している場合のみです。 

Oracle Net Services は、ネットワークで使用される通信プロトコルとのインタフェースとな
る Oracle のメカニズムであり、分散処理と分散データベースの実現を支援します。通信プ
ロトコルにより、ネットワーク上でのデータの送受信方法が定義されます。 ネットワーク環
境では、Oracle データベース・サーバーは、Oracle Net Services を使用して、クライアン
ト・ワークステーションや他の Oracle データベース・サーバーと通信します。 

PC LAN でサポートされているプロトコルから大規模メインフレーム・コンピュータ・シス
テムでサポートされているプロトコルまで、Oracle Net Services では主要なネットワーク・
プロトコルによる通信をすべてサポートしています。 

Oracle Net Services を使用すると、アプリケーション開発者がデータベース・アプリケー
ションでネットワーク通信のサポートにかかわる必要はありません。 新しいプロトコルを使
用する場合も、データベース管理者がわずかな変更を行うだけです。アプリケーションは修
正しなくても機能し続けます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle9i Net Services 管理者ガイド』
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メモリー構造とプロセスの概要
Oracle の動作例の動作例の動作例の動作例
次の例は、Oracle が実行する操作の も基本的なレベルです。 ここでは、ユーザー・プロセ
スとそれに対応するサーバー・プロセスが別々のマシン（ネットワークを介して接続）上に
存在する Oracle の構成について、具体的に説明します。

1. インスタンスインスタンスインスタンスインスタンスは、Oracle が稼働しているコンピュータ（通常はホストホストホストホストまたはデータベーデータベーデータベーデータベー
ス・サーバース・サーバース・サーバース・サーバーと呼ばれる）上で起動されています。 

2. アプリケーションを実行しているコンピュータ（ローカル・マシンローカル・マシンローカル・マシンローカル・マシンまたはクライアンクライアンクライアンクライアン
ト・ワークステーショント・ワークステーショント・ワークステーショント・ワークステーション）は、ユーザー・プロセスユーザー・プロセスユーザー・プロセスユーザー・プロセスでアプリケーションを実行します。 
クライアント・アプリケーションは、適切な Oracle Net Services ドライバを使用して、
サーバーへの接続接続接続接続を確立しようとします。

3. サーバーは、適切な Oracle Net Services ドライバを実行しています。 サーバーはアプリ
ケーションからの接続要求を検出すると、ユーザー・プロセスのために専用サーバー・
プロセスを作成します。 

4. ユーザーは SQL 文を実行して、トランザクションをコミットします。たとえば、ユー
ザーは表の行に入っている名前を変更します。 

5. サーバー・プロセスは SQL 文を受け取り、同一の SQL 文を含む共有 SQL 領域がないか
どうか共有プール共有プール共有プール共有プールをチェックします。 共有 SQL 領域が見つかった場合、サーバー・プロ
セスはユーザーが要求したデータへのアクセス権を持っているかどうかチェックし、既
存の共有 SQL 領域を使用して SQL 文を処理します。 共有 SQL 領域が見つからなかった
場合は、新しい共有 SQL 領域をその SQL 文に割り当て、解析と処理を実行します。 

6. サーバー・プロセスは、実際のデータ・ファイル（表）から必要なデータ値を取得する
か、またはシステム・グローバル領域内に格納されている必要なデータ値を取得しま
す。 

7. サーバー・プロセスは、システム・グローバル領域内のデータを修正します。DBWn プ
ロセスは、書込みが効率よく行われるタイミングを判断して、修正したブロックをディ
スクに書き込みます。トランザクションがコミットされると、LGWR プロセスがそのト
ランザクションをオンライン REDO ログ・ファイルに即時に記録します。 

8. トランザクションが成功すると、サーバー・プロセスは、ネットワークを介してアプリ
ケーションにメッセージを送信します。 成功しなかった場合は、適切なエラー・メッ
セージを送信します。 

9. この手順全体を通じて、他のバックグラウンド・プロセスも実行されていて、介入が必
要かどうかを監視しています。さらに、データベース・サーバーは、他のユーザーのト
ランザクションを管理し、同一のデータを要求する異なるトランザクション間の競合を
防止します。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : Oracle 構成の詳細は、第 8 章「プロセス・アーキテクチャ」
を参照してください。
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アプリケーション・アーキテクチャの概要
アプリケーション・アーキテクチャの概要アプリケーション・アーキテクチャの概要アプリケーション・アーキテクチャの概要アプリケーション・アーキテクチャの概要
通常、データベースのアーキテクチャには、クライアント / サーバーと複数層の 2 種類があ
ります。 コンピューティング環境でインターネット・コンピューティングが普及するにつれ
て、多数のデータベース管理システムが複数層環境に移行しつつあります。 

クライアントクライアントクライアントクライアント / サーバー・アーキテクチャサーバー・アーキテクチャサーバー・アーキテクチャサーバー・アーキテクチャ
マルチプロセッシングマルチプロセッシングマルチプロセッシングマルチプロセッシングでは、一連の関連ジョブに複数のプロセッサが使用されます。 分散処
理では、異なるプロセッサが関連するタスクのサブセットを集中処理することにより、1 つ
のプロセッサの負荷が低減され、システム全体のパフォーマンスと能力が向上します。 

Oracle データベース・システムでは、クライアントクライアントクライアントクライアント / サーバー・アーキテクチャサーバー・アーキテクチャサーバー・アーキテクチャサーバー・アーキテクチャを使用する
ことにより、分散処理を容易に活用できます。このアーキテクチャでは、データベース・シ
ステムは 2 つの部分に分割されます。フロントエンドのクライアントクライアントクライアントクライアントおよびバックエンドの
サーバーサーバーサーバーサーバーです。 

クライアントクライアントクライアントクライアント
クライアントは、フロントエンドのデータベース・アプリケーションであり、ユーザーは
キーボード、ディスプレイ、およびマウスなどのポインティング・デバイスを使用してアク
セスします。クライアントではデータにアクセスしません。 サーバーが管理するデータの要
求、処理および提示を行います。クライアント・ワークステーションは、このようなジョブ
に合せて 適化できます。 たとえば、必要なディスク容量の縮小や、グラフィック機能を活
用できます。 

通常、クライアントは、PC など、データベース・サーバーとは異なるコンピュータ上で実
行されます。 多数のクライアントを 1 つのサーバーに対して同時に実行できます。

サーバーサーバーサーバーサーバー
サーバーは、Oracle ソフトウェアを実行し、同時実行の共有データ・アクセスに必要な機能
を処理します。 サーバーは、クライアント・アプリケーションから発行された SQL 文や
PL/SQL 文を受け取って処理します。サーバーを管理するコンピュータは、このような処理
内容に応じて 適化できます。たとえば、大容量のディスクや高速プロセッサを搭載できま
す。 
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アプリケーション・アーキテクチャの概要
複数層アーキテクチャ複数層アーキテクチャ複数層アーキテクチャ複数層アーキテクチャ : アプリケーション・サーバーアプリケーション・サーバーアプリケーション・サーバーアプリケーション・サーバー
複数層アーキテクチャ複数層アーキテクチャ複数層アーキテクチャ複数層アーキテクチャの構成要素は、次のとおりです。

� 操作を開始するクライアントまたは起動側プロセス。

� 操作の各部分を実行する 1 つ以上のアプリケーション・サーバー。アプリケーション・アプリケーション・アプリケーション・アプリケーション・
サーバーサーバーサーバーサーバーは、クライアント用のデータにアクセスし、なんらかの問合せ処理を実行する
ことにより、データベース・サーバーの負荷をある程度軽減するプロセスです。アプリ
ケーション・サーバーは、クライアントと複数のデータベース・サーバー間のインタ
フェースとして働き、セキュリティ・レベルを高める役割を果たします。 

� 操作で使用するほとんどのデータを格納するエンド・サーバーまたはデータベース・
サーバー。

このアーキテクチャでは、アプリケーション・サーバーを使用して次のことを実行できま
す。

� Web ブラウザなど、クライアントの資格証明の検証

� Oracle データベース・サーバーに接続

� クライアントにかわって要求された操作を実行

クライアントの識別は、接続のすべての層で保たれます。
                                                      Oracle サーバーの基礎知識 1-33



分散データベースの概要
分散データベースの概要分散データベースの概要分散データベースの概要分散データベースの概要
分散データベース分散データベース分散データベース分散データベースは、同時に使用される複数のデータベース・サーバーによって管理される
データベースのネットワークです。 通常、単一の論理データベースとはみなされません。分
散データベース内にあるすべてのデータベースのデータに、同時にアクセスや変更を実行で
きます。分散データベースの主な利点は、物理的には別々のデータベースに格納されている
データを論理的に結合し、ネットワーク上のすべてのユーザーに対してアクセスできること
です。 

分散データベース内のデータベースを管理する各コンピュータをノードノードノードノードと呼びます。ユー
ザーが直接接続するデータベースをローカルローカルローカルローカル・データベースと呼びます。このユーザーがア
クセスする他のデータベースをリモートリモートリモートリモート・データベースと呼びます。ローカル・データベー
スが情報を取得するためにリモート・データベースにアクセスするとき、ローカル・データ
ベースはリモート・サーバーのクライアントになります。これはクライアント / サーバー・
アーキテクチャの例です。 

データベース・リンクデータベース・リンクデータベース・リンクデータベース・リンクは、あるデータベースから別のデータベースへのパスを記述したもの
です。分散データベースでグローバル・オブジェクト名グローバル・オブジェクト名グローバル・オブジェクト名グローバル・オブジェクト名が参照されると、データベース・リ
ンクが暗黙的に使用されます。

分散データベースでは、ネットワークを介した大量のデータに対するアクセスを増加させる
ことができますが、その一方で、データの位置とネットワークをまたがるアクセスの複雑さ
を隠す必要もあります。分散データベース管理システムではさらに、各ローカル・データ
ベースを非分散データベースと同様に管理できる必要があります。 

位置の透過性位置の透過性位置の透過性位置の透過性
データベース・システムのアプリケーションとユーザーがデータの物理的な位置を意識しな
いですむ（透過的である）とき、位置の透過性位置の透過性位置の透過性位置の透過性が実現されます。ビュー、プロシージャおよ
びシノニムなど、Oracle のいくつかの機能を利用して位置の透過性が実現されます。たとえ
ば、複数のデータベースの表データを結合するビューによって、位置の透過性が実現されま
す。つまり、この場合、ビューのユーザーはデータの物理的な位置を知る必要がありませ
ん。

サイト自律性サイト自律性サイト自律性サイト自律性
サイト自律性サイト自律性サイト自律性サイト自律性とは、分散データベースの一部となっている各データベースが、ネットワーク
化されていないときと同じように、他のデータベースから独立して個別に管理されることを
意味します。各データベースは他のデータベースと協調して動作しますが、それらは個別に
管理される別々のシステムです。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 分散データベースの詳細は、『Oracle9i データベース管理者ガ
イド』を参照してください。
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分散データベースの概要
分散データ操作分散データ操作分散データ操作分散データ操作
Oracle の分散データベース・アーキテクチャは、リモート表のデータの問合せ、挿入、更新
および削除など、すべての DML 操作をサポートしています。リモート・データにアクセス
するには、リモート・オブジェクトのグローバル・オブジェクト名への参照を作成します。
リモート・データにアクセスするための特別なコーディングや複雑な構文は必要ありませ
ん。 

たとえば、リモート・データベース salesの表 employeesを問い合せるには、次のよう
にして表のグローバル・オブジェクト名を参照します。 

SELECT * FROM employees@sales; 

2 フェーズ・コミットフェーズ・コミットフェーズ・コミットフェーズ・コミット
Oracle は、分散環境でも、非分散環境と同じようにデータ整合性を保証できます。Oracle で
は、トランザクション・モデルと 2 フェーズ・コミット・メカニズムフェーズ・コミット・メカニズムフェーズ・コミット・メカニズムフェーズ・コミット・メカニズムを使用して、この整合
性を保証します。 

分散システム以外のシステムと同様にトランザクションを慎重に計画し、論理的な SQL 文
の集合を 1 単位としてトランザクションに含めることにより、それらがすべて成功するか、
あるいはすべて失敗するというようにできます。Oracle の 2 フェーズ・コミット・メカニズ
ムによって、発生したシステム障害やネットワーク障害のタイプに関係なく、分散トランザ
クションがすべての関連ノード上でコミットまたはロールバックされ、グローバルな分散
データベースでのデータ整合性を維持できることが保証されます。 

レプリケーションの概要レプリケーションの概要レプリケーションの概要レプリケーションの概要
レプリケーションレプリケーションレプリケーションレプリケーションとは、分散データベース・システムを構成する複数のデータベースの中
に、表などのデータベース・オブジェクトをコピーして維持するプロセスのことです。ある
サイトで適用された変更は、ローカルに獲得されて格納されてから、各リモート・ロケー
ションに転送され、適用されます。Oracle のレプリケーション機能は Oracle サーバーに完
全に統合されている機能です。これは別のサーバーではありません。

レプリケーションでは、分散データベース・テクノロジを使用して複数のサイト間でデータ
が共有されますが、レプリケート・データベースと分散データベースは同じものではありま
せん。分散データベースでは、データを多数の場所で使用できますが、特定の表は 1 箇所に
格納されます。 たとえば、employees表を、db2と db3データベースも格納されている分
散データベース・システムの db1データベースのみに格納できます。レプリケーションは、
同じデータを複数の場所で使用可能にすることを意味します。 たとえば、employees表は、
db1、db2および db3で使用可能です。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 16-11 ページ「2 フェーズ・コミット・メカニズム」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle9i レプリケーション』
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分散データベースの概要
表レプリケーション表レプリケーション表レプリケーション表レプリケーション
分散データベース・システムでは、ローカル・ユーザーが頻繁に問い合せるリモート表がし
ばしばレプリケートされます。頻繁にアクセスされるデータのコピーを複数のノード上に置
くことにより、分散データベースでネットワークを介して繰り返し情報を送信する必要がな
くなるため、データベース・アプリケーションのパフォーマンスを 大化する上で役立ちま
す。 

データは、マテリアライズド・ビューを使用してレプリケートできます。

多重化マテリアライズド・ビュー多重化マテリアライズド・ビュー多重化マテリアライズド・ビュー多重化マテリアライズド・ビュー
Oracle では、階層的で、更新可能なマテリアライズド・ビューをサポートしています。複数
層レプリケーションによって、分散アプリケーションを設計する上での柔軟性が高められて
います。 多重化マテリアライズド・ビューを使用すると、アプリケーションはレベル間に直
接的な接続がないマルチレベルのデータ・サブセットを管理できます。

更新可能なマテリアライズド・ビューによって、行の挿入、更新および削除が可能になるた
め、ターゲットのマスター表へ変更を反映させることができます。同期および非同期レプリ
ケーションをサポートします。

図 1-4 では、逆ツリー構造図で複数層アーキテクチャの例を示します。変更は、マスター
（ルート）によって も遠いところにあるマテリアライズド・ビューまで、ブランチに沿っ
て上下に伝えられます。

図図図図 1-4 複数層アーキテクチャ複数層アーキテクチャ複数層アーキテクチャ複数層アーキテクチャ
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競合解消競合解消競合解消競合解消  Oracle9i では、競合解消ルーチンを 上位レベルのマスター・サイトで定義しま
す。また、必要に応じて更新可能なマテリアライズド・ビュー・サイトにもプルできます。
このため、多重化マテリアライズド・ビューを持つことが可能になります。既存のシステム
定義の競合解消方法もサポートされています。

さらに、ユーザーは独自の競合解消ルーチンを記述できます。 ユーザー定義の競合解消方法
は、trueまたは falseを戻す PL/SQL ファンクションです。trueは、その方法がある列
グループについて競合するすべての変更を正常に解消できたことを示します。

Oracle Streams の概要の概要の概要の概要
 Oracle Streams を使用すると、データベース内またはデータベース間で、データ・ストリー
ム内のデータとイベントを共有できます。 ストリームにより、指定の情報が指定の宛先に
ルーティングされます。  Oracle Streams には、分散エンタープライズ・アプリケーション、
データ・ウェアハウスおよび高可用性ソリューションの作成と操作に必要な機能が用意され
ています。  Oracle Streams のすべての機能は同時に使用できます。ニーズが変更された場合
は、Oracle Streams の既存の機能を損なわずに新機能を実装できます。

 Oracle Streams を使用すると、ストリームに入れる情報、データベース間でのストリーム・
フローまたはルーティング、各データベースに入ったときにストリーム内でイベントに発生
する処理およびストリームの終了方法を制御できます。 ストリームの特定の機能を構成する
ことで、特定の要件に対処できます。 Oracle Streams は、指定に基づいて DML の変更や
DDL の変更など、データベース内でのイベントを自動的に取得して管理できます。 また、ス
トリームにユーザー定義イベントを入れることもできます。 その場合、Oracle Streams では、
情報が他のデータベースやアプリケーションに自動的に伝播します。 さらに、指定に基づい
てイベントが接続先データベース側で適用されます。

Oracle Streams を使用すると次の操作ができます。

� データベースでの変更の取得。 

表、スキーマまたはデータベース全体に対する変更を取得するように、バックグラウン
ドの取得プロセスを構成できます。 取得プロセスは REDO ログから変更を取得し、取得
した変更をそれぞれフォーマットして論理変更レコード（LCR）を作成します。 REDO
ログ内で変更が生成されたデータベースは、ソース・データベースと呼ばれます。

� キューへのイベントのエンキュー。 Oracle Streams のキューでは、LCR およびユー
ザー・メッセージという 2 種類のイベントを段階的に処理できます。 

取得プロセスは、LCR イベントを指定されたキューにエンキューします。 キューでは、
その LCR イベントを同じデータベース内で、または他のデータベースと共有できます。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 多重化マテリアライズド・ビューの作成と管理の詳細は、
『Oracle9i レプリケーション』と『Oracle9i SQL リファレンス』を参照し
てください。
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また、ユーザー・イベントをユーザー・アプリケーションで明示的にエンキューするこ
ともできます。 このように明示的にエンキューされたイベントは、LCR またはユー
ザー・メッセージとして使用できます。

� キュー間でのイベントの伝播。 この種のキューは、同じデータベースにあっても異なる
データベースにあってもかまいません。

� キューからのイベントのデキュー。

バックグラウンド適用プロセスで、キューからイベントをデキューできます。 また、
ユーザー・アプリケーションでイベントを明示的にデキューすることも可能です。

� データベースでのイベントの適用。

キュー内のすべてのイベント、または指定したイベントのみを適用するように、適用プ
ロセスを構成できます。 また、独自の PL/SQL サブプログラムをコールしてイベントを
処理するように構成することもできます。

LCR イベントが適用され、他のタイプのイベントが処理されるデータベースは、接続先
データベースと呼ばれます。 構成によっては、ソース・データベースと接続先データ
ベースが同一の場合があります。

その他、Oracle Streams には次の機能があります。

� 取得した LCR 内のタグ

� 有向ネットワーク

� 自動競合検出および解決

� 変換

� 異機種間での情報の共有

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle9i Streams』
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アドバンスト・キューイングの概要アドバンスト・キューイングの概要アドバンスト・キューイングの概要アドバンスト・キューイングの概要
アドバンスト・キューイングは、分散アプリケーションがメッセージを使用して非同期に通
信するための基盤を提供します。メッセージは Oracle サーバーによる遅延取出しおよび遅
延処理のために、キューに格納されます。これにより、トランザクション処理モニターや
メッセージ指向のミドルウェアなどの追加ソフトウェアがなくても、信頼できる効率のよい
キューイング・システムが提供されます。 

メッセージは、クライアントとサーバー間、および異なるサーバー上のプロセス間でやりと
りされます。 効率的なメッセージ・システムには、内容ベースのルーティング、サブスクリ
プションおよび問合せが実装されています。

メッセージ・システムは、次の 2 つのタイプのどちらかに分類できます。

� 同期通信

� 非同期通信

同期通信同期通信同期通信同期通信  同期通信は、要求 / 応答のパラダイムに基づくもので、あるプログラムが別のプ
ログラムに要求を送信し、応答が到着するまで待機するというものです。 

この通信モデル（オンライン通信または接続通信とも呼ぶ）は、作業を進める前に応答を受
信する必要があるプログラムに適しています。従来のクライアント / サーバーのアーキテク
チャは、このモデルに基づいています。 このモデルの大きな欠点は、コール側アプリケー
ションが動作するために、要求を受信するプログラムを使用可能かつ実行中の状態にしてお
く必要があるという点です。

非同期通信非同期通信非同期通信非同期通信  切断モデルまたは遅延モデルでは、プログラムは非同期に通信し、要求を
キューに入れてから次の作業に進みます。 

たとえば、特定の条件が満たされた後で、アプリケーションへのデータ入力や、操作の実行
を必要とする場合があります。要求を受けるプログラムは、キューから要求を取り出し、そ
の要求に従って動作します。このモデルは、要求をキューに入れた後でも作業を続けられる
アプリケーションに適しています。そのようなアプリケーションでは、応答を待機するため
に動作が止まることはありません。 

ネットワーク、マシンおよびアプリケーションに障害が発生しても正しく動作する遅延実行
の場合、要求は永続的に格納され、一度のみ処理される必要があります。 このことは、永続
キューイングとトランザクションの保護を組み合せることによって実現します。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 :  『Oracle9i アプリケーション開発者ガイド - アドバンスト・
キューイング』
                                                      Oracle サーバーの基礎知識 1-39



分散データベースの概要
異機種間サービスの概要異機種間サービスの概要異機種間サービスの概要異機種間サービスの概要
異機種間サービスは、非 Oracle データベース・システムへのアクセスに必要です。非
Oracle データベース・システムとは、次のようなシステムを指します。

� C 言語で記述された PL/SQL プロシージャ（つまり、外部プロシージャ）によってアク
セスされるシステム

� SQL（つまり、Oracle Transparent Gateway と一般的な接続）を通してアクセスされる
システム

� プロシージャ（つまり、プロシージャ型ゲートウェイ）によってアクセスされるシステ
ム

異機種間サービスによって、ユーザーは次の操作を実行できます。

� Oracle の SQL 文による非 Oracle システムに格納されているデータの取得

� Oracle プロシージャ・コールを使用した、Oracle 分散環境から非 Oracle システム、サー
ビスまたは Application Program Interface（API）へのアクセス

異機種間サービスは、通常は次の 2 つのいずれかの方法で適用されます。

� Oracle Transparent Gateway を異機種間サービスと連係させて使用すると、Oracle 
Transparent Gateway が設計上対応している特定のベンダー固有の非 Oracle システムに
アクセスできます。 たとえば、Solaris 上の Oracle Transparent Gateway for Sybase を使
用すると、Solaris プラットフォーム上で実行する Sybase 社のデータベース・システム
にアクセスできます。

� 異機種間サービスの一般的な接続である ODBC または OLE DB インタフェースを使用し
て、非 Oracle データベースにアクセスできます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle9i Heterogeneous Connectivity 管理者ガイド 』
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データの並行性と一貫性の概要
データの並行性と一貫性の概要データの並行性と一貫性の概要データの並行性と一貫性の概要データの並行性と一貫性の概要
この項では、情報管理システムの次のような重要な要件を満たすために Oracle が使用する
ソフトウェアのメカニズムについて説明します。 

� データを一貫した方法で読み込み、修正します。 

� マルチユーザー・システムのデータの並行性並行性並行性並行性を 大限に高めます。 

� データベース・システムの多数のユーザーから 大限の生産性を引き出すために高いパ
フォーマンスを実現します。 

並行性並行性並行性並行性
マルチユーザー・データベース管理システムの 大の関心は、並行性並行性並行性並行性をどのように制御する
か、つまり多数のユーザーによる同一データへの同時アクセスをどのように制御するかとい
うことです。十分な並行性制御機能がなければ、データが不当に更新または変更され、デー
タ整合性が損なわれる可能性があります。 

多数のユーザーが同一データにアクセスしている場合、データの並行性を管理する 1 つの方
法は、各ユーザーに順番待ちをさせることです。データベース管理システムの目標は、その
待ち時間を、各ユーザーにとって存在しないか、または無視できる程度まで短縮することで
す。すべての DML 文をできるだけ干渉がなくなるように処理し、同時実行のトランザク
ション間の破壊的な相互作用を防止する必要があります。破壊的な相互作用とは、不正確な
データの更新または基礎となるデータ構造の不正な変更を引き起こす相互作用です。パ
フォーマンスとデータ整合性は、どちらも無視できません。 

Oracle では、様々なタイプのロックとマルチバージョン一貫性モデルを使用することで、こ
のような問題を解決します。この 2 つの機能については、この項で後述します。これらの機
能は、トランザクションの概念に基づいています。並行性と一貫性に関するこれらの機能が
トランザクションで十分に活用されるようにするのは、アプリケーション設計者の責任で
す。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 並行性および一貫性機能の詳細は、1-19 ページの「トランザ
クションを使用したデータ整合性」を参照してください。
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データの並行性と一貫性の概要
読込み一貫性読込み一貫性読込み一貫性読込み一貫性
Oracle がサポートする読込み一貫性は、次のようなことを保証します。 

� 文が参照するデータの集合が、ある特定の時点で一貫しており、文の実行中に変化しま
せん（文レベルの読込み一貫性）。

� データベース・データを読み込むユーザーは、その同じデータを書き込むユーザーまた
はそれを読み込む他のユーザーのために待機しません。

� データベース・データを書き込むユーザーは、その同じデータを読み込むユーザーのた
めに待機しません。

� 同時実行のトランザクションで同一行を更新しようとする場合にのみ、データを書き込
むユーザーは他の書込みユーザーに対して待機します。

Oracle の読込み一貫性の実現について考える も簡単な方法は、ユーザーがそれぞれ自分専
用のデータベースのコピーを操作している状況を想定することです（つまりマルチバージョ
ンの一貫性モデル）。 

読込み一貫性、読込み一貫性、読込み一貫性、読込み一貫性、UNDO レコードおよびトランザクションレコードおよびトランザクションレコードおよびトランザクションレコードおよびトランザクション
マルチバージョンの一貫性モデルを管理するために、表に対する問合せ（読込み）や同時更
新（書込み）の実行時に Oracle は読込み一貫性を備えたデータの集合を作成する必要があ
ります。更新が発生すると、それによって変更されたデータの元の値が、データベースの
UNDO レコードに記録されます。この更新がコミットされていないトランザクションの一
部であるかぎり、変更されたデータに後から問い合せたユーザーは、データの元の値を参照
することになります。つまり、Oracle はシステム・グローバル領域内の現在の情報と
UNDO レコードにある情報を使用して、問合せのために表データの読込み一貫性を備えた読込み一貫性を備えた読込み一貫性を備えた読込み一貫性を備えた
ビュービュービュービューを作成します。 

トランザクションがコミットされた時点で初めて、トランザクションの変更が確定します。
ユーザーのトランザクションがコミットされた後に開始された文のみが、そのコミットされ
たトランザクションによって加えられた変更を参照することになります。 

トランザクションは、読込み一貫性を実現するための重要な機能であることに注意してくだ
さい。コミット済みの（またはコミットされていない）SQL 文から構成されているトランザ
クションは、次のように機能します。

� 読込みユーザーのために生成される、読込み一貫性を備えたビューの開始点を示しま
す。

� データベースの他のトランザクションが、変更データを読込みまたは更新のために参照
できるタイミングを制御します。
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データの並行性と一貫性の概要
読取り専用トランザクション読取り専用トランザクション読取り専用トランザクション読取り専用トランザクション
デフォルトでは、文レベルの読込み一貫性が保証されます。1 つの問合せによって戻された
一連のデータは、ある特定の時点での一貫性を保っています。 ただし、場合によっては、ト
ランザクション・レベルの読込み一貫性が必要になることもあります。これは、1 つのトラ
ンザクション内で複数の問合せを実行するときに、そのトランザクション内の問合せが、途
中でコミットされた他のトランザクションの結果を参照しないように、1 つのトランザク
ション内のすべての問合せに同一時点を基準とした読込み一貫性を持たせる機能です。 

複数の表に対して多数の問合せを実行し、更新を行わない場合は、読取り専用トランザク読取り専用トランザク読取り専用トランザク読取り専用トランザク
ションションションションを使用します。 トランザクションが読取り専用であると指定した後は、それぞれの問
合せの結果が同一時点を基準にした読込み一貫性を持つことがわかっているため、任意の表
に対して必要な数の問合せを実行できます。 

ロックのメカニズムロックのメカニズムロックのメカニズムロックのメカニズム
Oracle は、ロックロックロックロックを使用してデータへの同時アクセスを制御します。ロックは、Oracle デー
タにアクセスするユーザー間で破壊的な相互作用が起きるのを防止するためのメカニズムで
す。 

ロックは、一貫性と整合性を保証するために使用されます。 一貫性とは、ユーザーがデータ
を使用し終えるまで、参照中または変更中のデータが（他のユーザーによって）変更されな
いことを意味します。 整合性とは、データベースのデータと構造が、すべての変更を正しい
順序で反映していることを意味します。

ロックによって、データ整合性を保証すると同時に、無制限数のユーザーがデータに同時ア
クセスできる数を 大化します。 

自動ロック自動ロック自動ロック自動ロック
Oracle のロックは自動的に実行されるため、ユーザーの操作は必要ありません。要求される
処理によっては、必要に応じて暗黙的ロックが SQL 文に対して発生します。 

Oracle のロック・マネージャ（ロック管理機能）は、行レベルで表データを自動的にロック
します。行レベルで表データをロックすることで、同一データへの競合が 小限に抑えられ
ます。 

ロックを設定する操作のタイプに応じて、異なるタイプの行ロックを保持します。 一般に、
ロックには排他ロック排他ロック排他ロック排他ロックと共有ロック共有ロック共有ロック共有ロックの 2 種類があります。排他ロックは、1 つのリソース

（行や表など）に対して 1 つだけ設定できます。一方、共有ロックは、1 つのリソースに対し
て数多く設定できます。排他ロックと共有ロックでは、ロックされたリソースに対する問合
せはいつでも許可されますが、そのリソースに対する他のアクティビティ（更新や削除な
ど）は禁止されます。 
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手動ロック手動ロック手動ロック手動ロック
状況によっては、ユーザーは、デフォルト・ロックをオーバーライドできます。Oracle で
は、自動ロック機能を行レベル（後続の文で更新する行を 初に問い合せておく）と表レベ
ルの両方で手動変更できます。 

データベースの静止データベースの静止データベースの静止データベースの静止
データベース管理者は、同時に実行するデータベース管理者以外の処理を分離する必要が生
じることがあります。つまり、同時に実行するデータベース管理者以外のトランザクショ
ン、問合せ、PL/SQL 文を分離します。このような分離を実行する方法の 1 つとして、デー
タベースを停止してから、制限モードで再オープンする方法があります。 データベースの静
止機能は、別の方法によって分離を実行します。つまり、ユーザーに作業を中断させること
なくシステムを静止状態にします。

データベース管理者は SQL 文を使用してデータベースを静止させます。 システムが静止状態
になると、データベース管理者は、データベース管理者以外の処理を分離して安全に実行で
きます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 20-34 ページ「明示的（手動）データ・ロック」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 20-16 ページ「データベースの静止」
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データベース・セキュリティの概要データベース・セキュリティの概要データベース・セキュリティの概要データベース・セキュリティの概要
Oracle には、データベースへのアクセス方法と使用方法を制御するためのセキュリティ機能
が用意されています。たとえば、セキュリティ・メカニズムは次のように機能します。 

� 権限のないデータベース・アクセスを防止します。

� 権限のないスキーマ・オブジェクトへのアクセスを防止します。

� ユーザーのアクションを監査します。

スキーマは、各データベース・ユーザーに、そのユーザーと同じ名前によって対応付けられ
ます。デフォルトでは、各データベース・ユーザーは、対応するスキーマ内のすべてのオブ
ジェクトを作成およびアクセスする権利を持っています。 

データベース・セキュリティはシステム・セキュリティシステム・セキュリティシステム・セキュリティシステム・セキュリティとデータ・セキュリティデータ・セキュリティデータ・セキュリティデータ・セキュリティの 2 つのカ
テゴリに分類できます。 

システム・セキュリティシステム・セキュリティシステム・セキュリティシステム・セキュリティには、システム・レベルにおけるデータベースのアクセスと使用を
制御するメカニズムが含まれています。たとえば、次のものが含まれます。

� 有効なユーザー名とパスワードの組合せ

� ユーザーのスキーマ・オブジェクトに対して使用可能なディスク領域の容量

� ユーザーに対するリソース制限

システム・セキュリティ・メカニズムでは、ユーザーがデータベースへの接続を認可されて
いるかどうか、データベース監査がアクティブになっているかどうかと、ユーザーが実行で
きるシステム操作がチェックされます。 

データ・セキュリティデータ・セキュリティデータ・セキュリティデータ・セキュリティには、スキーマ・オブジェクト・レベルにおけるデータベースのアク
セスと使用を制御するメカニズムが含まれています。たとえば、データ・セキュリティには
次のものが含まれます。 

� 特定のスキーマ・オブジェクトにアクセスできるユーザーと、そのスキーマ・オブジェ
クトに対して各ユーザーが許可されている特定のタイプのアクション（たとえば、ユー
ザー SCOTTは employees表に対して SELECT文と INSERT文を発行できますが、
DELETE文は発行できません）。

� 各スキーマ・オブジェクトに対して監査されるアクション。

� 無許可ユーザーが Oracle を介さずにデータにアクセスするのを防ぐためのデータ暗号
化。
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セキュリティのメカニズムセキュリティのメカニズムセキュリティのメカニズムセキュリティのメカニズム
Oracle サーバーでは、任意アクセス制御任意アクセス制御任意アクセス制御任意アクセス制御が可能です。任意アクセス制御とは、権限に基づい
て情報へのアクセスを制限する方法です。ユーザーがスキーマ・オブジェクトにアクセスす
るには、そのユーザーは適切な権限を割り当てられている必要があります。適切な権限が付
与されているユーザーは、他のユーザーに自分で任意に権限を付与できます。このため、こ
のタイプのセキュリティを任意任意任意任意セキュリティと呼びます。

Oracle は、次のようにいくつかの異なる機能を使用してデータベース・セキュリティを管理
します。 

� データベース・ユーザーとスキーマ

� 権限 

� ロール 

� 記憶域の設定と割当て制限

� プロファイルとリソース制限

� ユーザー・アクションの選択的な監査

� ファイングレイン監査

図 1-5 に、Oracle の各種セキュリティ機能の関連を示します。次の項では、ユーザー、権限
およびロールの概要について説明します。 

図図図図 1-5 Oracle のセキュリティ機能のセキュリティ機能のセキュリティ機能のセキュリティ機能
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データベース・ユーザーとスキーマデータベース・ユーザーとスキーマデータベース・ユーザーとスキーマデータベース・ユーザーとスキーマ
それぞれの Oracle データベースは、ユーザー名のリストを持っています。データベースに
アクセスするには、ユーザーはデータベース・アプリケーションを使用してデータベースの
有効なユーザー名で接続する必要があります。無許可での使用を防止するために、各ユー
ザー名にはパスワードが対応付けられます。 

セキュリティ・ドメインセキュリティ・ドメインセキュリティ・ドメインセキュリティ・ドメイン  各ユーザーはセキュリティ・ドメインセキュリティ・ドメインセキュリティ・ドメインセキュリティ・ドメイン、つまり、次のようなこと
を決定する一連のプロパティを持っています。

� ユーザーが行える操作（権限とロール）

� ユーザーに対する表領域の割当て制限（利用可能なディスク領域）

� ユーザーのためのシステム・リソース制限（CPU 処理時間など）

ユーザーのセキュリティ・ドメインに寄与する各プロパティについては、この後の項で説明
します。 

権限権限権限権限
権限権限権限権限は、特定のタイプの SQL 文を実行するための権利です。たとえば、次のことをする権
利が権限です。 

� データベースへの接続（セッションの作成）

� スキーマ内への表の作成

� 他のユーザーの表からの行の選択

� 他のユーザーのストアド・プロシージャの実行

Oracle データベースの権限は、システム権限システム権限システム権限システム権限とオブジェクト権限オブジェクト権限オブジェクト権限オブジェクト権限の 2 つに分類できます。 

システム権限システム権限システム権限システム権限  システム権限システム権限システム権限システム権限によって、ユーザーは特定のシステム全体に対する操作を行っ
たり、特定タイプのスキーマ・オブジェクトに対して特定の操作を行えます。たとえば、表
領域を作成する権限やデータベース内にある任意の表の行を削除する権限はシステム権限で
す。多くのシステム権限は非常に強力であるため、それを使用できるのは管理者とアプリ
ケーション開発者だけです。 

オブジェクト権限オブジェクト権限オブジェクト権限オブジェクト権限  オブジェクト権限オブジェクト権限オブジェクト権限オブジェクト権限によって、ユーザーは特定のスキーマ・オブジェクト
に対して特定のアクションを実行できます。たとえば、特定の表の行を削除する権限は、オ
ブジェクト権限です。ユーザーは、オブジェクト権限を付与される（割り当てられる）と、
データベース・アプリケーションを使用して特定のタスクを完了できます。 

権限の付与権限の付与権限の付与権限の付与   ユーザーは権限が付与されると、データベース内のデータにアクセスしたり変
更できます。ユーザーは、次のような 2 通りの形態で権限を付与されます。 

� 権限はユーザーに対して明示的に付与できます。 たとえば、employees表にレコードを
挿入するための権限を、ユーザー SCOTTに明示的に付与できます。 
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� 権限はロールロールロールロール（名前付き権限グループ）に対して付与できます。さらに、そのロールを
1 人以上のユーザーに対して付与できます。 たとえば、employees表にレコードを挿入
するための権限を、CLERKという名前のロールに付与できます。さらに、このロールを
ユーザー SCOTTや BRIANに付与できます。 

ロールによって、より簡単でより優れた権限管理が実現できるため、権限は通常特定のユー
ザーではなくロールに対して付与します。次の項では、ロールとその使用の詳細を説明しま
す。 

ロールロールロールロール
Oracle では、ロールを使用することで簡単かつ制御された権限管理を実現できます。ロールロールロールロール
は、関連する権限のグループに名前を付けたもので、ユーザーまたは他のロールに付与しま
す。

記憶域の設定と割当て制限記憶域の設定と割当て制限記憶域の設定と割当て制限記憶域の設定と割当て制限
Oracle では、データベースに割り当てられる各ユーザーのディスク領域の使用を管理また制
御する方法を提供します。これには、デフォルト表領域、一時表領域および表領域の割当て
などがあります。 

デフォルト表領域デフォルト表領域デフォルト表領域デフォルト表領域  各ユーザーには、デフォルト表領域デフォルト表領域デフォルト表領域デフォルト表領域が対応付けられます。ユーザーがス
キーマ・オブジェクトを作成する権限と、指定されたデフォルト表領域に対する割当て制限
を持っている場合、表、索引またはクラスタの作成時にそのスキーマ・オブジェクトを物理
的に格納する表領域を指定しないと、そのユーザーのデフォルト表領域が使用されます。 デ
フォルト表領域の機能によって、スキーマ・オブジェクトの位置が指定されていない状況
で、領域の使用を指示する情報が Oracle に与えられます。 

一時表領域一時表領域一時表領域一時表領域  各ユーザーは、一時表領域一時表領域一時表領域一時表領域を持っています。 ユーザーが一時セグメントの作成を
必要とする SQL 文（索引の作成など）を実行するときには、そのユーザーの一時表領域が
使用されます。すべてのユーザーの一時セグメントを別の表領域に割り当てることによっ
て、一時表領域機能は、一時セグメントと他のタイプのセグメントとの間の I/O 競合を低減
します。 

表領域割当て制限表領域割当て制限表領域割当て制限表領域割当て制限  Oracle は、スキーマ内のオブジェクトに使用可能なディスク領域の容量
を制限できます。割当て制限割当て制限割当て制限割当て制限（領域制限）は、ユーザーが使用可能な表領域ごとに設定でき
ます。表領域割当て制限によるセキュリティ機能によって、特定のスキーマのオブジェクト
が使用するディスク領域の容量を選択的に制御できます。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : ロール・プロパティの詳細は、23-17 ページの「ロールの概
要」を参照してください。
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プロファイルとリソース制限プロファイルとリソース制限プロファイルとリソース制限プロファイルとリソース制限
各ユーザーには、そのユーザーが使用可能な複数のシステム・リソースに関する制限を指定
したプロファイルプロファイルプロファイルプロファイルが割り当てられます。プロファイルには次のような制限が指定されます。

� ユーザーが確立できる同時セッションの数

� 次の処理について使用可能な CPU 処理時間

– ユーザーのセッション

– SQL 文による Oracle への 1 回のコール

� 次の処理について使用可能な論理 I/O の総量

– ユーザーのセッション

– SQL 文による Oracle への 1 回のコール

� ユーザーのセッションで使用可能なアイドル時間の総量

� ユーザーのセッションで使用可能な接続時間の総量

� パスワード制限 

– 複数のログインが失敗したときにアカウントをロックする機能

– パスワードの期限切れと猶予期間

– パスワードの再利用と複雑さに関する制限

データベースの各ユーザーに対して、個別に異なるプロファイルを作成し、割り当てること
ができます。明示的にプロファイルを割り当てられていないすべてのユーザーには、デフォ
ルト・プロファイルが提供されます。リソース制限機能は、グローバルなデータベース・シ
ステム・リソースが過度に使用されることを防ぎます。 

ユーザー・アクションの選択的な監査ユーザー・アクションの選択的な監査ユーザー・アクションの選択的な監査ユーザー・アクションの選択的な監査
Oracle では、疑わしいデータベース使用の調査を支援するために、ユーザー・アクションを
選択的に監査監査監査監査できます（記録式の監視）。 監査は、文監査、権限監査およびスキーマ・オブ
ジェクト監査の 3 つのレベルで実行できます。 

文監査文監査文監査文監査  文監査は、特定のスキーマ・オブジェクトとは無関係な、特定の SQL 文の監査で
す。 また、データベース管理者は、データベース・トリガーを使用して、Oracle に組み込ま
れている監査機能を拡張し、カスタマイズできます。

文監査では、システムの全ユーザーの広範な監査、またはシステムの特定ユーザーの集中的
な監査ができます。 たとえば、ユーザーごとの文監査では、ユーザー SCOTTと LORIによる
データベースへの接続と切断を監査できます。 
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権限監査権限監査権限監査権限監査  権限監査は、特定のスキーマ・オブジェクトとは無関係な、強力なシステム権限
の監査です。権限監査では、全ユーザーの広範な監査、または特定ユーザーの集中的な監査
ができます。 

スキーマ・オブジェクト監査スキーマ・オブジェクト監査スキーマ・オブジェクト監査スキーマ・オブジェクト監査  スキーマ・オブジェクト監査は、ユーザーとは無関係の、特
定のスキーマ・オブジェクトへのアクセスの監査です。オブジェクト監査では、特定の表に
発行される SELECT文や DELETE文など、オブジェクト権限によって許可される文を監視し
ます。

Oracle では、すべてのタイプの監査について、正常に終了した文の実行、失敗した文の実行
またはその両方という選択的な監査ができます。これにより、文を発行しているユーザーが
その文を発行するための適切な権限を持っているかどうかにかかわらず、疑わしい文を監査
できます。監査の結果は、監査証跡監査証跡監査証跡監査証跡と呼ばれる表に記録されます。監査レコードを簡単に検
索できるように、事前に定義された監査証跡のビューを使用できます。 

ファイングレイン監査ファイングレイン監査ファイングレイン監査ファイングレイン監査
ファイングレイン監査を行うと、データ・アクセスを内容に基づいて監視できます。 たとえ
ば、中央の税務当局は職員によるアクセス違反から保護するために所得申告情報へのアクセ
スを追跡する必要があります。 特定のユーザーが特定の表に対して SELECT権限を使用した
ことのみでなく、どのようなデータがアクセスされたかを判断できるように、十分な詳細が
必要になります。 ファイングレイン監査は、この機能を提供します。 

通常、ファイングレイン監査方針は、選択的監査の条件として表オブジェクトに対する単純
なユーザー定義 SQL 条件に基づいています。 フェッチ中に戻される行が方針の条件を満たす
と、その問合せが監査対象となります。 後で Oracle は自律型トランザクションを使用して
ユーザー定義監査イベント・ハンドラを実行し、イベントを処理します。 

ファイングレイン監査をユーザー・アプリケーションに実装するには、DBMS_FGAパッケー
ジを使用する方法と、データベース・トリガーを使用する方法があります。 
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データベース管理の概要
データベース管理の概要データベース管理の概要データベース管理の概要データベース管理の概要
Oracle データベース・システムの運用管理者はデータベース管理者（DBA）と呼ばれ、
Oracle データベースの作成、円滑な運用の保証および使用の監視を担当します。 

Enterprise Manager の概要の概要の概要の概要
Enterprise Manager は、異機種間環境を集中管理するための統合ソリューションを提供する
システム管理ツールです。 Enterprise Manager は、グラフィカル・コンソール、Oracle 
Management Server、Oracle Intelligent Agent、共通サービスおよび管理ツールを組み合せ
ることで、Oracle 製品を管理するための包括的なシステム管理プラットフォームを提供しま
す。 

クライアント・インタフェースである Enterprise Manager コンソールから、次のタスクを実
行できます。 

� データベース、iAS サーバー、アプリケーションおよびサービスなど、Oracle 環境全体
の管理

� 複数のデータベースの診断、変更およびチューニング

� 複数システムでのタスクの様々な時間間隔によるスケジュール

� ネットワーク全体にわたるデータベースの状態の監視

� 多数の場所からの複数のネットワーク・ノードおよびサービスの管理

� 他の管理者とのタスクの共有

� 管理タスクを容易にするための関連ターゲットのグループ化

� 統合された Oracle およびサード・パーティ製のツールの起動

� Enterprise Manager 管理者による表示のカスタマイズ

関連項目関連項目関連項目関連項目 : データベース管理タスクの詳細は、『Oracle9i データベース管
理者ガイド』を参照してください。
                                                      Oracle サーバーの基礎知識 1-51



データベース管理の概要
データベースのバックアップおよびリカバリの概要データベースのバックアップおよびリカバリの概要データベースのバックアップおよびリカバリの概要データベースのバックアップおよびリカバリの概要
この項では、次のことを実現するために Oracle で使用されている構造とメカニズムについ
て説明します。

� 様々なタイプの障害が発生した場合に必要となるデータベースのリカバリ

� どのような状況にも対応する柔軟なリカバリ操作

� バックアップおよびリカバリの処理中のデータの可用性（システムのユーザーが作業を
継続できるようにする）

リカバリが重要な理由リカバリが重要な理由リカバリが重要な理由リカバリが重要な理由
どのようなデータベース・システムでも、常にシステムやハードウェアの障害が発生する可
能性があります。障害が発生し、データベースが影響を受けた場合は、データベースをリカ
バリする必要があります。障害発生後の目標は、コミットされたすべてのトランザクション
の影響を、リカバリするデータベースに確実に反映させ、その障害によって生じた問題から
ユーザーを隔離しながら、できるだけ迅速に通常の運用状態に復帰させることです。 

障害のタイプ障害のタイプ障害のタイプ障害のタイプ
状況によっては、Oracle データベースの操作が中断されます。 次の表に、 も一般的な障害
のタイプを示します。

障害障害障害障害 説明説明説明説明

ユーザー・エラー エラー発生前の状態までデータベースをリカバリする必要があ
ります。 たとえば、ユーザーが誤って表を削除した場合を考えま

す。ユーザー・エラーからのリカバリを可能にし、その他の固
有のリカバリ要件を満たすために、Oracle は厳密な時間管理に

よるリカバリ機能を用意しています。たとえば、ユーザーが
誤って表を削除した場合、データベースは表が削除された直前
の状態にリカバリできます。 

文障害 Oracle プログラム内の文の処理中に論理的な障害があると発生

します。 文障害が発生すると、文による影響がある場合は Oracle
によって自動的に取り消され、ユーザーに制御が戻されます。 

プロセス障害 接続の異常切断やプロセスの異常終了など、Oracle にアクセス

しているユーザー・プロセスでの障害が原因で発生します。 バッ

クグラウンド・プロセス PMON は障害を起こしたユーザー・プ

ロセスを自動的に検出し、そのプロセスのうちコミットされて
いないトランザクションをロールバックし、そのプロセスで使
用中だったリソースを解放します。 
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データベース管理の概要
Oracle では、ディスク障害など、発生する可能性のあるすべてのタイプのハードウェア障害
から、完全なメディア・リカバリを実行できます。データベースを完全にリカバリするか、
または部分的に特定の時点までリカバリできるように、オプションが用意されています。

ディスク障害のためにいくつかのデータ・ファイルが破損しても、データベースの大部分は
損なわれておらず、そのまま運用できるという場合にかぎり、必要な表領域を個別にリカバ
リする間、データベースをオープンしたままにしておくことができます。したがって、デー
タベースのうち損害を受けていない部分は、破損した部分のリカバリ中も日常業務に使用で
きます。 

インスタンス障害 インスタンスで作業を継続できないような問題が発生すると、
この障害が発生します。 インスタンス障害は、停電などのハード

ウェア問題、またはオペレーティング・システム障害などのソ
フトウェア問題が原因で発生することがあります。インスタン
ス障害が発生した場合、システム・グローバル領域のバッファ
内のデータは、データ・ファイルに書き込まれません。 

インスタンス障害が発生すると、Oracle は自動的にインスタンインスタンインスタンインスタン

ス・リカバリス・リカバリス・リカバリス・リカバリを実行します。 Real Application Clusters 環境では、

あるインスタンスに障害が発生すると、そのインスタンスの
REDO を別のインスタンスがリカバリします。 シングル・インス

タンス・データベース、またはすべてのインスタンスに障害が
発生した Real Application Clusters データベースでは、データ

ベースの再起動時に Oracle がすべての REDO を自動的に適用し

ます。

メディア（ディスク）障害 データベースを操作する上で必要なディスク上のファイルに対
して読込み / 書込みを実行しているときに、エラーが発生する

ことがあります。 一般的な例は、ディスク・ヘッドの障害です。

この場合、ディスク・ドライブ上のファイルはすべて失われま
す。 

データ・ファイル、REDO ログ・ファイルおよび制御ファイル

など、様々なファイルが、このタイプのディスク障害によって
影響を受ける可能性があります。また、データベース・インス
タンスは正常に機能し続けることができないため、システム・
グローバル領域のデータベース・バッファ内のデータをデータ・
ファイルに書き込むことができません。 

ディスク障害が発生した場合は、失われたファイルをリストア
してからメディア・リカバリメディア・リカバリメディア・リカバリメディア・リカバリを実行する必要があります。 インス

タンス・リカバリとは異なり、メディア・リカバリはユーザー
が開始する必要があります。 メディア・リカバリは、障害のため

に失われたメモリー内のコミット済みデータなど、データ・
ファイル内の情報がディスク障害の起こる直前の状態に対応す
るように、リストアされたデータ・ファイルを更新します。

障害障害障害障害 説明説明説明説明
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データベース管理の概要
リカバリに使用される構造リカバリに使用される構造リカバリに使用される構造リカバリに使用される構造
Oracle は、REDO ログログログログ、UNDO レコードレコードレコードレコード、制御ファイル制御ファイル制御ファイル制御ファイルおよびデータベース・バックアッデータベース・バックアッデータベース・バックアッデータベース・バックアッ
ププププなど、いくつかの構造を使用して、インスタンス障害やディスク障害から完全にリカバリ
します。 互換性が Oracle9i 以上に設定されている場合、UNDO レコードは UNDO 表領域ま
たはロールバック・セグメントに格納できます。

REDO ログログログログ  REDO ログログログログとはデータ・ファイルに書き込まれていない、メモリー内の変更済み
データベース・データを保護するファイルの集合です。 REDO ログは、オンラインオンラインオンラインオンライン REDO ロロロロ
ググググとアーカイブアーカイブアーカイブアーカイブ REDO ログログログログの 2 つの部分で構成できます。 

オンラインオンラインオンラインオンライン REDO ログログログログは、2 つ以上のオンラインオンラインオンラインオンライン REDO ログ・ファイルログ・ファイルログ・ファイルログ・ファイルの集合であり、
データベースに対して行われたすべての変更が、コミット済みかどうかを問わず記録されま
す。 REDO エントリは、システム・グローバル領域の REDO ログ・バッファに一時的に格納
され、バックグラウンド・プロセス LGWR はこの REDO エントリをオンライン REDO ロ
グ・ファイルに順次書き込みます。LGWR は REDO エントリを絶えず書き込みます。つま
り、ユーザー・プロセスがトランザクションをコミットするたびに、コミット・レコードを
書き込みます。 

いっぱいになったオンライン REDO ログ・ファイルは、オプションでアーカイブアーカイブアーカイブアーカイブ REDO ロロロロ
ググググを作成して再利用の前に手動で、または自動的にアーカイブすることができます。 

アーカイブを使用可能または使用禁止にするには、データベースを次のいずれかのモードに
設定します。 

� ARCHIVELOG: いっぱいになったオンライン REDO ログ・ファイルは、循環方式で再利
用される前にアーカイブされます。 

� NOARCHIVELOG: いっぱいになったオンライン REDO ログ・ファイルはアーカイブされ
ません。 

ARCHIVELOGモードにすると、インスタンスおよびディスク障害からデータベースを完全に
リカバリできます。データベースがオープンされ使用可能な場合にも、バックアップを取る
ことが可能です。ただし、管理操作を追加して、アーカイブ REDO ログをメンテナンスす
る必要があります。

データベースの REDO ログを NOARCHIVELOGモードで運用している場合、データベースを
インスタンス障害から完全にリカバリできますが、ディスク障害からはリカバリできませ
ん。また、データベースが完全にクローズされている間のみ、データベースのバックアップ
を作成できます。アーカイブ REDO ログが作成されないため、データベース管理者による
余分な作業は必要ありません。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : UNDO レコードの管理の詳細は、2-16 ページの「自動
UNDO 管理」を参照してください。
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データベース管理の概要
UNDO レコードレコードレコードレコード  UNDO レコードは、UNDO 表領域またはロールバック・セグメントに格納
できます。 Oracle は、コミットされていないトランザクション内で変更があったブロックの
ビフォア・イメージにアクセスするなど、様々な目的で UNDO データを使用します。 デー
タベース・リカバリ中には、Oracle は REDO ログに記録された変更をすべて適用した後、
UNDO 情報を使用して、コミットされていないトランザクションをロールバックします。

制御ファイル制御ファイル制御ファイル制御ファイル  データベースの制御ファイル制御ファイル制御ファイル制御ファイルには、主としてデータベースのファイル構造と、
LGWR によって書き込まれているカレント・ログ順序番号についての情報が保管されます。
通常のリカバリ手順では、リカバリ操作を自動的に進行させるために制御ファイル内の情報
を使用します。 Oracle は、制御ファイルを多重化多重化多重化多重化できます。つまり、多数の同じ制御ファイ
ルが同時にメンテナンスされます。 

データベースのバックアップデータベースのバックアップデータベースのバックアップデータベースのバックアップ  ディスク障害では、1 つ以上のファイルが物理的に破損してい
る可能性があるため、メディア・リカバリでは、データベースの 新のオペレーティング・
システム・バックアップから、破損したファイルをリストアする必要があります。 

データベース・ファイルのバックアップを作成するには、Recovery Manager を使用する方
法（推奨）とオペレーティング・システムのユーティリティを使用する方法があります。
Recovery Manager（RMAN）は、バックアップおよびリカバリの操作を管理する Oracle
ユーティリティです。データベース・ファイル（データ・ファイル、制御ファイルおよび
アーカイブ REDO ログ・ファイル）のバックアップを作成したり、バックアップを使用し
てデータベースのリストアやリカバリを行います。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

�  UNDO 領域の管理の詳細は、『Oracle9i データベース管理者ガイド』
を参照してください。

� 起動時の UNDO メソッドの指定の詳細は、5-8 ページの「UNDO 領域
の取得と管理」を参照してください。

� UNDO 領域の管理の詳細は、2-16 ページの「自動 UNDO 管理」を参
照してください。
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データ・ウェアハウスの概要
データ・ウェアハウスの概要データ・ウェアハウスの概要データ・ウェアハウスの概要データ・ウェアハウスの概要
データ・ウェアハウスは、トランザクション処理ではなく問合せおよび分析用に設計された
リレーショナル・データベースです。 通常は、トランザクション・データから導出された履
歴データが格納されますが、他のソースからのデータも格納できます。 データ・ウェアハウ
スにより、分析のワークロードがトランザクションのワークロードから分離され、組織は複
数のソースからのデータを連結できます。

データ・ウェアハウス環境には、リレーショナル・データベースの他に、ETL ソリューショ
ン、オンライン分析処理（OLAP）エンジン、クライアント分析ツール、データを収集して
ビジネス・ユーザーに配信するプロセスを管理する他のアプリケーションがあります。

データ・ウェアハウスとデータ・ウェアハウスとデータ・ウェアハウスとデータ・ウェアハウスと OLTP システムの相違点システムの相違点システムの相違点システムの相違点
データ・ウェアハウスと OLTP システムでは、要件が大きく異なります。 ここでは、典型的
なデータ・ウェアハウスと OLTP システムの相違点の例を示します。

ワークロードワークロードワークロードワークロード
データ・ウェアハウスは非定型問合せに適応するように設計されています。 データ・ウェア
ハウスのワークロードは事前に不明な場合があります。このため、データ・ウェアハウスは
様々な問合せ操作を適切に実行できるように 適化する必要があります。

OLTP システムでサポートされるのは、事前定義済みの操作のみです。 これらの操作のみを
サポートするように、アプリケーションの特別なチューニングや設計が必要になる場合があ
ります。

データ修正データ修正データ修正データ修正
データ・ウェアハウスは、バルク・データ修正テクニックを使用して（夜間または週次で実
行される）ETL プロセスにより定期的に更新されます。 データ・ウェアハウスをエンド・
ユーザーが直接更新することはありません。

OLTP システムでは、エンド・ユーザーはデータベースに対して個々のデータ修正文を定期
的に発行します。 OLTP データベースは常に 新であり、各ビジネス・トランザクションの
現在の状態が反映されます。

スキーマ設計スキーマ設計スキーマ設計スキーマ設計
通常、データ・ウェアハウスでは、全体または一部が非正規化されたスキーマ（スター・ス
キーマなど）を使用して、問合せパフォーマンスが 適化されます。

OLTP システムでは、通常は完全に正規化されたスキーマを使用して更新 / 挿入 / 削除のパ
フォーマンスが 適化され、データ整合性が保証されます。
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データ・ウェアハウスの概要
典型的な操作典型的な操作典型的な操作典型的な操作
典型的なデータ・ウェアハウスの問合せでは、数千または数百万行がスキャンされます。た
とえば、「すべての顧客について先月の総売上を検索する」などです。

典型的な OLTP 操作は、少数のレコードにのみアクセスします。 たとえば、「この顧客の現
行の注文を検索する」などです。

履歴データ履歴データ履歴データ履歴データ
通常、データ・ウェアハウスには、数か月または数年分のデータが格納されます。 これは、
履歴分析をサポートするためです。

OLTP システムには、通常は数週または数か月分のデータしか格納されません。 OLTP シス
テムでは、現行のトランザクションの要件を適切に満たすために必要な履歴データのみが格
納されます。

データ・ウェアハウスのアーキテクチャデータ・ウェアハウスのアーキテクチャデータ・ウェアハウスのアーキテクチャデータ・ウェアハウスのアーキテクチャ
データ・ウェアハウスとそのアーキテクチャは、組織の状況に応じて異なります。 次の 3 つ
のアーキテクチャが一般的です。

� データ・ウェアハウスのアーキテクチャ（基本）

� データ・ウェアハウスのアーキテクチャ（ステージング領域あり）

� データ・ウェアハウスのアーキテクチャ（ステージング領域およびデータ・マートあ
り）

データ・ウェアハウスのアーキテクチャ（基本）データ・ウェアハウスのアーキテクチャ（基本）データ・ウェアハウスのアーキテクチャ（基本）データ・ウェアハウスのアーキテクチャ（基本）
図 1-6 に、データ・ウェアハウスの単純なアーキテクチャを示します。 エンド・ユーザーは、
データ・ウェアハウスを介して、複数のソース・システムから導出されたデータに直接アク
セスします。
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データ・ウェアハウスの概要
図図図図 1-6 データ・ウェアハウスのアーキテクチャデータ・ウェアハウスのアーキテクチャデータ・ウェアハウスのアーキテクチャデータ・ウェアハウスのアーキテクチャ

図 1-6 では、従来型 OLTP システムのメタデータと生データの他に、サマリー・データがあ
ります。 サマリーでは、時間のかかる処理が事前に行われるため、データ・ウェアハウスで
はきわめて重要です。 たとえば、典型的なデータ・ウェアハウスの問合せでは、8 月の売上
などが検索されます。

Oracle では、サマリーはマテリアライズド・ビューと呼ばれます。

データ・ウェアハウスのアーキテクチャ（ステージング領域あり）データ・ウェアハウスのアーキテクチャ（ステージング領域あり）データ・ウェアハウスのアーキテクチャ（ステージング領域あり）データ・ウェアハウスのアーキテクチャ（ステージング領域あり）
図 1-6 では、業務系データをウェアハウスに入れる前に、クリーン・アップおよび処理する
必要があります。 この操作はプログラムによって実行できますが、ほとんどのデータ・ウェ
アハウスではかわりにステージング領域が使用されています。 ステージング領域により、サ
マリーの作成とウェアハウス管理全般が簡素化されます。図 1-7 に、この典型的なアーキテ
クチャを示します。
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データ・ウェアハウスの概要
図図図図 1-7 データ・ウェアハウスのアーキテクチャ（ステージング領域あり）データ・ウェアハウスのアーキテクチャ（ステージング領域あり）データ・ウェアハウスのアーキテクチャ（ステージング領域あり）データ・ウェアハウスのアーキテクチャ（ステージング領域あり）

データ・ウェアハウスのアーキテクチャ（ステージング領域およびデーデータ・ウェアハウスのアーキテクチャ（ステージング領域およびデーデータ・ウェアハウスのアーキテクチャ（ステージング領域およびデーデータ・ウェアハウスのアーキテクチャ（ステージング領域およびデー
タ・マートあり）タ・マートあり）タ・マートあり）タ・マートあり）
図 1-7 のアーキテクチャはごく一般的ですが、ウェアハウスのアーキテクチャを組織内の
様々なグループ向けにカスタマイズできます。

そのためには、特定のビジネス・ライン向けに設計されたシステムであるデータ・マートを
追加します。図 1-8 に、購買、売上および在庫が分離されている例を示します。 この例では、
財務アナリストは購買と売上の履歴データを分析できます。
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データ・ウェアハウスの概要
図図図図 1-8 データ・ウェアハウスのアーキテクチャ（ステージング領域およびデータ・マートあり）データ・ウェアハウスのアーキテクチャ（ステージング領域およびデータ・マートあり）データ・ウェアハウスのアーキテクチャ（ステージング領域およびデータ・マートあり）データ・ウェアハウスのアーキテクチャ（ステージング領域およびデータ・マートあり）

マテリアライズド・ビューマテリアライズド・ビューマテリアライズド・ビューマテリアライズド・ビュー
マテリアライズド・ビューマテリアライズド・ビューマテリアライズド・ビューマテリアライズド・ビューは、問合せ結果を別々のスキーマ・オブジェクトに格納して、表
データへの間接アクセスを提供します。通常のビューは記憶域を占めず、データも含まれて
いませんが、マテリアライズド・ビューには、1 つ以上の実表やビューに対する問合せで得
られた行が含まれます。 マテリアライズド・ビューの格納場所は、実表と同じデータベース
でも、異なるデータベースでもかまいません。 

マテリアライズド・ビューをその実表と同じデータベースに格納すると、クエリー・リライクエリー・リライクエリー・リライクエリー・リライ
トトトトを通じて問合せのパフォーマンスを改善できます。クエリー・リライトは、データ・ウェ
アハウス環境で特に役立ちます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle9i データ・ウェアハウス・ガイド』
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データ・ウェアハウスの概要
OLAP の概要の概要の概要の概要
Oracle では、ビジネス・インテリジェンスをサポートするために、データベースにオンライ
ン分析処理（OLAP）が統合されます。 この統合により、Oracle データベースの管理しやす
さ、拡張性および信頼性と SQL へのアクセス可能性を残しつつ、マルチディメンション・
データベースの機能が提供されます。

リレーショナル管理システムと Oracle OLAP は、あらゆるレポートおよび分析アプリケー
ションをサポートするために、補完的な機能を提供します。 アプリケーション開発者は、標
準レポートと非定型レポートに SQL の OLAP 機能を使用するように選択できます。 追加の
分析機能が必要な場合は、Oracle OLAP を使用して、マルチディメンション計算、予測、モ
デル化および what-if による使用例などの機能を提供できます。 これらの計算により、開発
者は売上およびマーケティング分析、企業の予算および財務分析、需要プランニング・シス
テムなど、洗練された分析およびプランニング・アプリケーションを作成できます。

データは、パフォーマンスとリソースの両面を考慮して、リレーショナル表またはマルチ
ディメンション・オブジェクトに格納できます。 格納場所に関係なく、データは OLAP エン
ジンで Java または SQL を使用して操作できます。 リレーショナル・データ・ソースとマル
チディメンション・データ・ソースの間で、データをレプリケートする必要はありません。

Oracle OLAP のコンポーネントは、次のとおりです。

� 迅速な計算のために 適化された計算エンジン

� マルチディメンション・データを一時的または永続的に格納するための分析作業領域

� マルチディメンション・データに対して算術、統計、モデル化および他の変換を実行す
るための OLAP データ操作言語

� マルチディメンション・データを SQL で使用可能にする Oracle OLAP への SQL インタ
フェース

� ビジネス・インテリジェンス用 Java アプリケーションを開発するための OLAP API

� OLAP API に対してマルチディメンション・データを定義する OLAP メタデータ・リポ
ジトリ

関連項目関連項目関連項目関連項目 : Oracle OLAP の詳細は、『Oracle9i OLAP User’s Guide』を参
照してください。
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データ・ウェアハウスの概要
チェンジ・データ・キャプチャの概要チェンジ・データ・キャプチャの概要チェンジ・データ・キャプチャの概要チェンジ・データ・キャプチャの概要
チェンジ・データ・キャプチャにより、Oracle リレーショナル表に対して追加、更新または
削除されたデータが効率的に識別され、取得され、変更データがアプリケーションで使用可
能になります。

通常、データ・ウェアハウスでは、分析のためにリレーショナル・データを 1 つ以上のデー
タベースからデータ・ウェアハウスに抽出して転送する必要があります。 チェンジ・デー
タ・キャプチャにより、表全体ではなく変更があったデータのみがすばやく識別され、処理
されて、変更データが後で使用できるようになります。 

チェンジ・データ・キャプチャは、リレーショナル・データベースの外部でデータを段階的
に処理するための中間フラット・ファイルに依存しません。 ユーザー表に対する INSERT、
UPDATEおよび DELETE操作からの変更データを取得します。 変更データはチェンジ・テー
ブルと呼ばれるデータベース・オブジェクトに格納され、制御された方法でアプリケーショ
ンで使用可能になります。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle9i データ・ウェアハウス・ガイド』
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高可用性の概要
高可用性の概要高可用性の概要高可用性の概要高可用性の概要
ほとんど常時に近い可用性を提供するように構成されたコンピューティング環境は、高可用
性システムと呼ばれます。 通常、この種のシステムには、障害が発生してもシステムを使用
できるように冗長ハードウェアおよびソフトウェアがあります。 適切に設計された高可用性
システムでは、単一の障害箇所が回避されます。 障害を起こす可能性のあるハードウェアや
ソフトウェアのコンポーネントには、それと同じタイプの冗長コンポーネントが用意されて
います。 

障害が発生すると、フェイルオーバー・プロセスは、障害を起こしたコンポーネントによっ
て実行されていた処理を、バックアップ・コンポーネントに移動します。 このプロセスは、
可能な場合は数ミリ秒以内にシステム全体のリソースを再マスター化し、部分的なトランザ
クションまたは障害を起こしたトランザクションをリカバリして、システムを正常な状態に
リストアします。 フェイルオーバーがユーザーに対して透過的であるほど、システムの可用
性が高いことになります。 

Oracle には、高可用性を提供する多数の製品と機能が用意されています。 たとえば、多重
REDO ログ・ファイル、Recovery Manager、ファスト・スタート・リカバリ、LogMiner、
フラッシュバック問合せ、パーティション化、透過的アプリケーション・フェイルオー
バー、オンライン再編成、Advanced Replication、Oracle Data Guard およびスタンバイ・
データベース、Real Application Clusters および Oracle Real Application Clusters Guard な
どがあります。 これらの製品と機能を様々な組合せで使用して、特定の高可用性ニーズを満
たすことができます。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 多重 REDO ログ・ファイルの詳細は、1-8 ページの「REDO ログ・
ファイル」を参照してください。

� Recovery Manager の詳細は、『Oracle9i Recovery Manager ユーザー
ズ・ガイド』を参照してください。

� ファスト・スタートリカバリの詳細は、『Oracle9i データベース・パ
フォーマンス・チューニング・ガイドおよびリファレンス』を参照し
てください。

� フラッシュバック問合せの詳細は、第 20 章「データの並行性と整合
性」を参照してください。

� パーティション化の詳細は、第 11 章「パーティション表とパーティ
ション索引」を参照してください。

� レプリケーションの詳細は、1-35 ページの「レプリケーションの概
要」を参照してください。
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高可用性の概要
透過的アプリケーション・フェイルオーバー透過的アプリケーション・フェイルオーバー透過的アプリケーション・フェイルオーバー透過的アプリケーション・フェイルオーバー
透過的アプリケーション・フェイルオーバー（TAF）により、アプリケーション・ユーザー
は接続に失敗した場合にデータベースに自動的に再接続できます。 アクティブなトランザク
ションはロールバックされますが、元の接続と同じデータベース接続が異なるノードを使用
して新規に確立されます。 これは、接続がどのように失敗した場合も同じです。 

透過的アプリケーション・フェイルオーバーを使用すると、アプリケーションを処理中のイ
ンスタンスが 1 つでも残っているかぎり、クライアントは接続障害に気づきません。 データ
ベース管理者は、どのアプリケーションがどのインスタンスで実行されるかを制御し、アプ
リケーションごとにフェイルオーバー順序を作成します。 

透過的アプリケーション・フェイルオーバーの影響を受ける要素透過的アプリケーション・フェイルオーバーの影響を受ける要素透過的アプリケーション・フェイルオーバーの影響を受ける要素透過的アプリケーション・フェイルオーバーの影響を受ける要素
通常のクライアント / サーバーによるデータベース操作中は、クライアントとサーバーが通
信できるように、クライアントがデータベースへの接続をメンテナンスします。 サーバーが
障害を起こすと、接続が切断されます。 次回にクライアントが接続の使用を試みると、エ
ラーが発行されます。 この時点で、ユーザーはデータベースに再度ログインする必要があり
ます。 

ただし、透過的アプリケーション・フェイルオーバーを使用すると、Oracle はデータベース
への新規接続を自動的に取得します。 これにより、ユーザーは元の接続が失敗しなかった場
合と同様に作業を続けることができます。 

アクティブなデータベース接続には、次のように複数の要素が関連付けられています。 

� クライアント / サーバーのデータベース接続

� コマンドを実行するユーザーのデータベース・セッション

� フェッチに使用されるオープン・カーソル

� アクティブなトランザクション

� サーバー側プログラム変数

これらの要素の一部は、透過的アプリケーション・フェイルオーバーにより自動的にリスト
アされます。 ただし、透過的アプリケーション・フェイルオーバーを使用可能にするために、
他の要素をアプリケーション・コードに埋め込む必要が生じる場合があります。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 『Oracle9i Net Services 管理者ガイド 』

� 『Oracle9i Real Application Clusters 概要』
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高可用性の概要
オンライン再編成のアーキテクチャオンライン再編成のアーキテクチャオンライン再編成のアーキテクチャオンライン再編成のアーキテクチャ
データベース管理者は、ヒープ構成表のオンライン再編成など、表の定義に対して様々なオ
ンライン操作を実行できます。 これにより、ユーザーにはすべてのアクセス権を付与したま
まで表を再編成できます。 

このオンライン・アーキテクチャには、次の機能が用意されています。 

� 表の物理属性をオンラインで変更できます。 表を新しい位置に移動したり、パーティ
ション化できます。 また、表をあるタイプの編成（ヒープ構成など）から別のタイプ

（索引構成など）に変換できます。 

� 多数の論理属性も変更できます。 列名、型、サイズの変更、列の追加、削除またはマー
ジができます。 ただし、表の主キーは変更できないという制限があります。 

� 索引構成表（IOT）の 2 次索引のオンライン作成およびオンライン再構築ができます。 2
次索引では、ブロック・ヒント（物理推測）の効率的な使用がサポートされます。 無効
な物理推測はオンラインで修正できます。 

� 索引をオンラインで作成すると同時に分析できます。 論理 ROWID（索引構成表で 2 次索
引とマッピング表に使用）の物理推測コンポーネントのオンライン修正も使用できま
す。 

� IOT の 2 次索引に格納された論理 ROWIDの物理推測コンポーネントを修正します。 これ
により、無効な物理推測のオンライン修正が可能になります。

Data Guard の概要の概要の概要の概要
Oracle Data Guard では、破損、人為的エラーおよび災害など、すべての脅威から保護する
ために、本番データベースのリアルタイム・コピーであるスタンバイ・データベースが 高
9 つまでメンテナンスされます。 本番（プライマリ）データベースに障害が発生した場合は、
スタンバイ・データベースの 1 つにフェイルオーバーして新規のプライマリ・データベース
にすることができます。 また、現行のプライマリ・データベースとスタンバイ・データベー
スの間で本番処理をすばやく簡単に移行（スイッチオーバー）できるため、メンテナンスの
ための予定停止時間を短縮できます。

注意注意注意注意 : スタンバイ・データベースに伝播できないような、ログに記録さ
れない直接の書込みからプライマリ・データベースを保護するために、ス
タンバイ作成用のデータ・ファイルのバックアップを作成する前に、プラ
イマリ・データベース側で FORCE LOGGINGをオンにしてください。 スタ
ンバイ・データベースがアクティブになっている間は、データベース（ま
たは少なくとも重要な表領域）を FORCE LOGGINGモードのままにしてく
ださい。 
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高可用性の概要
Data Guard 構成構成構成構成
Data Guard 構成は、緩やかに接続されたシステムの集合であり、単一のプライマリ・デー
タベースと 高 9 つのスタンバイ・データベースで構成されます。スタンバイ・データベー
スには、フィジカル・スタンバイ・データベースとロジカル・スタンバイ・データベースを
混在させることができます。 Data Guard 構成でのデータベースは、同じデータ・センター内
で LAN を使用して接続できます。また、 大限の災害保護のために、WAN を介して地理
的に分散させて、Oracle Net Services で接続することもできます。

Data Guard 構成は、データベースを問わず配置できます。 これは、その使用がアプリケー
ションに対して透過的であり、スタンバイ・データベースに適用するためにアプリケーショ
ン・コードを変更する必要がないためです。 また、Data Guard を使用すると、データの保護
レベルとアプリケーションのパフォーマンスが受ける影響のバランスを取るように構成を
チューニングし、データ保護、可用性またはパフォーマンスを 大限に発揮するように保護
モードを構成できます。

Data Guard のコンポーネントのコンポーネントのコンポーネントのコンポーネント
アプリケーションのトランザクションがプライマリ・データベースに変更を加えると、変更
内容は REDO ログにローカルに記録されます。この REDO ログは、ログ転送サービスログ転送サービスログ転送サービスログ転送サービスに
よってスタンバイ・データベースに送信され、ログ適用サービスログ適用サービスログ適用サービスログ適用サービスによって適用されます。

フィジカル・スタンバイ・データベースの場合、変更は管理リカバリ・モードで実行中の各
フィジカル・スタンバイ・データベースに適用されます。 ロジカル・スタンバイ・データ
ベースの場合、変更はアーカイブ REDO ログから再生成された SQL を使用して適用されま
す。 

フィジカル・スタンバイ・データベースフィジカル・スタンバイ・データベースフィジカル・スタンバイ・データベースフィジカル・スタンバイ・データベース  フィジカル・スタンバイ・データベースは、物理
的にプライマリ・データベースと同一です。 プライマリ・データベースがオープンされてア
クティブになっている間は、フィジカル・スタンバイ・データベースが（ログを適用して）
リカバリを実行中であるか、アクセス・レポート用にオープンされています。 フィジカル・
スタンバイ・データベースは、本番データベースからフィジカル・スタンバイ・サイトに
REDO データが送られている間で、リカバリを実行していないときに、読取り専用で問合せ
できます。 

リカバリ操作では物理 ROWID を使用してブロックごとに変更を適用するため、フィジカ
ル・スタンバイのオン・ディスク・データベース構造は、プライマリ・データベースのブ
ロックベースの構造と同じにする必要があります。 索引などのデータベース・スキーマは、
同じである必要があります。また、データベースはオープンできません（読取り専用アクセ
スを除く）。 オープンしていると、フィジカル・スタンバイ・データベースに異なる ROWID
が使用され、リカバリを継続できなくなります。
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高可用性の概要
ロジカル・スタンバイ・データベースロジカル・スタンバイ・データベースロジカル・スタンバイ・データベースロジカル・スタンバイ・データベース  ロジカル・スタンバイ・データベースは、標準的な
Oracle アーカイブ REDO ログを使用し、格納されている REDO レコードを SQL トランザク
ションに変換して、オープンされているスタンバイ・データベースに適用します。 変更はエ
ンド・ユーザーによるアクセスと並行して適用できますが、再生成される SQL トランザク
ションを介してメンテナンスされる表では、ロジカル・スタンバイ・データベースのユー
ザーに読取り専用アクセスが許可されます。データベースがオープンしているので、プライ
マリ・データベースとは物理的に異なります。 データベース表には、対応するプライマリ・
データベース表とは異なる索引と物理特性を持たせることができますが、スタンバイ・デー
タ・ソースとしてのロールを果たすには、アプリケーション・アクセスの観点から論理的な
一貫性を保つ必要があります。 

Data Guard Broker  Oracle Data Guard Broker により、複雑な作成およびメンテナンス・タス
クが自動化され、監視、アラートおよび制御メカニズムが大幅に拡張されます。 Data Guard 
Broker が使用するバックグラウンド・エージェント・プロセスは Oracle データベース・
サーバーと統合され、各 Data Guard サイトに関連付けられており、Data Guard 構成全体に
統一された監視および管理のインフラストラクチャを提供します。 Data Guard 構成とのやり
とりに 2 つのユーザー・インタフェースが用意されています。一方はコマンドライン・イン
タフェース（DGMGRL）で、他方は Data Guard Manager と呼ばれる GUI です。

Oracle Data Guard Manager は Oracle Enterprise Manager と統合されており、そのウィザー
ドを使用すると構成を簡単に作成、管理および監視できます。 この統合により、アラート用
イベント・サービス、簡単に設定するための検出サービス、メンテナンスを容易にするジョ
ブ・サービスの提供など、Enterprise Manager の他の機能を利用できます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 『Oracle9i Data Guard 概要および管理 』

� 『Oracle9i Data Guard Broker』
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高可用性の概要
LogMiner の概要の概要の概要の概要
LogMiner は、データベース管理者がログ・ファイルの読取り、分析および解析を SQL から
実行できるリレーショナル・ツールです。 LogMiner では、オンライン REDO ログとアーカ
イブ REDO ログの両方を表示できます。 Enterprise Manager アプリケーションである
LogMiner Viewer により、GUI ベースのインタフェースが追加されます。

LogMiner には REDO ログに格納されているデータにアクセスする機能があり、この機能を
使用すると多数のデータベース管理タスクを実行できます。 たとえば、次のタスクを実行で
きます。

� トランザクション、ユーザー、表、時刻などに基づいて、特定の変更の集合を追跡しま
す。データベース・オブジェクトを変更したユーザーと、変更前後のオブジェクト・
データの内容を判別できます。データベース変更をそのソースまでさかのぼって追跡
し、監査して取り消すことによって、データを保護し、制御できます。 

� データベースに不適切な変更が加えられた日時を特定します。これにより、データベー
ス・レベルではなく、アプリケーション・レベルで論理リカバリできます。 

� チューニングと容量計画のための補足情報を提供します。履歴分析を実行して、傾向や
データ・アクセス・パターンを判断することもできます。 

� 複雑なアプリケーションをデバッグするうえで不可欠な情報を取り出します。 

Real Application Clusters
本来、Real Application Clusters は可用性の高いシステムです。 典型的な Real Application 
Clusters 環境であるクラスタでは、計画停止または計画外停止に対して、継続的にサービス
を提供できます。

Real Application Clusters は、標準的な Oracle 機能の 上位に、より高い可用性レベルを構
築します。 ファスト・スタート・リカバリやオンライン再編成など、シングル・インスタン
スのすべての高可用性機能は、Real Application Clusters にも適用されます。 ファスト・ス
タート・リカバリにより、平均リカバリ時間（MTTR）が大幅に短縮され、オンライン・ア
プリケーションのパフォーマンスに及ぼす影響が 小限ですみます。 オンライン再編成によ
り、予定の停止時間が短縮されます。 ユーザーが基礎となるオブジェクトを更新している間
も、多数の操作をオンラインで実行できます。 Real Application Clusters では、これらの標準
的な Oracle 機能がすべて保たれます。 

通常のすべての Oracle 機能に加えて、Real Application Clusters はクラスタ化による冗長性
を利用して、n ノード・クラスタで n-1 ノードの障害が発生した場合の可用性を実現します。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 『Oracle9i Data Guard 概要および管理 』

� LogMiner の詳細は、『Oracle9i データベース管理者ガイド』を参照し
てください。
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高可用性の概要
つまり、クラスタに 1 つでも使用可能なノードがあれば、すべてのユーザーがすべてのデー
タにアクセスできます。 

Real Application Clusters Guard
Oracle Real Application Clusters Guard は、Real Application Clusters の重要なコンポーネ
ントです。 Oracle Real Application Clusters Guard の機能は、次のとおりです。 

� Oracle インスタンスを停止する障害からの、自動化されたファスト・リカバリとバイン
ドされたリカバリ時間。

� 特定タイプの障害が発生した場合の診断データの自動取得。

� 規程されたプライマリ / セカンダリ構成。 Oracle Net Services を介して接続しているク
ライアントは、クラスタ内の別のノードに接続されていても、プライマリ・ノードに適
切にルーティングされます。

� 障害発生後に接続を再確立するときにクライアントに発生する遅延の排除。

Real Application Clusters を実行するデータベース・サーバーは、Oracle データベース、
Real Application Clusters ソフトウェア、クライアント要求を受け入れる Oracle Net リス
ナーで構成されます。 これらのソフトウェア・コンポーネントは、クラスタの各ノード上で
実行されます。 また、ハードウェア、オペレーティング・システムおよびポート固有の
Cluster Manager から提供されるサービスを使用します。 Cluster Manager は、クラスタ内の
ノードの状態を監視してレポートし、パックの動作を制御します。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle9i Real Application Clusters 概要』

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 『Oracle9i Real Application Clusters 概要』

� 『Oracle9i Real Application Clusters Real Application Clusters Guard I 
- Concepts and Administration』
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コンテンツ管理の概要
コンテンツ管理の概要コンテンツ管理の概要コンテンツ管理の概要コンテンツ管理の概要
Oracle は、パーソナライズされた豊富なコンテンツを作成、管理し、あらゆるデバイスに配
信するための単一プラットフォームを提供します。 企業の情報資産には文書、スプレッド
シート、マルチメディア、プレゼンテーション、電子メールおよび HTML ファイルなどが
ありますが、すべてのユーザーがこれらの資産に簡単にアクセスでき、特別なサーバーや無
関係なファイル・システムを必要としません。 自動検索機能により、貴重なコンテンツを格
納場所や使用言語に関係なく検出できます。

Oracle のコンテンツ管理機能を次に示します。

� Oracle Internet File System（9iFS）には、データベース内でコンテンツを格納および管
理するためのファイル・システムのみでなく、コンテンツ管理アプリケーションを開発
するための堅牢な開発プラットフォームも提供します。

� Oracle interMedia は、様々なメディア・ファイル（イメージ、オーディオ、ビデオ）か
らメタデータを抽出し、これらのファイルを Oracle データベース内で操作できるよう
にします。 

� Oracle Text はデータベースに格納されているテキスト・コンテンツに索引を付け、これ
らの索引に対して洗練された内容ベースの問合せを実行できるようにします。 Oracle
データベースでは、Microsoft Office、Adobe PDF、HTML および XML 文書など、150
種類以上のファイル・タイプの文書に索引を付け、Oracle Text は 40 以上の言語をサ
ポートしています。 

� Oracle Ultra Search は Oracle Text 上に構築され、データベース、ファイル・システムお
よび Web サイトに格納されたコンテンツについて、検索可能で統一された索引を提供
します。 

� Oracle eLocation を使用すると、リージョン・メタデータをコンテンツに追加して空間
検索を実行できます。

� Dynamic Services と Syndication Server により、簡単にコンテンツを集約してサブスク
ライバに配信できます。

� Workspace Manager により、データベース内でコンテンツのバージョンを管理できま
す。

� Oracle XML Parser などの XML サービスにより、XML コンテンツを解析してレンダリ
ングし、XML ベースのコンテンツを様々なフォーマットや対象ユーザーに合せて調整
できます。

� Oracle9iAS Portal は、コンテンツをイントラネットやインターネットに配信するプロセ
スを簡素化し、コンテンツ・プロバイダが公開に使用するフレームワークを提供しま
す。

� Oracle9iAS Wireless では、データベースから携帯情報端末にコンテンツをプッシュでき
ます。
1-70　Oracle9i データベース概要                          



コンテンツ管理の概要
Oracle は、コンテンツを管理しやすい状態に保つと同時に、コンテンツを作成して配信する
ためのアクセスを提供します。 Oracle Internet File System などの付属のインタフェースのみ
でなく、Java、XML および PL/SQL の各 API を介してコンテンツを作成、管理および配信
できます。

Oracle Internet File System の概要の概要の概要の概要
通常、重要なビジネス情報が文書、スプレッドシート、電子メールおよび Web ページに大
量に格納されています。 このデータは、あるユーザーのラップトップや部門別ファイル・
サーバーにのみ存在することが多く、組織の他のユーザーからは隠されています。 Oracle 
Internet File System は、すべての情報にアクセスする保護された、スケーラブルなファイ
ル・サービスを作成します。

� Oracle Internet File System は、より多くの機能とインテリジェント機能を企業のファイ
ル管理プロセスにもたらします。 ユーザーは、文書に使用されている語句を検索し、
チェックイン / チェックアウト機能を使用して、ディスク領域と文書のバージョニング
を常に管理状態にしておくことができます。 

� ユーザーは特別な研修を受けなくても、標準的な Web ブラウザ、Windows クライアン
トまたは電子メール・サーバーから、Oracle データベースに格納されているファイルや
データにアクセスできます。 Oracle Internet File System は、HTTP、WebDAV、SMB、
FTP、NFS、IMAP4 および SMTP など、 もポピュラーな業界標準をすべてサポートし
ています。 

� Oracle Internet File System は、Oracle データベースのマルチレベル・セキュリティ・モ
デルを使用して、コンテンツを格納および管理するためのセキュアな方法を確立しま
す。 また、文書、バージョンおよびフォルダの各レベルでユーザー認証、アクセス権の
定義およびアクセス制御を提供し、情報への無許可アクセスを防止します。 

� 開発者は、新規文書タイプの迅速なサポートや、会社間での XML ベースのビジネス・
ルールの検証と変換など、特定のアプリケーションの用途に合せて 9iFS をカスタマイ
ズできます。 
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コンテンツ管理の概要
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第第第第 II 部部部部

データベース構造データベース構造データベース構造データベース構造

第 II 部では、Oracle データベースの基本的な構造上のアーキテクチャについて説明します。
たとえば、物理的または論理的な記憶域構造を取り上げます。第 II 部には、次の章が含まれ
ています。

� 第 2 章「データ・ブロック、エクステントおよびセグメント」

� 第 3 章「表領域、データ・ファイルおよび制御ファイル」

� 第 4 章「データ・ディクショナリ」





データ・ブロック、エクステントおよびセグメ
2

データ・ブロック、エクステントおよびセグメントデータ・ブロック、エクステントおよびセグメントデータ・ブロック、エクステントおよびセグメントデータ・ブロック、エクステントおよびセグメント

この章では、Oracle サーバーの論理的な記憶域構造の性質と、それらの構造の相互関係につ
いて説明します。この章の内容は、次のとおりです。

� データ・ブロック、エクステントおよびセグメントの概要

� データ・ブロックの概要

� エクステントの概要

� セグメントの概要
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データ・ブロック、エクステントおよびセグメントの概要
データ・ブロック、エクステントおよびセグメントの概要データ・ブロック、エクステントおよびセグメントの概要データ・ブロック、エクステントおよびセグメントの概要データ・ブロック、エクステントおよびセグメントの概要
Oracle では、データベース内のすべてのデータに対して論理データベース領域が割り当てら
れます。データベース領域の割当て単位は、データ・ブロック、エクステントおよびセグメ
ントです。図 2-1 は、これらのデータ構造間の関係を示します。

図図図図 2-1 セグメント、エクステントおよびデータ・ブロックの関係セグメント、エクステントおよびデータ・ブロックの関係セグメント、エクステントおよびデータ・ブロックの関係セグメント、エクステントおよびデータ・ブロックの関係

少レベルでは、Oracle はデータをデータ・ブロックデータ・ブロックデータ・ブロックデータ・ブロック（論理ブロック論理ブロック論理ブロック論理ブロック、Oracle ブロックブロックブロックブロックま
たはページページページページとも呼ばれる）に格納します。 1 つのデータ・ブロックは、ディスク上の特定の
バイト数の物理データベース領域に対応します。 
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データ・ブロック、エクステントおよびセグメントの概要
次の論理データベース領域のレベルは、エクステントエクステントエクステントエクステントと呼ばれます。 エクステントは、特定
数の連続したデータ・ブロックで、特定のタイプの情報を格納するために割り当てられてい
ます。 

エクステントの上位に位置する論理データベース記憶域のレベルは、セグメントセグメントセグメントセグメントと呼ばれま
す。セグメントは、それぞれ特定のデータ構造体に割り当てられ、それら全体が同じ表領域
に格納されている、エクステントの集合です。たとえば、各表のデータはそれぞれ専用の
データ・セグメントデータ・セグメントデータ・セグメントデータ・セグメントに格納され、各索引のデータはそれぞれ専用の索引セグメント索引セグメント索引セグメント索引セグメントに格納さ
れます。表や索引がパーティション化されている場合、各パーティションはそれぞれ専用の
セグメント内に格納されます。 

Oracle では、セグメントの領域は 1 エクステント単位で割り当てられます。あるセグメント
の既存のエクステントがいっぱいになると、そのセグメントには別のエクステントが割り当
てられます。エクステントは必要に応じて割り当てられるため、1 つのセグメントの各エク
ステントはディスク上で連続している場合と連続していない場合があります。 

1 つのセグメントとそのすべてのエクステントは、1 つの表領域内に格納されます。表領域
内のセグメントは、複数のファイルからのエクステントを含むことがあります。つまり、セ
グメントは複数のデータ・ファイルにまたがることがあります。ただし、各エクステントが
含むことのできるデータは、1 つのデータ・ファイルからのデータのみです。

追加のエクステントを割り当てることはできますが、各ブロックは別々に割り当てられま
す。あるエクステントを特定のインスタンスに割り当てる場合、そのブロックは、即座に空
きリストに割り当てられます。しかし、そのエクステントが特定のインスタンスに割り当て
られない場合、そのブロックは 高水位標が移動するときのみ割り当てられます。 高水位高水位高水位高水位
標標標標は、セグメント内の使用済み領域と未使用領域間の境界です。 

注意注意注意注意 : 空き領域を自動的に管理することをお薦めします。 2-6 ページの
「空き領域管理」を参照してください。
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データ・ブロックの概要
データ・ブロックの概要データ・ブロックの概要データ・ブロックの概要データ・ブロックの概要
Oracle では、データベースのデータ・ファイル内の記憶域は、データ・ブロックデータ・ブロックデータ・ブロックデータ・ブロックと呼ばれる
単位で管理されます。 データ・ブロックは、データベースで使用されるデータの 小単位で
す。これとは対照的に、物理的なオペレーティング・システム・レベルでは、すべてのデー
タはバイト単位で格納されます。各オペレーティング・システムには、ブロック・サイズブロック・サイズブロック・サイズブロック・サイズが
あります。Oracle では、データはオペレーティング・システム・ブロックではなく、Oracle
データ・ブロックの倍数を単位とする必要があります。 

標準のブロック・サイズは、初期化パラメータ DB_BLOCK_SIZEで指定します。 また、非標
準のブロック・サイズを 5 つまで指定できます。このデータ・ブロック・サイズは、不必要
な I/O を避けるための 大値の範囲内で、オペレーティング・システムのブロック・サイズ
の倍数です。Oracle データ・ブロックは、Oracle が使用および割当て可能な 小の格納単位
です。 

データ・ブロックの形式データ・ブロックの形式データ・ブロックの形式データ・ブロックの形式
Oracle データ・ブロックの形式は、データ・ブロックに表、索引またはクラスタ化された
データのどれが含まれるかにかかわらず類似しています。図 2-2 は、データ ・ブロックの形
式を示しています。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� データ・ブロック・サイズの詳細は、オペレーティング・システム固
有の Oracle マニュアルを参照してください。

� 3-13 ページ「マルチ・ブロック・サイズ」
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データ・ブロックの概要
図図図図 2-2 データ・ブロックの形式データ・ブロックの形式データ・ブロックの形式データ・ブロックの形式

ヘッダー（共通と可変）ヘッダー（共通と可変）ヘッダー（共通と可変）ヘッダー（共通と可変）
ヘッダーには、ブロック・アドレスやセグメントのタイプ（たとえば、データまたは索引）
などの、一般的なブロック情報が収録されます。 

表ディレクトリ表ディレクトリ表ディレクトリ表ディレクトリ
データ・ブロックのこの部分には、このブロックに行を持つ表についての情報が格納されま
す。 

行ディレクトリ行ディレクトリ行ディレクトリ行ディレクトリ
データ・ブロックのこの部分には、ブロック内の実際の行に関する情報（行データ領域内で
の各行断片のアドレスを含む）が収録されます。 

データ・ブロックのオーバーヘッドの行ディレクトリに領域が割り当てられると、その後は
行が削除されてもこの領域は再利用されません。したがって、現在は空き状態でも、ある時
点では 大 50 行が入っていたブロックでは、ヘッダー内の行ディレクトリに 100 バイトが
割り当てられたままになっています。この領域は、新しい行がブロックに挿入されるときに
かぎり再利用されます。 

データベース・ブロック�

共通ヘッダーと可変ヘッダー�

表ディレクトリ�

行ディレクトリ�

空き領域�

行データ�
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データ・ブロックの概要
オーバーヘッドオーバーヘッドオーバーヘッドオーバーヘッド
データ・ブロック・ヘッダー、表ディレクトリおよび行ディレクトリのことを、まとめて
オーバーヘッドオーバーヘッドオーバーヘッドオーバーヘッドと呼びます。一部のブロック・オーバーヘッドはサイズが固定ですが、ブ
ロック・オーバーヘッド全体のサイズは可変です。データ・ブロック・オーバーヘッドの固
定部と可変部の合計は、平均で 84 ～ 107 バイトになります。

行データ行データ行データ行データ
データ・ブロックのこの部分には、表データまたは索引データが格納されます。行は、複数
のブロックにまたがることがあります。

空き領域空き領域空き領域空き領域
空き領域は、新しい行の挿入や、追加の領域を必要とする行の更新（後続 NULL が NULL
以外の値に更新される場合など）に割り当てられます。発行された挿入が、あるデータ・ブ
ロックで実際に行われるかどうかは、そのデータ・ブロック内の現在の空き領域の容量と、
領域管理パラメータ PCTFREEの値によって決まります。 

表やクラスタのデータ・セグメント、または索引の索引セグメントに割り当てられたデー
タ・ブロックでは、空き領域にトランザクション・エントリを格納することもできます。 トトトト
ランザクション・エントリランザクション・エントリランザクション・エントリランザクション・エントリは、ブロック内の 1 つ以上の行にアクセスする INSERT、
UPDATE、DELETEおよび SELECT...FOR UPDATEの各文ごとに、ブロック内で必要です。ト
ランザクション・エントリに必要な領域は、オペレーティング・システムによって異なりま
す。ただし、多くのオペレーティング・システムでは、トランザクション・エントリのため
に約 23 バイトが必要です。

空き領域管理空き領域管理空き領域管理空き領域管理
空き領域は、自動または手動で管理できます。

空き領域は、データベース・セグメント内で自動的に管理できます。セグメント内の空き領
域と使用済み領域は、空きリストと対照的に、ビットマップを使用して追跡されます。 自動
セグメント領域管理には、次の利点があります。

� 使用しやすい

� 領域の使用率が改善（特に、行のサイズが変化に富んでいるオブジェクトについて）

� 様々な同時アクセスに合せた実行時の 適な調整

� パフォーマンスや領域使用率の点で、複数インスタンスの優れた動作

ローカル管理表領域を作成するときに、自動セグメント領域管理を指定します。この指定
は、この表領域でそれ以降作成されたすべてのセグメントに適用されます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 2-7 ページ「行連鎖と移行」
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データ・ブロックの概要
データ・ブロック内の空き領域の可用性と圧縮データ・ブロック内の空き領域の可用性と圧縮データ・ブロック内の空き領域の可用性と圧縮データ・ブロック内の空き領域の可用性と圧縮
2 種類の文、つまり、DELETE文と UPDATE文によって、1 つ以上のデータ・ブロックの空
き領域を増加できます。UPDATE文は、既存の値をより小さな値に更新します。これらの文
を使用すると、解放された領域は次の条件を満たす後続の INSERT文で使用できます。 

� INSERT文が同じトランザクション内に存在し、領域を解放した文の後にある場合、そ
の INSERT文では、使用可能になった領域を使用できます。 

� INSERT文と、領域を解放する文が別々のトランザクションに含まれている（おそらく
別々のユーザーが実行している）場合、その INSERT文では、もう一方のトランザク
ションがコミットされた後で、しかもその領域が必要とされる場合にかぎり、使用可能
になった領域を使用できます。 

解放された領域は、データ・ブロック内の空き領域の主な領域と連続しているとはかぎりま
せん。データ・ブロックの空き領域が連続した領域にまとめられるのは、（1）INSERT文ま
たは UPDATE文が使用するブロックに新しい行断片が十分に収まる大きさの空き領域があ
り、かつ、（2）その空き領域が断片化しているために、行断片をブロックの連続した部分に
挿入できない場合にかぎられます。前述の場合に圧縮が行われないと、データ・ブロックの
空き領域を絶えず圧縮しようとするため、データベース・システムのパフォーマンスが低下
します。 

行連鎖と移行行連鎖と移行行連鎖と移行行連鎖と移行
表の行データが 1 つのデータ・ブロック内に収まらない状況が 2 つあります。1 番目の状況
は、行を 初に挿入するときに、その行が大きすぎて 1 つのデータ・ブロック内に収まらな
い場合です。このような場合、Oracle はその行のデータを、そのセグメント用に確保された
データ・ブロックの連鎖連鎖連鎖連鎖（1 つ以上）に格納します。 行連鎖は、データ型 LONGまたは 
LONG RAWの列が入っている行など、大きな行で も頻繁に発生します。そのような場合の
行連鎖は、避けられません。 

それに対して、2 番目の状況は、1 つのデータ・ブロック内にすでに収まっていた行が更新
されて、行全体の長さが増加したが、ブロックの空き領域がすでにいっぱいになっている場
合です。この場合、Oracle はその行全体のデータを新しいデータ・ブロックに移行移行移行移行します

（その行全体が新しいブロックに収まる場合）。移行された行の元の行断片は、行の移行先の
新しいブロックを指すように保たれます。そのため、移動された行の ROWID は変わりませ
ん。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 『Oracle9i データベース管理者ガイド 』

� 『Oracle9i SQL リファレンス 』

� 『Oracle9i PL/SQL パッケージ・プロシージャおよびタイプ・リファレ
ンス 』
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データ・ブロックの概要
行が連鎖または移行されると、その行に関連する I/O パフォーマンスは低下します。これ
は、その行の情報を取り出す際に、Oracle が複数のデータ・ブロックをスキャンする必要が
あるためです。 

PCTFREE、、、、PCTUSED と行連鎖と行連鎖と行連鎖と行連鎖
手動管理の表領域の場合、PCTFREEおよび PCTUSEDという 2 つの領域管理パラメータで、
空き領域の使用を制御し、特定セグメントのすべてのデータ・ブロック内に行の挿入および
更新を実行できます。これらのパラメータは、表またはクラスタ（専用のデータ・セグメン
トを持つ）を作成または変更するときに指定します。記憶域パラメータ PCTFREEは、索引

（専用の索引セグメントを持つ）を作成または変更するときにも指定できます。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 行および行断片の形式の詳細は、10-6 ページの「行の形式とサイズ」
を参照してください。

� ROWID の詳細は、10-8 ページの「行断片の ROWID」を参照してく
ださい。

� ROWID の詳細は、12-18 ページの「物理 ROWID」を参照してくださ
い。

�  行の連鎖と移行を減らして I/O パフォーマンスを改善する方法は、
『Oracle9i データベース・パフォーマンス・チューニング・ガイドお
よびリファレンス』を参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : PCTFREEおよび PCTUSEDパラメータの詳細は、付録 B「廃
止機能に関する情報」を参照してください。
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エクステントの概要
エクステントの概要エクステントの概要エクステントの概要エクステントの概要
エクステントは、複数の連続したデータ・ブロックで構成される、データベース記憶域の割
当ての論理単位です。1 つまたは複数のエクステントによって、セグメントが構成されます。
セグメント内の既存の領域を使用し尽くすと、Oracle はそのセグメントに新しいエクステン
トを割り当てます。 

エクステントの割当てエクステントの割当てエクステントの割当てエクステントの割当て
表を作成する場合、Oracle はその表のデータ・セグメントに、指定された数のデータ・ブ
ロックからなる初期エクステント初期エクステント初期エクステント初期エクステントを割り当てます。行はまだ挿入されていませんが、初期エ
クステントに対応する Oracle データ・ブロックは、その表の行のために確保されています。 

セグメントの初期エクステントのデータ・ブロックがいっぱいになり、新しいデータを保持
するためさらに多くの領域が必要な場合、Oracle はそのセグメントに増分エクステント増分エクステント増分エクステント増分エクステントを自
動的に割り当てます。増分エクステントは、それより前にそのセグメントに割り当てられて
いたエクステントのサイズと同一またはそれ以上の後続エクステントです。 

メンテナンスに役立つように、各セグメントのヘッダー・ブロックには、そのセグメント内
のエクステントのディレクトリが含まれています。 

エクステントの数とサイズの決定エクステントの数とサイズの決定エクステントの数とサイズの決定エクステントの数とサイズの決定
エクステントで指定される記憶域パラメータ記憶域パラメータ記憶域パラメータ記憶域パラメータによって、すべての セグメントが定義されま
す。記憶域パラメータは、すべてのタイプのセグメントに適用されます。記憶域パラメータ
により、特定のセグメントに空きデータベース領域がどのように割り当てられるかが制御さ
れます。 たとえば、CREATE TABLE文の STORAGE句で記憶域パラメータを指定すると、表
のデータ・セグメント用に 初に確保される領域の大きさを決定したり、表で割当て可能な
エクステントの数を制限できます。 表の記憶域パラメータを指定しない場合は、表領域のデ
フォルト記憶域パラメータが使用されます。 

Oracle8i より前のリリースでは、表領域はすべてディクショナリ管理表領域として作成され
ていました。 ディクショナリ管理表領域では、データ・ディクショナリ表に依存して領域の
使用率が追跡されます。 Oracle8i からは、データ・ディクショナリ表のかわりにビットマッ
プを使用して使用済み領域と空き領域が追跡される、ローカル管理表領域を作成できるよう
になりました。 ローカル管理表領域の方がパフォーマンスと管理性に優れているため、エク
ステント管理のタイプを明示的に指定しないかぎり、SYSTEM以外の永続表領域のデフォル
トはローカル管理となります。 

注意注意注意注意 : この章は、1 つのサーバー・プロセスによって SQL 文を解析して
実行する、シリアル操作に適用されます。複数のサーバー・プロセスを必
要とするパラレル SQL 文では、エクステントは少し異なる方法で割り当
てられます。
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エクステントの概要
エクステントをローカルに管理する表領域の場合は、均一のエクステント・サイズでも、シ
ステムによって自動的に決定される可変エクステント・サイズでもかまいません。表領域の
作成時に、UNIFORMまたは AUTOALLOCATE（システム管理）句で割当てのタイプを指定し
ます。 

� システム管理のエクステントの場合は、初期エクステントのサイズを指定すると、他の
エクステントの 適サイズが自動的に 決定されます。この場合、 小エクステント・サ
イズは 64 KB です。これは、永続表領域のデフォルトです。 

� 均一エクステントの場合は、エクステント・サイズを指定するか、またはデフォルト・
サイズである 1 MB を使用できます。エクステントがローカルに管理される一時表領域
の場合は、この種の割当てしか使用できません。 

ローカル管理のエクステントの場合、記憶域パラメータ NEXT、PCTINCREASE、
MINEXTENTS、MAXEXTENTSおよび DEFAULT STORAGEは無効です。 

エクステントの割当て方法エクステントの割当て方法エクステントの割当て方法エクステントの割当て方法
Oracle がエクステントを割り当てるときには、ローカルに管理されるかディクショナリに
よって管理されるかに応じて、異なるアルゴリズムが使用されます。 

ローカル管理表領域では、Oracle は 初に表領域内で候補となるデータ・ファイルを判別し
ます。次に、そのデータ・ファイルのビットマップ内で必要数の隣接する空きブロックを検
索し、空き領域を検索し、新しいエクステントにこの空き領域を割り当てます。 そのデー
タ・ファイルに十分な隣接する空き領域がない場合は、Oracle は他のデータ・ファイルを調
べます。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 3-11 ページ「表領域内の領域管理」

� 『Oracle9i データベース管理者ガイド』

注意注意注意注意 : ローカル管理表領域を使用することをお薦めします。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : ディクショナリ管理の表内でエクステントを割り当てる方法
は、付録 B「廃止機能に関する情報」を参照してください。
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エクステントの概要
エクステントの割当て解除エクステントの割当て解除エクステントの割当て解除エクステントの割当て解除
一般に、セグメントにデータが格納されているスキーマ・オブジェクトを（DROP TABLE文
または DROP CLUSTER文によって）削除するまで、そのセグメントのエクステントは表領
域に戻されません。ただし、これには次のような例外があります。 

� 表やクラスタの所有者、または DELETE ANY権限を持つユーザーは、TRUNCATE...DROP 
STORAGE文を使用して表やクラスタを切り捨てることができます。 

� データベース管理者（DBA）は、次の SQL 構文を使用して未使用のエクステントの割
当てを解除できます。

ALTER TABLE table_name DEALLOCATE UNUSED;
 

� OPTIMALサイズが指定されているロールバック・セグメントについては、定期的に 1 つ
以上のエクステントの割当てが解除されることがあります。 

エクステントが解放されると、Oracle はデータ・ファイル内のビットマップを変更するか
（ローカル管理表領域の場合）、データ・ディクショナリを更新して（ディクショナリ管理表
領域の場合）、再度取得されたエクステントを使用可能領域として反映させます。 解放された
エクステントのブロックにあるデータにはアクセスできなくなります。

クラスタ化されていない表のエクステントクラスタ化されていない表のエクステントクラスタ化されていない表のエクステントクラスタ化されていない表のエクステント
クラスタ化されていない表が存在するかぎり、その表を切り捨てるまで、そのデータ・セグ
メントに割り当てられたデータ・ブロックは割当て解除されません。十分な領域がある場
合、Oracle はブロックに新しい行を挿入します。表の行をすべて削除しても、データ・ブ
ロックが再生されて表領域内の他のオブジェクトがそれを使用できるようになることはあり
ません。 

クラスタ化されていない表を削除した後、他のエクステントが空き領域を必要とするとき
に、この領域を再生できます。それらの表が存在していた表領域のデータ・セグメントおよ
び索引セグメントのすべてのエクステントが再生され、その表領域内の他のオブジェクトが
使用できるようになります。 

ディクショナリ管理表領域の場合は、使用可能エクステントより大きいエクステントがセグ
メントに必要になると、Oracle は再生済みの連続したエクステントを識別し、それらを結合
して大きいエクステントにします。これを、エクステントの結合結合結合結合と呼びます。ローカル管理
表領域の場合は、新しいエクステントが 1 つ以上のエクステントから再生されたかどうかに
関係なく、すべての連続した空き領域が新しいエクステントへの割当てに使用可能なため、
エクステントを結合する必要はありません。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 『Oracle9i データベース管理者ガイド』

� 『Oracle9i SQL リファレンス 』

エクステントの割当て解除の詳細は、次のマニュアルを参照してくださ
い。
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エクステントの概要
クラスタ化表のエクステントクラスタ化表のエクステントクラスタ化表のエクステントクラスタ化表のエクステント
クラスタ化表では、クラスタ用に作成されたデータ・セグメントに情報が格納されます。し
たがって、クラスタ内の 1 つの表を削除した場合、データ・セグメントはクラスタ内の他の
表が使用できるように残ります。エクステントが割当て解除されることはありません。ま
た、エクステントを解放するために、クラスタ（ハッシュ・クラスタを除く）を切り捨てる
こともできます。 

マテリアライズド・ビューとそのログのエクステントマテリアライズド・ビューとそのログのエクステントマテリアライズド・ビューとそのログのエクステントマテリアライズド・ビューとそのログのエクステント
Oracle は、マテリアライズド・ビューとマテリアライズド・ビュー・ログのエクステント
を、表やクラスタの場合と同じ方法で割当てを解除します。

索引内のエクステント索引内のエクステント索引内のエクステント索引内のエクステント
索引セグメントに割り当てられたエクステントはすべて、その索引が存在するかぎり、割り
当てられたままになります。索引や、それに対応する表またはクラスタを削除すると、エク
ステントは再生されて、表領域内で他の目的に使用できるようになります。 

一時セグメント内のエクステント一時セグメント内のエクステント一時セグメント内のエクステント一時セグメント内のエクステント
一時セグメントを必要とする文の実行が完了すると、一時セグメントは自動的に削除され、
そのセグメントに割り当てられていたエクステントは、対応する表領域に戻されます。単一
のソートでは、その文を発行したユーザーの一時表領域に専用の一時セグメントが作成され
ます。その後、そのエクステントは表領域に戻されます。

それに対して複数のソートでは、ソート専用に設定されている一時表領域のソート・セグメ
ントを使用できます。 これらのソート・セグメントは、インスタンスごとに 1 回だけ割り当
てられ、ソート後には戻されずに残るため、他の複数ソートでそのセグメントを使用できま
す。

一時表の一時セグメントには、1 つのトランザクションまたはセッションの複数の文に関す
るデータが入っています。Oracle は、トランザクションまたはセッションの終了時に一時セ
グメントを削除します。そのセグメントに割り当てられていたエクステントは、対応する表
領域に戻されます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : マテリアライズド・ビューとそのログの詳細は、10-21 ページ
の「マテリアライズド・ビュー」を参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 2-14 ページ「一時セグメントの概要」

� 10-11 ページ「一時表」
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セグメントの概要
ロールバック・セグメント内のエクステントロールバック・セグメント内のエクステントロールバック・セグメント内のエクステントロールバック・セグメント内のエクステント
Oracle では、データベースのロールバック・セグメントを定期的にチェックし、 適サイズ
を超えていないかどうか確認されます。 ロールバック・セグメントが 適サイズを超えてい
る（つまり、エクステントが多すぎる）場合、ロールバック・セグメントから 1 つ以上のエ
クステントが自動的に割当て解除されます。

セグメントの概要セグメントの概要セグメントの概要セグメントの概要
セグメントは、表領域内の特定の論理記憶域構造のデータがすべて入っている、エクステン
トの集合です。たとえば、各表には、その表のデータ・セグメントを形成する 1 つ以上のエ
クステントが割り当てられ、各索引には、その索引セグメントを形成する 1 つ以上のエクス
テントが割り当てられます。 

Oracle データベースでは、次の 4 タイプのセグメントが使用されます。 

� データ・セグメントの概要

� 索引セグメントの概要

� 一時セグメントの概要

データ・セグメントの概要データ・セグメントの概要データ・セグメントの概要データ・セグメントの概要
Oracle データベース内の 1 つのデータ・セグメントには、次のいずれかのデータがすべて保
持されます。 

� パーティション化またはクラスタ化されていない表

� パーティション表のパーティション

� 表のクラスタ

このデータ・セグメントは、CREATE文を使用して表またはクラスタを作成する時点で作成
されます。

データ・セグメントのエクステントがどのように割り当てられるかは、表またはクラスタの
記憶域パラメータによって決定されます。これらの記憶域パラメータは、適切な CREATEま
たは ALTER文によって直接設定できます。これらの記憶域パラメータは、オブジェクトに
対応するデータ・セグメントのデータ検索と格納の効率に影響を与えます。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : ロールバック・セグメントの詳細は、付録 B「廃止機能に関
する情報」を参照してください。

注意注意注意注意 : Oracle は、マテリアライズド・ビューとマテリアライズド・
ビュー・ログのセグメントを、表やクラスタの場合と同じ方法で作成しま
す。 
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セグメントの概要
索引セグメントの概要索引セグメントの概要索引セグメントの概要索引セグメントの概要
Oracle データベース内の各非パーティション索引には、すべてのデータを保持する索引セグ
メントが 1 つあります。パーティション索引の場合は、パーティションごとに、そのデータ
を保持する索引セグメントが 1 つずつあります。 

索引または索引パーティションの索引セグメントは、CREATE INDEX文を発行した時点で作
成されます。この文では、索引セグメントのエクステントの記憶域パラメータと、索引セグ
メントが作成される表領域を指定できます。（表のセグメントと、その表に関連する索引の
セグメントは、同一の表領域に存在しなくてもかまいません。）記憶域パラメータを設定す
ると、データ検索と格納の効率に直接影響があります。

一時セグメントの概要一時セグメントの概要一時セグメントの概要一時セグメントの概要
Oracle では、問合せの処理中に、SQL 文の解析と実行の中間段階で、一時的な作業領域が必
要になることがよくあります。Oracle は、一時セグメント一時セグメント一時セグメント一時セグメントと呼ばれるこのディスク領域を自
動的に割り当てます。通常、一時セグメントは、ソート操作の作業領域として必要です。
ソート操作がメモリー内で実行できる場合、または Oracle が索引を使用して操作を実行で
きる別の方法を見つけた場合、一時セグメントは作成されません。 

一時セグメントを必要とする操作一時セグメントを必要とする操作一時セグメントを必要とする操作一時セグメントを必要とする操作
次の文では、一時セグメントの使用が必要になる場合があります。 

� CREATE INDEX 

� SELECT ...ORDER BY 

� SELECT DISTINCT ... 

� SELECT ...GROUP BY 

� SELECT ...UNION 

� SELECT ...INTERSECT 

� SELECT ...MINUS

一部の索引付けされていない結合および相関副問合せでも、一時セグメントの使用が必要に
なることがあります。 たとえば、問合せに DISTINCT句、GROUP BYおよび ORDER BYが含
まれている場合、2 つの一時セグメントが必要になる可能性があります。 アプリケーション

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� マテリアライズド・ビューとマテリアライズド・ビュー・ログの詳細
は、『Oracle9i レプリケーション』を参照してください。

� CREATE文と ALTER文の詳細は、『Oracle9i SQL リファレンス』を参
照してください。
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セグメントの概要
で前述の文を頻繁に発行する場合は、データベース管理者が初期化パラメータ SORT_AREA_
SIZEを調整してパフォーマンスを改善してください。 

一時表とその索引のセグメント一時表とその索引のセグメント一時表とその索引のセグメント一時表とその索引のセグメント
Oracle は、一時表と一時表に作成される索引用に一時セグメントを割り当てることがありま
す。一時表には、トランザクションまたはセッションの期間中にのみ存在するデータが保持
されます。

一時セグメントが割り当てられる方法一時セグメントが割り当てられる方法一時セグメントが割り当てられる方法一時セグメントが割り当てられる方法
Oracle は、問合せと一時表には異なる方法で一時セグメントを割り当てます。 

問合せ用の一時セグメントの割当て問合せ用の一時セグメントの割当て問合せ用の一時セグメントの割当て問合せ用の一時セグメントの割当て  一時セグメントは、ユーザー・セッション中に必要に
応じて、文を発行したユーザーの一時表領域内に割り当てられます。 この一時表領域は、
TEMPORARY TABLESPACE句を付けた CREATE USERまたは ALTER USER文で指定します。 

ユーザーに定義されている一時表領域がない場合、SYSTEM表領域がデフォルトの一時表領
域として使用されます。一時セグメントのエクステントの記憶特性は、一時セグメントが作
成された表領域のデフォルト値によって決まります。一時セグメントは、その文が完了する
と削除されます。 

一時セグメントの割当てと割当て解除は頻繁に発生するため、一時セグメント専用の表領域
を作成してください。これによって、ディスク・デバイス間で I/O を分散させるとともに、
SYSTEM表領域やその他の表領域に一時セグメントが保持されることによって生じるそれら
の表領域の断片化を避けることもできます。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : SORT_AREA_SIZEおよびその他の初期化パラメータの詳細
は、『Oracle9i データベース・リファレンス』を参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 10-11 ページ「一時表」

注意注意注意注意 : 永続表領域をユーザーの一時表領域として割り当てることはでき
ません。

注意注意注意注意 : SYSTEM表領域がローカル管理の場合は、データベースの作成時
にデフォルトの一時表領域を定義する必要があります。 ローカル管理の
SYSTEM表領域は、デフォルトの一時記憶域として使用できません。
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セグメントの概要
REDO ログには、ソート操作用の一時セグメントに対する変更のエントリは格納されませ
ん。ただし、例外として、一時セグメントに対する領域管理操作のエントリは格納されま
す。

一時表および索引用の一時セグメントの割当て一時表および索引用の一時セグメントの割当て一時表および索引用の一時セグメントの割当て一時表および索引用の一時セグメントの割当て  Oracle は、一時表に対して 初の INSERT
が発行された時点で、その表にセグメントを割り当てます。 （これは、CREATE TABLE AS 
SELECTによって内部で発行される挿入操作の場合もあります。）一時表に対する 初の
INSERT文では、表とその索引にセグメントが割り当てられ、索引のルート・ページが作成
され、LOBセグメントが割り当てられます。 

一時表のセグメントは、その表を作成したユーザーの一時表領域内で割り当てられます。 

トランザクションやセッションの終了時に、Oracle は、それぞれに固有の一時表のセグメン
トを削除します。その一時表の使用を他のトランザクションまたはセッションが共有してい
る場合、そのデータを含むセグメントは表に残ります。

自動自動自動自動 UNDO 管理管理管理管理
自動 UNDO 管理は、UNDO 表領域ベースです。異なるサイズの多数のロールバック・セグ
メントを割り当てるかわりに、数個の UNDO 表領域の形式で領域を割当てます。 

自動 UNDO 管理を使用すると、UNDO 保存を明示的に制御できます。システム・パラメー
タ（UNDO_RETENTION）の使用によって、データベースに保存するコミット済みのロール
バック情報の量を指定できます。このパラメータは時計時間（たとえば、30 秒）として指定
します。保存制御では、長い問合せを正常に実行できるように、システムを構成できます。

V$UNDOSTATビューを使用すると、データベース・システムの監視と構成が可能になるた
め、UNDO 領域を効率的に使用できるようになります。 V$UNDOSTATは、インスタンスで
使用されている UNDO 領域のサイズなど、様々な UNDO とトランザクションの統計値を表
示します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : ユーザーの一時セグメント表領域を割り当てる方法の詳細は、
第 22 章「データベース・アクセスの制御」を参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 10-11 ページ「一時表」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : UNDO 表領域の作成方法については、『Oracle9i データベー
ス管理者ガイド』を参照してください。

注意注意注意注意 : 以前のリリースでは、ロールバック・セグメントを使用して
UNDO 領域管理を実行していました。 現行バージョンでは、この方法を手
動 UNDO 管理モードと呼んでいます。
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セグメントの概要
UNDO モードモードモードモード
UNDO モードを使用すると、手動 UNDO 管理から自動 UNDO 管理へと柔軟に移行できま
す。 データベース・システムは、手動 UNDO 管理モードまたは自動 UNDO 管理モードで実
行できます。 手動 UNDO 管理モードでは、UNDO 領域はロールバック・セグメントを介し
て管理されます。 また、このモードはどの互換性レベルでもサポートされます。 新機能を利
用するために Oracle9i を実行する必要があり、まだ自動 UNDO 管理モードに切り替える準
備が完了していない場合は、手動 UNDO 管理モードを使用してください。

自動 UNDO 管理モードでは、UNDO 領域は UNDO 表領域で管理されます。 自動 UNDO 管
理モードを使用するために、データベース管理者に必要な操作は、各インスタンスに
UNDO 表領域を作成し、UNDO_MANAGEMENT初期化パラメータを AUTOに設定することの
みです。自動 UNDO 管理モードは、Oracle9i 以上での互換性レベルでサポートされていま
す。 手動 UNDO 管理モードはサポートされていますが、自動 UNDO 管理モードでの実行を
お薦めします。 

UNDO 割当て割当て割当て割当て
自動 UNDO 管理モードの場合、システムは UNDO セグメントへのトランザクションの割当
てを排他的に制御します。また、UNDO セグメントの領域割当てを制御します。 問題のある
トランザクションは、UNDO 領域のほとんどを使用してしまうことがあるため、システム
全体が機能できなくなります。 手動 UNDO 管理モードの場合、このような可能性は
MAXEXTENTS値を小さくしてロールバック・セグメントのサイズを制限すれば制御できま
す。 ただし、実行が長いトランザクションは、SET TRANSACTION USE ROLLBACK SEGMENT
文を使用して、より大きなロールバック・セグメントに明示的に割り当てる必要がありま
す。これは、簡単な方法ではありません。

リソース・マネージャ・ディレクティブの UNDO_POOLは、大きいトランザクションを制御
するより明示的な方法です。 このディレクティブによって、データベース管理者はユーザー
をコンシューマ・グループに分けて、それぞれのグループに 大 UNDO 領域の上限を割り
当てることができます。 あるグループが使用する UNDO 領域の合計が上限を超えると、そ
のグループのユーザーは、UNDO 領域が他のメンバーのトランザクションの終了によって
解放されるまで、いかなる更新も実行できません。

UNDO_POOLのデフォルト値は、UNLIMITEDです。ユーザーは UNDO 表領域が保持してい
るのと同じ大きさの UNDO 領域を使用できます。 データベース管理者は、UNDO_POOLディ
レクティブを使用して特定のユーザーを制限できます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� DDL 文の構文とセマンティクスについては、『Oracle9i データベース
管理者ガイド』を参照してください。

� 手動 UNDO 管理モードの詳細は、付録 B「廃止機能に関する情報」を
参照してください。
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セグメントの概要
UNDO 保存制御保存制御保存制御保存制御
読込み一貫性操作に必要なロールバック情報が使用できないため、長時間実行する問合せで
は失敗があります。 これは、コミット済みの UNDO ブロックがアクティブなトランザク
ションに上書きされた場合に起ります。

自動 UNDO 管理では、UNDO 領域が再利用できるとき、つまり UNDO 情報をどれくらい
の期間保存するのかを明示的に制御できます。 データベース管理者は、UNDO_RETENTION
パラメータを使用して、保存期間を指定できます。 たとえば、UNDO_RETENTIONを 30 分に
設定すると、システムにあるコミット済みのすべての UNDO 情報は、 低 30 分間保存され
ます。 これによって、実行時間が 30 分以内のすべての問合せでは、通常の環境では、OERエ
ラー「スナップショットが古すぎます」は発生しません。

起動時に UNDO_RETENTIONを設定するか、ALTER SYSTEM文で動的に変更できます。次の
例では、保存を 20 分に設定します。

ALTER SYSTEM SET UNDO_RETENTION = 1200;

UNDO_RETENTIONパラメータを設定しない場合、Oracle は、問合せが少なく短いほとんど
の OLTP システムで、小さくても適切なデフォルト値を使用します。

一般に保存の値は、UNDO 表領域が対応可能な限界値の近くに設定しないことをお薦めし
ます。UNDO セグメント間で領域の移動が過度に生じることがあるからです。UNDO 領域
の 20% のバッファを設定することをお薦めします。

外部ビュー外部ビュー外部ビュー外部ビュー
トランザクションと UNDO 情報を V$TRANSACTIONと V$ROLLSTATで監視します。 自動
UNDO 管理の場合、その UNDO セグメントの動作は V$ROLLSTATの情報に反映されます。

V$UNDOSTATビューは、統計データのヒストグラムを表示してシステムの動作状況を示しま
す。 UNDO 使用率、トランザクションの並行性、インスタンスで実行される問合せの長さな
どの統計値を表示できます。このビューを使用すると、現在のワークロードに必要な
UNDO 領域の量を的確に予測できます。 このビューは、自動 UNDO 管理モードと手動
UNDO 管理モードの両方で使用可能です。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : V$UNDOSTATの使用の詳細は、『Oracle9i データベース管理者
ガイド』を参照してください。
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表領域、データ・ファイルおよび制御ファ
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表領域、データ・ファイルおよび制御ファイル表領域、データ・ファイルおよび制御ファイル表領域、データ・ファイルおよび制御ファイル表領域、データ・ファイルおよび制御ファイル

この章では、Oracle データベースの主要な論理データベース構造である表領域と、それぞれ
の表領域に対応する物理データ・ファイルについて説明します。この章の内容は、次のとお
りです。

� 表領域、データ・ファイルおよび制御ファイルの概要

� 表領域の概要

� データ・ファイルの概要

� 制御ファイルの概要
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表領域、データ・ファイルおよび制御ファイルの概要
表領域、データ・ファイルおよび制御ファイルの概要表領域、データ・ファイルおよび制御ファイルの概要表領域、データ・ファイルおよび制御ファイルの概要表領域、データ・ファイルおよび制御ファイルの概要
Oracle のデータは、論理的には表領域表領域表領域表領域に格納され、物理的にはその表領域に対応するデーデーデーデー
タ・ファイルタ・ファイルタ・ファイルタ・ファイルに格納されます。図 3-1 にこの関係を示します。 

図図図図 3-1 データ・ファイルと表領域データ・ファイルと表領域データ・ファイルと表領域データ・ファイルと表領域

データベース、表領域およびデータ・ファイルは、それぞれ密接に関連し合っていますが、
次のような重要な相違があります。

� Oracle データベースは、データベースのすべてのデータがまとめて格納される、表領域
と呼ばれる 1 つ以上の論理記憶単位からなっています。 

� Oracle データベース内の各表領域は、データ・ファイルと呼ばれる 1 つ以上のファイル
からなっています。データ・ファイルは、Oracle が稼働中のオペレーティング・システ
ムに準拠する物理構造です。 

表領域�
（1つ以上のデータ・ファイル）�

表�

索引�

索引�

索引�

索引�

索引�

索引�

索引�

表�

表�

索引�

索引�

索引�

データ・ファイル�
（1つの表領域にのみ�
対応付けられた物理構造）�

オブジェクト�
（表領域に格納され、�
複数のデータ・ファイルに�
またがることもある）�
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表領域、データ・ファイルおよび制御ファイルの概要
� データベースのデータは、データベースの各表領域を構成するデータ・ファイル内にま
とめて格納されます。たとえば、 も単純な Oracle データベースには、1 つのデータ・
ファイルで構成される表領域が 1 つあります。他のデータベースは、それぞれ 2 つの
データ・ファイルから構成される 3 つの表領域を持つ場合もあります（合計で 6 つの
データ・ファイルになります）。 

Oracle Managed Files
Oracle Managed Files により、データベース管理者は、Oracle データベースを構成するオペ
レーティング・システム・ファイルを直接管理する必要がなくなります。 操作を指定すると
きには、ファイル名ではなくデータベース・オブジェクトを使用します。 Oracle では、内部
的に標準ファイルが使用されます。

システムは、必要に応じて次のデータベース構造にファイルを作成し、削除するためのイン
タフェースを提供します。 

� 表領域

� オンライン REDO ログ・ファイル

� 制御ファイル

初期化パラメータを介して、特定タイプのファイルに使用するファイル・システム・ディレ
クトリを指定します。 Oracle では、一意のファイルである Oracle 管理ファイルが作成され、
不要になると削除されます。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle9i データベース管理者ガイド』
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表領域、データ・ファイルおよび制御ファイルの概要
データベースへの多くの領域の割当てデータベースへの多くの領域の割当てデータベースへの多くの領域の割当てデータベースへの多くの領域の割当て
表領域のサイズは、表領域を構成するデータ・ファイルのサイズです。データベースのサイ
ズは、データベースを構成する表領域の合計サイズです。

データベースのサイズを拡張するには、次の 3 つの方法があります。

� データ・ファイルを表領域に追加します。

� 新しい表領域を追加します。

� データ・ファイルのサイズを大きくします。

既存の表領域にデータ・ファイルを追加すると、その表領域に割り当てられているディスク
領域の容量を増やすことになります。図 3-2 は、このようにして領域を拡大する方法を示し
ています。 

図図図図 3-2 表領域にデータ・ファイルを追加してデータベースを拡大表領域にデータ・ファイルを追加してデータベースを拡大表領域にデータ・ファイルを追加してデータベースを拡大表領域にデータ・ファイルを追加してデータベースを拡大

DATA1.ORA DATA3.ORADATA2.ORA

SYSTEM表領域�

データベース�

ALTER TABLESPACE system
ADD DATAFILE 'DATA2.ORA'

ALTER TABLESPACE system
ADD DATAFILE 'DATA3.ORA'

単一の表領域�

データ・ファイルを�
追加すると、�
データベース・サイズと�
表領域サイズが増加する�
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表領域、データ・ファイルおよび制御ファイルの概要
別の方法として、新しい表領域を作成し（少なくとも 1 つのデータ・ファイルを作成）、
データベースのサイズを大きくすることもできます。 図 3-3 は、この方法を示しています。

図図図図 3-3 新しい表領域を追加してデータベースを拡大新しい表領域を追加してデータベースを拡大新しい表領域を追加してデータベースを拡大新しい表領域を追加してデータベースを拡大

DATA1.ORA DATA2.ORA DATA3.ORA

SYSTEM表領域� USERS表領域�

データベース�

2つの表領域�

CREATE TABLESPACE users
DATAFILE 'DATA3.ORA'
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表領域、データ・ファイルおよび制御ファイルの概要
3 番目の方法として、データ・ファイルのサイズを変更するか、必要領域の増加に応じて既
存の表領域のデータ・ファイルが動的に拡張するように指定できます。そのためには、既存
のファイルを変更するか、動的拡張プロパティを持つデータ・ファイルを追加します。図
3-4 は、この方法を示しています。

図図図図 3-4 データ・ファイルを動的にサイズ変更してデータベースを拡大データ・ファイルを動的にサイズ変更してデータベースを拡大データ・ファイルを動的にサイズ変更してデータベースを拡大データ・ファイルを動的にサイズ変更してデータベースを拡大

関連項目関連項目関連項目関連項目 :  データベース内の領域を拡張する方法の詳細は、『Oracle9i
データベース管理者ガイド』を参照してください

DATA1.ORA DATA2.ORA

SYSTEM表領域� USERS表領域�

DATA3.ORA

データベース�

ALTER DATABASE
DATAFILE 'DATA3.ORA'
   AUTOEXTEND ON NEXT 20M
      MAXSIZE 1000M;

20 M

20 M
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表領域の概要
表領域の概要表領域の概要表領域の概要表領域の概要
データベースは、表領域と呼ばれる 1 つ以上の論理記憶単位に分割されます。表領域はセグセグセグセグ
メントメントメントメントと呼ばれる論理記憶単位に分けられ、セグメントはさらにエクステントエクステントエクステントエクステントに分けられて
います。エクステントは連続するブロックのコレクションです。

この項で表領域に関して取り上げる項目は、次のとおりです。

� SYSTEM 表領域

� UNDO 表領域

� デフォルト一時表領域

� 複数の表領域の使用

� 表領域内の領域管理

� マルチ・ブロック・サイズ

� オンライン表領域とオフライン表領域

� 読取り専用表領域

� ソート操作用の一時表領域

� データベース間での表領域の移動

SYSTEM 表領域表領域表領域表領域
Oracle データベースには、データベースの作成時に自動的に作成される SYSTEMという表領
域が含まれています。 SYSTEM表領域は、データベースのオープン中は常にオンラインに
なっています。

ローカル管理表領域の利点を活用するには、ローカル管理の SYSTEM表領域を作成する方法
と、既存のディクショナリ管理の SYSTEM表領域をローカル管理形式に移行する方法があり
ます。 

ローカル管理の SYSTEM表領域を持つデータベースには、ディクショナリ表領域を作成でき
ません。 トランスポータブル機能を使用するとディクショナリ管理表領域をプラグインでき
ますが、書込み可能にすることはできません。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : セグメントとエクステントの詳細は、第 2 章「データ・ブ
ロック、エクステントおよびセグメント」を参照してください。

注意注意注意注意 : 表領域をローカル管理にした後は、ディクショナリ管理に戻すこ
とはできません。
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表領域の概要
データ・ディクショナリデータ・ディクショナリデータ・ディクショナリデータ・ディクショナリ
SYSTEM表領域には、データベース全体のデータ・ディクショナリ表が必ず含まれます。  

PL/SQL プログラム・ユニットの説明プログラム・ユニットの説明プログラム・ユニットの説明プログラム・ユニットの説明
ストアド PL/SQL プログラム・ユニット（プロシージャ、ファンクション、パッケージおよ
びトリガー）のために格納されるデータは、すべて SYSTEM表領域にあります。 データベー
スにこれらのプログラム・ユニットの多くを含める場合、データベース管理者は必要なス
ペースを SYSTEM表領域に確保する必要があります。

UNDO 表領域表領域表領域表領域
UNDO 表領域は、ロールバック情報の格納にのみ使用する特別な表領域です。 UNDO 表領
域に、タイプの異なるセグメント（表や索引など）を作成することはできません。各データ
ベースには、UNDO 表領域が確保されない場合もあります。 自動 UNDO 管理モードでは、
各 Oracle インスタンスには 1 つの UNDO 表領域のみ割り当てられます。取り消されたデー
タは、Oracle により自動的に作成、維持される UNDO セグメントを使用して、UNDO 表領
域内で処理されます。

トランザクション内で 初の DML 操作が実行されると、そのトランザクションは、現在の
UNDO 表領域内の UNDO セグメントおよびトランザクション表にバインド（割当て）され
ます。 インスタンスに対し専用の UNDO 表領域が割り当てられていない場合は、トランザ
クションがシステム UNDO セグメントにバインドされます。

各 UNDO 表領域は、UNDO ファイルのセットで構成され、ローカルで管理されます。他の
表領域と同様、UNDO ブロックはエクステントの中でグループ化され、各エクステントの
状態がビットマップで表示されます。任意の時点で、エクステントはトランザクション表に
割り当てられ（て使用され）るか、または解放されます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� ローカル管理の SYSTEM表領域を作成する方法、またはローカル管理
の SYSTEM表領域に移行する方法の詳細は、『Oracle9i データベース
管理者ガイド』を参照してください。

� SYSTEM表領域の永続的なオンライン条件の詳細は、3-14 ページの
「オンライン表領域とオフライン表領域」を参照してください

� PL/SQL プログラム・ユニットの領域要件の詳細は、第 14 章「SQL、
PL/SQL および Java」および第 17 章「トリガー」 を参照してくださ
い。

注意注意注意注意 : 初の UNDO 表領域を作成し、オンライン化するまではユー
ザー・トランザクションは実行しないでください。
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表領域の概要
UNDO 表領域の作成表領域の作成表領域の作成表領域の作成
データベース管理者は、CREATE UNDO TABLESPACE文を使用して、UNDO 表領域を個別に
作成します。 CREATE DATABASE文を使用して、データベース作成時に同時に作成すること
もできます。ファイルのセットが、新規に作成された各 UNDO 表領域に割り当てられます。 
通常の表領域と同様、UNDO 表領域の属性は、ALTER TABLESPACE文を使用して変更し、
DROP TABLESPACE文を使用して削除できます。

UNDO 表領域の割当て表領域の割当て表領域の割当て表領域の割当て
UNDO 表領域を次のいずれかの方法でインスタンスに割り当てます。

� インスタンス起動時。UNDO 表領域を初期化ファイルに指定することも利用可能な
UNDO 表領域をシステムに選択させることもできます。

� インスタンス実行時。 アクティブなUNDO表領域を別のUNDO 表領域で置換するには、
ALTER SYSTEM SET UNDO_TABLESPACEを使用します。この方法はほとんど使用され
ません。

ALTER TABLESPACE文を使用してデータ・ファイルを UNDO 表領域に追加することで、
UNDO 表領域に領域を追加できます。

2 つ以上の UNDO 表領域を確保して、これらを切り替えることができます。 Database 
Resource Manager を使用して、UNDO 表領域のユーザーへの割当て制限を設定します。
ロールバック情報の保存周期を指定できます。

注意注意注意注意 : UNDO 表領域をインスタンスが使用している場合またはトランザ
クションのリカバリに必要なロールバック情報が含まれている場合は、
UNDO 表領域は削除できません。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : UNDO 表領域の作成と管理の詳細は、『Oracle9i データベー
ス管理者ガイド』を参照してください。
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表領域の概要
デフォルト一時表領域デフォルト一時表領域デフォルト一時表領域デフォルト一時表領域
SYSTEM表領域がローカル管理の場合は、データベースの作成時にデフォルトの一時表領域
を定義する必要があります。 ローカル管理の SYSTEM表領域は、デフォルトの一時記憶域と
して使用できません。

SYSTEMがディクショナリ管理の場合で、データベースの作成時にデフォルトの一時表領域
を定義しない場合は、デフォルトの一時記憶域に引き続き SYSTEMが使用されます。 ただ
し、デフォルトの一時表領域が推奨され、今後のリリースでは必須となることを伝える警告
を ALERT.LOGで受け取ります。

デフォルトの一時表領域の指定方法デフォルトの一時表領域の指定方法デフォルトの一時表領域の指定方法デフォルトの一時表領域の指定方法
データベース作成の際は、CREATE DATABASE文に対する DEFAULT TEMPORARY 
TABLESPACE拡張機能を使用して、デフォルトの一時表領域を指定します。

デフォルトの一時表領域を削除すると、SYSTEM表領域がデフォルトの一時表領域として使
用されます。 

複数の表領域の使用複数の表領域の使用複数の表領域の使用複数の表領域の使用
小規模なデータベースでは、SYSTEM表領域のみで十分な場合があります。ただし、ユー
ザー・データをデータ・ディクショナリ情報と切り離して格納するために、追加の表領域を
少なくとも 1 つ作成することをお薦めします。これによって、各種のデータベース管理操作
がより柔軟性に富んだものとなり、ディクショナリ・オブジェクトとスキーマ・オブジェク
トに同一のデータ・ファイルからアクセスすることに伴う競合を減らすこともできます。 

複数の表領域を使用すると、次のタスクを実行できます。 

� データベース・データに対するディスク領域の割当てを制御します。

� データベース・ユーザーに対し固有の領域割当て制限を設定します。

� 各表領域を個別にオンライン化またはオフライン化して、データの可用性を制御しま
す。

� データベースのバックアップ操作やリカバリ操作を部分的に実行します。

� パフォーマンスを改善するためにデータ記憶域を複数のデバイスにわたって割り当てま
す。

注意注意注意注意 : デフォルトの一時表領域を永続表領域化またはオフライン化する
ことはできません。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : デフォルトの一時表領域の定義と変更の詳細は、『Oracle9i 
SQL リファレンス』を参照してください。
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表領域の概要
データベース管理者は、表領域を使用して次のことを実行できます。

� 新規表領域の作成

� 表領域へのデータ・ファイルの追加

� 表領域に作成したセグメントのデフォルトのセグメント記憶域設定の設定と変更

� 表領域を読取り専用または読込み / 書込みに設定

� 表領域を一時表領域または永続表領域に設定

� 表領域の削除 

表領域内の領域管理表領域内の領域管理表領域内の領域管理表領域内の領域管理
表領域では、領域がエクステント単位で割り当てられます。表領域では、次の 2 つの方法で
空き領域と使用済み領域を追跡できます。 

� ローカル管理表領域ローカル管理表領域ローカル管理表領域ローカル管理表領域 : 表領域によるエクステント管理

� ディクショナリ管理表領域ディクショナリ管理表領域ディクショナリ管理表領域ディクショナリ管理表領域 : データ・ディクショナリによるエクステント管理

表領域の作成時に、この 2 つの領域管理方法からどちらかを選択できます。選択した方法を
後で変更することはできません。 

ローカル管理表領域ローカル管理表領域ローカル管理表領域ローカル管理表領域
自身のエクステントを管理する表領域では、各データ・ファイルのビットマップが保持さ
れ、そのデータ・ファイル内のブロックの解放または使用状態が追跡されます。ビットマッ
プ内の各ビットは、1 ブロックまたは 1 ブロック・グループに対応します。エクステントが
割り当てられるか、再利用のために解放されると、Oracle はブロックの新しい状態を示すた
めにビットマップ値を変更します。この変更では、データ・ディクショナリ内の表は更新さ
れないため（表領域割当て制限情報などの特殊ケースを除く）、ロールバック情報は生成さ
れません。 

ローカル管理表領域には、ディクショナリ管理表領域に比べて次のような長所があります。 

� エクステントのローカル管理によって、隣接する空き領域が自動的に追跡され、使用可
能エクステントを結合する必要がなくなります。 

� エクステントのローカル管理によって、再帰的な領域管理操作が回避されます。エクス
テント内の領域を使用または解放することにより、データ・ディクショナリ表やロール

注意注意注意注意 : 表領域の作成時にエクステント管理を指定しない場合は、ローカ
ル管理がデフォルトとなります。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 2-9 ページ「エクステントの概要」
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表領域の概要
バック・セグメントの領域を使用または解放する他の操作が生じる場合に、ディクショ
ナリ管理表領域内でこの種の再帰的な操作が発生することがあります。 

ローカルに管理されるエクステントのサイズは、システムが動的に決定できます。 また、
ローカル管理表領域内では、すべてのエクステントを同じサイズにすることもでき、さらに
オブジェクト記憶域オプションがオーバーライドされます。 

ローカル管理の永続表領域または一時表領域をそれぞれ作成するには、CREATE 
TABLESPACEまたは CREATE TEMPORARY TABLESPACE文の LOCAL句を指定します。 

ローカル管理表領域内のセグメント領域管理ローカル管理表領域内のセグメント領域管理ローカル管理表領域内のセグメント領域管理ローカル管理表領域内のセグメント領域管理
CREATE TABLESPACE文を使用したローカル管理表領域の作成では、SEGMENT SPACE 
MANAGEMENT句により、セグメント内の空き領域および使用領域の管理方法を指定します。
次のいずれかを選択します。 

� AUTO 

このキーワードにより、セグメント内の空き領域を管理するためにビットマップを使用
することが Oracle に伝えられます。この場合のビットマップは、行の挿入に使用でき
るブロックの領域に対応するセグメント内の各データ・ブロックの状態を示すマップで
す。データ・ブロックに、ある程度の空き領域ができると、新しい状態がビットマップ
に反映されます。 Oracle では、ビットマップを使用することで空き領域の管理がより自
動化されるため、この形式の領域管理は、自動セグメント領域管理と呼ばれます。

� MANUAL 

このキーワードを指定することで、セグメント内の空き領域を管理するために空きリス
トを使用することが Oracle に伝えられます。空きリストとは、行の挿入に使用できる
領域が確保されたデータ・ブロックのリストです。 MANUALがデフォルトです。 

ディクショナリ管理表領域ディクショナリ管理表領域ディクショナリ管理表領域ディクショナリ管理表領域
以前のバージョンの Oracle でデータベースを作成した場合は、ディクショナリ管理表領域
を使用できます。データ・ディクショナリを使用してエクステントが管理される表領域の場
合、エクステントが割り当てられたり再利用のために解放されるたびに、Oracle はデータ・
ディクショナリ内の適切な表を更新します。また、ディクショナリ表のそれぞれの更新に関
するロールバック情報も格納されます。ディクショナリ表とロールバック・セグメントは

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� SQL 文の詳細は、『Oracle9i SQL リファレンス』を参照してください。

� SQL 文の管理の詳細は、『Oracle9i データベース管理者ガイド』を参
照してください。

� 2-9 ページ「エクステントの数とサイズの決定」

� 一時表領域の詳細は、3-16 ページの「ソート操作用の一時表領域」を
参照してください。
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表領域の概要
データベースの一部であるため、これらが占める領域は、他のすべてのデータと同じ領域管
理操作の対象となります。 

マルチ・ブロック・サイズマルチ・ブロック・サイズマルチ・ブロック・サイズマルチ・ブロック・サイズ
SYSTEM表領域のブロック・サイズは、標準ブロック・サイズ標準ブロック・サイズ標準ブロック・サイズ標準ブロック・サイズです。標準ブロック・サイズ
は、データベースが作成されたときに設定され、任意の有効サイズに設定可能です。

標準ブロック・サイズに加えて、ブロック・サイズを 4 つまで指定できます。初期化ファイ
ルで、これらのブロック・サイズごとにバッファ・キャッシュ内のサブキャッシュを構成で
きます。インスタンスの実行中にサブキャッシュも構成できます。任意のブロック・サイズ
の表領域を作成できます。標準ブロック・サイズは、SYSTEM 表領域および他の多くの表領
域で使用されます。

マルチ・ブロック・サイズが主に役立つのは、表領域を OLTP データベースから企業のデー
タ・ウェアハウスへ移動する場合です。 これにより、ブロック・サイズが異なるデータベー
ス間での移動が容易になります。

注意注意注意注意 : パーティション・オブジェクトのパーティションはすべて、単一
ブロック・サイズの表領域に常駐する必要があります。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 3-17 ページ「データベース間での表領域の移動」 

� データ・ウェアハウス環境で表領域を移動する方法の詳細は、
『Oracle9i データ・ウェアハウス・ガイド』を参照してください。
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表領域の概要
オンライン表領域とオフライン表領域オンライン表領域とオフライン表領域オンライン表領域とオフライン表領域オンライン表領域とオフライン表領域
データベース管理者は、Oracle データベースがオープンされているときはいつでも、その表
領域（SYSTEM表領域を除く）をオンラインオンラインオンラインオンライン（アクセス可能）または オフラインオフラインオフラインオフライン（アクセス
不能）にできます。 SYSTEM表領域は、データベースのオープン中は常にオンラインになっ
ています。Oracle がデータ・ディクショナリを常に使用できるようになっている必要がある
ためです。 

表領域は通常はオンラインになっており、データベース・ユーザーはその表領域内のデータ
を使用できます。 一方、データベース管理者は、メンテナンスまたはバックアップおよびリ
カバリの目的に表領域をオフラインで使用できます。

表領域がオフラインになった場合表領域がオフラインになった場合表領域がオフラインになった場合表領域がオフラインになった場合
表領域がオフラインになると、Oracle では後続の SQL 文でその表領域内に含まれるオブ
ジェクトを参照できなくなります。表領域内のデータを参照する完了済みの文を含むアク
ティブ・トランザクションは、トランザクション・レベルでは影響を受けません。それらの
完了済みの文に対応するロールバック・データは、SYSTEM表領域にある遅延ロールバッ
ク・セグメントに保存されます。表領域が再びオンライン化されると、このロールバック・
データは必要に応じて表領域に適用されます。 

表領域がオフラインになったり、オンラインに戻ったときには、SYSTEM表領域内のデー
タ・ディクショナリにそのことが記録されます。表領域がオフラインのときにデータベース
を停止すると、後からそのデータベースをマウントして再オープンしたときにも、その表領
域はオフラインのままです。 

表領域をオンラインにできるのは、その表領域を作成したデータベース内のみに限られま
す。これは、必要なデータ・ディクショナリ情報がそのデータベースの SYSTEM表領域内に
維持されているためです。オフライン表領域は、Oracle 以外のユーティリティで読み込んだ
り、編集できません。したがって、オフライン表領域を他のデータベースへ転送することは
できません。 

ある種のエラーが発生すると、Oracle は表領域をオンラインからオフラインへ自動的に切り
替えます。たとえば、データベース・ライター・プロセス DBWn が、表領域のデータ・
ファイルに書き込もうとして、何度か失敗した場合、Oracle は表領域をオンラインからオフ
ラインへ自動的に切り替えます。オフライン表領域にある表にアクセスしようとしたユー
ザーは、エラーを受け取ります。 このようにディスク I/O が失敗してしまう原因がメディア
障害の場合は、問題を解決してから、表領域をリカバリする必要があります。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� オンライン表領域をデータベース間で転送する方法は、3-16 ページの
「ソート操作用の一時表領域」を参照してください。

� データ転送ツールの詳細は、『Oracle9i データベース・ユーティリ
ティ』を参照してください。
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表領域の概要
特殊なプロシージャに対する表領域の使用方法特殊なプロシージャに対する表領域の使用方法特殊なプロシージャに対する表領域の使用方法特殊なプロシージャに対する表領域の使用方法
タイプの異なるデータを分離するために複数の表領域を作成する場合は、各種プロシージャ
に対する特定の表領域をオフラインで取得します。その他の表領域はオンラインのままなの
で、表領域内の情報は使用できます。ただし、表領域をオフライン化すると、特殊な状況が
発生することがあります。たとえば、2 つの表領域を使用して表データを索引データから分
離する場合は、次のことに注意してください。 

� 索引を含む表領域がオフラインになっていても、問合せはその表データにアクセスでき
ます。問合せは、表データへのアクセスには索引を必要としないためです。 

� 表を含む表領域がオフラインになっていると、データベース内のその表データにはアク
セスできません。データへのアクセスには表が必要なためです。 

ある文を実行するのに十分な情報がオンライン表領域内にあれば、その文は実行されます。
オフライン表領域内のデータが必要な場合、その文の実行は失敗します。 

読取り専用表領域読取り専用表領域読取り専用表領域読取り専用表領域
読取り専用表領域の主な目的は、データベースの静的な部分を大量にバックアップしたりリ
カバリする必要をなくすことです。 読取り専用表領域のファイルは Oracle によって更新され
ることがないため、CD-ROM や WORM ドライブのような読取り専用メディアに常駐させ
ることができます。 

読取り専用表領域は変更できません。読取り専用表領域を更新するには、 初に表領域を読
取り / 書込み可能にします。表領域の更新後に、その表領域を読取り専用に再設定します。

読取り専用表領域は変更できないため、読取り / 書込み可能にしたことがないかぎり、バッ
クアップを繰り返す必要はありません。 また、データベースをリカバリする必要が生じたと
きにも、読取り専用表領域は修正されていないため、リカバリする必要がありません。

注意注意注意注意 : 表領域は、表領域が作成されたデータベースにおいてしかオンラ
イン化できないため、読取り専用表領域はアーカイブ要件やデータ発行要
件を満たすとは限りません。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 表領域を読取り専用または読取り / 書込みモードに変更する方法の詳
細は、『Oracle9i データベース管理者ガイド』を参照してください。

� ALTER TABLESPACE文の詳細は、『Oracle9i SQL リファレンス』を参
照してください。

� リカバリの詳細は、『Oracle9i バックアップおよびリカバリ概要』を参
照してください。
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表領域の概要
ソート操作用の一時表領域ソート操作用の一時表領域ソート操作用の一時表領域ソート操作用の一時表領域
ソート操作用の領域は、ソート専用に指定した一時表領域一時表領域一時表領域一時表領域を使用すると、さらに効率的に管
理できます。それにより、ソート領域の割当ておよび割当て解除に伴う領域管理操作のシリ
アル化を効率的に解消できます。 

結合、索引作成、順序付け、集計の計算（GROUP BY）およびオプティマイザ統計の収集な
ど、ソートを使用するすべての操作には、一時表領域の機能が役立ちます。 Real Application 
Clusters を使用することで、パフォーマンスが向上します。 

ソート・セグメントソート・セグメントソート・セグメントソート・セグメント
一時表領域は、ソート・セグメントにのみ使用できます。ユーザーが一時セグメント用に指
定する表領域とは異なり、一時表領域としてはユーザーが使用可能な任意の表領域を使用で
きます。永続スキーマ・オブジェクトを一時表領域に格納することはできません。 

ソート・セグメントは、1 つのセグメントが複数のソート操作によって共有されている場合
に使用されます。特定の表領域内でソート操作を実行する各インスタンス内に、ソート・セ
グメントが 1 つずつ存在します。

メモリー容量を超える大規模なソート操作が複数ある場合には、一時表領域を使用するとパ
フォーマンスが改善されます。 初のソート操作の実行時に、所定の一時表領域のソート・
セグメントが作成されます。このソート・セグメントは、セグメント・サイズが、そのイン
スタンスで実行中のアクティブなソート操作すべてに必要な記憶容量の合計以上になるま
で、エクステントが割り当てられて拡大します。

一時表領域の作成一時表領域の作成一時表領域の作成一時表領域の作成
一時表領域を作成するには、CREATE TABLESPACEまたは CREATE TEMPORARY 
TABLESPACE文を使用します。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : セグメントの詳細は、第 2 章「データ・ブロック、エクステ
ントおよびセグメント」を参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� TEMPFILESの詳細は、3-19 ページの「一時データ・ファイル」を参
照してください。

� ローカル管理表領域とディクショナリ管理表領域の詳細は、3-11 ペー
ジの「表領域内の領域管理」を参照してください。

� CREATE TABLESPACE文、CREATE TEMPORARY TABLESPACE文およ
び ALTER TABLESPACE文の詳細は、『Oracle9i SQL リファレンス』
を参照してください。

� ソートおよびハッシュ結合用に一時表領域を設定する方法の詳細は、
『Oracle9i データベース・パフォーマンス・チューニング・ガイドお
よびリファレンス』を参照してください。
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表領域の概要
データベース間での表領域の移動データベース間での表領域の移動データベース間での表領域の移動データベース間での表領域の移動
トランスポータブル表領域トランスポータブル表領域トランスポータブル表領域トランスポータブル表領域により、同一プラットフォーム上の Oracle データベース間でそ
のサブセットを移動できます。 表領域のクローンを作成して別のデータベースにプラグイン
する（データベース間で表領域をコピーする）方法と、ある Oracle データベースから表領
域をアンプラグして他の Oracle データベースにプラグインする（同一プラットフォーム上
のデータベース間で表領域を移動する）方法があります。 

表領域を移動する場合は、データ・ファイルをコピーして表領域のメタデータを統合するだ
けでよいため、この方法によるデータ移動は同じデータをエクスポート / インポートまたは
アンロード / ロードするよりも何倍も高速です。表領域を移動する場合は、表データのイン
ポート後またはロード後に索引を再作成しなくてもよいように、索引データも移動できま
す。 

表領域の別のデータベースへの移動またはコピー方法表領域の別のデータベースへの移動またはコピー方法表領域の別のデータベースへの移動またはコピー方法表領域の別のデータベースへの移動またはコピー方法
表領域の集合を移動またはコピーするには、その表領域を読取り専用にし、その中のデー
タ・ファイルをコピーし、エクスポート / インポートを使用してデータ・ディクショナリに
格納されているデータベース情報（メタデータメタデータメタデータメタデータ）を移動する必要があります。データ・ファ
イルとメタデータのエクスポート・ファイルを、必ずターゲット・データベースにコピーし
ます。これらのファイルを移動するには、オペレーティング・システムのコピー機能、FTP
または CD 上でのパブリッシングなど、フラット・ファイルのコピー機能を使用できます。 

データ・ファイルをコピーしてメタデータをインポートした後は、必要に応じて表領域を読
取り / 書込みモードにすることができます。

 

注意注意注意注意 : 表領域を移動できるのは、同一キャラクタ・セットを使用して、
同一ハードウェア・ベンダーが提供する互換性のあるプラットフォーム上
で実行される Oracle データベース間のみです。 

注意注意注意注意 : ローカル管理の SYSTEM表領域を持つデータベースには、ディク
ショナリ表領域を作成できません。 トランスポータブル機能を使用すると
ディクショナリ管理表領域をプラグインできますが、書込み可能にするこ
とはできません。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 表領域を別のデータベースに移動またはコピーする方法の詳細は、
『Oracle9i データベース管理者ガイド』を参照してください。

� インポート / エクスポートの詳細は、『Oracle9i データベース・ユー
ティリティ』を参照してください。

� 3-7 ページ「SYSTEM 表領域」
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データ・ファイルの概要
データ・ファイルの概要データ・ファイルの概要データ・ファイルの概要データ・ファイルの概要
Oracle データベース内の表領域は、1 つ以上の物理的なデータ・ファイルデータ・ファイルデータ・ファイルデータ・ファイルから構成されま
す。1 つのデータ・ファイルは、1 つの表領域および 1 つのデータベースのみに対応付ける
ことができます。 

Oracle は、指定されたディスクの容量に、ファイル・ヘッダーに必要なオーバーヘッドの量
を加えた容量のファイルを割り当てて、表領域のデータ・ファイルを作成します。 データ・
ファイルが作成されるとき、そのファイルが Oracle に割り当てられる前に、Oracle が実行
されているオペレーティング・システムによってそのファイルから古い情報や認可が消去さ
れます。ファイルが大きい場合には、この処理にかなりの時間がかかることがあります。ど
のデータベースでも 初の表領域は常に SYSTEM表領域であるため、データベースの 初の
データ・ファイルは、データベースの作成時に自動的に SYSTEM表領域に割り当てられま
す。

データ・ファイルの内容データ・ファイルの内容データ・ファイルの内容データ・ファイルの内容
データ・ファイルが初めて作成されたときに、割り当てられたディスク領域がフォーマット
されますが、ユーザー・データは含まれません。しかし、Oracle は、対応付けられた表領域
内に将来のデータ・セグメントを保持する領域を確保します。この領域は Oracle が専用で
使用します。表領域内のデータが増加すると、Oracle は対応付けられたデータ・ファイル内
の空き領域を使用してセグメントにエクステントを割り当てます。

表領域内のスキーマ・オブジェクトに対応付けられたデータは、物理的には、表領域を構成
する 1 つ以上のデータ・ファイルに格納されます。ただし、スキーマ・オブジェクトは、特
定のデータ・ファイルには対応しません。データ・ファイルは、特定の表領域内の任意のス
キーマ・オブジェクトのデータを保持するためのリポジトリです。スキーマ・オブジェクト
に関連するデータのための領域は、表領域の 1 つ以上のデータ・ファイル内に割り当てられ
ます。このため、1 つのスキーマ・オブジェクトが 1 つ以上のデータ・ファイルにまたがる
場合があります。表のストライプ化ストライプ化ストライプ化ストライプ化（データが複数のディスク上に分散される）を使用しな
いかぎり、データベース管理者とエンド・ユーザーは、どのデータ・ファイルにスキーマ・
オブジェクトが格納されるかを制御できません。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : オペレーティング・システムでデータ・ファイルのファイル・
ヘッダーに必要な領域の量については、オペレーティング・システム固有
の Oracle マニュアルを参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 領域使用の詳細は、第 2 章「データ・ブロック、エクステン
トおよびセグメント」を参照してください。
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データ・ファイルの概要
データ・ファイルのサイズデータ・ファイルのサイズデータ・ファイルのサイズデータ・ファイルのサイズ
データ・ファイルを作成した後でそのデータ・ファイルのサイズを変更することも、表領域
内のスキーマ・オブジェクトのサイズが拡大するにつれてデータ・ファイルのサイズが動的
に拡大するように指定することもできます。この機能によって、各表領域に含まれるデー
タ・ファイルの数を少なくして、データ・ファイルの管理を単純化できます。

オフライン・データ・ファイルオフライン・データ・ファイルオフライン・データ・ファイルオフライン・データ・ファイル
SYSTEM以外の表領域は、いつでもオフライン化またはオンライン化できます。 表領域をオ
フライン化またはオンライン化すると、その表領域を構成するすべてのデータ・ファイルは
1 単位としてオフライン化またはオンライン化されます。 

個々のデータ・ファイルをオフライン化することもできます。 ただし、通常、この操作を行
うのは、一部のデータベース・リカバリ手順を実行する場合のみです。 

一時データ・ファイル一時データ・ファイル一時データ・ファイル一時データ・ファイル
ローカル管理の一時表領域には、次の点を除き、通常のデータ・ファイルと同様の一時デー
タ・ファイル（一時ファイル一時ファイル一時ファイル一時ファイル）があります。 

� 一時ファイルは、常に NOLOGGINGモードに設定されます。 

� 一時ファイルを読取り専用にすることはできません。 

� 一時ファイルは改名できません。 

� ALTER DATABASE文では一時ファイルを作成できません。 

� 一時ファイルを作成またはサイズ変更する場合、指定したファイル・サイズのディスク
領域が常に保証されるとは限りません。ある種のファイル・システム（たとえば、
UNIX）でのディスク・ブロックは、ファイルの作成またはファイルのサイズ変更時で
はなく、ブロックがアクセスされる前に割り当てられます。 

注意注意注意注意 : 拡張するには、オペレーティング・システムに十分な領域が必要
です。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : データ・ファイルのサイズ変更の詳細は、『Oracle9i データ
ベース管理者ガイド』を参照してください。

注意注意注意注意 : このため、一時ファイルの作成とサイズ変更が素早く行えますが、
一時ファイルにアクセスしたときに、ディスク領域が不足する可能性があ
ります。
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制御ファイルの概要
� 一時ファイルの情報は、ディクショナリ・ビュー DBA_TEMP_FILESと動的パフォーマ
ンス・ビュー V$TEMPFILEには表示されますが、DBA_DATA_FILESや V$DATAFILE
ビューには表示されません。

制御ファイルの概要制御ファイルの概要制御ファイルの概要制御ファイルの概要
データベースの制御ファイルは、データベースの正常な起動と操作に必要な小さいバイナ
リ・ファイルです。制御ファイルはデータベースの使用時に Oracle によって絶えず更新さ
れるため、データベースがオープンされている間は書込み可能になっている必要がありま
す。 なんらかの理由で制御ファイルにアクセスできない場合、データベースは正常に機能で
きなくなります。 

それぞれの制御ファイルは、1 つの Oracle データベースにのみ対応付けられます。 

制御ファイルの内容制御ファイルの内容制御ファイルの内容制御ファイルの内容
制御ファイルには、起動時と通常の操作時に必要な、インスタンスからアクセスする関連
データベースの情報が格納されています。 制御ファイルの情報を変更できるのは、Oracle の
みです。データベース管理者やユーザーは、制御ファイルを編集できません。 

制御ファイルには、次のような情報が格納されています。

� データベース名

� データベースを作成したときのタイムスタンプ

� 対応するデータ・ファイルとオンライン REDO ログ・ファイルの名前と位置

� 表領域情報

� データ・ファイルのオフライン範囲

� ログ履歴

� アーカイブ・ログ情報

� バックアップ・セットとバックアップ・ピースの情報

� バックアップ・データ・ファイルと REDO ログ情報

� データ・ファイルのコピーの情報

� カレントのログ順序番号

� チェックポイント情報

関連項目関連項目関連項目関連項目 :  ローカル管理表領域の詳細は、3-11 ページの「表領域内の領
域管理」を参照してください。
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制御ファイルの概要
データベース名とタイムスタンプは、データベース作成時に作成されます。 データベース名
には、DB_NAME初期化パラメータに指定した名前、または CREATE DATABASE文で使用し
た名前が使用されます。 

データベースのデータ・ファイルやオンライン REDO ログ・ファイルが追加、改名または
削除されるたびに、制御ファイルが更新され、この物理構造の変化が反映されます。これら
の変更は、次の目的のために記録されます。 

� データベースの起動時に、オープンするデータ・ファイルとオンライン REDO ログ・
ファイルを Oracle が識別できるようにします。

� データベースのリカバリが必要な場合に必要なファイルや使用可能なファイルを Oracle
が識別できるようにします。

したがって、データベースの物理構造を変更した後は（ALTER DATABASE文を使用）、ただ
ちに制御ファイルのバックアップを作成してください。 

制御ファイルには、チェックポイントに関する情報も記録されます。チェックポイント・プ
ロセス（CKPT）は、オンライン REDO ログ内のチェックポイント位置に関する情報を、制
御ファイルに 3 秒ごとに記録します。この情報は、データベースのリカバリ時に使用され、
オンライン REDO ログ・グループの特定のポイントより前に記録されている REDO エント
リはデータベースのリカバリには不要である（すでにデータ・ファイルに書き込まれてい
る）ことを Oracle に伝えます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 『Oracle9i Recovery Manager ユーザーズ・ガイド』

� 『Oracle9i ユーザー管理バックアップおよびリカバリ・ガイド』 

データベースの制御ファイルのバックアップを作成する方法は、次のマ
ニュアルを参照してください。
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制御ファイルの概要
多重制御ファイル多重制御ファイル多重制御ファイル多重制御ファイル
オンライン REDO ログ・ファイルと同様に、同一の制御ファイルを同時に複数オープンし
て、同じデータベースの情報を書き込めます。 

1 つのデータベースについての複数の制御ファイルを異なるディスクに格納することによっ
て、単一地点の障害から制御ファイルを保護できます。 制御ファイルが格納されているディ
スクがクラッシュした場合に、Oracle がこの破損した制御ファイルにアクセスしようとする
と、現行インスタンスがエラーになります。 ただし、現行の制御ファイルのコピーを他の
ディスクに保存してあれば、データベースをリカバリしなくてもインスタンスを簡単に再起
動できます。 

操作時にデータベースのすべての制御ファイルが永続的に消失した場合は、インスタンスが
異常終了し、メディア・リカバリが必要になります。 現行の制御ファイルを使用できず、制
御ファイルの古いバックアップを使用する場合、メディア・リカバリは容易ではありませ
ん。したがって、次の原則を遵守することをお薦めします。

� 各データベースで多重制御ファイルを使用する

� 各コピーを異なる物理ディスクに格納する

� オペレーティング・システムのミラー化機能を使用する

� バックアップを監視する
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データ・ディクショ
4

データ・ディクショナリデータ・ディクショナリデータ・ディクショナリデータ・ディクショナリ

この章では、 データ・ディクショナリデータ・ディクショナリデータ・ディクショナリデータ・ディクショナリと呼ばれる、各 Oracle データベースの読取り専用の参
照表とビューの中核的なセットについて説明します。この章の内容は、次のとおりです。

� データ・ディクショナリの概要

� データ・ディクショナリの使用方法

� 動的パフォーマンス表

� データベース・オブジェクト・メタデータ
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データ・ディクショナリの概要
データ・ディクショナリの概要データ・ディクショナリの概要データ・ディクショナリの概要データ・ディクショナリの概要 
データ・ディクショナリデータ・ディクショナリデータ・ディクショナリデータ・ディクショナリは Oracle データベースで も重要な部分の 1 つであり、データ
ベースに関する情報を提供する読取り専用読取り専用読取り専用読取り専用の表の集合です。データ・ディクショナリには次
のものが含まれます。 

� データベース内のすべてのスキーマ・オブジェクト（表、ビュー、索引、クラスタ、シ
ノニム、順序、プロシージャ、ファンクション、パッケージ、トリガーなど）の定義 

� スキーマ・オブジェクトに割り当てられている領域と、現在使用されている領域の容量

� 列のデフォルト値

� 整合性制約に関する情報

� Oracle ユーザーの名前

� それぞれのユーザーに付与されている権限とロール

� 各種スキーマ・オブジェクトにアクセスまたは更新したユーザーなどの監査情報

� その他の一般的なデータベース情報

データ・ディクショナリは、他のデータベース・データと同様に、表とビューによって構成
されています。特定のデータベースのデータ・ディクショナリ表とビューは、すべてその
データベースの SYSTEM表領域に格納されます。

データ・ディクショナリは、あらゆる Oracle データベースにとって中核的な存在であるだ
けでなく、エンド・ユーザーからアプリケーション設計者やデータベース管理者まで、すべ
てのユーザーにとって重要なツールです。 データ・ディクショナリにアクセスするには、
SQL 文を使用します。 データ・ディクショナリは読取り専用のため、ユーザーはデータ・
ディクショナリの表とビューに対して問合せ（SELECT文）のみを発行できます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :  SYSTEM表領域の詳細は、3-7 ページの「SYSTEM 表領域」
を参照してください。
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データ・ディクショナリの使用方法
データ・ディクショナリの構造データ・ディクショナリの構造データ・ディクショナリの構造データ・ディクショナリの構造
データ・ディクショナリは、次の要素で構成されています。 

実表実表実表実表
対応するデータベースについての情報を格納する基礎になる表。これらの表に読取り / 書込
みできるのは Oracle だけです。これらの表は正規化され、データのほとんどは、暗号形式
で格納されているため、ユーザーが直接アクセスすることはほとんどありません。 

ユーザー・アクセス可能ビューユーザー・アクセス可能ビューユーザー・アクセス可能ビューユーザー・アクセス可能ビュー
データ・ディクショナリの実表に格納されている情報を要約して表示するビュー。これらの
ビューは、実表にあるデータを、ユーザー名や表の名前などの 実用的な情報にデコードし、
結合と WHERE句を使用して情報を簡略化します。ほとんどのユーザーには、実表ではなく、
これらのビューへのアクセス権が与えられています。 

SYS（データ・ディクショナリの所有者）（データ・ディクショナリの所有者）（データ・ディクショナリの所有者）（データ・ディクショナリの所有者）
データ・ディクショナリのすべての実表とユーザー・アクセス可能ビューは、Oracle ユー
ザー SYSが所有しています。 したがって、Oracle ユーザーは、SYSスキーマに含まれている
行またはスキーマ・オブジェクトを決して変更（UPDATE、DELETEまたは INSERT）しない
でください。そのような操作により、データ整合性が損なわれることがあります。セキュリ
ティ管理者は、このアカウントを厳しく管理する必要があります。 

データ・ディクショナリの使用方法データ・ディクショナリの使用方法データ・ディクショナリの使用方法データ・ディクショナリの使用方法 
データ・ディクショナリの主な使用方法は次の 3 つです。 

� Oracle は、ユーザー、スキーマ・オブジェクトおよび記憶域構造に関する情報を検索す
るためにデータ・ディクショナリにアクセスします。 

� Oracle は、データ定義言語（DDL）文が発行されるたびにデータ・ディクショナリを変
更します。 

� Oracle ユーザーは、データベースについての情報の読取り専用リファレンスとしてデー
タ・ディクショナリを使用できます。 

注意注意注意注意 : データ・ディクショナリ表のデータを変更したり操作すると、
データベースの操作に永続的な悪影響を与えるおそれがあります。 
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データ・ディクショナリの使用方法
Oracle によるデータ・ディクショナリの使用方法によるデータ・ディクショナリの使用方法によるデータ・ディクショナリの使用方法によるデータ・ディクショナリの使用方法
データ・ディクショナリの実表内のデータは、Oracle を機能させるために必要です。。。。した
がって、データ・ディクショナリ情報を書き込んだり変更するのは、Oracle のみにする必要
があります。データベースがアップグレードまたはダウングレードされたときは、Oracle に
より、データ・ディクショナリ表を変更するスクリプトが提供されます。 

データベースの操作時に、Oracle はデータ・ディクショナリを読み込んで、スキーマ・オブ
ジェクトが存在しており、ユーザーにはアクセス権が正しく付与されていることを確認しま
す。また Oracle は、データベース構造、監査、権限付与およびデータの変更を反映するよ
うに、継続的にデータ・ディクショナリを更新します。 

たとえば、ユーザー Kathy が partsという表を作成すると、新しい表、列、セグメント、
エクステントおよび Kathy がその表に対して持っている権限を反映するために、新しい行が
データ・ディクショナリに追加されます。この新しい情報は、次回ディクショナリ・ビュー
を問い合せるときに表示されます。 

データ・ディクショナリ・ビューのパブリック・シノニムデータ・ディクショナリ・ビューのパブリック・シノニムデータ・ディクショナリ・ビューのパブリック・シノニムデータ・ディクショナリ・ビューのパブリック・シノニム
多くのデータ・ディクショナリ・ビューにユーザーが簡単にアクセスできるようにするた
め、Oracle はパブリック・シノニムを作成します。 セキュリティ管理者は、システム全体で
使用するスキーマ・オブジェクトのパブリック・シノニムを作成して追加することもできま
す。ユーザーは、パブリック・シノニムに使用されているのと同じ名前を、自分のスキー
マ・オブジェクトに付けないようにする必要があります。 

高速アクセスのためのデータ・ディクショナリのキャッシュ高速アクセスのためのデータ・ディクショナリのキャッシュ高速アクセスのためのデータ・ディクショナリのキャッシュ高速アクセスのためのデータ・ディクショナリのキャッシュ
ユーザー・アクセスの妥当性チェックやスキーマ・オブジェクト状態の検証のために、
Oracle はデータベース操作中に絶えずデータ・ディクショナリにアクセスするため、デー
タ・ディクショナリ情報の大部分はディクショナリ・キャッシュディクショナリ・キャッシュディクショナリ・キャッシュディクショナリ・キャッシュ内の SGA キャッシュに格
納されます。 すべての情報は、 低使用頻度（LRU）アルゴリズムを使用してメモリーに格
納されます。 

通常、キャッシュに保持されるのは、解析情報です。表とそれらの列について記述している
COMMENTS列は、頻繁にアクセスされないかぎりキャッシュには保持されません。 

他のプログラムとデータ・ディクショナリ他のプログラムとデータ・ディクショナリ他のプログラムとデータ・ディクショナリ他のプログラムとデータ・ディクショナリ
他の Oracle 製品は、既存のビューを参照したり、独自のデータ・ディクショナリ表または
ビューを追加できます。データ・ディクショナリを参照するプログラムを記述するアプリ
ケーション開発者は、基礎となる表ではなくパブリック・シノニムを参照する必要がありま
す。これは、シノニムのほうがソフトウェア・リリース間での変更が少ないためです。 

注意注意注意注意 : データ・ディクショナリ表内のデータの変更や削除はユーザーに
実行させないでください。
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データ・ディクショナリの使用方法
Oracle によるデータ・ディクショナリの使用方法によるデータ・ディクショナリの使用方法によるデータ・ディクショナリの使用方法によるデータ・ディクショナリの使用方法
データ・ディクショナリのビューは、すべてのデータベース・ユーザーのためのリファレン
スとしての役目を果たします。  データ・ディクショナリ・ビューには、SQL 文を介してアク
セスします。すべての Oracle ユーザーがアクセスできるビューもいくつかありますが、そ
の他のビューはデータベース管理者のみが使用するように設計されています。 

データ・ディクショナリは、データベースがオープンしていれば常に使用可能です。デー
タ・ディクショナリは、常にオンライン状態にある SYSTEM表領域にあります。

データ・ディクショナリは、ビューのセットによって構成されています。多くの場合、その
セットは、類似した情報が格納されている 3 つのビューで構成され、それぞれが接頭辞に
よって区別されます。 

列の集合は、次の例外を除き、ビュー全体で同一です。 

� 接頭辞が USERのビューには、通常、列 OWNERは含まれません。USERビューでは、こ
の列には、問合せを発行するユーザーが暗黙的に想定されます。 

� 一部の DBAビューには、管理者にとって有用な情報を含む列が追加されています。 

接頭辞が接頭辞が接頭辞が接頭辞が USER のビューのビューのビューのビュー
通常のデータベース・ユーザーが も頻繁に使用するのは、接頭辞が USERのビューです。
これらのビューには、次のような特長があります。

� ユーザーが作成したスキーマ・オブジェクトやユーザーによる権限付与に関する情報な
ど、ユーザー独自のプライベートなデータベース環境を参照します。

� ユーザーに関係する行のみを表示します。

� 列 OWNERが暗黙的に想定されることを除いて、他のビューと同一の列を持っています。 

� ALLビューにある情報のサブセットを戻します。 

� 使用しやすいように短縮したパブリック・シノニムを持つことができます。 

表表表表 4-1 データ・ディクショナリ・ビューの接頭辞データ・ディクショナリ・ビューの接頭辞データ・ディクショナリ・ビューの接頭辞データ・ディクショナリ・ビューの接頭辞

接頭辞接頭辞接頭辞接頭辞 有効範囲有効範囲有効範囲有効範囲

USER ユーザーのビュー（ユーザーのスキーマにある）

ALL 広義のユーザーのビュー（ユーザーがアクセスできる）

DBA データベース管理者のビュー（ユーザー全員のスキーマの内容）

関連項目関連項目関連項目関連項目 :  データ・ディクショナリ・ビューとその列の完全なリストは、
『Oracle9i データベース・リファレンス』を参照してください。
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データ・ディクショナリの使用方法
たとえば、次の問合せは、自分のスキーマに入っているすべてのオブジェクトを戻します。 

SELECT object_name, object_type FROM USER_OBJECTS; 

接頭辞が接頭辞が接頭辞が接頭辞が ALL のビューのビューのビューのビュー
接頭辞が ALLのビューは、ユーザーのデータベース全体の概要を参照します。これらの
ビューは、ユーザーが所有しているスキーマ・オブジェクトに加えて、権限とロールの
PUBLIC への付与や明示的な付与によってそのユーザーが アクセスできるようになったス
キーマ・オブジェクトに関する情報を戻します。たとえば次の問合せは、アクセス権を持っ
ているすべてのオブジェクトに関する情報を戻します。

SELECT owner, object_name, object_type FROM ALL_OBJECTS; 

接頭辞が接頭辞が接頭辞が接頭辞が DBA のビューのビューのビューのビュー
接頭辞が DBAのビューには、データベース全体のグローバル・ビューが示されます。 DBA
ビューへの問合せを発行するのは管理者のみであるため、 これらのビューのシノニムは作成
されません。 このため、DBAビューに問合せを発行するには、管理者は、次のようにして所
有者 SYSをビューの名前の接頭辞として指定する必要があります。

SELECT owner, object_name, object_type FROM SYS.DBA_OBJECTS; 

ANYシステム権限を持つユーザーがその権限をデータ・ディクショナリに対して使用しない
ように、データ・ディクショナリ保護を実装することをお薦めします。 データ保護を使用可
能に（O7_DICTIONARY_ACCESSIBILITYを falseに設定）すると、SYSスキーマ内のオ
ブジェクト（ディクショナリ・オブジェクト）へのアクセスは、SYSスキーマを持つユー
ザーに限定されます。 これらのユーザーは SYSであり、SYSDBAとして接続するユーザーで
す。  

DUAL 表表表表
DUAL表は、既知の結果を保証するために、Oracle とユーザー作成のプログラムによって参
照されるデータ・ディクショナリ内の小さな表です。 この表には DUMMYという 1 つの列と、
値 Xを格納する 1 つの行があります。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : システム権限の制限の詳細は、『Oracle9i データベース管理者
ガイド』を参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :  DUAL表の詳細は、『Oracle9i SQL リファレンス』を参照して
ください。
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データベース・オブジェクト・メタデータ
動的パフォーマンス表動的パフォーマンス表動的パフォーマンス表動的パフォーマンス表 
Oracle は、操作中ずっと、カレント・データベース・アクティビティを記録する一連の仮想
表を保持しています。これらの表のことを動的パフォーマンス表動的パフォーマンス表動的パフォーマンス表動的パフォーマンス表と呼びます。 

動的パフォーマンス表は実際の表ではないため、ほとんどのユーザーはこれにアクセスする
ことはありません。しかし、データベース管理者は、これらの表のビューに問合せを発行し
たり、ビューを作成したり、それらのビューにアクセスする権限を他のユーザーに付与でき
ます。これらのビューは、データベース管理者が変更または削除できないため、 固定ビュー固定ビュー固定ビュー固定ビュー
と呼ばれることもあります。 

動的パフォーマンス表は SYSが所有しており、その名前はすべて V_$で始まります。これ
らの表のビューが作成され、そのビューのパブリック・シノニムが作成されます。 これらの
シノニム名は、V$で始まります。たとえば、V$DATAFILEビューにはデータベースのデー
タ・ファイルに関する情報が格納され、V$FIXED_TABLEビューにはデータベース内のすべ
ての動的パフォーマンス表とビューに関する情報が格納されます。 

データベース・オブジェクト・メタデータデータベース・オブジェクト・メタデータデータベース・オブジェクト・メタデータデータベース・オブジェクト・メタデータ

DBMS_METADATAパッケージには、データベース・オブジェクトの完全な定義を抽出するた
めのインタフェースが用意されています。これらの定義は、XML または DDL 文のいずれか
で表現されます。2 つのインタフェース・スタイルには次の特長があります。

� 柔軟で洗練された、プログラム制御用のインタフェース

� 単純化された、非定型問合せ用のインタフェース

関連項目関連項目関連項目関連項目 :  動的パフォーマンス・ビューのシノニムと列の完全なリスト
は、『Oracle9i データベース・リファレンス』を参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :  DBMS_METADATAの詳細は、『Oracle9i PL/SQL パッケー
ジ・プロシージャおよびタイプ・リファレンス』を参照してください。
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第第第第 III 部部部部

Oracle インスタンスインスタンスインスタンスインスタンス

第 III 部では、Oracle インスタンスのアーキテクチャ、ネットワーク環境で使用できる各種
のクライアント / サーバー構成、Oracle の起動および停止手順について説明します。 

第 III 部には、次の章が含まれています。 

� 第 5 章「データベースとインスタンスの起動と停止」

� 第 6 章「アプリケーション・アーキテクチャ」

� 第 7 章「メモリー・アーキテクチャ」

� 第 8 章「プロセス・アーキテクチャ」

� 第 9 章「データベース・リソースの管理」





データベースとインスタンスの起動と
5

データベースとインスタンスの起動と停止データベースとインスタンスの起動と停止データベースとインスタンスの起動と停止データベースとインスタンスの起動と停止

この章では、Oracle のインスタンスおよびデータベースの起動と停止に関連する手順を説明
します。この章の内容は、次のとおりです。

� Oracle インスタンスの概要

� インスタンスとデータベースの起動

� データベースとインスタンスの停止
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Oracle インスタンスの概要
Oracle インスタンスの概要インスタンスの概要インスタンスの概要インスタンスの概要 
稼働中のすべての Oracle データベースは、Oracle インスタンスに対応付けられます。デー
タベース・サーバー上で（コンピュータの種類に関係なく）データベースを起動すると、
Oracle によってシステム・グローバル領域（SGA）と呼ばれるメモリー領域が割り当てら
れ、1 つ以上の Oracle プロセスが開始されます。この SGA と Oracle プロセスを組み合せ
て、Oracle インスタンスインスタンスインスタンスインスタンスと呼びます。インスタンスのメモリーとプロセスは、対応付けられ
たデータベースのデータを効果的に管理し、データベースを使用する 1 人以上のユーザーの
ために機能します。 

図 5-1 に Oracle インスタンスを示します。

図図図図 5-1 Oracle インスタンスインスタンスインスタンスインスタンス

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 第 7 章「メモリー・アーキテクチャ」

� 第 8 章「プロセス・アーキテクチャ」

Oracleプロセス�

システム・グローバル領域（SGA）�

REDO
ログ・バッファ�

コンテキスト領域�
データベース・�
バッファ・�
キャッシュ�
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Oracle インスタンスの概要
インスタンスとデータベースインスタンスとデータベースインスタンスとデータベースインスタンスとデータベース
インスタンスを起動した後、Oracle は指定されたデータベースにインスタンスを対応付けま
す。これをデータベースのマウントマウントマウントマウントと呼びます。これでデータベースをいつでもオープンオープンオープンオープンで
きるようになり、データベースをオープンすると許可されたユーザーがアクセスできるよう
になります。 

複数のインスタンスを同時に同じコンピュータ上で実行し、それぞれ専用の物理データベー
スにアクセスさせることができます。 クラスタ化された大規模パラレル・システム（MPS）
では、Real Application Clusters により、1 つのデータベースを複数のインスタンスがマウン
トできます。

データベース管理者のみが、インスタンスを起動してデータベースをオープンできます。 
データベースがオープンされている場合、データベース管理者はそのデータベースを停止し
てクローズできます。データベースがクローズクローズクローズクローズされている場合、ユーザーはそのデータベー
ス内の情報にアクセスできません。 

データベースの起動と停止のセキュリティは、管理者権限を使用して Oracle に接続するこ
とによって制御されます。一般のユーザーは、Oracle データベースの現在の状態を制御でき
ません。

管理者権限での接続管理者権限での接続管理者権限での接続管理者権限での接続
データベースの起動と停止は強力な管理オプションであり、 管理者権限を使用して Oracle に
接続するユーザーのみがこれを行うことができます。 ユーザーの管理者権限を確立するには、
オペレーティング・システムに応じて、次のいずれかの条件が必要です。 

� ユーザーのオペレーティング・システム権限により、そのユーザーが管理者権限を使用
して接続できること。 

� ユーザーが SYSDBAまたは SYSOPER権限を付与されており、データベースがパスワー
ド・ファイルを使用してデータベース管理者を認証していること。 

SYSDBA権限で接続すると、そのユーザーは SYSが所有するスキーマ内に置かれます。 
SYSOPERとして接続すると、そのユーザーはパブリック・スキーマ内に置かれます。 
SYSOPER権限は、SYSDBA権限のサブセットです。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 詳細は、『Oracle9i Real Application Clusters 概要』を参照し
てください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 各オペレーティング・システムにおける管理者権限の機能の詳細は、
オペレーティング・システム固有の Oracle マニュアルを参照してく
ださい。

� データベース管理者を認証するときのパスワード・ファイルと認証方
式の詳細は、第 22 章「データベース・アクセスの制御」を参照して
ください。
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Oracle インスタンスの概要
初期化パラメータ・ファイル初期化パラメータ・ファイル初期化パラメータ・ファイル初期化パラメータ・ファイル
インスタンスを起動するには、Oracle は初期化パラメータ・ファイル初期化パラメータ・ファイル初期化パラメータ・ファイル初期化パラメータ・ファイルを読み込む必要があり
ます。初期化パラメータ・ファイルとは、そのインスタンスとデータベースの構成パラメー
タのリストを含むファイルです。これらのパラメータに特定の値を設定して、Oracle インス
タンスのメモリーとプロセスの設定の多くを初期化します。ほとんどの初期化パラメータ
は、次のグループのいずれかに属しています。 

� ファイルなどの名前を指定するパラメータ。

� 大数などの制限を設定するパラメータ。

� SGA のサイズなどの容量に影響するパラメータ。これを可変パラメータ可変パラメータ可変パラメータ可変パラメータと呼びます。 

主に、初期化パラメータは Oracle に次のことを伝えます。 

� インスタンスを起動するデータベースの名前

� SGA のメモリー構造に使用するメモリーの容量

� いっぱいになったオンライン REDO ログ・ファイルの処理方法

� データベースの制御ファイルの名前と位置

� データベースの UNDO 表領域またはプライベート・ロールバック・セグメントの名前

パラメータ値の変更方法パラメータ値の変更方法パラメータ値の変更方法パラメータ値の変更方法
データベース管理者は、データベース・システムのパフォーマンスを改善するために、可変
パラメータを調整できます。 どのパラメータがシステムに も強い影響を与えるかは、デー
タベースの様々な特性や変数によって異なります。 

一部のパラメータは、インスタンスの実行中に ALTER SESSION文または ALTER SYSTEM文
を使用して動的に変更することもできます。 サーバー・パラメータ・ファイルを使用してい
ないかぎり、ALTER SYSTEM文を使用して行われる変更は、現行インスタンスにのみ影響し
ます。 次回のインスタンス起動時に変更内容を確認するには、テキスト初期化パラメータ・
ファイルを手動で更新する必要があります。サーバー・パラメータ・ファイルを使用する
と、データベースの停止時と起動時で変更内容が一致するように、ディスク上のパラメータ
を更新できます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 初期化パラメータ・ファイルの例については、『Oracle9i デー
タベース管理者ガイド』を参照してください。
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インスタンスとデータベースの起動
インスタンスとデータベースの起動インスタンスとデータベースの起動インスタンスとデータベースの起動インスタンスとデータベースの起動 
Oracle データベースを起動して、システム全体で使用可能にするには、次の 3 つの操作を行
います。 

1. インスタンスを起動します。 

2. データベースをマウントします。 

3. データベースをオープンします。 

データベース管理者は、SQL*Plus の STARTUP文や Enterprise Manager を使用してこれら
の手順を実行できます。 

インスタンスの起動方法インスタンスの起動方法インスタンスの起動方法インスタンスの起動方法
Oracle は、インスタンスを起動するときに、初期化パラメータ・ファイルを読み込んで初期
化パラメータの値を判別してから、SGA（データベース情報のために使用される共有メモ
リー領域）を割り当てて、バックグラウンド・プロセスを作成します。この時点では、これ
らのメモリー構造とプロセスにデータベースは対応付けられていません。

インスタンスの起動の制限モードインスタンスの起動の制限モードインスタンスの起動の制限モードインスタンスの起動の制限モード
インスタンスを制限モードで起動したり、既存のインスタンスを制限モードに変更できま
す。 これにより、接続は RESTRICTED SESSIONシステム権限を付与されているユーザーの
みに制限されます。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 初期化パラメータの詳細とサーバー・パラメータ・ファイルの使用方
法は、『Oracle9i データベース管理者ガイド』を参照してください。

� すべての初期化パラメータの説明は、『Oracle9i データベース・リファ
レンス』を参照してください。

� SGA に影響するパラメータの詳細は、7-5 ページの「動的 SGA」を参
照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Enterprise Manager 管理者ガイド』 

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� SGA の詳細は、第 7 章「メモリー・アーキテクチャ」を参照してくだ
さい。

� バックグラウンド・プロセスの詳細は、第 8 章「プロセス・アーキテ
クチャ」を参照してください。
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インスタンスとデータベースの起動
異常な状況での強制起動異常な状況での強制起動異常な状況での強制起動異常な状況での強制起動
異常な状況では、直前のインスタンスが正常に停止していないことがあります。たとえば、
インスタンスのプロセスのいずれかが正常に終了していないことがあります。そのような状
況では、次回インスタンスを通常起動するときにデータベースからエラーが戻されます。こ
の問題を解決するには、直前のインスタンスの残りの Oracle プロセスをすべて終了してか
ら、新しいインスタンスを起動する必要があります。 

データベースのマウント方法データベースのマウント方法データベースのマウント方法データベースのマウント方法
インスタンスは、データベースをマウントして、データベースをそのインスタンスに関連付
けます。データベースをマウントすると、そのインスタンスはデータベース制御ファイルを
見つけてオープンします。制御ファイルは、インスタンスの起動に使用したパラメータ・
ファイルの CONTROL_FILES初期化パラメータに指定されます。その後で Oracle は制御
ファイルを読み込み、データベースのデータ・ファイルと REDO ログ・ファイルの名前を
取得します。 

マウント直後のデータベースはまだクローズされているため、データベース管理者のみがそ
のデータベースにアクセスできます。データベース管理者は、特定のメンテナンス操作を完
了するまでの間、データベースをクローズしたままにしておくことができます。ただし、
データベースに対して通常の操作を行うことはまだできません。 

Real Application Clusters を使用したデータベースのマウント方法を使用したデータベースのマウント方法を使用したデータベースのマウント方法を使用したデータベースのマウント方法

Oracle で同時に複数のインスタンスが同じデータベースをマウントできる場合、データベー
ス管理者は初期化パラメータ CLUSTER_DATABASEを使用して、データベースを複数インス
タンスに使用可能にすることができます。

CLUSTER_DATABASEパラメータのデフォルト値は falseです。 Real Application Clusters
をサポートしていない Oracle のバージョンでは、CLUSTER_DATABASEパラメータに設定で
きる値は falseのみです。 

データベースをマウントする 初のインスタンスの CLUSTER_DATABASEパラメータが
falseの場合は、 初のインスタンスのみがデータベースをマウントできます。 この
CLUSTER_DATABASEパラメータが trueに設定されていると、他のインスタンスも
CLUSTER_DATABASEパラメータが trueに設定されている状態でデータベースをマウント
できます。データベースをマウントできるインスタンスの数は、データベースの作成時に指
定した 大数によって決まります。 

注意注意注意注意 : この項で説明している機能は、Oracle9i Enterprise Edition と Real 
Application Clusters を購入した場合にのみ使用できます。 
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スタンバイ・データベースのマウント方法スタンバイ・データベースのマウント方法スタンバイ・データベースのマウント方法スタンバイ・データベースのマウント方法
スタンバイ・データベーススタンバイ・データベーススタンバイ・データベーススタンバイ・データベースは、プライマリ・データベースの複製をメンテナンスし、障害発
生時も引き続き使用できるようにします。 

スタンバイ・データベースは、常にリカバリ・モードになっています。 スタンバイ・データ
ベースをメンテナンスするには、ALTER DATABASE文を使用してスタンバイ・モードでマウ
ントし、プライマリ・データベースによって生成されるアーカイブ REDO ログを適用する
必要があります。

スタンバイ・データベースは、読取り専用モードでオープンして、一時的なレポート用デー
タベースとして使用できます。スタンバイ・データベースを読取り / 書込みモードでオープ
ンすることはできません。

クローン・データベースのマウント方法クローン・データベースのマウント方法クローン・データベースのマウント方法クローン・データベースのマウント方法
クローン・データベースクローン・データベースクローン・データベースクローン・データベースは、表領域の Point-in-Time リカバリに使用できる、データベース
の特殊コピーです。表領域の Point-in-Time リカバリを実行する場合は、クローン・データ
ベースをマウントし、表領域を目的の時点までリカバリします。次に、クローンからプライ
マリ・データベースにメタデータをエクスポートし、リカバリされた表領域からデータ・
ファイルをコピーします。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 『Oracle9i Real Application Clusters 概要』 

� 『Oracle9i Real Application Clusters セットアップおよび構成』

� 『Oracle9i Real Application Clusters 管理』 

� 『Oracle9i Real Application Clusters 配置およびパフォーマンス』

1 つのデータベースでの複数のインスタンスの使用方法の詳細は、次のマ
ニュアルを参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 『Oracle9i Data Guard 概要および管理』 

� スタンバイ・データベースを読取り専用モードでオープンする方法に
ついては、5-9 ページの「データベースの読取り専用モードでのオー
プン」を参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

クローン・データベースと表領域の Point-in-Time リカバリの詳細は、次
のマニュアルを参照してください。

� 『Oracle9i Recovery Manager ユーザーズ・ガイド』 

� 『Oracle9i ユーザー管理バックアップおよびリカバリ・ガイド』 
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データベースのオープン時の動作データベースのオープン時の動作データベースのオープン時の動作データベースのオープン時の動作
マウントされたデータベースをオープンすると、そのデータベースで通常のデータベース操
作を実行できるようになります。有効なユーザーは、オープン状態のデータベースに接続し
て、データベースの情報にアクセスできます。 通常、データベース管理者は、データベース
をオープンして一般に使用できる状態にします。 

データベースをオープンすると、Oracle はオンライン・データ・ファイルとオンライン
REDO ログ・ファイルをオープンします。データベースを前回停止したときに表領域がオフ
ラインであった場合は、データベースを再オープンしたとき、その表領域と対応するデー
タ・ファイルはオフラインのままです。

データベースをオープンしようとしたときに、データ・ファイルまたは REDO ログ・ファ
イルのうち存在していないファイルがあると、Oracle からエラーが戻されます。そのデータ
ベースをオープンするには、破損または欠落したファイルのバックアップからリカバリする
必要があります。

インスタンス・リカバリインスタンス・リカバリインスタンス・リカバリインスタンス・リカバリ
データベース管理者がインスタンスを終了させたため、または停電などのためにデータベー
スが異常にクローズされた場合、Oracle はデータベースの再オープン時にリカバリを自動的
に実行します。

UNDO 領域の取得と管理領域の取得と管理領域の取得と管理領域の取得と管理
データベースをオープンするときに、インスタンスは 1 つ以上の UNDO 表領域またはロー
ルバック・セグメントを取得しようとします。 自動 UNDO 管理モードと手動 UNDO 管理
モードのどちらでインスタンスを起動するかを、初期化パラメータ UNDO_MANAGEMENTに
より決定します。 サポートされる値は、AUTOと MANUALです。 AUTOの場合、インスタンス
は自動 UNDO 管理モードで起動されます。 デフォルト値は、MANUALです。

� UNDO 表領域を使用する場合は、自動 UNDO 管理モードを使用します。 このモードを
使用することをお薦めします。

� UNDO 領域管理のロールバック・セグメントを使用する場合は、手動 UNDO 管理モー
ドを使用します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : オフライン表領域をオープンする方法については、3-14 ペー
ジの「オンライン表領域とオフライン表領域」を参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : UNDO 領域の管理の詳細は、2-16 ページの「自動 UNDO 管
理」を参照してください。
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インダウト分散トランザクションの解決インダウト分散トランザクションの解決インダウト分散トランザクションの解決インダウト分散トランザクションの解決
場合によっては、データベースが異常にクローズし、1 つ以上の分散トランザクションがイイイイ
ンダウトンダウトンダウトンダウト（コミットもロールバックもされない状態）になることがあります。 データベース
を再オープンし、リカバリが完了すると、RECO バックグラウンド・プロセスがただちに自
動的に実行されて、インダウト分散トランザクションが矛盾のないように解決されます。 

データベースの読取り専用モードでのオープンデータベースの読取り専用モードでのオープンデータベースの読取り専用モードでのオープンデータベースの読取り専用モードでのオープン
データベースは、ユーザー・トランザクションによってデータが変更されるのを防ぐため
に、読取り専用モードでオープンできます。読取り専用モードでは、データベース・アクセ
スは読取り専用トランザクションに限定され、データ・ファイルや REDO ログ・ファイル
に書き込むことはできません。 

制御ファイル、オペレーティング・システムの監査証跡、トレース・ファイルおよびアラー
ト・ファイルなど、他のファイルへのディスク書込みは、読取り専用モードでも実行できま
す。データベースを読取り専用モードでオープンしても、ソート操作用の一時表領域には影
響しません。ただし、データベースを読取り専用モードでオープンしている間は、永続表領
域はオフライン化できません。 また、読取り専用モードでは、ジョブ・キューを使用できま
せん。 

データベース・リカバリや、REDO データを生成しないでデータベースの状態を変更する操
作には、制限はありません。たとえば、読取り専用モードでは、次の操作を実行できます。 

� データ・ファイルのオフラインとオンラインを切り替えることができます。

� オフラインのデータ・ファイルと表領域をリカバリできます。

� 制御ファイルは、データベースの状態の更新に引き続き使用できます。

読取り専用モードの利点の 1 つは、スタンバイ・データベースが一時レポート用データベー
スを使用できることです。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 分散トランザクションの障害からのリカバリの詳細は、
『Oracle9i データベース管理者ガイド』を参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : データベースを読取り専用モードでオープンする方法の詳細
は、『Oracle9i データベース管理者ガイド』を参照してください。
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データベースとインスタンスの停止データベースとインスタンスの停止データベースとインスタンスの停止データベースとインスタンスの停止 
データベースとそれに対応付けられたインスタンスを停止するには、次の 3 つの操作を行い
ます。 

1. データベースをクローズします。 

2. データベースをアンマウントします。 

3. インスタンスを停止します。 

データベース管理者は、これらの手順を Enterprise Manager を使用して実行できます。
Oracle では、インスタンスの停止時にこの 3 つの手順が自動的に実行されます。 

データベースのクローズデータベースのクローズデータベースのクローズデータベースのクローズ
データベースをクローズすると、SGA にあるすべてのデータベース・データとリカバリのた
めのデータが、それぞれデータ・ファイルと REDO ログ・ファイルに書き込まれます。次
に、Oracle がすべてのオンライン・データ・ファイルとオンライン REDO ログ・ファイル
をクローズします。（オフライン表領域のオフライン・データ・ファイルは、すでにクロー
ズされています。オフラインになっていた表領域とそのデータ・ファイルは、この後でデー
タベースを再オープンしたとき、それぞれオフラインでクローズされたままになっていま
す。）この時点でデータベースはクローズされているため、通常の操作は実行できません。
データベースがクローズされても、まだマウントされていれば、制御ファイルはオープンさ
れたままになります。 

インスタンスの終了によるデータベースのクローズインスタンスの終了によるデータベースのクローズインスタンスの終了によるデータベースのクローズインスタンスの終了によるデータベースのクローズ
万一の非常時には、オープン状態のデータベースのインスタンスを終了させて、データベー
スをクローズし、ただちに完全に停止させることができます。SGA のバッファにあるすべて
のデータをデータ・ファイルと REDO ログ・ファイルに書き込む操作が省略されるため、
このプロセスは高速に実行されます。 この後、データベースを再オープンすると、Oracle が
リカバリを自動的に実行します。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Enterprise Manager 管理者ガイド』

注意注意注意注意 : データベースがオープンされているときにシステム障害や停電が
発生すると、インスタンスは事実上終了するため、データベースを再オー
プンした時点でリカバリが実行されます。 
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データベースのアンマウントデータベースのアンマウントデータベースのアンマウントデータベースのアンマウント
データベースがクローズされると、Oracle はデータベースをアンマウントしてインスタンス
から切り離します。この時点ではインスタンスはコンピュータのメモリーに残っています。 

データベースをアンマウン卜すると、データベースの制御ファイルはクローズされます。 

インスタンスの停止インスタンスの停止インスタンスの停止インスタンスの停止
データベース停止の 後の操作は、インスタンスの停止です。インスタンスを停止すると、
SGA がメモリーから削除され、バックグラウンド・プロセスが停止します。 

インスタンスの異常停止インスタンスの異常停止インスタンスの異常停止インスタンスの異常停止
異常な状況では、すべてのメモリー構造がメモリーから削除されない、またはバックグラウ
ンド・プロセスの 1 つが終了されないなど、インスタンスが正常に停止しないことがありま
す。 前のインスタンスの一部が残っていると、その後にインスタンスを起動しようとしても、
ほとんどの場合に失敗します。 このような状況では、データベース管理者は、 初に、残っ
ている前のインスタンスを削除してから新しいインスタンスを起動するか、Enterprise 
Manager で SHUTDOWN ABORT文を発行することにより、新しいインスタンスの起動を強制
実行できます。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : インスタンスとデータベースの起動および停止の詳細は、
『Oracle9i データベース管理者ガイド』を参照してください。
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アプリケーション・アーキテク
6

アプリケーション・アーキテクチャアプリケーション・アーキテクチャアプリケーション・アーキテクチャアプリケーション・アーキテクチャ

この章では、アプリケーション・アーキテクチャについて定義し、分散処理環境で Oracle
サーバーとデータベースのアプリケーションがどのように機能するかを説明します。このマ
ニュアルの内容は、ほとんどすべてのタイプの Oracle データベース・システム環境に適用
されます。 

この章の内容は、次のとおりです。

� クライアント / サーバー・アーキテクチャ

� 複数層アーキテクチャ

� Oracle Net Services
チャ 6-1



クライアント / サーバー・アーキテクチャ
クライアントクライアントクライアントクライアント / サーバー・アーキテクチャサーバー・アーキテクチャサーバー・アーキテクチャサーバー・アーキテクチャ
Oracle データベース・システムの環境では、データベース・アプリケーションとデータベー
スは 2 つの部分に分割されています。フロントエンド、すなわちクライアントクライアントクライアントクライアント部分および
バックエンド、すなわちサーバーサーバーサーバーサーバー部分です。このため、クライアントクライアントクライアントクライアント / サーバー・アーキテサーバー・アーキテサーバー・アーキテサーバー・アーキテ
クチャと名付けられています。クチャと名付けられています。クチャと名付けられています。クチャと名付けられています。 クライアントでは、データベース情報にアクセスし、キー
ボード、スクリーンおよびマウスなどのポインティング・デバイスを使用してユーザーと対
話する、データベース・アプリケーションが実行されます。 サーバーでは、Oracle ソフト
ウェアが実行され、Oracle データベースへの同時実行の共有データ・アクセスに必要な機能
が処理されます。 

クライアント・アプリケーションと Oracle を同じコンピュータで実行することもできます
が、クライアント部分とサーバー部分を別々のコンピュータで実行し、それらのコンピュー
タをネットワークで接続するほうがさらに効率的です。次の各項では、Oracle クライアント
/ サーバー・アーキテクチャの様々な形態について説明します。 

分散処理分散処理分散処理分散処理とは、複数のプロセッサを使用して個々の作業を処理することです。図 6-1 に、
Oracle データベース・システムでの分散処理の例を示します。

� 図の A では、クライアントとサーバーを別々のコンピュータに配置し、各コンピュータ
をネットワークで接続しています。 Oracle データベース・システムのサーバーとクライ
アントは、Oracle のネットワーク・インタフェースである Oracle Net Services を介して
通信します。 

� 図の B では、1 つのコンピュータに複数のプロセッサが含まれており、クライアント・
アプリケーションと Oracle を別々のプロセッサで実行しています。

注意注意注意注意 : この章の内容は、1 つのサーバー上に 1 つのデータベースがある環
境に適用されます。分散データベース分散データベース分散データベース分散データベースでは、あるサーバー（Oracle）から
別のサーバー上のデータベースへのアクセスが必要となる場合がありま
す。 
6-2　Oracle9i データベース概要               



クライアント / サーバー・アーキテクチャ
図図図図 6-1 クライアントクライアントクライアントクライアント / サーバー・アーキテクチャと分散処理サーバー・アーキテクチャと分散処理サーバー・アーキテクチャと分散処理サーバー・アーキテクチャと分散処理

分散処理環境での Oracle クライアント / サーバー・アーキテクチャには、次のような利点
があります。 

� クライアント・アプリケーションではデータ処理は実行されません。そのかわり、クラ
イアント・アプリケーションは、ユーザーに入力を要求し、必要なデータをサーバーに
要求し、そのデータを分析してクライアント・ワークステーションまたは端末の表示機
能（グラフィックスやスプレッドシート）を使用して表示します。 
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� クライアント・アプリケーションはデータの物理的な位置に依存しません。 データを他
のデータベース・サーバーに移動したり分散しても、アプリケーションはほとんど、ま
たはまったく変更することなく、機能を続行できます。 

� Oracle は、基礎となるオペレーティング・システムのマルチタスキング機能と共有メモ
リー機能を活用できます。その結果、クライアント・アプリケーションに 高度の並行
性、データ整合性およびパフォーマンスが提供されます。 

� クライアント・ワークステーションや端末はデータの表示用に 適化でき（グラフィッ
クスやマウスのサポート提供など）、サーバーはデータの処理と格納用に 適化できま
す（大容量のメモリーとディスク領域の搭載など）。 

� ネットワーク化された環境では、安価なクライアント・ワークステーションを使用し
て、サーバーのリモート・データに効率的にアクセスできます。 

� Oracle は、システムの拡大とともに必要に応じてスケーリングスケーリングスケーリングスケーリングできます。複数のサー
バーを追加して、データベース処理の負荷をネットワーク全体に分散させたり（水平ス水平ス水平ス水平ス
ケールケールケールケール）、Oracle をミニコンピュータやメインフレームなどに移動して、より大規模な
システムのパフォーマンス上の利点を活用（垂直スケール垂直スケール垂直スケール垂直スケール）できます。 どちらの場合も、
Oracle にはシステム間での移植性があるため、すべてのデータとアプリケーションをほ
とんど、またはまったく変更することなく維持できます。

� ネットワーク化された環境の場合、共有データは、システムのすべてのコンピュータに
格納されるのではなく、サーバーに格納されます。このため、同時アクセスの管理が簡
単で効率的になります。 

� ネットワーク化された環境では、クライアント・アプリケーションからサーバーにデー
タベース要求を送るときに SQL 文を使用できます。 サーバーが受け取った SQL 文はそ
のサーバーで処理され、その結果がクライアント・アプリケーションに戻されます。 
ネットワークを介してやり取りされるのは要求と結果のみであるため、ネットワーク通
信量は 小限ですみます。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� Oracle Net Services の詳細は、6-7 ページの「Oracle Net Services」を
参照してください。

� 分散データベースでのクライアントとサーバーの詳細は、『Oracle9i
データベース管理者ガイド』を参照してください。
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複数層アーキテクチャ
複数層アーキテクチャ複数層アーキテクチャ複数層アーキテクチャ複数層アーキテクチャ 
複数層アーキテクチャ環境では、アプリケーション・サーバーはクライアントにデータを提
供し、クライアントとデータベース・サーバー間のインタフェースとして機能します。この
アーキテクチャは、インターネットの普及により重要度が増しています。

このアーキテクチャでは、アプリケーション・サーバーを使用して次のことを実行できま
す。

� Web ブラウザなど、クライアントの資格証明の検証

� データベース・サーバーへの接続

� 要求された操作の実行

図 6-2 は、複数層アーキテクチャの例を示しています。

図図図図 6-2 複数層アーキテクチャ環境の例複数層アーキテクチャ環境の例複数層アーキテクチャ環境の例複数層アーキテクチャ環境の例
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複数層アーキテクチャ
クライアントクライアントクライアントクライアント
クライアントは、データベース・サーバー上で実行される操作について要求を出します。 こ
のクライアントは、Web ブラウザでも他のエンド・ユーザー・プロセスでもかまいません。
複数層アーキテクチャでは、クライアントは 1 つ以上のアプリケーション・サーバーを介し
てデータベース・サーバーに接続します。 

アプリケーション・サーバーアプリケーション・サーバーアプリケーション・サーバーアプリケーション・サーバー
アプリケーション・サーバーは、クライアントにデータ・アクセスを提供します。また、ク
ライアントと、さらに高度なセキュリティ・レベルを提供する 1 つ以上のデータベース・
サーバーとの間のインタフェースとして機能します。さらに、クライアントのために一部の
問合せ処理も実行するため、データベース・サーバーの負荷がある程度軽減されます。 

アプリケーション・サーバーは、クライアントのためにデータベース・サーバー上で操作を
実行するとき、そのクライアントの識別を想定します。アプリケーション・サーバーの権限
は、クライアント操作中に不要な操作や望ましくない操作を実行できないように制限されま
す。 

データベース・サーバーデータベース・サーバーデータベース・サーバーデータベース・サーバー
データベース・サーバーは、クライアントにかわってアプリケーション・サーバーから要求
されたデータを提供します。残りのすべての問合せ処理は、データベース・サーバーによっ
て実行されます。 

Oracle データベース・サーバーは、個々のクライアントのかわりにアプリケーション・サー
バーが実行した操作や、アプリケーション自体のために実行した操作を監査できます。たと
えば、クライアント操作がクライアントに表示する情報の要求であったり、アプリケーショ
ン・サーバーの操作がデータベース・サーバーへの接続要求であったりします。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 複数層環境におけるセキュリティの注意点の詳細は、22-10
ページの「複数層の認証と認可」を参照してください。
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Oracle Net Services
Oracle Net Services により、分散、異機種間コンピューティング環境において、企業全体の
接続性が確保されます。また、Oracle Net Services では、クライアント・アプリケーション
から Oracle データベースへのネットワーク・セッションも使用可能です。

Oracle Net Services は、広範囲のネットワークでサポートされている通信プロトコルや
Application Program Interface（API）を使用して、Oracle に分散データベースと分散処理
の機能を提供します。 

� 通信プロトコルとは、アプリケーションからネットワークにアクセスする方法および
データをパケットに副分割してネットワークを介した送信を行う方法を規定する規則で
す。

� API は、ネットワークの場合、通信プロトコルを介してリモート・プロセス間通信を確
立する手段を提供する、一連のサブルーチンです。 

次の項では、一般的なネットワーク構成におけるいくつかの Oracle Net Services での解決方
法を説明します。

接続性接続性接続性接続性
ネットワーク・セッションの確立後は、Oracle Net Services はクライアント・アプリケー
ションとデータベース・サーバーのためのデータ伝達手段として機能します。 Oracle Net 
Services は、クライアント・アプリケーションとデータベース・サーバー間の接続の確立と
維持の他、これらの間でのメッセージの交換を受け持ちます。Oracle Net Services は、ネッ
トワーク内の各コンピュータに配置されているのでこれらのジョブを実行できます。

管理性管理性管理性管理性
Oracle Net Services により、位置の透過性、構成と管理の集中管理および迅速なインストー
ルと構成が実現されます。

インターネットにおける拡張性インターネットにおける拡張性インターネットにおける拡張性インターネットにおける拡張性
Oracle Net Services では、システム・リソースの 大化とパフォーマンスの改善が可能で
す。Oracle の共有サーバー共有サーバー共有サーバー共有サーバー・アーキテクチャでは、アプリケーションの拡張性とデータベー
スに同時に接続できるクライアント数が増大します。Virtual Interface（（（（VI））））プロトコルで
は、メッセージ機能の負荷のほとんどを高速ネットワーク・ハードウェアに配置すること
で、より重要なタスクのために CPU を解放します。

インターネットでのセキュリティインターネットでのセキュリティインターネットでのセキュリティインターネットでのセキュリティ
ネットワークのセキュリティは、データベース・アクセス制御および Oracle Advanced 
Security などの機能を使用して強化します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : これらの機能の詳細は、『Oracle9i Net Services 管理者ガイド』
を参照してください。
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Oracle Net Services の機能の機能の機能の機能
Oracle がサポートする業界標準のネットワーク・プロトコルでは、データベース・サーバー
上で稼働する Oracle プロセスおよびネットワークの他のコンピュータ上で稼働する Oracle
アプリケーションのユーザー・プロセスとの間のインタフェースが提供されます。 

Oracle プロトコルは、Oracle アプリケーションのインタフェースから SQL 文を取り出し、
それらをパッケージ化してから、サポートされている業界標準の高レベルのプロトコルまた
はプログラム・インタフェースを介して Oracle に送信します。また、Oracle からの応答を
取り込んでパッケージ化し、同じ高レベルの通信メカニズムを介してアプリケーションに送
り返します。これらの機能はすべて、ネットワーク・オペレーティング・システムからは独
立して実行されます。 

Oracle を実行するオペレーティング・システムによっては、データベース・サーバーの
Oracle Net Services ソフトウェアにドライバ・ソフトウェアが含まれており、ドライバ・ソ
フトウェアによって追加の Oracle バックグラウンド・プロセスが起動される場合がありま
す。

リスナーリスナーリスナーリスナー
インスタンスの起動時には、リスナー・プロセスリスナー・プロセスリスナー・プロセスリスナー・プロセスによって Oracle への通信経路が確立され
ます。ユーザー・プロセスが接続要求を出すと、リスナーは共有サーバー・ディスパッ
チャ・プロセスと専用サーバー・プロセスのどちらを使用するかを判断し、適切な接続を確
立します。

また、リスナー・プロセスは、データベース間の通信経路も確立します。 Real Application 
Clusters など、単一のコンピュータで複数のデータベースやインスタンスが稼働している場
合は、サービス名サービス名サービス名サービス名を使用すると、インスタンスを同じマシン上の他のリスナーに自動的に登
録できます。サービス名では複数のインスタンスを識別でき、インスタンスは複数のサービ
スに属することができます。サービスに接続するクライアントは、必要なインスタンスを指
定する必要がありません。 

サービス情報の登録サービス情報の登録サービス情報の登録サービス情報の登録
動的サービス登録により、複数のデータベースやインスタンスの管理に伴うオーバーヘッド
が低減します。リスナーがクライアントの要求を送るサービスの情報はリスナーに登録され
ます。 サービス情報は、サービス登録サービス登録サービス登録サービス登録と呼ばれる機能を介してリスナーに動的に登録するこ
とも、listener.oraファイルに静的に構成することもできます。 

サービス登録では、インスタンスのバックグラウンド・プロセスである PMON プロセスプロセスプロセスプロセスを
利用して、インスタンス情報、インスタンスと共有サーバー共有サーバー共有サーバー共有サーバー・ディスパッチャの現在の状態
と負荷をリスナーに登録します。登録済み情報により、リスナーはクライアントの接続要求
を適切なサービス・ハンドラに送ることができます。 サービス登録では、listener.ora
ファイル内での構成は必要ありません。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : Oracle Net Services の機能の詳細は、『Oracle9i Net Services
管理者ガイド』を参照してください。
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初期化パラメータ SERVICE_NAMESでは、インスタンスが属するデータベース・サービスが
識別されます。起動時に、各インスタンスは、同じサービスに属している他のインスタンス
のリスナーに登録します。 データベース操作中に、各サービスのインスタンスは CPU の使
用と現行の接続カウントに関する情報を、同じサービスのすべてのリスナーに渡します。こ
れにより、動的なロード・バランシング機能と接続フェイルオーバー機能が使用可能になり
ます。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� サーバー・プロセスの詳細は、8-17 ページの「共有サーバー・アーキ
テクチャ」を参照してください。

� サーバー・プロセスの詳細は、8-22 ページの「専用サーバー構成」を
参照してください。

� リスナーの詳細は、『Oracle9i Net Services 管理者ガイド』を参照して
ください。

� Real Application Clusters でのインスタンス登録とクライアント /
サーバー接続の詳細は、『Oracle9i Real Application Clusters セット
アップおよび構成』および『Oracle9i Real Application Clusters 配置
およびパフォーマンス』を参照してください。
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メモリー・アーキテクチャメモリー・アーキテクチャメモリー・アーキテクチャメモリー・アーキテクチャ

この章では、Oracle インスタンスのメモリー・アーキテクチャについて説明します。この章
の内容は、次のとおりです。

� Oracle メモリー構造の概要

� システム・グローバル領域（SGA）の概要

� プログラム・グローバル領域（PGA）の概要

� 専用サーバーと共有サーバー

� ソフトウェア・コード領域
チャ 7-1



Oracle メモリー構造の概要
Oracle メモリー構造の概要メモリー構造の概要メモリー構造の概要メモリー構造の概要 
Oracle は、メモリーを使用して次のような情報を格納します。 

� プログラム・コード

� 現在はアクティブかどうかを問わず、接続されているセッションについての情報

� プログラムの実行時に必要な情報（行をフェッチしている問合せの現在の状態など）

� Oracle プロセス間で共有され、やり取りされる情報（ロック情報など）

� 周辺記憶装置にも永続的に格納されるキャッシュ・データ（データ・ブロックや REDO
ログ・エントリなど）

Oracle に関連する基本的なメモリー構造は、次のような領域で構成されます。 

� すべてのサーバーおよびバックグラウンド・プロセスで共有される、システム・グロー
バル領域（SGA）。SGA は次の領域を保持します。

– データベース・バッファ・キャッシュ

– REDO ログ・バッファ

– 共有プール

– ラージ・プール（構成された場合）

� 各サーバーおよびバックグラウンド・プロセスに対しプライベートなプログラム・グ
ローバル領域（PGA）。各プロセスには PGA が 1 つ存在します。PGA は次の領域を保
持します。

– スタック領域

– データ領域

図 7-1 にこれらメモリー構造の関係を示します。
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Oracle メモリー構造の概要
図図図図 7-1 Oracle のメモリー構造のメモリー構造のメモリー構造のメモリー構造

ソフトウェア・コード領域は、7-23 ページで説明するもう 1 つの基本的なメモリー構造で
す。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 7-4 ページ「システム・グローバル領域（SGA）の概要」

� 7-18 ページ「プログラム・グローバル領域（PGA）の概要」
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システム・グローバル領域（SGA）の概要
システム・グローバル領域（システム・グローバル領域（システム・グローバル領域（システム・グローバル領域（SGA）の概要）の概要）の概要）の概要
システム・グローバル領域システム・グローバル領域システム・グローバル領域システム・グローバル領域（SGA）とは、共有メモリー構造のグループで、1 つの Oracle
データベース・インスタンスのためのデータと制御情報が含まれています。 複数のユーザー
が同じインスタンスに同時に接続した場合、そのインスタンスの SGA 内のデータはユー
ザー間で共有されます。このため、SGA は共有グローバル領域共有グローバル領域共有グローバル領域共有グローバル領域と呼ばれることもあります。

SGA と Oracle プロセスによって、1 つの Oracle インスタンスが構成されます。インスタン
スを起動すると、Oracle が自動的に SGA 用のメモリーを割り当て、インスタンスを停止す
ると、オペレーティング・システムがそのメモリーの割当てを解除します。各インスタンス
には、それぞれ専用の SGA があります。 

SGA は読取り / 書込み可能です。マルチ・プロセス・データベースのインスタンスに接続
しているすべてのユーザーは、そのインスタンスの SGA に含まれている情報を読み込むこ
とができます。また、Oracle の稼働中に、複数のプロセスが SGA に書き込むことができま
す。 

SGA には、次のようなデータ構造が含まれています。 

� データベース・バッファ・キャッシュ

� REDO ログ・バッファ

� 共有プール

� Java プール

� ラージ・プール（オプション）

� データ・ディクショナリ・キャッシュ

� その他の情報

SGA の一部には、バックグラウンド・プロセスがアクセスする必要のある、データベースと
インスタンスの状態に関する一般的な情報が含まれています。この部分を固定固定固定固定 SGA と呼び
ます。ここには、ユーザー・データは格納されません。SGA には、ロック情報などのプロセ
ス間でやり取りされる情報も格納されます。 

システムが共有サーバー・アーキテクチャを使用している場合、要求キューと応答キュー、
および PGA 領域の内容の一部は SGA に格納されます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� Oracle インスタンスの詳細は、5-2 ページの「Oracle インスタンスの
概要」を参照してください。

� 7-18 ページ「プログラム・グローバル領域（PGA）の概要」

� 8-18 ページ「ディスパッチャの要求キューと応答キュー」
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システム・グローバル領域（SGA）の概要
動的動的動的動的 SGA
動的 SGA インフラストラクチャを使用して、インスタンスを停止することなく、バッファ・
キャッシュ、共有プール、ラージ・プールおよびプロセス・プライベート・メモリーのサイ
ズを変更できます。 

Oracle では、実行時に、動的 SGA によって、Oracle が SGA 用に使用する仮想メモリー・
サイズの上限を設定できます。 Oracle では、構成中のインスタンスを起動して、そのインス
タンスがより多くのメモリーを使用できるように SGA コンポーネントを増やすことができ
ます（SGA_MAX_SIZEの 大値まで）。 初期化パラメータ・ファイルで指定した SGA_MAX_
SIZEが、初期化時に指定またはデフォルト設定された全コンポーネントの合計より少ない
場合は、初期化パラメータ・ファイルでの設定は無視されます。

多くのシステムで 適なパフォーマンスを実現するには、SGA 全体が実メモリーに収まるこ
とが必要です。 SGA 全体が実メモリーに収まらず、その一部を格納するために仮想メモリー
が使用される場合、オペレーティング・システムが SGA の一部についてページング（ディ
スクの読取り / 書込み）を実行するため、データベース・システム全体のパフォーマンスが
大幅に低下する可能性があります。SGA 内のすべての共有領域に専用に割り当てられるメモ
リーの量も、パフォーマンスに影響します。 

SGA のサイズは、いくつかの初期化パラメータによって決定されます。 次のパラメータは、
SGA サイズに も大きく影響します。 

Enterprise Manager または SQL*Plus を使用しているときには、インスタンスの SGA に割り
当てられたメモリーがインスタンスの起動時に表示されます。 SQL*Plus の SHOW文に SGA
句を指定して、現行インスタンスの SGA サイズを表示することもできます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

DB_CACHE_SIZE 標準ブロックのキャッシュ・サイズ。 

LOG_BUFFER REDO ログ・バッファに割り当てられるバイト数。

SHARED_POOL_SIZE 共有 SQL 文と共有 PL/SQL 文に割り当てられる領域のサイズ

（単位はバイト）。

LARGE_POOL_SIZE ラージ・プールのサイズ。デフォルトは 0（ゼロ）。
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動的動的動的動的 SGA のグラニュルのグラニュルのグラニュルのグラニュル
動的 SGA での割当て単位はグラニュルと呼ばれます。 バッファ・キャッシュ、共有プール、
Java プールおよびラージ・プールなどのコンポーネントは、SGA 領域をグラニュル単位で
割り当て、解放します。 Oracle では、SGA メモリーの使用が SGA コンポーネント別に整数
値のグラニュル数で追跡されます。 グラニュルに関するすべての情報は、対応するグラニュ
ル・エントリに格納されます。 Oracle では、グラニュル・エントリ内の各グラニュルの状態
とグラニュル・タイプがメンテナンスされます。 

グラニュル・サイズは、SGA 全体のサイズによって決定されます。 ほとんどのプラット
フォームでは、SGA 全体のサイズが 128MB より小さければグラニュル・サイズは 4MB、
128MB 以上の場合は 16MB です。 プラットフォームへの依存性が存在する場合があり、たと
えば 32 ビットの Windows NT では、128MB 以上の SGA のグラニュル・サイズは 8MB で
す。  

現在 SGA に使用されているグラニュル・サイズは、V$SGA_DYNAMIC_COMPONENTSビュー
で表示できます。 SGA 内のすべての動的コンポーネントには、同じグラニュル・サイズが使
用されます。

Oracle では、コンポーネントとそのグラニュルに関する情報がスコアボードに格納されま
す。 スコアボードには、グラニュルを所有するコンポーネントごとに、そのコンポーネント
に割り当てられたグラニュル数、そのコンポーネントに対するペンディング操作、グラニュ
ル数でのターゲット・サイズおよびターゲット・サイズに対する進捗が含まれます。 操作の
開始時刻もログに記録されます。 Oracle では、コンポーネントごとに初期のグラニュル数と

大グラニュル数がメンテナンスされます。

グラニュル数を変更する操作については、その操作、ターゲット・サイズおよび適切な SGA
コンポーネントに対する開始時刻のログがスコアボードに記録されます。 Oracle では、操作
が完了するまで進捗フィールドが更新されます。 操作が完了すると、現行サイズがターゲッ
ト・サイズで置換され、ターゲット・サイズ・フィールドと進捗フィールドが消去されま
す。 操作が完了した時点で、データベース管理者はグラニュル数の変化を調べることができ
ます。 初期化パラメータの値は、更新された SGA 使用量を反映するように更新されます。 

Oracle では、スコアボードに対して実行された過去 100 回の操作の循環バッファがメンテナ
ンスされます。 固定ビューには、スコアボードの状態と、スコアボードに対する過去 100 回
の操作の現在の内容が表示されます。

起動時のグラニュルの割当て起動時のグラニュルの割当て起動時のグラニュルの割当て起動時のグラニュルの割当て  起動時に、Oracle は初期化パラメータ・ファイル内の値を読
み込み、オペレーティング・システムのメモリー制限を問い合せて、SGA 用の仮想アドレス
空間を割り当てます。 初期化パラメータ SGA_MAX_SIZEでは、インスタンスの存続期間中

注意注意注意注意 : コンポーネント用にグラニュル・サイズの倍数でないサイズを指
定すると、 も近似の倍数に切り上げられます。 たとえば、グラニュル・
サイズが 4MB の場合に DB_CACHE_SIZEを 10MB として指定すると、実
際には 12MB が割り当てられます。
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の SGA の 大サイズをバイト単位で指定します。 このパラメータの値は、次のグラニュル・
サイズに切り上げられます。 

コンポーネントへのグラニュルの追加コンポーネントへのグラニュルの追加コンポーネントへのグラニュルの追加コンポーネントへのグラニュルの追加  データベース管理者は、ALTER SYSTEM文を使用し
て初期化パラメータの値を変更し、コンポーネントによる SGA 使用量を増やします。 Oracle
は、16MB に も近似の倍数に切り上げられた新規サイズを使用し、ターゲット・サイズに
合せてグラニュル数を増減させます。 Oracle には、要求を十分に満たせる空きグラニュルが
必要です。 現在の SGA メモリー量が SGA_MAX_SIZEより小さい場合、Oracle は SGA サイ
ズが SGA_MAX_SIZEに達するまでグラニュルを割り当てることができます。

データベース・バッファ・キャッシュデータベース・バッファ・キャッシュデータベース・バッファ・キャッシュデータベース・バッファ・キャッシュ
データベース・バッファ・キャッシュは SGA の一部であり、データ・ファイルから読み込
んだデータ・ブロックのコピーが保持される領域です。 インスタンスに同時接続されたユー
ザー・プロセスはすべて、データベース・バッファ・キャッシュへのアクセスを共有しま
す。

データベース・バッファ・キャッシュと共有 SQL キャッシュは、論理的にセグメント化さ
れて複数の集合になります。このように複数の集合へ編成すると、マルチ・プロセッサ・シ
ステム上での競合が減少します。

データベース・バッファ・キャッシュの編成データベース・バッファ・キャッシュの編成データベース・バッファ・キャッシュの編成データベース・バッファ・キャッシュの編成
このキャッシュのバッファは、次の 2 つのリストで編成されます。書込みリストおよび 低
使用頻度リスト（LRU）です。書込みリスト書込みリスト書込みリスト書込みリストは、使用済みバッファを保持します。使用済み
バッファとは、修正されたが、まだディスクに書き込まれていないデータを含むバッファの
ことです。 LRU リストリストリストリストは、使用可能バッファ、使用中バッファおよび書込みリストに移動し
ていない使用済みバッファを保持します。使用可能バッファ使用可能バッファ使用可能バッファ使用可能バッファは、有効なデータが含まれてお
らず、使用可能なバッファです。使用中バッファ使用中バッファ使用中バッファ使用中バッファは、現在アクセスされているバッファで
す。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� メモリー割当ての詳細は、『Oracle9i データベース管理者ガイド』を参
照してください。

� Enterprise Manager を使用して SGA サイズを表示する方法は、
『Oracle Enterprise Manager 管理者ガイド』を参照してください。

� SQL*Plus で SGA のサイズを表示する方法は、『SQL*Plus ユーザーズ・
ガイドおよびリファレンス』を参照してください。

� V$SGASTATの詳細は、『Oracle9i データベース・リファレンス』を参
照してください。

� オペレーティング・システム固有の情報は、該当する Oracle インスト
レーション・ガイドまたはユーザーズ・ガイドを参照してください。
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Oracle プロセスがバッファにアクセスするとき、プロセスはそのバッファを LRU リストの
高使用頻度（MRU）側に移動します。さらに多くのバッファが LRU リストの MRU 側へ

移動されるにつれて、使用済みバッファは LRU リストの LRU 側に向かって古くなります。 

Oracle ユーザー・プロセスでデータの特定の部分が初めて必要になると、プロセスは デー
タベース・バッファ・キャッシュ内のデータを検索します。キャッシュ内にデータが見つ
かった場合（キャッシュ・ヒットキャッシュ・ヒットキャッシュ・ヒットキャッシュ・ヒット）、プロセスはデータをメモリーから直接読み込むことが
できます。キャッシュ内にデータが見つからなかった場合（キャッシュ・ミスキャッシュ・ミスキャッシュ・ミスキャッシュ・ミス）、プロセス
はデータにアクセスする前に、ディスク上のデータ・ファイルからキャッシュ内のバッファ
にデータ・ブロックをコピーする必要があります。キャッシュ・ヒットによるデータのアク
セスは、キャッシュ・ミスによるデータのアクセスよりも高速です。

プロセスはキャッシュ内にデータ・ブロックを読み込む前に、使用可能バッファを見つける
必要があります。プロセスは、LRU リストの LRU 側から検索を開始します。使用可能バッ
ファが見つかるか、検索したバッファ数が制限しきい値に達するまで、プロセスは検索を続
けます。 

ユーザー・プロセスが LRU リストの検索時に使用済みバッファを見つけた場合、 プロセスは
そのバッファを書込みリストに移動してから検索を続けます。使用可能バッファが見つかる
と、プロセスはディスクからバッファにデータ・ブロックを読み込んで、バッファを LRU
リストの MRU 側に移動します。 

使用可能バッファが見つからず、検索したバッファ数が制限しきい値に達すると、Oracle
ユーザー・プロセスがは LRU リストの検索を停止し、使用済みバッファの一部をディスク
に書き込むように、DBW0 バックグラウンド・プロセスに信号を送ります。

LRU アルゴリズムと全表スキャンアルゴリズムと全表スキャンアルゴリズムと全表スキャンアルゴリズムと全表スキャン
ユーザー・プロセスは、全表スキャンを実行するときに、表のブロックをバッファに読み込
んで LRU リストの（MRU 側ではなく）LRU 側に入れます。通常、全表スキャンされた表
は一時的に必要なので、使用頻度の高いブロックをキャッシュ内に残しておくために、全表
スキャンされた表のブロックをすぐにキャッシュから移動する必要があるためです。 

表スキャンに関連するブロックのこのデフォルトの動作は、表ごとに制御できます。全表ス
キャン時に表のブロックをリストの MRU 側に格納するように指定するには、表やクラスタ
の作成時または変更時に CACHE句を使用します。それ以後の表へのアクセスで I/O を防止
するために、小さな参照表や大きな静的履歴表にこの動作を指定することがあります。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : DBWn プロセスの詳細は、8-9 ページの「データベース・ラ
イター・プロセス（DBWn）」を参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : CACHE句の詳細は、『Oracle9i SQL リファレンス』を参照し
てください。
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データベース・バッファ・キャッシュのサイズデータベース・バッファ・キャッシュのサイズデータベース・バッファ・キャッシュのサイズデータベース・バッファ・キャッシュのサイズ
Oracle は、データベース内で複数のブロック・サイズをサポートします。サポートされるの
はデフォルトのブロック・サイズで、SYSTEM 表領域で使用されます。 初期化パラメータ
DB_BLOCK_SIZEを設定して、標準ブロック・サイズを指定します。指定できる値は 2K か
ら 32K です。

標準ブロック・サイズ・キャッシュのサイズを指定するには、初期化パラメータ DB_
CACHE_SIZEを設定します。 オプションで、DB_KEEP_CACHE_SIZEおよび DB_RECYCLE_
CACHE_SIZEを設定すると、2 つの追加バッファ・プール KEEPおよび RECYCLEのサイズ
も設定できます。 これら 3 つのパラメータは、互いに独立しています。

非標準ブロック・サイズのバッファのサイズと数は、次のパラメータで指定します。

DB_2K_CACHE_SIZE
DB_4K_CACHE_SIZE
DB_8K_CACHE_SIZE
DB_16K_CACHE_SIZE
DB_32K_CACHE_SIZE

各パラメータで、対応するブロック・サイズのキャッシュ・サイズを指定します。

ブロック・サイズとキャッシュ・サイズの設定例ブロック・サイズとキャッシュ・サイズの設定例ブロック・サイズとキャッシュ・サイズの設定例ブロック・サイズとキャッシュ・サイズの設定例  
DB_BLOCK_SIZE=4096
DB_CACHE_SIZE=1024M
DB_2K_CACHE_SIZE=256M
DB_8K_CACHE_SIZE=512M

前述の例では、パラメータ DB_BLOCK_SIZEは、データベースの標準ブロック・サイズを
4K に設定しています。 標準ブロック・サイズ・バッファのキャッシュ・サイズは 1024MB で
す。 さらに、バッファ・サイズがそれぞれ 256MB および 512MB である 2K および 8K の
キャッシュも構成されます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : KEEPおよび RECYCLEバッファ・プールの詳細は、7-10 ペー
ジの「複数バッファ・プール」を参照してください。

注意注意注意注意 : ブロック・サイズの上限値に関してはプラットフォーム固有の制
限が適用されるため、プラットフォームによっては指定したサイズが適用
できないこともあります。
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キャッシュのサイズには制限があるため、ディスク上のすべてのデータをキャッシュに入れ
られるとはかぎりません。キャッシュがいっぱいになった後でキャッシュ・ミスが発生する
と、Oracle は新しいデータ用の領域を確保するために、すでにキャッシュ内にある使用済み
データをディスクに書き込みます。（バッファが使用済みでなければ、新しいブロックを
バッファに読み込む前にディスクに書き込む必要はありません。）その後、ディスクに書き
込まれたデータにアクセスすると、それもキャッシュ・ミスになります。 

データを要求したときにキャッシュ・ヒットになる確率は、キャッシュのサイズによって決
まります。キャッシュが大きければ、要求されたデータがキャッシュに入っている可能性は
高くなります。キャッシュのサイズを大きくすると、データ要求がキャッシュ・ヒットにな
る確率が高くなります。 

インスタンスの実行時でも、データベースを停止せずにバッファ・キャッシュのサイズを変
更できます。 この操作には ALTER SYSTEM文を使用します。 詳細は、7-16 ページの「SGA の
メモリーの使用方法の制御」を参照してください。

個々のキャッシュ・コンポーネントのサイズおよび保留中のサイズ変更操作を追跡するに
は、固定ビュー V$BUFFER_POOLを使用します。

複数バッファ・プール複数バッファ・プール複数バッファ・プール複数バッファ・プール
異なるバッファ・プールを持つデータベース・バッファ・キャッシュを構成して、バッ
ファ・キャッシュ内にデータを保持するか、またはデータ・ブロックの使用直後に新しい
データがバッファを使用するかを指定できます。その後、特定のスキーマ・オブジェクト

（表およびクラスタ、索引およびパーティション）を適切なバッファ・プールに割り当てて、
キャッシュからデータ・ブロックのエージングを行う方法を制御できます。 

� KEEPバッファ・プールは、スキーマ・オブジェクトのデータ・ブロックをメモリーに
保持します。 

� RECYCLEバッファ・プールは、データ・ブロックが不要になると、すぐにそれをメモ
リーから排除します。 

� DEFAULTバッファ・プールには、どのバッファ・プールにも割り当てられていないス
キーマ・オブジェクトのデータ・ブロックと、明示的に DEFAULTプールに割り当てら
れたスキーマ・オブジェクトが含まれます。 

注意注意注意注意 : DB_nK_CACHE_SIZEパラメータで標準ブロック・サイズの
キャッシュ・サイズを指定することはできません。 DB_BLOCK_SIZEの値
が nK の場合、DB_nK_CACHE_SIZEに値を設定することはできません。 
標準ブロック・サイズのキャッシュ・サイズは必ず DB_CACHE_SIZEの値
から決定します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : バッファ・キャッシュのチューニング方法の詳細は、
『Oracle9i データベース・パフォーマンス・チューニング・ガイドおよび
リファレンス』を参照してください。
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KEEPバッファ・プールと RECYCLEバッファ・プールを構成する初期化パラメータは、DB_
KEEP_CACHE_SIZEと DB_RECYCLE_CACHE_SIZEです。

REDO ログ・バッファログ・バッファログ・バッファログ・バッファ
REDO ログ・バッファログ・バッファログ・バッファログ・バッファとは、SGA 内の循環バッファであり、データベースに加えられた変
更についての情報を保持します。この情報は、REDO エントリエントリエントリエントリに格納されます。 REDO エン
トリには、INSERT、UPDATE、DELETE、CREATE、ALTERまたは DROPの各操作によって
データベースに加えられた変更の再構築または再実行に必要な情報が含まれます。REDO エ
ントリは、必要に応じてデータベースのリカバリ時に使用されます。 

REDO エントリは、Oracle のサーバー・プロセスによってユーザーのメモリー領域から
SGA 内の REDO ログ・バッファにコピーされます。REDO エントリは、バッファ内で連続
した領域を占めます。バックグラウンド・プロセス LGWR は、REDO ログ・バッファを
ディスク上のアクティブなオンライン REDO ログ・ファイル（または REDO ログ・ファイ
ルのグループ）に書き込みます。 

初期化パラメータ LOG_BUFFERは、REDO ログ・バッファのサイズをバイト単位で設定し
ます。一般的に（トランザクションが長いか、数が多い場合には特に）、設定する値を大き
くするほどログ・ファイルの I/O は少なくなります。 デフォルト設定は、512KB、または
128KB と CPU_COUNTパラメータの設定値を乗算した値のうち、いずれか大きい方です。

注意注意注意注意 : 複数バッファ・プールは、標準ブロック・サイズに対してのみ使
用可能です。非標準のブロック・サイズのキャッシュの DEFAULTプール
は 1 つです。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 複数バッファ・プールの詳細は、『Oracle9i データベース・パフォーマ
ンス・チューニング・ガイドおよびリファレンス』を参照してくださ
い。

� STORAGE句の BUFFER_POOL句の構文については、『Oracle9i SQL リ
ファレンス』を参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� REDO ログ・バッファがディスクに書き込まれる方法の詳細は、8-10
ページの「ログ・ライター・プロセス（LGWR）」を参照してくださ
い。

� オンライン REDO ログ・ファイルとグループの詳細は、『Oracle9i
バックアップおよびリカバリ概要』を参照してください。
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システム・グローバル領域（SGA）の概要
共有プール共有プール共有プール共有プール
SGA の共有プール部分には、次の 3 つの主要領域が含まれます。ライブラリ・キャッシュ、
ディクショナリ ・キャッシュ、パラレル実行メッセージおよび制御構造です。

共有プールの合計サイズは、初期化パラメータ SHARED_POOL_SIZEによって決まります。 
このパラメータのデフォルト値は、32 ビットのプラットフォームでは 8MB、64 ビットのプ
ラットフォームでは 64MB です。このパラメータの値を増やすと共有プール用に確保するメ
モリー量が増加します。

ライブラリ・キャッシュライブラリ・キャッシュライブラリ・キャッシュライブラリ・キャッシュ
ライブラリ・キャッシュには、共有 SQL 領域、プライベート SQL 領域（複数トランザク
ション・サーバーの場合）、PL/SQL プロシージャおよびパッケージの他、ロックやライブ
ラリ・キャッシュ・ハンドルなどの制御構造が含まれます。 

共有 SQL 領域にはすべてのユーザーがアクセス可能であるため、ライブラリ・キャッシュ
は SGA 内の共有プールに含まれます。

共有共有共有共有 SQL 領域とプライベート領域とプライベート領域とプライベート領域とプライベート SQL 領域領域領域領域
Oracle は、実行する各 SQL 文を、共有共有共有共有 SQL 領域領域領域領域とプライベートプライベートプライベートプライベート SQL 領域領域領域領域によって表しま
す。Oracle は、2 人のユーザーが同じ SQL 文を実行する場合にそれを認識し、これらのユー
ザーのために共有 SQL 領域を再利用します。ただし、各ユーザーは、その文のプライベー
ト SQL 領域のコピーを各自で持つ必要があります。 

共有共有共有共有 SQL 領域領域領域領域  共有 SQL 領域には、特定の SQL 文の解析ツリーと実行計画が含まれます。 
Oracle は、多数のユーザーが同じアプリケーションを実行するときには特に、複数回実行さ
れる SQL 文に 1 つの共有 SQL 領域を使用することによってメモリーを節約します。

Oracle は、新しい SQL 文が解析されると共有プールからメモリーを割り当て、共有 SQL 領
域に格納します。このメモリーのサイズは、文の複雑度に応じて決められます。共有プール
全体が割当て済みの場合、Oracle は、新しい文の共有 SQL 領域のための空き領域が十分に
なるまで、修正した LRU アルゴリズムを使用してその共有プールからエントリの割当てを
解除できます。Oracle が共有 SQL 領域を割当て解除する場合、対応付けられていた SQL 文
は次の実行時に再解析され、別の共有 SQL 領域に再び割り当てられます。

注意注意注意注意 : 初期化パラメータ PARALLEL_AUTOMATIC_TUNINGの設定が
trueの場合は、これらのバッファはラージ・プールから割り当てられま
す。
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PL/SQL プログラム・ユニットと共有プールプログラム・ユニットと共有プールプログラム・ユニットと共有プールプログラム・ユニットと共有プール
Oracle は、PL/SQL プログラム・ユニット（プロシージャ、ファンクション、パッケージ、
無名ブロックおよびデータベース・トリガー）を、個々の SQL 文の処理と同様の方法で処
理します。プログラム・ユニットを解析およびコンパイル済みの形で保持するために、共有
領域が割り当てられます。 Oracle では、ローカル変数、グローバル変数、パッケージ変数

（パッケージ・インスタンス化とも呼ばれる）および SQL 実行用のバッファなど、プログラ
ム・ユニットを実行するセッションに固有な値を保持するために、プライベート領域が割り
当てられます。 複数のユーザーが同じプログラム・ユニットを実行している場合、単一の共
有領域はすべてのユーザーによって使用されますが、各ユーザーは、自分のセッションに固
有の値を保持するプライベート SQL 領域のコピーを個別にメンテナンスします。 

PL/SQL プログラム・ユニット内に含まれる個々の SQL 文は、先の項で説明したように処
理されます。 PL/SQL プログラム・ユニット内の起点には関係なく、これらの SQL 文は解析
された表現を保持するために共有領域を使用し、その文を実行するセッションごとにプライ
ベート SQL 領域を使用します。 

ディクショナリ・キャッシュディクショナリ・キャッシュディクショナリ・キャッシュディクショナリ・キャッシュ
データ・ディクショナリとは、データベース、データベースの構造およびそのユーザーにつ
いての参照情報を含むデータベースの表およびビューの集合のことです。Oracle は、SQL 文
の解析時にデータ・ディクショナリに頻繁にアクセスします。このアクセスは、Oracle の操
作を続けるために不可欠です。 

データ・ディクショナリは Oracle によって頻繁にアクセスされるので、ディクショナリ・
データを保持するために、メモリー内に 2 箇所の特別な場所が指定されています。一方の領
域は、データのブロック全体を保持するバッファのかわりに行としてデータを保持するた
め、データ・ディクショナリ・キャッシュデータ・ディクショナリ・キャッシュデータ・ディクショナリ・キャッシュデータ・ディクショナリ・キャッシュまたは行キャッシュ行キャッシュ行キャッシュ行キャッシュと呼ばれます。ディクショナ
リ・データを保持するメモリー内の他方の領域は、ライブラリ・キャッシュです。すべての
Oracle ユーザー・プロセスは、データ・ディクショナリ情報にアクセスするために、これら
2 つのキャッシュを共有します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 7-18 ページ「プライベート SQL 領域」

� 『Oracle9i データベース・パフォーマンス・チューニング・ガイドおよ
びリファレンス』 

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 第 4 章「データ・ディクショナリ」

� 7-12 ページ「ライブラリ・キャッシュ」
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システム・グローバル領域（SGA）の概要
共有プール内のメモリーの割当てと再利用共有プール内のメモリーの割当てと再利用共有プール内のメモリーの割当てと再利用共有プール内のメモリーの割当てと再利用
一般に、共有プール内のあらゆる項目（共有 SQL 領域やディクショナリ行）は、修正 LRU
アルゴリズムに基づいてフラッシュされるまでは、そのまま存在します。新しい項目に領域
を割り当てるために共有プール内にさらに領域が必要になると、定期的には使用されていな
い項目のメモリーが解放されます。修正 LRU アルゴリズムを使用すると、多数のセッショ
ンが使用している共有プール項目は、その項目を作成したプロセスが終了しても、その項目
が使用されている限りメモリーに残ります。その結果、マルチユーザー Oracle システムに
関連する SQL 文のオーバーヘッドと処理が、 小限に抑えられます。 

SQL 文が実行のために Oracle に送られると、Oracle は次のメモリー割当ての手順を自動的
に実行します。 

1. 同一の文について共有 SQL 領域がすでに存在しているかどうかを確認するため、共有
プールをチェックします。その文のための共有 SQL 領域がすでに存在する場合、その
領域は、その文の後続の新しいインスタンスを実行するために使用されます。一方、そ
の文のための共有 SQL 領域が存在しない場合、Oracle は新しい共有 SQL 領域を 共有
プール内に割り当てます。どちらの場合も、ユーザーのプライベート SQL 領域が、そ
の文を含む共有 SQL 領域に対応付けられます。 

2. セッションのためにプライベート SQL 領域を割り当てます。プライベート SQL 領域の
位置は、セッションのために確立される接続のタイプによって異なります。 

Oracle は、次のような場合にも共有 SQL 領域を共有プールからフラッシュします。 

� 表、クラスタまたは索引の統計を更新または削除するために ANALYZE文を使用する場
合、分析されたスキーマ・オブジェクトを参照する文を含んでいるすべての共有 SQL
領域は、共有プールからフラッシュされます。 フラッシュされた文を次に実行するとき
には、その文はスキーマ・オブジェクトの新しい統計を反映するように新しい共有 SQL
領域で解析されます。 

� スキーマ・オブジェクトが SQL 文で参照され、なんらかの方法で修正されると、共有
SQL 領域は無効無効無効無効になり（無効のマークが付けられる）、その文を次に実行するときには
解析する必要があります。 

� データベースのグローバル・データベース名を変更すると、すべての情報が共有プール
からフラッシュされます。 

� 管理者はインスタンス起動後のパフォーマンス（データ・バッファ・キャッシュではな
く、共有プールに関するパフォーマンス）を査定するために、共有プール内のすべての
情報を手動でフラッシュできます。こうすると、現行インスタンスを停止する必要があ

注意注意注意注意 : 共有 SQL 領域がオープンしているカーソルに対応していても、し
ばらく使用されていないカーソルであれば、その共有 SQL 領域を共有
プールからフラッシュできます。 オープンしているカーソルが、その後そ
の文を実行するために使用される場合、その文は再解析されて新しい共有
SQL 領域が共有プール内に割り当てられます。 
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システム・グローバル領域（SGA）の概要
りません。 文 ALTER SYSTEM FLUSH SHARED_POOLは、このフラッシュを実行するのに
使用します。

ラージ・プールラージ・プールラージ・プールラージ・プール
データベース管理者は、次の目的で大量のメモリーを割り当てるために、ラージ・プールラージ・プールラージ・プールラージ・プールと
呼ばれるオプションのメモリー領域を構成できます。 

� 共有サーバーおよび Oracle XA インタフェース用のセッション・メモリー（トランザク
ションが複数のデータベースと対話する環境で使用）

� I/O サーバー・プロセス

� Oracle のバックアップおよびリストア操作

� 初期化パラメータ PARALLEL_AUTOMATIC_TUNINGの設定が trueの場合は、パラレル
実行メッセージ・バッファ（false の場合は、これらのバッファは共有プールに割り当て
られる）

ラージ・プールからセッション・メモリーを共有サーバー、Oracle XA またはパラレル問合
せバッファ用に割り当てることにより、共有プールと主に共有 SQL のキャッシュに使用し
て、共有 SQL キャッシュの縮小によるパフォーマンスのオーバーヘッドを回避することが
できます。

さらに、Oracle のバックアップおよびリストア操作と I/O サーバー・プロセス用、パラレ
ル・バッファ用のメモリーは、数百 KB のバッファ内で割り当てられます。ラージ・プール
のほうが、共有プールよりも適切に、これらの大量のメモリー要求を満たすことができま
す。 

ラージ・プールには、LRU リストはありません。これに対して、共有プール内で確保されて
いる領域では、その共有プールから割り当てられる他のメモリーと同じ LRU リストが使用
されます。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� プライベート SQL 領域の位置の詳細は、7-12 ページの「共有 SQL 領
域とプライベート SQL 領域」を参照してください。

� SQL 文の無効化と依存性の問題の詳細は、第 15 章「スキーマ・オブ
ジェクト間の依存性」を参照してください。

� ALTER SYSTEM FLUSH SHARED_POOLの使用方法は、『Oracle9i SQL
リファレンス』を参照してください。

� V$SQLおよび V$SQLAREA動的ビューの詳細は、『Oracle9i データベー
ス・リファレンス』を参照してください。
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SGA のメモリーの使用方法の制御のメモリーの使用方法の制御のメモリーの使用方法の制御のメモリーの使用方法の制御
動的 SGA では、Oracle が使用する物理メモリーの増減を外部制御できます。動的バッ
ファ・キャッシュ、共有プールおよびラージ・プールとともに動的 SGA では、次のことが
可能です。

� SGA は、オペレーティング・システムが指定する 大値および SGA_MAX_SIZEの指定
値まで、データベース管理文により拡張可能。 

� SGA は、Oracle が規定する 小値、（通常はオペレーティング・システムが推奨する限
度まで）データベース管理文により縮小可能。 

� バッファ・キャッシュと SGA プールは、ある内部的な Oracle の管理方針に従って実行
時に拡張と縮小が可能。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 共有サーバー用にラージ・プールからセッション・メモリーを割り当
てる方法の詳細は、8-17 ページの「共有サーバー・アーキテクチャ」
を参照してください。

� Oracle XA の詳細は、『Oracle9i アプリケーション開発者ガイド - 基礎
編』を参照してください。

� ラージ・プール、共有プール内の領域確保および I/O サーバー・プロ
セスの詳細は、『Oracle9i データベース・パフォーマンス・プランニ
ング』を参照してください。

� パラレル実行用にメモリーを割り当てる方法は、18-8 ページの「並列
度」を参照してください。
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その他のその他のその他のその他の SGA 初期化パラメータ初期化パラメータ初期化パラメータ初期化パラメータ
複数の初期化パラメータを使用して、SGA によるメモリーの使用方法を制御できます。 

物理メモリー物理メモリー物理メモリー物理メモリー
LOCK_SGAパラメータは、SGA を物理メモリーにロックします。 

SGA 開始アドレス開始アドレス開始アドレス開始アドレス
SHARED_MEMORY_ADDRESSパラメータと HI_SHARED_MEMORY_ADDRESSパラメータは、
実行時の SGA の開始アドレスを指定します。これらのパラメータはほとんど使用されませ
ん。64 ビットのプラットフォームでは、HI_SHARED_MEMORY_ADDRESSは 64 ビット・ア
ドレスの上位 32 ビットを指定します。 

拡張バッファ・キャッシュ・メカニズム拡張バッファ・キャッシュ・メカニズム拡張バッファ・キャッシュ・メカニズム拡張バッファ・キャッシュ・メカニズム
USE_INDIRECT_DATA_BUFFERSパラメータは、4GB を超える物理メモリーのサポート機
能を持った 32 ビット・プラットフォームで、拡張バッファ・キャッシュ・メカニズムを使
用可能にします。 

ただし、動的バッファ・キャッシュ機能では、すべてのバッファが有効な仮想アドレスを持
つことが必要になります。これは、基礎となる割当て単位のグラニュルが、仮想アドレスで
識別されるためです。 このため、現行バージョンでは拡張キャッシュ機能を使用できません。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� USE_INDIRECT_DATA_BUFFERSパラメータの詳細は、『Oracle9i
データベース・リファレンス』を参照してください。

� オペレーティング・システム固有の情報は、該当する Oracle インスト
レーション・ガイドまたはユーザーズ・ガイドを参照してください。
メモリー・アーキテクチャ 7-17



プログラム・グローバル領域（PGA）の概要
プログラム・グローバル領域（プログラム・グローバル領域（プログラム・グローバル領域（プログラム・グローバル領域（PGA）の概要）の概要）の概要）の概要
プログラム・グローバル領域（プログラム・グローバル領域（プログラム・グローバル領域（プログラム・グローバル領域（PGA））））とは、1 つのサーバー・プロセスのためのデータと制
御情報を含むメモリー・リージョンです。PGA は、サーバー・プロセスの起動時に、Oracle
によって作成される非共有メモリーです。PGA へのアクセスは起動時のサーバー・プロセ
スに限定され、読込みと書込みは PGA のために機能する Oracle コードでのみ行われます。
Oracle インスタンスに連結した各サーバー・プロセスにより割り当てられた全 PGA メモ
リーは、インスタンスにより割り当てられた集計集計集計集計 PGA メモリーメモリーメモリーメモリーと呼ばれることもあります。

PGA の内容の内容の内容の内容
PGA メモリーの内容は、インスタンスが共有サーバー・オプションを起動しているかどう
かにより変わります。 しかし、一般的に、PGA メモリーは次のように分類できます。

プライベートプライベートプライベートプライベート SQL 領域領域領域領域
プライベート SQL 領域は、バインド情報などのデータとランタイム・メモリー構造を格納
します。SQL 文を発行するそれぞれのセッションには、プライベート SQL 領域があります。
同一の SQL 文を発行するそれぞれのユーザーは、1 つの共有 SQL 領域を使用する専用のプ
ライベート SQL 領域を持っています。これにより、プライベート SQL 領域の多くは、同一
の共有 SQL 領域に対応付けることができます。 

カーソルのプライベート SQL 領域は、存続期間が異なる次の 2 つの領域に分割されます。

� バインド情報などを格納する、持続領域。 持続領域は、カーソルのクローズ時にのみ解
放されます。

� 実行終了時に解放される、ランタイム領域。

Oracle は、実行要求の 初の処理でランタイム領域を作成します。 INSERT、UPDATEおよび
DELETE文では、Oracle は文の実行後にランタイム領域を解放します。問合せの場合、
Oracle は、すべての行がフェッチされた後、または問合せが取り消された後にのみ、ランタ
イム領域を解放します。 

プライベート SQL 領域の位置は、セッションのために確立される接続のタイプによって異
なります。セッションが専用サーバーを介して接続されている場合、プライベート SQL 領
域はサーバー・プロセスの PGA 内にあります。ただし、セッションが共有サーバーを介し
て接続されている場合、プライベート SQL 領域の一部は SGA 内に保持されます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : セッションについては、8-5 ページの「接続とセッション」を
参照してください。
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カーソルとカーソルとカーソルとカーソルと SQL 領域領域領域領域  Oracle プリコンパイラ・プログラムや OCI プログラムのアプリケー
ション開発者は、カーソルカーソルカーソルカーソル、つまり特定のプライベート SQL 領域へのハンドルを明示的に
オープンし、それらのカーソルをプログラムの実行中に名前付きリソースとして使用できま
す。Oracle が一部の SQL 文のために暗黙的に発行する再帰カーソルも共有 SQL 領域を使用
します。 

プライベート SQL 領域は、ユーザー・プロセスが管理します。 ユーザー・プロセスが割り当
てることのできるプライベート SQL 領域の数は初期化パラメータ OPEN_CURSORSによって
制限されますが、プライベート SQL 領域の割当ておよび割当て解除は、使用するアプリ
ケーション・ツールに大きく依存します。このパラメータのデフォルト値は 300 です。

プライベート SQL 領域は、対応するカーソルがクローズされるか、文ハンドルが解放され
るまで存在します。Oracle は文の実行が完了した後にランタイム領域を解放しますが、持続
領域は待機し続けます。持続領域を解放し、アプリケーションのユーザーが必要とするメモ
リー容量を 小限に抑えるには、オープンされているカーソルのうち再利用しないものを、
すべてアプリケーション開発者側でクローズします。 

セッション・メモリーセッション・メモリーセッション・メモリーセッション・メモリー
セッション・メモリーセッション・メモリーセッション・メモリーセッション・メモリーとは、セッションの変数（ログイン情報）およびセッションに関係す
る他の情報を保持するために割り当てられたメモリーです。共有サーバーでは、セッショ
ン・メモリーが共有されます（プライベートではありません）。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� PGA の詳細は、7-18 ページの「プログラム・グローバル領域（PGA）
の概要」を参照してください。

� セッションの詳細は、8-5 ページの「接続とセッション」を参照して
ください。

� ソート、ハッシュ結合、ビットマップ作成またはビットマップ・マー
ジ実行中の SELECTランタイムの詳細は、7-20 ページの「SQL 作業
領域」を参照してください。

� 共有サーバーの概要は、『Oracle9i Net Services 管理者ガイド』を参照
してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 14-6 ページ「カーソル」
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プログラム・グローバル領域（PGA）の概要
SQL 作業領域作業領域作業領域作業領域
複雑な問合せでは（たとえば、意思決定支援の問合せ）、次に示すようなメモリー集中型の
演算子により、ランタイム領域の大部分が作業領域に専用に割り当てられます。

� ソートベースの演算子（ORDER BY、GROUP BY、ロールアップ、ウィンドウ機能）

� ハッシュ結合

� ビットマップ・マージ

� ビットマップ作成

たとえば、ソート演算子は作業領域（ソート領域とも呼ばれる）を使用して、行の集合のメ
モリー内ソートを実行します。同様に、ハッシュ結合演算子も作業領域（ハッシュ領域とも
呼ばれる）を使用して、左入力からハッシュ表を構築します。これら 2 つの演算子で処理す
るデータが作業領域に収まらない場合は、入力データを小さな部分に分割します。 これによ
り、メモリー内でデータの一部を処理することができます。残りのデータは、処理待ちとし
て一時ディスク記憶域に収められます。ビットマップ演算子では、対応する作業領域が非常
に小さい場合でも、一時ディスクに収まらないことはありませんが、ビットマップ演算の複
雑度は使用する作業領域のサイズに反比例します。 このため、これらの演算子は、作業領域
が大きくなればより高速に稼働します。

作業領域のサイズは、制御およびチューニング可能です。通常、作業領域を増やすとメモ
リーの使用は増えるものの、演算子の種類によってはパフォーマンスが著しく改善されま
す。オプションの使用により、入力データや関連の SQL 演算子が割り当てた補助メモリー
構造に応じた作業領域のサイズを十分確保できます。 このオプションを使用しない場合、一
部の入力データが一時ディスク記憶域に収容できなくなるため、応答時間が長くなります。
作業領域のサイズが入力データ・サイズに比べ、きわめて小さい場合は、データを分割して
複数に分けて渡すことが必要となります。このため、演算子の応答時間が大幅に増加しま
す。
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プログラム・グローバル領域（PGA）の概要
専用モードに対する専用モードに対する専用モードに対する専用モードに対する PGA メモリー管理メモリー管理メモリー管理メモリー管理
SQL 作業領域を、自動的かつグローバルに管理できます。 データベース管理者は、初期化パ
ラメータ PGA_AGGREGATE_TARGETを設定し、Oracle インスタンス専用の PGA メモリーの
合計サイズを指定します。 指定した数値（たとえば、2G）は、Oracle インスタンスのグロー
バル・ターゲットであるため、Oracle は、すべてのデータベース・サーバー・プロセスに割
り当てた PGA メモリーの合計がこのターゲット値を超えないことを確認します。 

PGA_AGGREGATE_TARGETを使用すると、すべての専用セッションの作業領域のサイズ設定
が自動的に行われ、これらのセッションについてはすべての *_AREA_SIZEパラメータが無
視されます。 ある時点での、インスタンスのアクティブな作業領域で使用可能な PGA メモ
リーの合計は、パラメータ PGA_AGGREGATE_TARGETから自動的に導出されます。 この量
は、PGA_AGGREGATE_TARGETの値から、システムの他の構成要素により割り当てられた
PGA メモリー（たとえば、セッションにより割り当てられた PGA メモリー）を差し引いた
値に設定されます。 結果として、PGA メモリーは、特定のメモリー要件に基づいて個々のア
クティブな作業領域に割り当てられます。

PGA メモリーの使用統計を提供する固定ビューと列が用意されています。これらの統計の
多くは、PGA_AGGREGATE_TARGETを設定することで使用できます。

� 作業領域メモリーの割当ておよび使用に関する統計は、次の動的ビューで表示できま
す。

V$SYSSTAT 
V$SESSTAT 
V$PGASTAT 

注意注意注意注意 : 以前のリリースでは、データベース管理者はパラメータ SORT_
AREA_SIZE、HASH_AREA_SIZE、BITMAP_MERGE_AREA_SIZEおよび
CREATE_BITMAP_AREA_SIZEを設定することで、SQL 作業領域の 大サ
イズを制御していました。 ただし、 大作業領域サイズは、データ入力サ
イズとシステム内でアクティブな作業領域の合計数から選択するのが理想
であるため、これらのパラメータの設定は困難です。これら 2 つの要因
は、作業領域および時間により大幅に変動します。 このため、各種 *_
AREA_SIZEパラメータを 適な状況の下でチューニングすることは困難
です。

注意注意注意注意 : 初期化パラメータ WORKAREA_SIZE_POLICYは、セッション・レ
ベルおよびシステム・レベルのパラメータで、設定できる値は MANUALま
たは AUTOの 2 つのみです。 デフォルトは AUTOです。 データベース管理者
は、PGA_AGGREGATE_TARGETを設定して、次にメモリー管理モードを自
動から手動に切り替えます。
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専用サーバーと共有サーバー
V$SQL_WORKAREA 
V$SQL_WORKAREA_ACTIVE 

� V$PROCESSビューの次の 3 つの列では、Oracle プロセスによって割り当てられ使用さ
れている PGA メモリーがレポートされます。

PGA_USED_MEM 
PGA_ALLOCATED_MEM 
PGA_MAX_MEM 

専用サーバーと共有サーバー専用サーバーと共有サーバー専用サーバーと共有サーバー専用サーバーと共有サーバー
システムが使用するアーキテクチャが専用サーバーなのか、共有サーバーなのかにより、メ
モリーの割当て方法が変わることがあります。表 7-1 にこれらの相違点を示しています。

注意注意注意注意 : 自動 PGA メモリー管理モードは、専用サーバーが割り当てた作業
領域にのみ適用します。 共有サーバーが割り当てた作業領域のサイズは、
旧 *_AREA_SIZEパラメータで制御します。これらの作業領域は、PGA
ではなく SGA に主に割り当てられるからです。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� ビューについては、『Oracle9i データベース・リファレンス』を参照し
てください。

� これらのビューの使用方法は、『Oracle9i データベース・パフォーマン
ス・チューニング・ガイドおよびリファレンス』を参照してくださ
い。

表表表表 7-1 専用サーバーと共有サーバーのメモリー割当て方法の相違点専用サーバーと共有サーバーのメモリー割当て方法の相違点専用サーバーと共有サーバーのメモリー割当て方法の相違点専用サーバーと共有サーバーのメモリー割当て方法の相違点

メモリー領域メモリー領域メモリー領域メモリー領域 専用サーバー専用サーバー専用サーバー専用サーバー 共有サーバー共有サーバー共有サーバー共有サーバー

セッション・メモリーの性質 プライベート 共有

持続領域の位置 PGA SGA

SELECT 文の一部のランタイム領域の位置 PGA SGA

DML/DDL 文のランタイム領域の位置 PGA PGA
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ソフトウェア・コード領域
ソフトウェア・コード領域ソフトウェア・コード領域ソフトウェア・コード領域ソフトウェア・コード領域 
ソフトウェア・コード領域ソフトウェア・コード領域ソフトウェア・コード領域ソフトウェア・コード領域とは、実行中または実行される可能性があるコードを格納するた
めのメモリー部分です。Oracle のコードはソフトウェア領域に格納されますが、これはユー
ザー・プログラムが格納される領域の位置とは異なる位置、つまり排他的で保護された位置
になります。 

ソフトウェア領域のサイズは通常固定されており、ソフトウェアの更新時か再インストール
時にかぎり変化します。これらの領域に必要なサイズは、オペレーティング・システムに
よって異なります。 

ソフトウェア領域は読取り専用であり、共有または非共有でインストールされます。可能な
ときには、メモリー内に Oracle コードの複数のコピーを持たずにすべての Oracle ユーザー
が Oracle コードにアクセスできるようにするため、Oracle コードは共有されます。これに
より、実際の主メモリーが節約され、全体のパフォーマンスが改善されます。 

ユーザー・プログラムは共有でも非共有でもかまいません。Forms Developer や SQL*Plus
などの Oracle のツール製品およびユーティリティによっては、共有でインストールできる
ものもありますが、共有にできないものもあります。Oracle の複数のインスタンスが同じコ
ンピュータ上で実行されている場合、それらのインスタンスは異なるデータベースにおいて
も同じ Oracle コード領域を使用できます。 

注意注意注意注意 : ソフトウェアを共有でインストールするオプションは、すべての
オペレーティング・システムで使用できるわけではありません（たとえ
ば、Windows が稼働している PC では使用できません）。

詳細は、オペレーティング・システム固有の Oracle マニュアルを参照し
てください。
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ソフトウェア・コード領域
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プロセス・アーキテク
8

プロセス・アーキテクチャプロセス・アーキテクチャプロセス・アーキテクチャプロセス・アーキテクチャ

この章では、Oracle データベース・システムのプロセスと、Oracle システムで使用可能な各
種構成について説明します。この章の内容は、次のとおりです。

� プロセスの概要

� ユーザー・プロセスの概要

� Oracle プロセスの概要

� 共有サーバー・アーキテクチャ

� 専用サーバー構成

� プログラム・インタフェース
チャ 8-1



プロセスの概要
プロセスの概要プロセスの概要プロセスの概要プロセスの概要 
接続している Oracle ユーザーはすべて、Oracle データベース・インスタンスにアクセスす
るために、2 つのコード・モジュールを実行する必要があります。

� アプリケーションまたは Oracle のツール製品 : データベース・ユーザーは、データベー
ス・アプリケーション（プリコンパイラ・プログラムなど）や Oracle のツール製品

（SQL*Plus など）を実行します。これらは、Oracle データベースに SQL 文を発行しま
す。 

� Oracle サーバー・コード : 各ユーザーは自分のために Oracle サーバー・コードをいくつ
か持ち、これがアプリケーションの SQL 文を解釈して処理します。 

これらのコード・モジュールは、プロセスによって実行されます。 プロセスプロセスプロセスプロセスは制御のスレッ
ド、つまり一連の処理を実行できるオペレーティング・システムのメカニズムです。（オペ
レーティング・システムによっては、ジョブジョブジョブジョブまたはタスクタスクタスクタスクという用語を使用します）。 プロセ
スには、通常、実行するプライベート・メモリー領域があります。 

マルチ・プロセスマルチ・プロセスマルチ・プロセスマルチ・プロセス Oracle システムシステムシステムシステム
マルチ・プロセスマルチ・プロセスマルチ・プロセスマルチ・プロセス Oracle（マルチユーザーマルチユーザーマルチユーザーマルチユーザー Oracle とも呼ばれる）は、Oracle コードの各部
分とユーザーのためのその他のプロセスを実行するために、複数のプロセスを使用します。
ユーザー用プロセスは、接続中のユーザーごとに個別のプロセスの場合や、複数のユーザー
が共有する 1 つ以上のプロセスの場合があります。データベースの主な利点の 1 つが、複数
のユーザーが同時に必要とするデータを管理できることにあるため、多くのデータベース・
システムはマルチユーザー・システムです。 

Oracle インスタンスにおける各プロセスは、特定のジョブを実行します。Oracle とデータ
ベース・アプリケーションの作業を複数のプロセスに分けることにより、システムの優れた
パフォーマンスを維持しながら、複数のユーザーやアプリケーションが同時に 1 つのデータ
ベース・インスタンスに接続できます。 
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プロセスの概要
プロセスのタイププロセスのタイププロセスのタイププロセスのタイプ
Oracle システム内のプロセスは、次の 2 つの主要グループに分類できます。 

� ユーザー・プロセスは、アプリケーションまたは Oracle のツール製品のコードを実行し
ます。 

� Oracle プロセスは、Oracle サーバーのコードを実行します。 プロセスには、サーバー・
プロセスとバックグラウンド・プロセスがあります。 

プロセス構造は、オペレーティング・システムと、選択する Oracle オプションによって、
Oracle 構成ごとに異なります。 接続ユーザー用のコードは、専用サーバーまたは共有サー
バーとして構成できます。

専用サーバーの場合は、それぞれのユーザーについて、データベース・アプリケーションを
実行するプロセス（ユーザー・プロセス）と、Oracle サーバー・コードを実行するプロセス

（専用サーバー・プロセス）が異なります。

共有サーバーの場合は、データベース・アプリケーションを実行するプロセス（ユーザー・
プロセス）と、Oracle サーバー・コードを実行するプロセスが異なります。 Oracle サー
バー・コードを実行する各サーバー・プロセス（共有サーバー・プロセス共有サーバー・プロセス共有サーバー・プロセス共有サーバー・プロセス）は、マルチ・
ユーザー・プロセスとして機能します。

図 8-1 に、専用サーバー構成を示します。 接続中の各ユーザーは別々のユーザー・プロセス
を持ち、複数のバックグラウンド・プロセスが Oracle を実行します。 
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プロセスの概要
図図図図 8-1 Oracle インスタンスインスタンスインスタンスインスタンス

図 8-1 は、複数の同時実行ユーザーが、Oracle と同一のマシン上にあるアプリケーションを
実行していることを表しています。このような特別の構成は、通常、メインフレームまたは
ミニコンピュータで稼働します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 8-5 ページ「ユーザー・プロセスの概要」

� 8-6 ページ「Oracle プロセスの概要」

� 8-22 ページ「専用サーバー構成」

� 8-17 ページ「共有サーバー・アーキテクチャ」

� 構成の選択肢の詳細は、オペレーティング・システム固有の Oracle マ
ニュアルを参照してください。

Oracle 
プロセス�
（バックグラウンド・�
プロセス）�

ユーザー・�
プロセス�ユーザー� ユーザー� ユーザー� ユーザー�

アーカイバ�
（ARC0）�

ログ・�
ライター�
（LGWR）�

リカバラ�
（RECO）�

プロセス・�
モニター�
（PMON）�

システム・�
モニター�
（SMON）�

データベース・�
ライター�
（DBW0）�

システム・グローバル領域�
（SGA）�
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ユーザー・プロセスの概要
ユーザー・プロセスの概要ユーザー・プロセスの概要ユーザー・プロセスの概要ユーザー・プロセスの概要
ユーザーがアプリケーション・プログラム（Pro*C プログラムなど）または Oracle のツール
製品（Enterprise Manager や SQL*Plus など）を実行すると、Oracle はユーザーのアプリ
ケーションを実行するためにユーザー・プロセスユーザー・プロセスユーザー・プロセスユーザー・プロセスを作成します。 

接続とセッション接続とセッション接続とセッション接続とセッション
接続接続接続接続およびセッションセッションセッションセッションという用語は、ユーザー・プロセスユーザー・プロセスユーザー・プロセスユーザー・プロセスという用語と密接に関連していま
すが、意味的には大きな差異があります。 

接続接続接続接続とは、ユーザー・プロセスと Oracle インスタンスの間の通信経路のことです。 通信経路
は、使用可能なプロセス間通信メカニズム（1 台のコンピュータでユーザー・プロセスと
Oracle の両方を実行する場合）、またはネットワーク・ソフトウェア（別々のコンピュータ
がデータベース・アプリケーションと Oracle を実行し、ネットワークを介して通信する場
合）を使用して確立されます。 

セッションセッションセッションセッションとは、ユーザーがユーザー・プロセスを介して Oracle インスタンスに接続する
ときの、特定の接続のことです。たとえば、ユーザーは、SQL*Plus を開始するときに、有
効なユーザー名とパスワードを入力する必要があります。そうすることにより、そのユー
ザーのためのセッションが確立されます。 セッションは、ユーザーが接続した時点から、接
続を切断するかデータベース・アプリケーションを終了する時点まで続きます。 

1 人の Oracle ユーザーに対して複数のセッションを作成し、それらを同じユーザー名で同時
に存在させることができます。たとえば、SCOTT/TIGERというユーザー名 / パスワードを
持つユーザーは、同じ Oracle インスタンスに何度も接続できます。 

共有サーバー以外の構成では、Oracle は、各ユーザー・セッションのためにサーバー・プロ
セスを作成します。しかし、共有サーバーを使用すると、多くのユーザー・セッションで 1
つのサーバー・プロセスを共有できます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 8-17 ページ「共有サーバー・アーキテクチャ」
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Oracle プロセスの概要プロセスの概要プロセスの概要プロセスの概要
この項では、Oracle サーバー・コードを実行する 2 種類のプロセス（サーバー・プロセスと
バックグラウンド・プロセス）と、Oracle プロセスのデータベース・イベントが記録される
トレース・ファイルとアラート・ファイルについて説明します。 

サーバー・プロセスサーバー・プロセスサーバー・プロセスサーバー・プロセス
Oracle では、インスタンスに接続されたユーザー・プロセスの要求を処理するために、サーサーサーサー
バー・プロセスバー・プロセスバー・プロセスバー・プロセスが作成されます。アプリケーションと Oracle が同一のマシン上で稼働して
いるときには、システムのオーバーヘッドを軽減するために、ユーザー・プロセスとそれに
対応するサーバー・プロセスを 1 つのプロセスに結合できる場合もあります。ただし、アプ
リケーションと Oracle がそれぞれ別のマシン上で稼働している場合は、ユーザー・プロセ
スは常に独立したサーバー・プロセスを通じて Oracle と通信します。 

各ユーザー・アプリケーションのために作成されたサーバー・プロセス（または、結合され
たユーザー / サーバー・プロセスのサーバー部）は、次の 1 つ以上の操作を実行できます。 

� アプリケーションを介して発行された SQL 文を解析し、実行します。

� 必要なデータ・ブロックが SGA 内に存在しない場合、そのブロックをディスク上の
データ・ファイルから SGA の共有データベース・バッファに読み込みます。

� アプリケーションが情報を処理できるような方法で結果を戻します。

バックグラウンド・プロセスバックグラウンド・プロセスバックグラウンド・プロセスバックグラウンド・プロセス
パフォーマンスを 大にし、多数のユーザーが使用できるように、マルチ・プロセス Oracle
システムでは、この他にバックグラウンド・プロセスバックグラウンド・プロセスバックグラウンド・プロセスバックグラウンド・プロセスという複数の Oracle プロセスを使用
します。 

1 つの Oracle インスタンスは、多数のバックグラウンド・プロセスを持つことができます。
ただし、常にすべてが存在するわけではありません。Oracle インスタンスのバックグラウン
ド・プロセスには、次のものがあります。

� データベース・ライター（DBW0 または DBWn） 

� ログ・ライター（LGWR）

� チェックポイント（CKPT）

� システム・モニター（SMON）

� プロセス・モニター（PMON）

� アーカイバ（ARCn） 

� リカバラ（RECO）

� ロック・マネージャ・サーバー（LMS） - Real Application Clusters のみ
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� キュー・モニター（QMNn） 

� ディスパッチャ（Dnnn） 

� サーバー（Snnn） 

多くのオペレーティング・システムでは、インスタンスが起動するときに、バックグラウン
ド・プロセスが自動的に作成されます。 

図 8-2 に、Oracle データベースの各部分とそれぞれのバックグラウンド・プロセスとの相互
作用を示します。その後、各プロセスについて説明します。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 詳細は、『Oracle9i Real Application Clusters 概要』を参照してくださ
い。 図 8-2 には、Oracle9i Real Application Clusters は示されていませ
ん。

� プロセスが作成される方法の詳細は、オペレーティング・システム固
有のマニュアルを参照してください。
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図図図図 8-2 マルチ・プロセスマルチ・プロセスマルチ・プロセスマルチ・プロセス Oracle インスタンスのバックグラウンド・プロセスインスタンスのバックグラウンド・プロセスインスタンスのバックグラウンド・プロセスインスタンスのバックグラウンド・プロセス
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データベース・ライター・プロセス（データベース・ライター・プロセス（データベース・ライター・プロセス（データベース・ライター・プロセス（DBWn））））
データベース・ライター・プロセス（データベース・ライター・プロセス（データベース・ライター・プロセス（データベース・ライター・プロセス（DBWn）））） は、バッファの内容をデータ・ファイルに書
き込みます。 DBWn プロセスは、データベース・バッファ・キャッシュ内の変更された（使
用済み）バッファをディスクに書き込みます。 ほとんどのシステムでは 1 つのデータベー
ス・ライター・プロセス（DBW0）があれば十分ですが、追加プロセス（DBW1 ～ DBW9
および DBWa ～ DBWj）を構成して、システムでデータを頻繁に変更する場合に書込みのパ
フォーマンスを改善できます。これらの追加 DBWn プロセスは、ユニプロセッサ・システ
ムでは効果がありません。 

データベース・バッファ・キャッシュ内のバッファが変更されると、そのバッファには使用使用使用使用
済み済み済み済みのマークが付きます。コールドコールドコールドコールド・バッファとは、LRU アルゴリズムに従って 近使用さ
れたことがないバッファです。DBWn プロセスは、ユーザー・プロセスが新規ブロックを
キャッシュに読み込むために使用できるクリーンなコールド・バッファを検出できるよう
に、使用済みのコールド・バッファをディスクに書き込みます。ユーザー・プロセスによっ
てバッファが使用済みの状態になると、使用可能バッファの数が減少します。使用可能バッ
ファの数が少なすぎると、ディスクからキャッシュにブロックを読み込む必要があるユー
ザー・プロセスは、使用可能バッファを検出できません。ユーザー・プロセスが使用可能
バッファを常に検出できるように、DBWn はバッファ・キャッシュを管理します。 

使用済みのコールド・バッファをディスクに書き込むことにより、DBWn は、使用頻度の高
いバッファをメモリー内に保ちながら、使用可能バッファを検索するときのパフォーマンス
を向上させます。たとえば、頻繁にアクセスされる小さな表または索引の一部であるブロッ
クは、それらをディスクから再び読み込まなくても済むように、キャッシュ内に置かれま
す。LRU アルゴリズムは、バッファの内容をディスクに書き込むときに、すぐに使用されそ
うなデータが書き込まれてしまわないように、より頻繁にアクセスされるブロックをバッ
ファ・キャッシュ内に保持します。 

DBWn プロセスの個数は、初期化パラメータ DB_WRITER_PROCESSESで指定します。 
DBWn プロセスの 大数は 20 です。起動時にユーザーが 大数を設定しない場合は、CPU
数とプロセッサ・グループ数に基づいて DB_BLOCK_PROCESSESの設定が判断されます。 

DBWn プロセスは、次のような場合に使用済みバッファをディスクに書き込みます。 

� サーバー・プロセスがしきい値の数までバッファをスキャンしても、クリーンな再利用
可能バッファが見つからない場合は、DBWn に書込み信号が送られます。DBWn は、
他の処理中に使用済みバッファをディスクに非同期に書き込みます。 

� DBWn は、定期的にバッファを書き込んで、REDO スレッド（ログ）内のインスタン
ス・リカバリを開始する位置（チェックポイントチェックポイントチェックポイントチェックポイント）を進めます。このログ位置は、バッ
ファ・キャッシュ内の も古い使用済みバッファによって決まります。

どの場合でも、効率を向上させるために DBWn はバッチ（マルチブロック）書込みを実行
します。マルチブロック書込みで書き込まれるブロックの数は、オペレーティング・システ
ムによって異なります。 
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ログ・ライター・プロセス（ログ・ライター・プロセス（ログ・ライター・プロセス（ログ・ライター・プロセス（LGWR））））
ログ・ライター・プロセス（ログ・ライター・プロセス（ログ・ライター・プロセス（ログ・ライター・プロセス（LGWR））））は、REDO ログ・バッファ管理、つまりディスク上の
REDO ログ・ファイルへの REDO ログ・バッファの書込みを行います。 LGWR は、 後の
書込み以後にバッファにコピーされた REDO エントリすべてを、REDO ログ・ファイルに
書き込みます。 

REDO ログ・バッファは循環バッファです。LGWR が REDO ログ・バッファから REDO ロ
グ・ファイルに REDO エントリを書き込んだ後、サーバー・プロセスはディスクに書き込
まれた REDO ログ・バッファのエントリ上に新しいエントリをコピーできます。REDO ロ
グへのアクセスが頻繁なときにも、新しいエントリを書き込めるよう常にバッファ内の領域
を空けておくため、LGWR が行う書込みは通常は非常に高速になります。 

LGWR は、バッファの 1 つの連続した部分をディスクに書き込みます。LGWR は、次のも
のを書き込みます。 

� ユーザー・プロセスがトランザクションをコミットしたときのコミット・レコード

� REDO ログ・バッファ

– 3 秒ごと

– REDO ログ・バッファが 3 分の 1 になったとき

– 必要に応じ、DBWn プロセスが修正済みのバッファをディスクに書き込むとき

LGWR は、ミラー化されたアクティブなオンライン REDO ログ・ファイルのグループにも
同時に書き込みます。 グループ内のファイルのいずれかが破損している場合や使用できない
場合、LGWR はそのグループ内の他のファイルへの書込みを続け、このエラーのログを
LGWR トレース・ファイルやシステム・アラート・ファイルに記録します。グループ内のす

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 7-7 ページ「データベース・バッファ・キャッシュ」

� DB_WRITER_PROCESSESの設定のアドバイスと、DBW0 プロセスま
たは複数 DBWn プロセスのパフォーマンスの監視とチューニング方
法の詳細は、『Oracle9i データベース・パフォーマンス・チューニン
グ・ガイドおよびリファレンス』を参照してください。

� 『Oracle9i バックアップおよびリカバリ概要』 

注意注意注意注意 : DBWn が修正済みバッファを書き込むには、バッファの変更に関
連するすべての REDO レコードがディスクに書き込まれている必要があ
ります（事前書込みプロトコル事前書込みプロトコル事前書込みプロトコル事前書込みプロトコル）。DBWn は、いくつかの REDO レコード
が書き込まれていないことを見つけた場合に、REDO レコードをディスク
に書き込むように LGWR に信号を送り、REDO ログ・バッファの書込み
の完了を待機してからデータ・バッファを書き出します。 
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べてのファイルが破損している場合や、アーカイブされていないためにグループ全体が使用
できない場合、LGWR は機能を続行できません。 

ユーザーが COMMIT文を発行すると、LGWR は REDO ログ・バッファ内にコミット・レ
コードを入れ、トランザクションの REDO エントリとともにそれを即時にディスクに書き
込みます。対応するデータ・ブロックの変更は、それらをより効率的に書き込めるようにな
るまで延期されます。これを高速コミット高速コミット高速コミット高速コミット・メカニズムと呼びます。トランザクションのコ
ミット・レコードを含む REDO エントリのアトミックな書込みは、トランザクションがコ
ミットされたかどうかを判別する 1 つのイベントです。Oracle は、データ・バッファがまだ
ディスクに書き込まれていない場合でも、コミットしたトランザクションに成功コードを戻
します。 

ユーザーがトランザクションをコミットすると、そのトランザクションにはシステム変更番システム変更番システム変更番システム変更番
号（号（号（号（SCN））））が割り当てられます。Oracle は、このシステム変更番号を該当するトランザク
ションの REDO エントリとともに REDO ログに記録します。 SCN は、Oracle9i Real 
Application Clusters および分散データベースでリカバリ操作を同期させることができるよ
うに、REDO ログに記録されます。

アクティビティが高いときには、LGWR はグループ・コミットグループ・コミットグループ・コミットグループ・コミットを使用してオンライン
REDO ログ・ファイルに書き込むこともあります。たとえば、ユーザーがトランザクション
をコミットする場合を考えます。LGWR は、トランザクションの REDO エントリをディス
クに書き込む必要がありますが、その際、他のユーザーは COMMIT文を発行します。ただ
し、LGWR は前の書込み操作を完了するまで、他のユーザーのトランザクションをオンライ
ン REDO ログ・ファイルに書き込んでコミットすることはできません。 初のトランザク
ションのエントリをオンライン REDO ログ・ファイルに書き込んだ後、待機中の（まだコ
ミットされていない）トランザクションの REDO エントリのリスト全体を 1 回の操作で
ディスクに書き込むことができるため、トランザクションのエントリを個々に処理するとき
よりも、必要となる I/O を低減できます。したがって、ディスク I/O は 小になり、
LGWR のパフォーマンスは 大になります。コミットの要求が高い頻度で続くと、REDO
ログ・バッファからの（LGWR による）毎回の書込みに複数のコミット・レコードが含まれ
ることがあります。 

注意注意注意注意 : より多くのバッファ領域が必要な場合に、LGWR はトランザク
ションが コミットされる前に REDO ログ・エントリを書き込むこともあ
ります。後でトランザクションがコミットされた場合にのみ、これらのエ
ントリは確定します。 
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チェックポイント（チェックポイント（チェックポイント（チェックポイント（CKPT）プロセス）プロセス）プロセス）プロセス
チェックポイントが発生すると、すべてのデータ・ファイルのヘッダーはそのチェックポイ
ントの詳細を記録するために更新される必要があります。この処理は、CKPT プロセスに
よって実行されます。CKPT プロセスは、ブロックをディスクに書き込みません。この書込
みは、常に DBWn が実行します。 

Enterprise Manager のシステム統計モニターによって表示される DBWR チェックポイントチェックポイントチェックポイントチェックポイント
の統計には、完了したチェックポイント要求の数が示されます。 

システム・モニター・プロセス（システム・モニター・プロセス（システム・モニター・プロセス（システム・モニター・プロセス（SMON））））
システム・モニター・プロセス（システム・モニター・プロセス（システム・モニター・プロセス（システム・モニター・プロセス（SMON））））は、インスタンスの起動時に必要に応じてリカバ
リを実行します。 また、SMON は、使用されなくなった一時セグメントをクリーン・アップ
する操作と、ディクショナリ管理表領域内で連続した使用可能エクステントを 1 つに結合す
る操作を受け持ちます。 ファイル読取りエラーやオフライン・エラーが原因で、インスタン
ス・リカバリ時に終了済みトランザクションがスキップされた場合、SMON はその表領域
やファイルがオンラインに戻った時点でトランザクションをリカバリします。 SMON は、処
理が必要かどうかを定期的にチェックします。 他のプロセスは、必要性が検出された場合に
SMON をコールできます。 

Real Application Clusters では、あるインスタンスの SMON プロセスは、障害が発生した
CPU またはインスタンスについてもインスタンス・リカバリを実行できます。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 7-11 ページ「REDO ログ・バッファ」

� 8-16 ページ「トレース・ファイルとアラート・ログ」

�  SCN およびその使用方法の詳細は、『Oracle9i Real Application 
Clusters 配置およびパフォーマンス』を参照してください。

� SCN およびその使用方法の詳細は、『Oracle9i データベース管理者ガ
イド』を参照してください。

� LGWR のパフォーマンスの監視およびチューニング方法の詳細は、
『Oracle9i データベース・パフォーマンス・チューニング・ガイドお
よびリファレンス』を参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : Real Application Clusters による CKPT の詳細は、『Oracle9i 
Real Application Clusters 管理』を参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : SMON の詳細は、『Oracle9i Real Application Clusters 管理』
を参照してください。
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プロセス・モニター・プロセス（プロセス・モニター・プロセス（プロセス・モニター・プロセス（プロセス・モニター・プロセス（PMON））））
ユーザー・プロセスが失敗すると、プロセス・モニター（プロセス・モニター（プロセス・モニター（プロセス・モニター（PMON））））がプロセスをリカバリし
ます。PMON は、データベース・バッファ・キャッシュをクリーン・アップしたり、ユー
ザー・プロセスが使用していたリソースを解放します。たとえば、アクティブ・トランザク
ション表の状態をリセットしてロックを解除し、アクティブ・プロセスのリストからプロセ
ス ID を削除します。 

PMON は、ディスパッチャ・プロセスとサーバー・プロセスの状態も定期的にチェックし、
実行を停止したサーバー・プロセスがあれば再起動します（ただし、Oracle が意図的に終了
させたプロセスは除きます）。また、PMON は、インスタンスおよびディスパッチャ・プロ
セスに関する情報をネットワーク・リスナーに登録します。 

SMON と同じように、PMON は、処理が必要かどうかを定期的にチェックし、別のプロセ
スで起動する必要が検出された場合にコールできます。 

リカバラ・プロセス（リカバラ・プロセス（リカバラ・プロセス（リカバラ・プロセス（RECO））））
リカバラ・プロセス（リカバラ・プロセス（リカバラ・プロセス（リカバラ・プロセス（RECO））））は、分散データベース構成で使用されるバックグラウンド・
プロセスであり、分散トランザクションに関連する障害を自動的に解決します。ノードの
RECO プロセスは、インダウト分散トランザクションにかかわる他のデータベースに自動的
に接続されます。RECO プロセスは、関係するデータベース・サーバー間の接続を再確立す
るときに、すべてのインダウト・トランザクションを自動的に解決し、解決されるインダウ
ト・トランザクションに対応する行を各データベースの保留中のトランザクション表からす
べて削除します。 

RECO プロセスがリモート・サーバーとの接続に失敗した場合、RECO は 決められた間隔で
自動的に再接続しようとします。ただし、RECO が次の接続を試行するまで待機する時間は
増えていきます（指数関数的に増加します）。 RECO プロセスは、インスタンスが分散トラン
ザクションを許可している場合にのみ存在します。 同時分散トランザクションの数に制限は
ありません。

ジョブ・キュー・プロセスジョブ・キュー・プロセスジョブ・キュー・プロセスジョブ・キュー・プロセス
ジョブ・キュー・プロセスは、バッチ処理で使用します。 ジョブ・キュー・プロセスはユー
ザー・ジョブを実行します。 ジョブ・キュー・プロセスは、ジョブを PL/SQL 文または
Oracle インスタンスのプロシージャとして計画するのに使用できるスケジューラ・サービス
として表示できます。 開始日付と間隔が設定されると、ジョブ・キュー・プロセスは、次に
発生するジョブの実行に備えます。

Oracle9i からは、ジョブ・キュー・プロセスは動的に管理されます。このため、ジョブ・
キューのクライアントは、必要なときに、より多くのジョブ・キュー・プロセスを使用でき
ます。 新規プロセスが使用するリソースは、そのプロセスがアイドル状態になると解放され
ます。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 分散トランザクション・リカバリの詳細は、『Oracle9i データ
ベース管理者ガイド』を参照してください。
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Oracle プロセスの概要
動的ジョブ・キュー・プロセスは、大量のジョブを一定の間隔で同時に実行できます。 ジョ
ブ・キュー・プロセスは、ユーザー・ジョブが CJQ プロセスにより割り当てられると、それ
を実行します。ジョブ・キュー・プロセスの実行内容を次に示します。

1. CJQ0 という名前のコーディネータ・プロセスは、システムの JOB$表から実行する必
要があるジョブを定期的に選択します。選択された新規ジョブは、時間順に並べ替えら
れます。 

2. CJQ0 プロセスは、動的にジョブ・キュー・スレーブ・プロセス（J000 ... J999）を起動
して、ジョブを実行します。 

3. ジョブ・キュー・プロセスは、CJQ プロセスが選択したジョブを実行します。 ジョブ・
キュー・プロセスは、一度に 1 つのジョブを実行します。

4. ジョブ・キュー・プロセスは 1 つのジョブの実行を終えると、次のジョブの問合せを行
います。 実行予定のジョブが存在しない場合、ジョブ・キュー・プロセスはスリープ状
態に入り、定期的な周期で起動すると次のジョブの問合せを行います。 ジョブ・
キュー・プロセスが新規ジョブをまったく検出しなかった場合、プリセットした周期が
経過した後に強制終了します。

初期化パラメータ JOB_QUEUE_PROCESSESは、1 つのインスタンスで同時に実行できる
ジョブ・キュー・プロセスの 大数を示します。ただし、クライアントは、すべてのジョ
ブ・キュー・プロセスがジョブ実行に使用可能であるとは想定しません。

アーカイバ・プロセス（アーカイバ・プロセス（アーカイバ・プロセス（アーカイバ・プロセス（ARCn））））
アーカイバ・プロセス（アーカイバ・プロセス（アーカイバ・プロセス（アーカイバ・プロセス（ARCn））））は、ログ・スイッチの発生後、オンライン REDO ログ・
ファイルを指定の記憶デバイスにコピーします。 ARCn プロセスが存在するのは、データ
ベースが ARCHIVELOGモードで、かつ、自動アーカイブが使用可能になっている場合のみ
です。 

Oracle インスタンスは、 大 10 個の ARCn プロセス（ARC0 ～ ARC9）を持つことができ
ます。LGWR プロセスは、現行の ARCn プロセス数ではワークロードを処理できなくなる
と、新しい ARCn プロセスを起動します。 アラート・ファイルには、LGWR が新しい ARCn
プロセスを開始した時刻が記録されます。 

データのバルク・ロード中など、アーカイブに伴う大量のワークロードが予想される場合
は、初期化パラメータ LOG_ARCHIVE_MAX_PROCESSESを使用して複数のアーカイバ・プ
ロセスを指定できます。 ALTER SYSTEM文では、このパラメータの値を動的に変更し、
ARCn プロセス数を増減させることができます。ただし、データベースのワークロードに対
応しきれなくなると、必要な ARCn プロセス数がシステムによって自動的に判断され、

注意注意注意注意 : 初期化パラメータ JOB_QUEUE_PROCESSESが 0（ゼロ）に設定さ
れている場合、コーディネータ・プロセスは起動しません。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : ジョブ・キューの詳細は、『Oracle9i データベース管理者ガイ
ド』を参照してください。
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Oracle プロセスの概要
LGWR が追加の ARCn プロセスを自動的に起動するため、このパラメータをデフォルト値
の 1 から変更する必要はありません。 

ロック・マネージャ・サーバー（ロック・マネージャ・サーバー（ロック・マネージャ・サーバー（ロック・マネージャ・サーバー（LMS）プロセス）プロセス）プロセス）プロセス
Oracle9i Real Application Clusters のロック・マネージャ・サーバー（LMS）プロセスは、
内部インスタンス・リソース管理を備えています。 

キュー・モニター・プロセス（キュー・モニター・プロセス（キュー・モニター・プロセス（キュー・モニター・プロセス（QMNn）））） 
キュー・モニター・プロセス（キュー・モニター・プロセス（キュー・モニター・プロセス（キュー・モニター・プロセス（QMNn））））は、メッセージ・キューを監視する Oracle 
Advanced Queuing のオプションのバックグラウンド・プロセスです。 大 10 個のキュー・
モニター・プロセスを構成できます。 これらのプロセスは、ジョブ・キュー・プロセスと同
様に、プロセスの障害がインスタンス障害の原因とならない点で他の Oracle バックグラウ
ンド・プロセスと異なります。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 8-16 ページ「トレース・ファイルとアラート・ログ」

� 『Oracle9i バックアップおよびリカバリ概要』

� ARCn プロセスの使用方法の詳細は、オペレーティング・システム固
有のマニュアルを参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : このバックグラウンド・プロセスの詳細は、『Oracle9i Real 
Application Clusters 概要』を参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : Oracle アドバンスト・キューイングの詳細は、『Oracle9i アプ
リケーション開発者ガイド - アドバンスト・キューイング』を参照してく
ださい。
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Oracle プロセスの概要
トレース・ファイルとアラート・ログトレース・ファイルとアラート・ログトレース・ファイルとアラート・ログトレース・ファイルとアラート・ログ
それぞれのサーバーとバックグラウンド・プロセスは、対応付けられたトレース・ファイルトレース・ファイルトレース・ファイルトレース・ファイル
に書き込むことができます。プロセスによって内部エラーが検出されると、エラーについて
の情報がそのプロセスのトレース・ファイルに書き込まれます。内部エラーが発生して情報
がトレース・ファイルに書き込まれた場合、管理者はオラクル社カスタマ・サポート・セン
ターに連絡してください。 

バックグラウンド・プロセスに対応付けられているすべてのトレース・ファイルのファイル
名には、そのトレース・ファイルを生成したプロセスの名前が含まれます。唯一の例外は、
ジョブ・キュー・プロセス（Jnnn）が生成するトレース・ファイルです。 

トレース・ファイル内の追加情報は、アプリケーションやインスタンスをチューニングする
ための手引きにもなります。バックグラウンド・プロセスは、 該当する場合は、いつもト
レース・ファイルにこの情報を書き込みます。 

各データベースには、alert.logもあります。 データベースのアラート・ファイルは、次の
ようなメッセージとエラーの履歴ログです。

� 発生したすべての内部エラー（ORA-00600）、ブロック障害エラー（ORA-01578）およ
びデッドロック・エラー（ORA-00060）。

� 管理的な操作。たとえば、SQL 文の CREATE/ALTER/DROP 
DATABASE/TABLESPACE/ROLLBACK SEGMENTと、Enterprise Manager または
SQL*Plus 文の STARTUP、SHUTDOWN、ARCHIVE LOGおよび RECOVERなど。

� 共有サーバーとディスパッチャ・プロセスの機能に関係するいくつかのメッセージとエ
ラー。

� マテリアライズド・ビューの自動リフレッシュにおけるエラー。

Oracle は、これらのイベントの記録を保管するのに、オペレータのコンソール上に情報を表
示するかわりに、アラート・ファイルを使用します（多くのシステムではコンソール上にも
この情報が表示されます）。 管理操作が成功すると、タイムスタンプとともに「completed」
というメッセージがアラート・ファイルに書き込まれます。

 

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� SQL トレース機能を使用可能にする方法については、『Oracle9i デー
タベース・パフォーマンス・チューニング・ガイドおよびリファレン
ス』を参照してください。

� エラー・メッセージの詳細は、『Oracle9i データベース・エラー・メッ
セージ』を参照してください。
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共有サーバー・アーキテクチャ
共有サーバー・アーキテクチャ共有サーバー・アーキテクチャ共有サーバー・アーキテクチャ共有サーバー・アーキテクチャ 
共有サーバー共有サーバー共有サーバー共有サーバー・アーキテクチャでは、それぞれの接続に対する専用サーバー・プロセスが必
要ありません。ディスパッチャが、複数の受信ネットワーク・セッション要求を共有サー
バー・プロセスのプールに導きます。サーバー・プロセスの共有プールにあるアイドル状態
の共有サーバー・プロセスは、共通キューからの要求をピックアップします。このことは、
少数の共有サーバーで、多数の専用サーバーと同じ量の処理を行えることを意味します。ま
た、各ユーザーに必要なメモリーの量が比較的少ないため、メモリー管理やプロセス管理も
容易であり、多くのユーザーをサポートできます。 

共有サーバー・システムでは、次に示すように、様々なプロセスが多数必要です。 

� ユーザー・プロセスをディスパッチャまたは専用サーバーに接続するネットワーク・リ
スナー・プロセス（リスナー・プロセスは、Oracle ではなく Oracle Net Services の一部
です）

� 1 つ以上のディスパッチャ・プロセス

� 1 つ以上の共有サーバー・プロセス

共有サーバー・プロセスでは、Oracle Net Services または SQL*Net バージョン 2 が必要で
す。

インスタンスが起動されると、ネットワーク・リスナー・プロセスはユーザーが Oracle に
接続するときの通信経路をオープンして確立します。その後、各ディスパッチャ・プロセス
は、接続要求をリスニングするアドレスをリスナー・プロセスに割り当てます。データベー
ス・クライアントで使用するネットワーク・プロトコルごとに、 低 1 つ以上のディスパッ
チャ・プロセスを構成し起動する必要があります。 

ユーザー・プロセスが接続を要求すると、リスナーはその要求を調べてユーザー・プロセス
が共有サーバー・プロセスを使用できるかどうかを決定します。使用できる場合には、リス
ナー・プロセスは負荷が も軽いディスパッチャ・プロセスのアドレスを戻し、ユーザー・
プロセスはディスパッチャに直接接続します。 

ディスパッチャと通信できないユーザー・プロセスもあるため、ネットワーク・リスナー・
プロセスはそれらをディスパッチャに接続できません。この場合、つまりユーザー・プロセ
スが専用サーバーを要求すると、リスナーは専用サーバーを作成して適切な接続を確立しま
す。 

注意注意注意注意 : 共有サーバーを使用するには、ユーザー・プロセスは、Oracle イ
ンスタンスと同一のマシン上で実行されている場合でも、Oracle Net 
Services または SQL*Net バージョン 2 を介して接続する必要があります。 
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共有サーバー・アーキテクチャ
拡張性拡張性拡張性拡張性
Oracle の共有サーバー・アーキテクチャによって、アプリケーションの拡張性およびデータ
ベースへのクライアントの同時接続数が向上します。このアーキテクチャでは、アプリケー
ション自体を一切変更することなく、既存のアプリケーションをスケールアップできます。

ディスパッチャの要求キューと応答キューディスパッチャの要求キューと応答キューディスパッチャの要求キューと応答キューディスパッチャの要求キューと応答キュー
ユーザーからの要求は、ユーザーの SQL 文の一部である単一のプログラム・インタフェー
ス・コールです。ユーザーがコールすると、そのディスパッチャが要求を要求キュー要求キュー要求キュー要求キューに入
れ、次に使用可能な共有サーバー・プロセスがそこから要求を取り出します。 

要求キューは SGA 内に存在し、インスタンスのディスパッチャ・プロセスすべてに共通で
す。共有サーバー・プロセスは、共通の要求キューをチェックして新しい要求がないかどう
かを調べ、先入れ先出し方式に基づいて新しい要求をピックアップします。1 つの共有サー
バー・プロセスがキュー内の要求を 1 つピックアップし、その要求を完了するのに必要な
データベースに対するコールをすべて出します。 

サーバーは要求を完了すると、コール・ディスパッチャの応答キュー応答キュー応答キュー応答キューに応答を入れます。各
ディスパッチャには、SGA 内に固有の応答キューがあります。ディスパッチャは、完了した要
求を適切なユーザー・プロセスに戻します。 

たとえば、注文入力システムでは、それぞれの事務担当のユーザー・プロセスがディスパッ
チャに接続し、事務担当が出したそれぞれの要求がそのディスパッチャに送られ、そして
ディスパッチャがその要求を要求キューに入れます。次に使用可能な共有サーバー・プロセ
スは、要求をピックアップして処理し、応答キューに応答を入れます。事務担当の要求が完
了しても、事務担当はディスパッチャに接続されたままですが、その要求を処理した共有
サーバー・プロセスは解放されるため、別の要求で使用できます。1 人の事務担当が顧客と
話し合っている間に、別の事務担当は同じ共有サーバー・プロセスを使用できます。 

図 8-3 に、ユーザー・プロセスがプログラム・インタフェースを介してディスパッチャと通
信する方法と、ディスパッチャがユーザー要求を共有サーバー・プロセスに伝達する方法を
示します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 8-21 ページ「共有サーバーの限定的運用」

� ネットワーク・リスナーの詳細は、『Oracle9i Net Services 管理者ガイ
ド』を参照してください。
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図図図図 8-3 共有サーバー構成と共有サーバー・プロセス共有サーバー構成と共有サーバー・プロセス共有サーバー構成と共有サーバー・プロセス共有サーバー構成と共有サーバー・プロセス
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共有サーバー・アーキテクチャ
ディスパッチャ（ディスパッチャ（ディスパッチャ（ディスパッチャ（Dnnn）プロセス）プロセス）プロセス）プロセス 
ディスパッチャ・プロセスディスパッチャ・プロセスディスパッチャ・プロセスディスパッチャ・プロセスは、ユーザー・プロセスが限定された数のサーバー・プロセスを
共有できるようにすることで、共有サーバー構成をサポートします。共有サーバーでは、共
有サーバー・プロセスの数がユーザーの数より少なくてすみます。そのため、特にクライア
ント・アプリケーションとサーバーが別々のマシン上で稼働するようなクライアント / サー
バー環境では、共有サーバーによってより多くのユーザーをサポートできます。 

1 つのデータベース・インスタンスに対し、複数のディスパッチャ・プロセスを作成できま
す。ただし、Oracle で使用する各ネットワーク・プロトコルごとに、少なくても 1 つのディ
スパッチャを作成する必要があります。データベース管理者は、プロセス当たりの接続数に
ついてのオペレーティング・システムの制限に応じて、ディスパッチャ・プロセスを適切な
数だけ起動する必要があります。また、インスタンスの実行中にディスパッチャ・プロセス
を追加および削除できます。 

共有サーバー構成では、ネットワーク・リスナー・プロセスがクライアント・アプリケー
ションからの接続要求を待機し、それぞれの クライアント・アプリケーションをディスパッ
チャ・プロセスにルーティングします。クライアント・アプリケーションをディスパッチャ
に接続できない場合、リスナー・プロセスは専用サーバー・プロセスを起動し、クライアン
ト・アプリケーションを専用サーバーに接続します。リスナー・プロセスは、Oracle インス
タンスの一部ではなく、Oracle とともに作動するネットワーキング・プロセスの一部です。 

注意注意注意注意 : ディスパッチャに接続するそれぞれのユーザー・プロセスは、両
方のプロセスが同一のマシン上で実行されている場合であっても、Oracle 
Net Services または SQL*Net バージョン 2 を介して接続する必要がありま
す。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 8-17 ページ「共有サーバー・アーキテクチャ」

� ネットワーク・リスナーの詳細は、『Oracle9i Net Services 管理者ガイ
ド』を参照してください。
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共有サーバー・アーキテクチャ
共有サーバー・プロセス共有サーバー・プロセス共有サーバー・プロセス共有サーバー・プロセス（（（（Snnn））））
共有サーバー構成では、各共有サーバー・プロセス共有サーバー・プロセス共有サーバー・プロセス共有サーバー・プロセスは複数のクライアント要求を処理しま
す。共有サーバー・プロセスには専用サーバー・プロセスと同じ機能がありますが、特定の
ユーザー・プロセスとは対応付けられていません。共有サーバー・プロセスは、共有サー
バー構成におけるクライアント要求に対してサービスを提供します。 

共有サーバー・プロセスの PGA には、ユーザーに関係した（すべての共有サーバー・プロ
セスからアクセス可能であることが必要な）データは含まれません。共有サーバー・プロセ
スの PGA には、スタック領域とプロセス固有の変数のみが含まれています。 

セッション関連の情報はすべて SGA 内に入れられます。サーバーがどのセッションからの
要求でも処理できるように、すべてのセッションのデータ領域に各共有サーバー・プロセス
からアクセスできる必要があります。セッションのデータ領域ごとに、SGA 内に領域が割り
当てられます。ユーザーのプロファイル内のリソース制限 PRIVATE_SGAを必要な領域の容
量に設定すると、セッションが割り当てることのできる領域の容量を制限できます。 

Oracle は、要求キューの長さに基づいて、共有サーバー・プロセスの数を動的に調整しま
す。作成できる共有サーバー・プロセスの数は、初期化パラメータ SHARED_SERVERSと
MAX_SHARED_SERVERSの値で指定した範囲です。

 

共有サーバーの限定的運用共有サーバーの限定的運用共有サーバーの限定的運用共有サーバーの限定的運用
インスタンスの停止、インスタンスの起動、およびメディア・リカバリを含む、特定の管理
アクティビティは、ディスパッチャ・プロセスに接続されている間は実行できません。ディ
スパッチャ・プロセスに接続されている間にこれらのアクティビティを実行しようとする
と、エラー・メッセージが出されます。 

これらのアクティビティは、一般的には管理者権限を使用して接続しているときに実行され
ます。共有サーバーにより構成されたシステムで管理者権限を使用して接続する場合は、
ディスパッチャ・プロセスではなく専用サーバー・プロセスを使用することを接続文字列で
明言してください（SERVER=DEDICATED）。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 各種インスタンス構成における PGA の内容の詳細は、7-18 ページの
「プログラム・グローバル領域（PGA）の概要」を参照してください。

� リソース制限とプロファイルの詳細は、第 22 章「データベース・アク
セスの制御」を参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� オペレーティング・システム固有のマニュアルを参照してください。

� 正しい接続文字列の構文については、『Oracle9i Net Services 管理者ガ
イド』を参照してください。
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専用サーバー構成
専用サーバー構成専用サーバー構成専用サーバー構成専用サーバー構成 
図 8-4 は、専用サーバー・アーキテクチャを使用し、2 台のコンピュータ上で稼働している
Oracle を示しています。 この構成では、データベース・アプリケーションが 1 台のマシン上
のユーザー・プロセスによって実行され、対応付けられた Oracle サーバーがもう 1 台のマ
シン上のサーバー・プロセスによって実行されます。 

図図図図 8-4 専用サーバー・プロセスを使用する専用サーバー・プロセスを使用する専用サーバー・プロセスを使用する専用サーバー・プロセスを使用する Oracle

ユーザー・プロセスとサーバー・プロセスは、相互に分離した別のプロセスです。ユー
ザー・プロセスごとに作成された別々のサーバー・プロセスは、このサーバー・プロセスが
対応付けられたユーザー・プロセスのためにのみ活動するため、専用サーバー・プロセス専用サーバー・プロセス専用サーバー・プロセス専用サーバー・プロセス

（またはシャドウ・シャドウ・シャドウ・シャドウ・ プロセス）と呼ばれます。 
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プロセス�
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システム・グローバル領域 

ユーザー・�
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クライアント・�
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8-22　Oracle9i データベース概要               



専用サーバー構成
この構成では、ユーザー・プロセス数とサーバー・プロセス数の比率が 1 対 1 に 維持されま
す。ユーザーが活発にデータベース要求をしていない場合でも、専用サーバー・プロセスは
そのまま残ります（ただし、活動していない状態の場合、オペレーティング・システムに
よってはページアウトされることもあります）。 

図 8-4 に、ネットワークを介して接続されている別々のコンピュータ上で実行されるユー
ザー・プロセスとサーバー・プロセスを示します。 専用サーバー・アーキテクチャは、同じ
コンピュータ上でクライアント・アプリケーションと Oracle サーバー・コードの両方が実
行される場合にも使用されますが、この 2 つのプログラムが 1 つのプロセスで実行されてい
る場合は、ホスト・オペレーティング・システムはその 2 つの分離を維持できません。 
UNIX はそのようなオペレーティング・システムの一例です。

専用サーバー構成では、ユーザー・プロセスとサーバー・プロセスは異なるメカニズムを使
用して通信します。 

� ユーザー・プロセスと専用サーバー・プロセスを同じコンピュータで実行するようにシ
ステムが構成される場合、プログラム・インタフェースは、ホスト・オペレーティン
グ・システムのプロセス間通信メカニズムを使用してジョブを実行します。 

� ユーザー・プロセスと専用サーバー・プロセスが別々のコンピュータ上で実行される場
合、プログラム・インタフェースはプログラム間の通信メカニズム（ネットワーク・ソ
フトウェアや Oracle Net Services など）を提供します。

� 専用サーバー・アーキテクチャによって、効率が低下する場合もあります。専用サー
バー・プロセスによる注文入力システムの例を考えてみます。顧客から注文が入り、事
務担当がデータベースにその注文を入力します。トランザクションの大部分では、事務
担当が顧客と話し合っており、事務担当のユーザー・プロセス専用のサーバー・プロセ
スはアイドル状態になっています。サーバー・プロセスは、トランザクションの大部分
で不要であり、他の事務担当が注文を入力するときにシステムの処理速度は遅くなりま
す。このようなアプリケーションでは、共有サーバー・アーキテクチャを選択してくだ
さい。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� オペレーティング・システム固有のマニュアルを参照してください。

� 『Oracle9i Net Services 管理者ガイド』 

通信リンクの詳細は、次のマニュアルを参照してください。
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プログラム・インタフェースプログラム・インタフェースプログラム・インタフェースプログラム・インタフェース 
プログラム・インタフェースプログラム・インタフェースプログラム・インタフェースプログラム・インタフェースとは、データベース・アプリケーションと Oracle の間のソフ
トウェア・レイヤーです。プログラム・インタフェースには次のような機能があります。 

� セキュリティ・バリアを実現し、クライアント・ユーザー・プロセスによる SGA への
破壊的なアクセスを防ぎます。

� 通信メカニズムとして機能し、情報要求の書式設定、データの受渡し、エラーのトラッ
プと通知を行います。

� 特に異機種コンピュータ間、または外部ユーザー・プログラム・データ型に対してデー
タを変換し解釈します。

Oracle コードコードコードコードはサーバーとして機能し、データ・ブロックから行をフェッチするなど、アプアプアプアプ
リケーションリケーションリケーションリケーション（クライアント）のためにデータベース・タスクを実行します。 Oracle コード
は、Oracle ソフトウェアとオペレーティング・システム固有のソフトウェアの両方によって
提供されるいくつかの部分で構成されます。 

プログラム・インタフェースの構造プログラム・インタフェースの構造プログラム・インタフェースの構造プログラム・インタフェースの構造
プログラム・インタフェースは、次の要素から構成されます。 

� Oracle Call Interface（OCI）または Oracle ランタイム・ライブラリ（SQLLIB）

� クライアント側またはユーザー側のプログラム・インタフェース（UPI とも呼ばれる）

� 各 Oracle Net Services ドライバドライバドライバドライバ（プロトコル固有の通信ソフトウェア）

� オペレーティング・システムの通信ソフトウェア

� サーバー側または Oracle 側のプログラム・インタフェース（OPI とも呼ばれる）

ユーザー側と Oracle 側の両方のプログラム・インタフェースは、どちらもドライバのよう
な仕組みで Oracle ソフトウェアを実行します。

Oracle Net Services はプログラム・インタフェースの一部であり、これによってクライアン
ト・アプリケーション・プログラムと Oracle サーバーが通信ネットワーク内の別々のコン
ピュータ上に常駐できるようになります。
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プログラム・インタフェース
プログラム・インタフェース・ドライバプログラム・インタフェース・ドライバプログラム・インタフェース・ドライバプログラム・インタフェース・ドライバ
ドライバドライバドライバドライバとは、通常はネットワークを介してデータを転送するソフトウェアの一部です。ド
ライバは、接続、切断、エラーの通知、エラーのテストなどの操作を実行します。ドライバ
は、通信プロトコルに固有であり、必ずデフォルトのドライバが存在します。 

複数のドライバ（非同期または DECnet ドライバなど）をインストールし、その 1 つをデ
フォルト・ドライバとして選択しますが、各ユーザーは接続の時点で必要なドライバを指定
すると、他のドライバを使用できます。プロセスが異なる場合は、異なるドライバを使用で
きます。 1 つのプロセスでも、異なる Oracle Net Services ドライバを使用して、1 つのデー
タベースまたは複数のデータベース（ローカルまたはリモートのどちらでも）に同時に接続
できます。 

オペレーティング・システムの通信ソフトウェアオペレーティング・システムの通信ソフトウェアオペレーティング・システムの通信ソフトウェアオペレーティング・システムの通信ソフトウェア
ユーザー側のプログラム・インタフェースと、Oracle 側のプログラム・インタフェースを接
続している 下位層のソフトウェアは、ホスト・オペレーティング・システムによって提供
される通信ソフトウェアです。たとえば、DECnet、TCP/IP、LU6.2、ASYNC などです。
通信ソフトウェアはオラクル社から提供されることもありますが、通常、ハードウェア・ベ
ンダーまたはサード・パーティのソフトウェア・サプライヤから別途、購入します。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� ドライバの選択、インストールおよび追加方法の詳細は、システムの
インストレーションおよび構成ガイドを参照してください。

� Oracle へのアクセス中にドライバを実行時に選択する方法について
は、システムの Oracle Net Services マニュアルを参照してください。

� 『Oracle9i Net Services 管理者ガイド』 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : システムの通信ソフトウェアの詳細は、オペレーティング・
システム固有の Oracle マニュアルを参照してください。
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データベース・リソー
9

データベース・リソースの管理データベース・リソースの管理データベース・リソースの管理データベース・リソースの管理

この章では、複数のユーザー・グループへのリソースの割当てでデータベース管理者を支援
する Oracle の Database Resource Manager の機能を説明します。この章の内容は、次のと
おりです。 

� Database Resource Manager の概要

� Database Resource Manager の機能

� リソース・プランとリソース・コンシューマ・グループ

� リソース割当て方法とリソース・プラン・ディレクティブ

� オペレーティング・システムのリソース制御との相互作用
スの管理 9-1



Database Resource Manager の概要
Database Resource Manager の概要の概要の概要の概要
従来より、Oracle データベースも含み、システム上で稼働する各アプリケーション間のリ
ソース管理の調整は、オペレーティング・システムに任されています。Oracle8i 以下のリ
リースでは、ある Oracle のセッションを他のセッションに優先させる方法はありませんで
した。 Database Resource Manager を使用することで、データベース管理者は企業のビジネ
ス目標に沿ったリソース割当てを実現するために、リソース管理における意思決定をより一
層制御できるようになります。

Database Resource Manager を使用することで、オペレーティング・システムでは十分に管
理できない次の多くのリソース割当ての問題が解決されます。

� 過度のオーバーヘッド。過度のオーバーヘッドは、サーバー・プロセスの数が多いとき
に、Oracle のサーバー・プロセス間におけるオペレーティング・システムのコンテキス
トのスイッチングに起因して発生します。

� 非効率的なスケジューリング。オペレーティング・システムは、Oracle データベース・
サーバーが非効率的なラッチを保持している間はそのスケジュールを停止します。

� 不適当なリソースの割当て。オペレーティング・システムは、すべてのアクティブなプ
ロセスにリソースを均等に分配します。また、オペレーティング・システムは、ある作
業を別の作業に優先させることはできません。

� データベース固有のリソース管理ができない状態。

Database Resource Manager を使用して、データベース管理者は次のことができます。

� システムの負荷およびユーザー数に関係なく、特定のユーザーに 小限の処理リソース
を保証します。

� 様々なユーザーとアプリケーションに、比率を指定して CPU タイムを割り当てて、使
用可能な処理リソースを分配します。データ・ウェアハウスでは、バッチ・ジョブより
も ROLAP（リレーショナル・オンライン分析処理）アプリケーションに対し、より多
くの比率が指定されます。

� ユーザーが所属するグループのメンバーが実行する操作の並列度に上限を設定します。

� アクティブなセッションのプールアクティブなセッションのプールアクティブなセッションのプールアクティブなセッションのプールを作成します。このプールは、ユーザーが所属するグ
ループ内で同時にアクティブになれるユーザー・セッションで指定された 大数で構成
されます。 大数を超えるセッションは実行されるまでキューに格納されますが、タイ
ムアウト周期を指定できるので、タイムアウト後にはキューに格納されたジョブは終了
されます。

注意注意注意注意 : Oracle8i から、Database Resource Manager は、Oracle Enterprise 
Edition で使用できます。
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Database Resource Manager の概要
� 管理者が定義した基準に基づいて、あるグループから他のグループへのユーザーの切替
えを自動的に行うことができます。 ユーザーが所属する特定のグループのメンバーが、
指定した時間より長く実行されるセッションを作成した場合、そのセッションは、リ
ソース要件の異なる、ユーザーが所属する別のグループに自動的に切り替えられます。 

� 事前定義した上限より長い時間実行されると予測される操作の実行を防止します。

� UNDO プールプールプールプールの作成。UNDO プールは、ユーザーが所属するグループが使用できる
UNDO 領域の総量からなります。 

� 特定のリソース割当て方法を使用するようにインスタンスを構成します。インスタンス
を停止して再起動しなくても、セットアップ作業を業務時間中から夜間に変更するな
ど、方法を動的に変更できます。

企業全体の目標を達成するには、あるユーザーと他のユーザーが使用するリソースのバラン
スをとったり、処理に割り当てるシステム・リソースを重要度により分割します。 

Database Resource Manager の概要の概要の概要の概要
リソースは、データベース管理者が指定するリソース・プランに従ってユーザーに割り当て
られます。次の用語は、リソース・プランを指定するのに使用します。

リソース・プランリソース・プランリソース・プランリソース・プランで、各ユーザー（リソース・コンシューマ・グループ）へのリソースの分
配方法を指定します。 

リソース・コンシューマ・グループリソース・コンシューマ・グループリソース・コンシューマ・グループリソース・コンシューマ・グループにより、管理者はリソース要件ごとにユーザー・セッ
ションをグループ化します。リソース・コンシューマ・グループは、次の点でユーザー・
ロールとは異なります。複数のリソース・コンシューマ・グループに割り当てられた複数の
セッションを所有できるのは、1 人のデータベース・ユーザーです。 

リソース割当て方法リソース割当て方法リソース割当て方法リソース割当て方法により、特定のリソースを割り当てる際に使用する方針を定めます。リ
ソース割当て方法は、リソース・プランとリソース・コンシューマ・グループで使用されま
す。

リソース・プラン・ディレクティブリソース・プラン・ディレクティブリソース・プラン・ディレクティブリソース・プラン・ディレクティブは、各リソース割当て方法にパラメータを指定すること
で、コンシューマ・グループに特定のプランを割り当てたり、コンシューマ・グループ間の
リソースを分割する手段です。 

Database Resource Manager では、サブプランと呼ばれるプランをプラン内に作成できます。
サブプランサブプランサブプランサブプランでは、アプリケーションの複数のユーザー間でリソースをさらに副分割できま
す。 

レベルレベルレベルレベルは、利用可能なユーザー間で未使用のリソースの分配を指定するメカニズムを提供し
ます。リソース割当ては、8 レベルまで指定できます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : Database Resource Manager の使用方法については、
『Oracle9i データベース管理者ガイド』を参照してください。
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Database Resource Manager の概要
簡単なリソース・プランの例簡単なリソース・プランの例簡単なリソース・プランの例簡単なリソース・プランの例
これらの概念を説明するために、架空の会社、ABC 社の例を取り上げます。ABC 社はイン
ターネットを介して家庭用電化製品を販売しています。 オンラインの顧客に対し 高のパ
フォーマンスを提供するために、CPU リソースの少なくとも 85% は、顧客用に割り当てま
す。残りのリソースの内、10% は出荷オーダーを処理するユーザーに、5% は請求処理をす
るユーザーに割り当てます。

このようなリソース割当てを Oracle データベースに構成するために、データベース管理者
は、次の 3 つのリソース・コンシューマ・グループを作成します。

� オンライン顧客用の ONLINE

� 出荷担当ユーザー用の SHIPPING

� 請求担当ユーザー用の BILLING

データベース管理者は、次に表 9-1 に示すようなリソース・プランを作成します。

表 9-1 に示されたプランでは、CPU サイクルの 85% が ONLINE グループ・セッションに割
り当てられ、10% が SHIPPING グループ・セッション、残りの 5% が BILLING グループ・
セッションに割り当てられるように指定されています。 ここでは非常に簡単な使用例で説明
していますが、Database Resource Manager は、制御可能なリソース割当ての方針を Oracle
データベースに実装するための強力なメカニズムをデータベース管理者に提供します。

表表表表 9-1 簡単なリソース割当てプラン（簡単なリソース割当てプラン（簡単なリソース割当てプラン（簡単なリソース割当てプラン（ABCUSERS））））

コンシューマ・グループコンシューマ・グループコンシューマ・グループコンシューマ・グループ CPU リソースの割当てリソースの割当てリソースの割当てリソースの割当て

ONLINE 85%

SHIPPING 10%

BILLING 5%

関連項目関連項目関連項目関連項目 : これらのプランを作成するための PL/SQL コードについては、
『PL/SQL ユーザーズ・ガイドおよびリファレンス』を参照してください。
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Database Resource Manager の機能
Database Resource Manager の機能の機能の機能の機能
Database Resource Manager は、データベース内の実行スケジュールを制御することで、各
種セッション間のリソースの分配を制御します。 実行させるセッションとその実行時間を制
御することで、Database Resource Manager では、リソース分配とプラン・ディレクティブ
とを確実に一致させることができます（したがって、ビジネス目標とも一致します）。 

より多くの CPU リソースが割り当てられているコンシューマ・グループに属しているセッ
ションは、割当ての少ないグループやサブプランに属しているセッションよりも CPU をよ
り長く使用できます。 

リソース制御リソース制御リソース制御リソース制御
Database Resource Manager の基本的な目的は、ビジネス目標に合わせ、システムのスルー
プットを 大限に高めることにあります。したがって、コンシューマ・グループに必要なリ
ソースが確保されているかぎり、CPU 割当て比率の制限が適用されることはありません。

リソース制御の例リソース制御の例リソース制御の例リソース制御の例
表 9-1 のプランを考えてみます。他のグループにおいて、割り当てられたリソースをすべて
使用するようなアクティブなセッションが存在しない場合に、CPU が 1 つのシステムでこ
のプランがアクティブ化されると、1 つのコンシューマ・グループで CPU リソースをすべ
て（100%）使用することができます。 したがって、SHIPPING グループと BILLING グルー
プ内にアクティブなセッションが存在しない場合には、ONLINE グループのセッションは、
割当ての上限が 85% に設定されている場合でも、CPU リソースの 100% を使用できます。 

同様に、データベースが 3 つの CPU からなるシステムで稼働していて、それぞれのグルー
プのアクティブなセッションが 1 つのみの場合は、各セッションは 3 つの CPU 内のいずれ
かで実行されます。この場合、割当て上限の設定にかかわらず、33.33% のリソースが割り
当てられます。 ただし、すべてのコンシューマ・グループに、使用可能な CPU リソースの
すべてを使用するようなアクティブなセッションが存在する場合、Database Resource 
Manager により、プラン・ディレクティブで指定する割当ての方針が規定されます。 

注意注意注意注意 : UNIX プラットフォームでは、オペレーティング・システムのプ
ロセス実行順位を変更するのに、nice文は使用しないでください。 この
文を使用すると、Oracle サーバーの動作が不安定かつ予測できなくなるこ
とがあります。 詳細は、9-18 ページの「オペレーティング・システムのリ
ソース制御との相互作用」を参照してください。
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Database Resource Manager の機能
Database Resource Manager の有効性の有効性の有効性の有効性
Database Resource Manager の効果は、システム使用率が高いビジーな環境において顕著で
す。 

マルチプロセッサ・システムでは、オペレーティング・システム・レベルでのプロセッサの
アフィニティ・スケジューリングにより、十分に利用されていないシステムの CPU 割当て
が正しく行われないことがあります。 複数の CPU を持つシステムにおいて、1 つの CPU に
使用可能なリソースがあり、他の CPU の使用率が 100% の場合、オペレーティング・シス
テムは、ビジーなプロセッサの実行キューから十分に利用されていないプロセッサへのプロ
セスの移行を行います。ただし、この移行が即時実行されるわけではありません。

多くのプロセスがある負荷の大きいシステムでは、プロセッサのアフィニティによりパ
フォーマンスが向上します。現在の CPU キャッシュを無効にして、新しいキャッシュを搭
載するのには多額の費用がかかるためです。 ほとんどのプラットフォームではプロセッサの
アフィニティがサポートされているため、多くのプロセスの実行ではシステムを 100% 利用
します。 

データベースの整合性データベースの整合性データベースの整合性データベースの整合性
Database Resource Manager は、データベース・セキュリティ・システムに完全に統合され
ています。 PL/SQL パッケージ DBMS_RESOURCE_MANAGERにより、データベース管理者は
リソース・プランとリソース・コンシューマ・グループの作成、更新および削除ができま
す。管理者は、ユーザーのデフォルト・コンシューマ・グループおよびユーザーが持つ権限
を定義します（DBMS_RESOURCE_MANAGER_PRIVSパッケージを使用）。 ユーザーにそのコ
ンシューマ・グループへ切り替える権限が付与されている場合、ユーザーまたはセッション
はリソース・コンシューマ・グループを切り替えて（DBMS_SESSION.SWITCH_CURRENT_
CONSUMER_GROUPを使用）、実行の優先順位を変更できます。 さらに、ユーザーまたはセッ
ションは本番システムのデータベース管理者によりグループ間を移動でき、CPU リソース
の使用方法が動的に変更されます。

各アプリケーションのユーザーが複数のデータベース・ユーザー名を使用してデータベース
にログオンする環境で、Database Resource Manager を使用するのは非常に簡単です。アプ
リケーションが汎用データベース・ログインを使用する環境に実装することも、さほど困難
ではありません。 Database Resource Manager は、実際にはセッション・レベルでのリソー
ス使用率を制御するため、両方のセッションが同じデータベースのユーザーに属している場
合でも、セッション間で優先順位を付けることができます。 このため、次に示すように、
ユーザーのアプリケーション・ロールのためにあるセッションを希望するコンシューマ・グ
ループへ切り替えることも、DBMS_SESSION.SWITCH_CURRENT_CONSUMER_GROUPプロ
シージャを使用することで実現できます。

DECLARE default_group VARCHAR2(30);
BEGIN DBMS_SESSION.SWITCH_CURRENT_CONSUMER_GROUP('desired_consumer_group', 'default_
group', false);
END; / 
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Database Resource Manager の機能
Oracle は Database Resource Manager を使用して、ユーザーのリソース制限とプロファイル
に対するサポートを継続します。 Database Resource Manager により、様々なサービス要求
と定義したリソース割当てプラン内のそれぞれとの間が均衡化されます。一方、プロファイ
ルは、ユーザーのリソース使用を制限するのに使用されます。 

Database Resource Manager と自動並列度（ADOP）機能は統合されています。 ADOP は、
現在のシステムの負荷および Database Resource Manager の並列度ディレクティブを基準に
パラレル問合せ操作の並列度を自動調整することで、システム使用率を 適化します。 

パフォーマンスのオーバーヘッドパフォーマンスのオーバーヘッドパフォーマンスのオーバーヘッドパフォーマンスのオーバーヘッド
Database Resource Manager では、 小限のオーバーヘッドでリソース管理が効率的に行え
ます。 ユーザーが数百人のシステムでは、Database Resource Manager はコンテキストの切
替えおよびラッチの競合を削減することにより、パフォーマンスを実際に改善することがで
きます。

� Database Resource Manager は、オペレーティング・システムのフェア・シェア・スケ
ジューラが行うような頻度でプロセスを切り替えることはありません。

� Database Resource Manager では、同時に実行されるプロセスはより少なく、ラッチを
保持しているプロセスのコンテキストの切替えは行いません。

Database Resource Manager を適切に使用すると、パフォーマンスが低下することはありま
せん。 ただし、リソース・プランの深さまたは複雑度により、実行する処理を選択するプロ
セスが妨げられることもあります。したがって、深すぎるリソース・プランは避けることを
お薦めします。 プラン・スキーマがより多くのレベルを持つと、Database Resource Manager
は実行するセッションを選択するために、より多くの作業を行う必要があります。 
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リソース・プランとリソース・コンシューマ・グループ
リソース・プランとリソース・コンシューマ・グループリソース・プランとリソース・コンシューマ・グループリソース・プランとリソース・コンシューマ・グループリソース・プランとリソース・コンシューマ・グループ
リソース・プランとは、リソース・コンシューマ・グループの集合をグループ化して、グ
ループ間でリソースを分割する方法を指定する手段です。次のように図示化される表 9-1 の
例を考えてみます。

図図図図 9-1 ABC のリソース割当てプラン（のリソース割当てプラン（のリソース割当てプラン（のリソース割当てプラン（ABCUSERS））））

リソース・プランのアクティブ化リソース・プランのアクティブ化リソース・プランのアクティブ化リソース・プランのアクティブ化
データベース内に、必要な数のリソース・プランを作成できます。ただし、一度にアクティ
ブ化できるのは 1 プランのみです。持続と動的のいずれかの方法で、リソース・プランをア
クティブ化できます。

持続持続持続持続
RESOURCE_MANAGER_PLAN初期化パラメータの値をアクティブ化するプランに設定します。 
たとえば、ABC 社の簡単なリソース・プランである abcusersをアクティブ化するには、
初期化パラメータ・ファイルを変更して次の行を含めます。

RESOURCE_MANAGER_PLAN='ABCUSERS'

初期化パラメータ・ファイルを変更するときは、停止したデータベースでのリソース・プラ
ンの持続性を確認します。 ただし、初期化パラメータ・ファイルにおける変更が有効になる
のは、データベースが再起動されるときのみです。この方法を使用してデータベースのデ
フォルトのリソース・プランを設定します。 

動的動的動的動的
ALTER SYSTEM SET RESOURCE_MANAGER_PLAN文を発行します。 同じ例を使用して、次の
文を発行します。

ALTER SYSTEM SET RESOURCE_MANAGER_PLAN ='ABCUSERS';

出荷�
（10%）�

オンライン�
（85%）�

�

請求�
（5%）�

ユーザー・�
プラン�
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リソース・プランとリソース・コンシューマ・グループ
ALTER SYSTEM SET RESOURCE_MANAGER_PLAN文を発行すると、インスタンスの再起動も
必要なく、指定したプランはすぐにアクティブ化されます。 ただし、データベースは、次に
起動するときに、初期化パラメータ・ファイルのデフォルト設定に戻されます。 

たとえば、動的方法の使用では、管理者は業務時間用と夜間用の 2 種類のプランを作成でき
ます。業務時間用のプランでは、オンライン・ユーザーに多くのリソースを割り当てます
が、夜間用のプラン（オンライン・ユーザーがアクティブではないとき）では、バッチ・
ジョブに多くのリソースを割り当てるようにします。 このため、データベース管理者は、
ALTER SYSTEM文を使用して、業務時間および夜間のプランの間をデータベース・サービス
を中断することなく行き来できます。 

ALTER SYSTEM SET RESOURCE_MANAGER_PLAN文は、リソース・プランを動的にアクティ
ブ化する場合、変更または解除する場合に使用します。

リソース・プランのグループリソース・プランのグループリソース・プランのグループリソース・プランのグループ
リソース・プランを使用して他のリソース・プランをグループ化することもできます。これ
により、種類の異なるアプリケーション間でのリソースの分割が可能になります。たとえ
ば、ABC 社では開発者および管理者が重要なメンテナンス操作を行えるように、 小限の
リソースを確保する必要がある場合があります。

DEVELOPERS と ADMINISTRATORS の 2 つのリソース・コンシューマ・グループに属す
るセッション用に、少なくとも 25% の使用可能な CPU サイクルの確保が必要であると考え
てみます。 これらの CPU サイクルを、DEVELOPERS と ADMINISTRATORS の比率が 60 対
40 となるように割り当てます。この目標を達成するために、データベース管理者は次の仕様
のメンテナンス・プランを 初に作成します。

表 9-2 に示されるプランがアクティブ化されたとき、使用可能なすべてのリソースが、開発
者および管理者のセッションに 60 対 40 の比率で分配されていることを確認します。 ただし、
メンテナンス用に確保されるのは使用可能なすべてのリソースの 25% のみで、75% は
abcusersプラン用です。 これらは、表 9-3 に示すように、abcusersと abcmaintをその
メンバーとするトップレベルのプランを作成することで実現できます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 9-19 ページの「オペレーティング・システムのリソース制御
との相互作用」の手順 3 を参照してください。

表表表表 9-2 メンテナンス・プランのサンプル（メンテナンス・プランのサンプル（メンテナンス・プランのサンプル（メンテナンス・プランのサンプル（ABCMAINT））））

コンシューマ・グループコンシューマ・グループコンシューマ・グループコンシューマ・グループ CPU リソースの割当てリソースの割当てリソースの割当てリソースの割当て

DEVELOPERS 60%

ADMINISTRATORS 40%
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リソース・プランとリソース・コンシューマ・グループ
ユーザー・グループとメンテナンス・グループは、ABCTOP のサブプランとなります。結果
として作成されたプラン・ツリーを図 9-2 に図示します。

図図図図 9-2 サブプランを含んだリソース・プランサブプランを含んだリソース・プランサブプランを含んだリソース・プランサブプランを含んだリソース・プラン

サブプランまたはコンシューマ・グループは、複数の親を持つことができます。たとえば、
図 9-2 に示すプランで、コンシューマ・グループの管理者は、ユーザー・プランおよびメン
テナンス・プランの両方の一部とすることも可能です。複数の親が許可されているため、プ
ランを独立して確保することもできます。サブプランをトップレベルのプランにロールアッ
プする場合、サブプランの変更は必要ありません。 

プラン・ツリーには、必要に応じていくらでも階層レベルを設定できます。ただし、階層レ
ベルの数が増加するにつれ、リソース制御に関連するオーバーヘッドが増加します。このた
め、次に実行するプロセスの判別は、サブプランを含むすべてのレベルごとに行う必要があ
ります。一方、サブプランでは、高水準のデータベース・リソースが複数アプリケーション
間で適切に分割され、アプリケーション内ではそれらが各種ユーザー間で再分割されます。
アプリケーション内の特定のグループが割当てを使用しなかった場合、同じアプリケーショ
ン内の他のグループが未使用のリソースを 初に使用できます。アプリケーション内のいず
れのグループも使用可能になったリソースを使用しなかった場合には、未使用のリソースは
親プランに戻され、親プランが戻されたリソースをサブプラン間に分配します。 

表表表表 9-3 トップレベルのプラン（トップレベルのプラン（トップレベルのプラン（トップレベルのプラン（ABCTOP））））

サブプランサブプランサブプランサブプラン CPU リソースの割当てリソースの割当てリソースの割当てリソースの割当て

ABCUSERS 75%

ABCMAINT 25%

関連項目関連項目関連項目関連項目 : これらのプランを作成するための PL/SQL コードについては、
『PL/SQL ユーザーズ・ガイドおよびリファレンス』を参照してください。

トップレベル�

開発者�
（60%）�

ユーザー�
（75%）�

出荷�
（10%）�

メンテナンス�
(25%)

管理者�
（40%）�

オンライン�
（85%）�

請求�
（5%）�
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リソース割当て方法とリソース・プラン・ディレクティブ
リソース割当て方法とリソース・プラン・ディレクティブリソース割当て方法とリソース・プラン・ディレクティブリソース割当て方法とリソース・プラン・ディレクティブリソース割当て方法とリソース・プラン・ディレクティブ
Database Resource Manager では、割当て方法およびプラン・ディレクティブを使用して、
コンシューマ・グループ間（グループ間）およびコンシューマ・グループ内（グループ内）
でのリソースの分配を制御できます。

� プランレベル・リソース割当て方法およびプランレベル・リソース・ディレクティブに
より、コンシューマ・グループ間でのリソースの割当て方法を指定します。

� コンシューマ・グループ方法およびコンシューマ・グループ・ディレクティブは、コン
シューマ・グループに属するセッション間でのリソースの分配を制御します。 

Database Resource Manager は、セッション実行のスケジューリングを、次の手順で行いま
す。

1. リソース割当ての方針とディレクティブを計画して、次に実行するコンシューマ・グ
ループを決定します。

2. グループレベル割当て方法とグループレベル・ディレクティブにより、CPU の実行
キューに送るセッションを、選択したグループ内から選択します。 

たとえば、表 9-1 に示す ABC 社のユーザー・プランでは、プランレベル方法とプランレベ
ル・ディレクティブによりリソース分配が指定され、ONLINE コンシューマ・グループ・
セッションには 85% の実行時間が、SHIPPING および BILLING グループに属するセッショ
ンにはそれぞれ 10%、5% の CPU タイムが割り当てられます。 

ABCUSERS のプランレベル・ディレクティブにより、ONLINE グループは SHIPPING およ
び BILLING グループに比べより頻繁にピックアップされ実行できることが保証されます。
ただし、ONLINE グループには実行待ちのアクティブなセッションがいくつか存在するのが
普通です。 このため、グループレベルのディレクティブによりこれらのセッションを実行す
る順序が決められます。 
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リソース割当て方法とリソース・プラン・ディレクティブ
リソース・プラン・ディレクティブリソース・プラン・ディレクティブリソース・プラン・ディレクティブリソース・プラン・ディレクティブ
リソース・コンシューマ・グループへのリソースの割当て方法は、リソース割当てディレク
ティブに指定します。Database Resource Manager は、リソース割当ての手段をいくつか備
えています。 

CPU 方法方法方法方法
この方法では、コンシューマ・グループまたはサブプラン間に CPU リソースを割り当てる
方法を指定します。 CPU リソースを複数レベルに割り当てることで（8 レベルまで）、プラ
ン・スキーマ内の CPU 使用に優先順位を付ける手段が与えられます。レベル 1 がすべての
リソースを使用できない場合のみ、レベル 2 はリソースを使用できます。複数レベルのリ
ソース割当てでは、優先順位が付けられるだけでなく、プライマリ・リソースおよび残りの
リソースの使用方法を明示的に指定できます。

キューイングを伴うアクティブなセッションのプールキューイングを伴うアクティブなセッションのプールキューイングを伴うアクティブなセッションのプールキューイングを伴うアクティブなセッションのプール
コンシューマ・グループ内で許可される、同時にアクティブなセッションの 大数を制御で
きます。この 大数でアクティブなセッションのプールが指定されます。プールがいっぱい
になっているためにセッションが開始できない場合は、そのセッションはキューに置かれま
す。アクティブなセッションが完了すると、キュー内の 1 番目のセッションが実行されま
す。 実行キュー内のジョブ（実行待ちの）がタイムアウトになった後に、エラーとして終了
させるタイムアウト周期も指定できます。

パラレル実行セッション全体が、1 つのアクティブなセッションとして数えられます。 

並列度の上限並列度の上限並列度の上限並列度の上限
並列度の上限を指定することで、コンシューマ・グループ内の操作に対する 大並列度を制
御できます。

コンシューマ・グループの自動切替えコンシューマ・グループの自動切替えコンシューマ・グループの自動切替えコンシューマ・グループの自動切替え
この方法では、ある条件を満たした場合に、自動的に別のコンシューマ・グループにセッ
ションが切り替わるような基準を指定することでリソースを制御します。切替えの判断に使
用する基準を次に示します。

� SWITCH_GROUP - 別の（次の）基準を満たした場合に、このセッションを切り替えるコ
ンシューマ・グループを指定します。 

� SWITCH_TIME - 別のコンシューマ・グループに切り替えられる前にセッションが実行
できる時間を指定します。

� SWITCH_ESTIMATE - 操作の実行時間を推定するのに、Oracle 独自の見積りを使用する
のかどうかを指定します。
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セッションが SWITCH_TIME秒以上アクティブな場合、Database Resource Manager は稼働
中のセッションを SWITCH_GROUPに切り替えます。アクティブとはセッションが稼働中で
リソースを使用していることを意味していて、ユーザーからの入力や CPU サイクルを待機
していることは意味しません。新しいグループ用のアクティブなセッションのプールがいっ
ぱいの場合でも、セッションの稼働を継続できます。このような条件では、コンシューマ・
グループは、アクティブなセッションのプールで指定した数より多いセッションを稼働でき
ます。 セッションが操作を終了してアイドルになると、そのセッションは元のグループに再
び切り替えられます。 

SWITCH_ESTIMATEが trueに設定されている場合、Database Resource Manager は、操作
完了にかかる時間の予測値を使用します。 Oracle の予測値が SWITCH_TIMEとして指定した
値より長い場合、Oracle はセッションの実行が開始される前にそのセッションを切り替えま
す。このパラメータが設定されていない場合は、通常どおりに操作が開始され、他の切替え
基準が満たされた場合にのみグループが切り替えられます。 

実行時間の上限実行時間の上限実行時間の上限実行時間の上限
操作に許可される 大実行時間を指定できます。 ある操作の実行時間が、指定した 大実行
時間より長いと Oracle が予測した場合、その操作はエラーとして終了させられます。この
エラーはトラップされ、操作が再開されます。

UNDO プールプールプールプール
各コンシューマ・グループごとに UNDO プールを指定できます。UNDO プールは、コン
シューマ・グループが生成できる UNDO の合計数を制御します。コンシューマ・グループ
が生成した UNDO の合計が UNDO の上限を超えた場合、REDO を生成する現在の DML 文
は終了させられます。UNDO 領域がプールから解放されるまでは、コンシューマ・グルー
プの他のメンバーはすべて、データ操作を実行できません。
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CPU リソースの割当てリソースの割当てリソースの割当てリソースの割当て
データベース管理者は 8 レベルまでのリソース割当てに対しリソースを与え、これらのレベ
ルのそれぞれのコンシューマ・グループ間でのリソース分配方法を指定することで、競合す
るコンシューマ・グループ内のセッション間でのリソースの分配を制御できます。

表 9-1 に示すユーザー・プランは、単一レベルのリソース割当てを使用する簡単なリソース
分配方法を表しています。未使用のリソースを 初に管理者に割り当てて（メンテナンス操
作用に）、次にバッチ・ジョブに割り当てるようにこのプランを変更できます。表 9-4 に、変
更後のプランを示します。 
 

表 9-4 に示す変更後のユーザー・プランでは、次のことが実現できます。 

� CPU_LEVEL1 によって、CPU リソースの少なくとも 85% が ONLINE に属するセッショ
ンで使用可能であり、SHIPPING および BILLING コンシューマ・グループではそれぞ
れ 10%、5% を使用できることが保証されます。

� CPU_LEVEL2 は、ONLINE、SHIPPING および BILLING で使用されなかったリソース
を ADMIN コンシューマ・グループに提供します。 

� CPU_LEVEL3 は、残りのリソースを BATCH コンシューマ・グループで使用できるよう
にします。 

マルチレベル・ユーザー・プラン 1 は、レベルの異なるコンシューマ・グループ間へリソー
スを与えることで設定した目標を満たします。ONLINE、SHIPPING および BILLING グ
ループに属するセッションに対しては、常に 初に実行する機会が与えられますが、リソー
スの使用はそれぞれ 85%、10% および 5% に制限されます。未使用のリソースはレベル 2 で
利用され、レベル 2 で許可される割当て内でコンシューマ・グループ間に分配されます。 未
使用のリソースがまだ残っている場合は、次の下位レベルで利用できます。

ただし、レベル 1 のすべてのグループがビジーの場合には、ADMIN グループはかなり待た
されることもあります。同様に、レベル 1 とレベル 2 のグループがすべてのリソースを使用
した場合、BATCH グループはセッションをまったく実行できなくなることもあります。こ
のような動作は、環境によっては受け入れられません。CPU リソースのほとんどを
ONLINE、SHIPPING および BILLING に割り当てて、かつ ADMIN および BATCH グルー

表表表表 9-4 マルチレベル・ユーザー・プランマルチレベル・ユーザー・プランマルチレベル・ユーザー・プランマルチレベル・ユーザー・プラン 1

コンシューマ・グループコンシューマ・グループコンシューマ・グループコンシューマ・グループ CPU_LEVEL1 CPU_LEVEL2 CPU_LEVEL3

ONLINE 85% 0% 0%

SHIPPING 10% 0% 0%

BILLING 5% 0% 0%

ADMIN 0% 100% 0%

BATCH 0% 0% 100%
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プへも 小限の CPU サイクルの可用性を保証するようなプランこそ本当に必要とされます。
変更後のマルチレベル・ユーザー・プランを表 9-5 に示します。

 

表 9-5 に示す変更後のマルチユーザー・プランでは、次のことが実現できます。

� CPU_LEVEL1 は、今回、使用可能な CPU タイムの 75% までを ONLINE グループに割り
当てて、SHIPPING および BILLING にはそれぞれ 10%、5% を割り当てます。

� CPU_LEVEL2 は、残りの 10% の CPU タイムを ADMIN および BATCH グループの間で
80 対 20 の比率に分割します。これにより、ADMIN グループのセッションは、使用可
能なすべての CPU タイムの少なくとも 8%（10% の内の 80%）が与えられることが保
証されます。また、BATCH グループのセッションには少なくとも 2% が与えられます。

マルチレベル・ユーザー・プラン 2 では、 小限、CPU リソースの 10% を ADMIN および
BATCH グループに保証します。 ONLINE、SHIPPING および BILLING グループに割り当て
られたリソースが余った場合は、これらレベル 2 グループには、より多くの CPU タイムが
割り当てられます。 レベル 1 グループにアクティブなセッションが存在しない場合、
ADMIN グループのセッションは CPU タイムの 80% を、BATCH グループのセッションは
CPU タイムの 20% をそれぞれ実行できます。 

CPU 割当てルール割当てルール割当てルール割当てルール
表 9-4 および表 9-5 に示すマルチレベル・ユーザー・プランでは、強調方法による CPU リ
ソースの割当てが一連のルールに従うことを説明しています。これらのルールを次に示しま
す。

1. レベル 1 で 0% 以外のパーセンテージが指定されているリソース・コンシューマ・グ
ループのセッションには、常に 初に実行する機会が与えられます。

2.  CPU リソースは、指定したパーセンテージに基づいた特定のレベルで分配されます。 

� あるコンシューマ・グループに割り当てられたリソースが使用されなかった場合、
未使用のリソースは、同じレベルの他のグループではなく、次のレベルに割り当て
られます。

� 特定レベルのすべてのリソース・コンシューマ・グループに実行機会が与えられた
後は、残っているリソースが次のレベルに割り当てられます。 

表表表表 9-5 マルチレベル・ユーザー・プランマルチレベル・ユーザー・プランマルチレベル・ユーザー・プランマルチレベル・ユーザー・プラン 2

コンシューマ・グループコンシューマ・グループコンシューマ・グループコンシューマ・グループ CPU_LEVEL1 CPU_LEVEL2 CPU_LEVEL3

ONLINE 75% 0% 0%

SHIPPING 10% 0% 0%

BILLING 5% 0% 0%

ADMIN 0% 80% 0%

BATCH 0% 20% 0%
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3. どのレベルの強調度の合計も、100 以内にする必要があります。

4. コンシューマ・グループのすべてのレベルに CPU タイムが割り当てられた後、アク
ティブでないことや割当て制限のために未使用となった CPU タイムはリサイクルされ
ます。すなわち、この CPU タイムは、レベル 1 で開始されるコンシューマ・グループ
に再度割り当てられます。

5. プラン・ディレクティブが明示的に指定されていないレベルの場合（たとえば、レベル
3）、すべてのサブプランまたはコンシューマ・グループについて暗黙的に 0% になりま
す。

Database Resource Manager は、任意の時点で、アクティブなセッションがあるグループ間
に CPU リソースを割り当てます。実行させるグループを決める場合、履歴情報は使用しま
せん。 たとえば、ONLINE コンシューマ・グループにアクティブなセッションが 2 時間存在
しなかったとします。この期間は、ONLINE コンシューマ・グループのリソースは他のコン
シューマ・グループで使用可能です。 その後、ONLINE コンシューマ・グループに属する
セッションがアクティブになったとしても、それらに割り当てられるのは CPU リソースの
75% のみです。コンシューマ・グループは、アクティブなセッションが存在しなかった期間
のクレジットを蓄積しません。

レベルと優先順位レベルと優先順位レベルと優先順位レベルと優先順位
レベルは優先順位に類似しています。 レベル 1 のコンシューマ・グループには、下位レベル
のコンシューマ・グループの前にリソースが割り当てられます。 表 9-6 は、Database 
Resource Manager のプラン・ディレクティブを使用して優先順位を設定する方法の説明で
す。
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表 9-6 で、標準優先順位グループまたはサブプランに属するセッションは、高優先順位グ
ループまたはサブプラン内にアクティブなセッションが存在しなくなった場合にのみ、実行
できます。 同様に、低優先順位のセッションは、高優先順位グループ、標準優先順位グルー
プまたはサブプランのいずれかに属するアクティブなセッションが存在しなくなった場合に
のみ、実行する機会が与えられます。

ただし、表 9-6 に示すようなプランでは、リソースが不足する可能性があります。高優先順
位グループが CPU リソースの 100% を使用するかぎり、標準優先順位グループまたは低優
先順位グループに属するセッションは、実行できません。すなわち、高優先順位グループに
属する一連のリソース集中型のセッションは、標準優先順位グループまたは低優先順位グ
ループに属するセッションの処理を完全にストールさせます。 

これを避けるには、相対優先順位に応じた 小限のリソースが確実にすべてのコンシュー
マ・グループに割り当てられるようにプランを作成します。たとえば、表 9-6 のプランを次
のように変更できます。

表 9-7 の変更後のプランによると、高優先順位グループにほとんどの CPU タイムが割り当
てられた場合でも、他のグループが完全に停止することはありません。 

表表表表 9-6 簡単な優先順位プラン簡単な優先順位プラン簡単な優先順位プラン簡単な優先順位プラン

サブプランまたはグループサブプランまたはグループサブプランまたはグループサブプランまたはグループ CPU_LEVEL1 CPU_LEVEL2 CPU_LEVEL3

高優先順位 100% 0% 0%

標準優先順位 0% 100% 0%

低優先順位 0% 0% 100%

表表表表 9-7 変更後の優先順位プラン変更後の優先順位プラン変更後の優先順位プラン変更後の優先順位プラン

サブプランまたはグループサブプランまたはグループサブプランまたはグループサブプランまたはグループ CPU_LEVEL1 CPU_LEVEL2 CPU_LEVEL3

高優先順位 80% 0% 0%

標準優先順位 10% 0% 0%

低優先順位 10% 0% 0%
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オペレーティング・システムのリソース制御との相互作用
オペレーティング・システムのリソース制御との相互作用オペレーティング・システムのリソース制御との相互作用オペレーティング・システムのリソース制御との相互作用オペレーティング・システムのリソース制御との相互作用
Oracle9i は静的構成を見込んで、データベースの起動時に検出された使用可能なリソースか
らラッチなどの内部リソースを割り当てます。そのため、リソース構成が頻繁に変更される
とデータベースが 適な状態で実行されないこともあり、不安定になります。したがって、
オペレーティング・システムのリソース制御を Oracle データベースとともに使用する場合
は、次の指針に従って正しく使用します。

1. オペレーティング・システムのリソース制御を Database Resource Manager と同時に使
用しないでください。これらは、両方ともお互いの存在を意識していません。 このため、
オペレーティング・システムおよび Database Resource Manager の両者は、Oracle デー
タベースに対し、予測できないような動作および不安定性をもたらす方法でリソース割
当てを制御しようとします。 

� インスタンス内のリソース分配を制御する場合は、Database Resource Manager を
使用して、オペレーティング・システムのリソース制御をオフにします。 

� ノード上に複数のインスタンスがあり、それらにリソースを分配する場合は、
Database Resource Manager ではなく、オペレーティング・システムのリソース制
御を使用します。 

2. Oracle の環境では、次の条件がすべて満たされた場合にのみ、HP 社のプロセス・リ
ソース・マネージャ（PRM）または Sun 社の Solaris Resource Manager（SRM）などの
オペレーティング・システムのリソース・マネージャの使用がサポートされます。

� 各インスタンスを専用のオペレーティング・システムのリソース・マネージャ・グ
ループまたは専用の管理エンティティに割り当てる必要があります。

� インスタンスのすべてのプロセスが稼働する専用のエンティティは、1 つの優先順
位（またはリソース使用）レベルで実行する必要があります。 

� プロセスの優先順位管理を使用可能にしないでください。

注意注意注意注意 : Oracle9i では、両ツールの同時使用はサポートしていません。将
来のリリースでは、一定の制限のもとで両者の対話が許可されるようにな
ります。
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3. オペレーティング・システムのリソース制御の使用を選択した場合には、Database 
Resource Manager を必ずオフにしてください。 デフォルトでは、Database Resource 
Manager はオフに設定されています。 オフに設定されていない場合は、次の文を発行す
ることでオフにできます。

ALTER SYSTEM SET RESOURCE_MANAGER_PLAN='';

データベースが次回起動されたときに、Database Resource Manager がアクティブ化さ
れないように、初期化パラメータ・ファイル内のこのパラメータも必ずリセットしま
す。 

動的な再構成動的な再構成動的な再構成動的な再構成
Sun 社の Processor Set および Dynamic System Domain のようなツールは、Oracle データ
ベースとの協調動作に優れています。 CPU の数を変更しても、インスタンスを再起動する必
要はありません。 

Oracle は使用可能な CPU 数の変化を動的に検出し、内部リソースを再割当てします。 ほと
んどのプラットフォームでは、Oracle は CPU_COUNTの値を使用可能な CPU の数に合せて
自動的に調整します。

注意注意注意注意 : 優先順位レベルの異なる個々の Oracle プロセスの管理（たとえ
ば、UNIX プラットフォーム上での nice文の使用）はサポートされてい
ないことに注意してください。これらの使用により、インスタンスのク
ラッシュなどの重大な障害が発生することがあります。Oracle のインスタ
ンスが確保されたメモリーの管理がオペレーティング・システムのリソー
ス制御に許可された場合、好ましくない同じような障害が発生することが
あります。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : CPU_COUNTの詳細は、『Oracle9i データベース・リファレン
ス』を参照してください。
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第第第第 IV 部部部部

データデータデータデータ

第 IV 部では、データベース管理に必要なデータについて説明します。

第 IV 部には、次の章が含まれています。

� 第 10 章「スキーマ・オブジェクト」

� 第 11 章「パーティション表とパーティション索引」

� 第 12 章「システム固有のデータ型」

� 第 13 章「オブジェクト・データ型とオブジェクト・ビュー」





スキーマ・オブジ
10

スキーマ・オブジェクトスキーマ・オブジェクトスキーマ・オブジェクトスキーマ・オブジェクト

この章では、ユーザー・スキーマに含まれる様々な種類のデータベース・オブジェクトにつ
いて説明します。この章の内容は、次のとおりです。

� スキーマ・オブジェクトの概要

� 表

� ビュー

� マテリアライズド・ビュー

� ディメンション

� シーケンス・ジェネレータ

� シノニム

� 索引

� 索引構成表

� アプリケーション・ドメイン索引

� クラスタ

� ハッシュ・クラスタ
ェクト 10-1



スキーマ・オブジェクトの概要
スキーマ・オブジェクトの概要スキーマ・オブジェクトの概要スキーマ・オブジェクトの概要スキーマ・オブジェクトの概要 
スキーマスキーマスキーマスキーマ とは、データの論理構造の集合、すなわちスキーマ・オブジェクトのことです。ス
キーマはデータベース・ユーザーによって所有され、そのユーザーと同じ名前を持ちます。
各ユーザーが単一のスキーマを所有します。スキーマ・オブジェクトは、SQL で作成および
操作できます。スキーマ・オブジェクトには、次のタイプのオブジェクトがあります。

� クラスタ

� データベース・リンク

� データベース・トリガー

� ディメンション

� 外部プロシージャ・ライブラリ

� 索引および索引タイプ

� Java クラス、Java リソースおよび Java ソース

� マテリアライズド・ビューおよびマテリアライズド・ビュー・ログ

� オブジェクト表、オブジェクト型およびオブジェクト・ビュー

� 演算子

� 順序

� ストアド・ファンクション、プロシージャおよびパッケージ

� シノニム

� 表および索引構成表

� ビュー

データベースには他に、次のタイプのオブジェクトも保存されており、SQL で作成および操
作できますが、スキーマには含まれていません。

� コンテキスト

� ディレクトリ

� プロファイル

� ロール

� 表領域

� ユーザー

� ロールバック・セグメント
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スキーマ・オブジェクトの概要
スキーマ・オブジェクトは、論理的なデータ記憶域構造です。各スキーマ・オブジェクト
は、その情報を格納するディスク上の物理ファイルと 1 対 1 では対応しませんが、データ
ベースの表領域内に論理的に格納されます。各オブジェクトのデータは、物理的には、表領
域の 1 つ以上のデータ・ファイルに格納されます。表、索引およびクラスタなど、いくつか
のオブジェクトについては、表領域のデータ・ファイル内のオブジェクトに対して割り当て
るディスク領域の容量を指定できます。 

スキーマと表領域には関連がありません。表領域は異なるスキーマのオブジェクトを含むこ
とができ、スキーマの各オブジェクトは異なる表領域に含めることができます。

図 10-1 に、オブジェクト、表領域およびデータ・ファイルの関連を示します。 

図図図図 10-1 スキーマ・オブジェクト、表領域およびデータ・ファイルスキーマ・オブジェクト、表領域およびデータ・ファイルスキーマ・オブジェクト、表領域およびデータ・ファイルスキーマ・オブジェクト、表領域およびデータ・ファイル

SYSTEM表領域� DATA表領域�

索引�

表�

索引�

クラスタ�

索引�

索引�

索引�

表� 索引�

索引�

表�

索引�

索引�

索引�

索引�

索引�

表�

索引�

索引�

表�

データベース�

ドライブ1

DBFILE3DBFILE2DBFILE1

ドライブ1
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表

表表表表 
表表表表は、Oracle データベースにおけるデータ記憶域の基本単位です。データは行行行行と列列列列に格納さ
れます。 表は、表名表名表名表名（employeesなど）と列の集合で定義されます。 各列には、列名列名列名列名

（employee_id、last_nameおよび job_idなど）、データ型データ型データ型データ型（VARCHAR2、DATEまたは
NUMBERなど）および幅幅幅幅を割り当てます。 幅は、DATEデータ型の場合のようにデータ型に
よって事前に決定されている場合があります。 列が NUMBERデータ型の場合は、幅のかわり
に精度精度精度精度とスケールスケールスケールスケールを定義します。 行は、1 つのレコードに対応する列情報の集まりです。

表の各列に対してルールを指定できます。これらのルールのことを整合性制約整合性制約整合性制約整合性制約と呼びます。 
たとえば、整合性制約の 1 つに NOT NULL 整合性制約があります。この制約により、どの
行の列にも必ず値が入るようになります。

表の作成後に、SQL 文を使用してデータ行を挿入します。挿入した表データは、SQL を使
用して問合せ、削除または更新できます。 

図 10-2 に、EMPという名前のサンプル表を示します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 『Oracle9i データベース管理者ガイド』 

� 14-20 ページ「ストアド・プロシージャとファンクション」

� 第 14 章「SQL、PL/SQL および Java」

� 第 17 章「トリガー」

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� Oracle データ型の詳細は、第 12 章「システム固有のデータ型」を参照
してください。

� 整合性制約の詳細は、第 21 章「データ整合性」を参照してください。
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表

図図図図 10-2 EMP 表表表表

表データの格納方法表データの格納方法表データの格納方法表データの格納方法
表の作成時に、表の将来のデータを保持するために、データ・セグメントが表領域内に自動
的に割り当てられます。 表のデータ・セグメントに対する領域の割当てと使用は、次の方法
で制御できます。 

� データ・セグメントに対して記憶域パラメータを設定します。これにより、データ・セ
グメントのエクステントの領域の容量を制御できます。 

� データ・セグメントに対して、PCTFREEパラメータと PCTUSEDパラメータを設定しま
す。これにより、データ・セグメントのエクステントを構成するデータ・ブロック内の
空き領域の使用を制御できます。 

クラスタ化表のデータは、表領域のデータ・セグメントではなく、クラスタ用に作成された
データ・セグメントに格納されます。クラスタ化表を作成または変更するときには、記憶域
パラメータは指定できません。クラスタに対して設定された記憶域パラメータが、常にその
クラスタ内のすべての表の記憶域を制御します。 

クラスタ化されていない表のデータ・セグメントが含まれる表領域は、表所有者のデフォル
ト表領域または CREATE TABLE文で明確に指定した表領域です。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 22-15 ページ「ユーザー表領域の設定と割当て制限」

EMPNO ENAME JOB MGR HIREDATE SAL COMM DEPTNO

NULL
が許可されない列�

NULL
が許可される列�

行� 列�

7329
7499
7521
7566

SMITH
ALLEN
WARD
JONES

CLERK
SALESMAN
SALESMAN
MANAGER

7902
7698
7698
7839

17–DEC–88
20–FEB–88
22–FEB–88
02–APR–88

800.00
1600.00
1250.00
2975.00

300.00
300.00
500.00

20
30
30
20

列名�
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表

行の形式とサイズ行の形式とサイズ行の形式とサイズ行の形式とサイズ
255 列以下のデータを含むデータベース表の各行は、1 つ以上の行断片として格納されます。
1 つの行全体を単一のデータ・ブロックに挿入できる場合、その行は 1 つの行断片として格
納されます。ただし、1 行のデータを単一のデータ・ブロックには挿入できない場合や、既
存の行の更新によって行がデータ・ブロックのサイズを超えてしまう場合は、複数の行断片
を使用して行が格納されます。1 つのデータ・ブロックには、通常、各行に 1 つの行断片の
みが格納されます。1 つの行を複数の行断片に格納する必要がある場合は、複数のブロック
にわたって行が連鎖連鎖連鎖連鎖されます。 

表に 256 以上の列が含まれる場合、256 列目以降のデータを含む行は、通常同じブロック内
に連鎖されます。このような処理をブロック内連鎖ブロック内連鎖ブロック内連鎖ブロック内連鎖と呼びます。連鎖行の各断片は、それぞ
れの断片の ROWID を使用して連鎖されます。 ブロック内連鎖により、ユーザーは同じブ
ロック内のすべてのデータを受け取ります。行がブロックに収まる場合、行の残りの部分を
取得する特別の I/O 操作は必要ないため、ユーザーが I/O パフォーマンスへの影響を目に
することはありません。

それぞれの行断片は、連鎖されていても連鎖されていなくても、行の全部または一部の列の
行ヘッダー行ヘッダー行ヘッダー行ヘッダーとデータを含みます。また、個々の列が複数の行断片にまたがり、結果として複
数のデータ・ブロックにまたがっている場合もあります。図 10-3 に、行断片の形式を示しま
す。
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表

図図図図 10-3 行断片の形式行断片の形式行断片の形式行断片の形式

行ヘッダー行ヘッダー行ヘッダー行ヘッダーは、データの前に位置し、次のような情報を含んでいます。

� 行断片

� 連鎖（連鎖された行断片の場合のみ）

� 行断片内の列

� クラスタ・キー（クラスタ化されたデータの場合のみ）

1 つのブロックに完全に収まる行は、 低 3 バイトの行ヘッダーを持っています。各行は、
行ヘッダー情報の後に列の長さとデータを格納します。列の長さは、250 バイト以下のデー
タを格納する列については 1 バイト、250 バイトよりも大きなデータを格納する列について
は 3 バイトを必要とし、列データの直前に位置します。列データのために必要となる領域
は、データ型によって異なります。列のデータ型が可変長である場合、値を保持するために
必要な領域は、データの更新によって変動します。 

領域を節約するために、NULL を含む列は、列の長さ（ゼロ）のみを格納します。NULL 列
のデータは格納されません。また、末尾にある NULL 列の場合は、列の長さも格納されませ
ん。

行ヘッダー� 列データ�

データベース・�
ブロック�

データベース・ブロック内の�
行断片�

行オーバーヘッド�

列数�

クラスタ・キーID（クラスタ化されている場合）�

連鎖行断片のROWID（存在する場合）�

列長�

列値�
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表

クラスタ化された行には、クラスタ化されていない行と同じ情報が格納されます。また、ク
ラスタ化された行には、それらの行が属するクラスタ・キーを参照する情報も格納されま
す。

行断片の行断片の行断片の行断片の ROWID
ROWID は、それぞれの行断片を位置またはアドレスで識別します。 ROWID が行断片に割
り当てられると、対応する行の削除や、エクスポート／インポート・ユーティリティによる
エクスポートまたはインポートが実行されるまで、行断片はその ROWID を保持します。ク
ラスタ化表の場合、ある行のクラスタ・キー値が変化しても、その行はそれまでと同じ
ROWID を保持しますが、同時に新しい値に関する追加のポインタ ROWID も取得します。 

ROWID は、行断片の存続期間中は一定であるため、SELECT、UPDATEおよび DELETEな
どの SQL 文で ROWID を参照すると便利です。

列の順序列の順序列の順序列の順序
列の順序は、表内のすべての行について同一です。 列は、通常、CREATE TABLE文にリスト
した順序で格納されますが、そのことが保証されているわけではありません。 たとえば、
LONGデータ型の列を持つ表を作成する場合、Oracle は常にこの列を 後に格納します。ま
た、表を変更して新しい列を追加すると、その新しい列は、 後に格納されます。 

一般的には、行に必要な領域を少なくするために、NULL を頻繁に格納する列を 後の列に
します。ただし、作成する表に LONG列が含まれている場合、NULL 列を 後に置く利点は
なくなります。 

注意注意注意注意 : また、各行は、データ・ブロック・ヘッダーの行ディレクトリで 2
バイトを使用します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� クラスタ化された行や表の詳細は、『Oracle9i データベース管理者ガイ
ド』を参照してください。

� 10-62 ページ「クラスタ」

� 2-7 ページ「行連鎖と移行」

� 10-9 ページ「値がないことを意味する NULL」

� 2-5 ページ「行ディレクトリ」

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 10-62 ページ「クラスタ」

� 12-18 ページ「物理 ROWID」
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表

値がないことを意味する値がないことを意味する値がないことを意味する値がないことを意味する NULL
NULL は、ある行のある列に値が入っていないことを意味します。 NULL は、データがな
い、不明である、または適切でないことを示します。 他の値（ゼロなど）を暗示する目的で
は、NULL は使用できません。 NOT NULL 制約または主キー制約が列に対して定義されて
いない場合にかぎり、列に NULL 値を入力できます。これらの制約が列に対して定義されて
いる場合、その列に値を持たない行は挿入できません。 

データ値を持つ 2 つの列の間にはさまれた NULL はデータベースに格納されます。このよう
な場合、NULL には列の長さ（ゼロ）を格納する 1 バイトのみが必要となります。 

行の末尾にある NULL には、記憶域は不要です。これは、新しい行のヘッダーが、前行の残
りの列が NULL であることを知らせるためです。たとえば、表の 後の 3 列が NULL であ
れば、その 3 列には情報は格納されません。列が多い表では、ディスク領域を節約するた
め、NULL を含む可能性の高い列は 後に定義する必要があります。 

NULL とその他の値との比較の大部分は、定義によって TRUE にも FALSE にもならず、
UNKNOWN となります。 SQL 文の中で NULL を識別するには、IS NULL述語を使用しま
す。NULL を NULL 以外の値に変換するには、SQL 関数の NVLを使用します。 

クラスタ・キー列の値が NULL の場合または索引がビットマップ索引の場合を除いて、
NULL に索引を付けることはできません。

列のデフォルト値列のデフォルト値列のデフォルト値列のデフォルト値
新しい行が挿入され、列に対する値が省略されたか、またはキーワードの DEFAULTが提供
された場合、デフォルト値が自動的に入力されるように、表の列にデフォルト値を割り当て
ることができます。列のデフォルト値は、実際に INSERT文が値を指定している場合と同様
に機能します。 

デフォルトのリテラルまたは式のデータ型は、その列のデータ型に一致しているか、あるい
はそれに変換可能である必要があります。 

列に対してデフォルト値が明示的に定義されていない場合、その列のデフォルトは暗黙的に
NULLに設定されます。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� IS NULLおよび NVL関数を使用した比較の詳細は、『Oracle9i SQL リ
ファレンス』を参照してください。

� 10-31 ページ「索引と NULL」

� 10-50 ページ「ビットマップ索引と NULL」
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表

デフォルト値の挿入と整合性制約のチェックデフォルト値の挿入と整合性制約のチェックデフォルト値の挿入と整合性制約のチェックデフォルト値の挿入と整合性制約のチェック
デフォルト値を持つ行が挿入されると、整合性制約チェックが行われます。 たとえば、図
10-4 では、 従業員の部門番号に対する値を持たない行が、EMP表に挿入されています。 部門
番号に値が指定されていないため、DEPTNO列のデフォルト値 20 が挿入されます。デフォ
ルト値の挿入後に、DEPTNO列に定義されている外部キー制約がチェックされます。

図図図図 10-4 デフォルトの列値デフォルトの列値デフォルトの列値デフォルトの列値

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 整合性制約の詳細は、第 21 章「データ整合性」を参照してく
ださい。

INSERT
INTO

表DEPT

EMPNO ENAME JOB MGR HIREDATE SAL COMM DEPTNO

デフォルト値�
（この列の値を�
指定しなければ�
デフォルトの20が�
使用される）�

表EMP

外部キー�

挿入される新規行、�
DEPTNO列には値がない�

DEPTNO DNAME LOC

親キー�

20
30

RESEARCH
SALES

DALLAS
CHICAGO

7691 OSTER SALESMAN 7521 06–APR–90 2975.00 400.00

7329
7499
7521
7566
7691

SMITH
ALLEN
WARD
JONES
OSTER

CEO
VP_SALES
MANAGER
SALESMAN
SALESMAN

7329
7499
7521
7521

17–DEC–85
20–FEB–90
22–FEB–90
02–APR–90
06–APR–90

9000.00
7500.00
5000.00
2975.00
2975.00

100.00
200.00
400.00
400.00

20
30
30
30
20
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表

パーティション表パーティション表パーティション表パーティション表
パーティション表では、データをパーティションやサブパーティションと呼ばれる小さく管
理しやすい単位に分割できます。索引も同様にパーティション化できます。各パーティショ
ンは個別に管理し、他のパーティションから独立して操作することができます。これによ
り、各パーティションの可用性とパフォーマンスに適合する構造を提供しています。

ネストした表ネストした表ネストした表ネストした表
データ型として別の表を指定した表を作成できます。つまり、表の列値として別の表をネスネスネスネス
トトトトできます。Oracle サーバーは、親表の行の外にネストした表のデータを、ネストした表の
列に対応付けた格納表格納表格納表格納表を使用して格納します。親行には、ネストした表のインスタンスと対
応付けられた一意の集合識別子が入れられます。 

一時表一時表一時表一時表
Oracle では、永続的な表だけでなく、トランザクションまたはセッションの期間中にのみ存
在するセッションのプライベート・データが保持される一時表一時表一時表一時表を作成できます。 

CREATE GLOBAL TEMPORARY TABLE文では、トランザクション固有またはセッション固有
の一時表が作成されます。トランザクション固有の一時表では、データはトランザクション
の期間中のみ存在します。セッション固有の一時表では、データはセッションの期間中のみ
存在します。一時表には、セッションのプライベート・データが含まれます。各セッション
で表示したり変更できるのは、そのセッションの独自データのみです。一時表のデータにつ
いては、DML ロックは取得されません。各セッションに固有のプライベート・データがあ
るため、一時表には LOCK文は無効です。

セッション固有の一時表に発行された TRUNCATE文は、独自のセッションのデータを切り捨
てます。同じ表を使用した他のセッションのデータは切り捨てません。 

一時表での DML 文では、データ変更の REDO ログは生成されません。ただし、データの
UNDO ログと UNDO ログの REDO ログは生成されます。 セッションの終了時には、一時表
からデータが自動的に削除されます。たとえば、ユーザーがログオフした場合や、セッショ
ン障害またはインスタンス障害の発生時など、セッションが異常終了した場合です。

CREATE INDEX文を使用すると、一時表の索引を作成できます。一時表に作成された索引
と、その索引のデータは、一時表のデータと同じセッションまたはトランザクション・ス
コープを持ちます。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 第 11 章「パーティション表とパーティション索引」

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 13-11 ページ「ネストした表の説明」

� 『Oracle9i アプリケーション開発者ガイド - 基礎編』
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表

一時表と永続表の両方にアクセスするビューを作成できます。また、一時表のトリガーを作
成することも可能です。 

エクスポートおよびインポート・ユーティリティでは、一時表の定義をエクスポートおよび
インポートできます。ただし、ROWS句を使用しても、データ行はエクスポートされません。
同様に、一時表の定義はレプリケートできますが、そのデータはレプリケートできません。 

セグメントの割当てセグメントの割当てセグメントの割当てセグメントの割当て
一時表は一時セグメントを使用します。永続表とは異なり、一時表とその索引の場合、作成
時にセグメントが自動的に割り当てられることはありません。 かわりに、 初の INSERT

（または CREATE TABLE AS SELECT）の実行時にセグメントが割り当てられます。 これは、
初の INSERTの前に SELECT、UPDATEまたは DELETEが実行されると、表が空のように

見えることを意味します。 

一時表で DDL 文（ALTER TABLE、DROP TABLE、CREATE INDEXなど）を実行できるのは、
バインドされているセッションがない場合のみです。セッションは、INSERTの実行時に一
時表にバインドされます。 セッションは、セッションの終了時に TRUNCATEによって、また
はトランザクション固有の一時表の場合は COMMITまたは ABORTによってアンバインドさ
れます。

一時セグメントは、トランザクション固有の一時表の場合はトランザクションの終了時に、
セッション固有の一時表の場合はセッションの終了時に割当て解除されます。

親トランザクションと子トランザクション親トランザクションと子トランザクション親トランザクションと子トランザクション親トランザクションと子トランザクション
トランザクション固有の一時表には、ユーザー・トランザクションとその子トランザクショ
ンからアクセスできます。ただし、2 つのトランザクションが、同じセッションで特定のト
ランザクション固有の一時表を同時に使用することはできません。異なるセッションであれ
ば、複数のトランザクションが使用できます。 

ユーザーのトランザクションが一時表への INSERTを実行すると、その子トランザクション
はその後一時表を使用できなくなります。 

子トランザクションが一時表への INSERTを実行すると、その子トランザクションの終了時
に、一時表に対応するデータが削除されます。その後は、ユーザー・トランザクションまた
は他の任意の子トランザクションから、一時表にアクセスできます。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 2-12 ページ「一時セグメント内のエクステント」
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表

外部表外部表外部表外部表
外部ソースのデータに対して、データベース内の表にあるデータのようにアクセスできま
す。データベースに接続し、DDL を使用して外部表のメタデータを作成できます。 外部表の
DDL は、Oracle の列型を示す部分と外部データの Oracle データ列へのマッピングを説明す
る部分（アクセス・パラメータ）の 2 つの部分で構成されています。

外部表には、データベースに格納されているデータは示されません。また、外部ソースにお
けるデータの格納方法も示されません。かわりに、外部表レイヤーがデータをサーバーに提
示する際の方法が示されます。データ・ファイルのデータに必要な変換を行って外部表の定
義に合わせるのは、アクセス・ドライバおよび外部表レイヤーの役割です。

外部表は読取り専用なため、DML 操作はできず、索引は作成できません。 

アクセス・ドライバアクセス・ドライバアクセス・ドライバアクセス・ドライバ
データベース・サーバーは外部ソースのデータにアクセスする必要がある場合、適切なアク
セス・ドライバをコールして、外部ソースから望ましい構成のデータを取得します。 Oracle
は、ファイルのデータにアクセスする際の要件のほとんどを満たすデフォルトのアクセス・
ドライバを提供します。

重要なことは、データ・ソースにあるデータの説明は外部表の定義とは別であるという点で
す。 ソース・ファイルのフィールドは、表内の列より多くすることも、少なくすることもで
きます。また、データ・ソース内のフィールドのデータ型は、表内の列と異なるものにする
こともできます。アクセス・ドライバはデータ・ソースからのデータが、外部表の定義に合
うように処理されることを保証します。

外部表を使用したデータのロード外部表を使用したデータのロード外部表を使用したデータのロード外部表を使用したデータのロード
外部表の主な用途は、データをデータベース内の実在する表にロードする際の行ソースとす
ることです。 外部表を作成すると、それを SELECT句のソースとして、CREATE TABLE AS 
SELECTまたは INSERT INTO ... AS SELECT文を使用できます。 

SQL 文を通して外部表にアクセスするときは、外部表のフィールドは一般の表のフィールド
とまったく同じように使用できます。特に、SQL のビルトインのファンクション、PL/SQL
ファンクション、または Java 関数の引数として使用できます。これにより、外部ソースか
らのデータを操作できます。データ・ウェアハウスではこの方法により、単純なデータ型変
換よりもさらに洗練された変換が可能です。また、データ・ウェアハウスでこのメカニズム
を使用してデータのクレンジングを行うこともできます。

外部表に列オブジェクトを格納することはできませんが、コンストラクタ関数を使用すると
外部表内の属性から列オブジェクトを作成できます。

注意注意注意注意 : 外部表にデータを挿入したり、外部表のレコードを更新すること
はできません。外部表は読取り専用です。
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表

外部表へのパラレル・アクセス外部表へのパラレル・アクセス外部表へのパラレル・アクセス外部表へのパラレル・アクセス
外部表のメタデータを作成すると、SQL を使用して外部データに直接またはパラレルで問合
せができます。この結果、外部表がビューとして動作するため、外部データに対する SQL
問合せが外部データをデータベースにロードすることなく実行できるようになります。

外部表へのパラレル・アクセスの程度は、標準パラレル・ヒントを使用して PARALLEL句で
指定します。外部表でパラレル化を使用すると、外部表を導出するデータ・ファイルに同時
アクセスができます。 単一のファイルに同時アクセスができるかどうかは、アクセス・ドラ
イバの実装およびアクセスされるデータ・ファイルの属性（レコードのフォーマットなど）
に依存します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 外部表、外部接続、およびディレクトリの管理の詳細は、『Oracle9i
データベース管理者ガイド』を参照してください。

� 外部表からのロードのチューニングの詳細は、『Oracle9i データベー
ス・パフォーマンス・チューニング・ガイドおよびリファレンス』を
参照してください。

� インポートおよびエクスポートの詳細は、『Oracle9i データベース・
ユーティリティ』を参照してください。

�  外部表の作成と問合せの詳細は、『Oracle9i SQL リファレンス』を参
照してください。
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ビュー
ビュービュービュービュー
ビューとは、1 つ以上の表または他のビューに含まれているデータを調整して表現したもの
です。ビューは問合せの出力を受け取り、それを表として扱います。そのためビューは、ス
トアド・クエリーまたは仮想表とみなすこともできます。多くの場合、ビューは表と同じよ
うに使用できます。 

たとえば、employees表には、いくつかの列と多数の情報行があります。ユーザーにはそ
のうちの 5 つの列または特定の行しか参照させないようにする場合は、他のユーザーがアク
セスできるようにビューを作成できます。 

図 10-5 に、実表 employeesから導出された staffというビューの例を示します。 ビュー
が、実表の 5 つの列のみを表示していることに注目してください。 

図図図図 10-5 ビューの例ビューの例ビューの例ビューの例

ビューは表から導出されるため、ビューと表には多数の類似点があります。たとえば、
ビューには表と同じように 大 1000 個の列を定義できます。ビューは問合せが可能なだけ
でなく、いくつかの制限付きでビューのデータを更新、挿入および削除できます。実際に
ビューに対して実行されるすべての操作は、そのビューの実表のデータに影響し、実表の整
合性制約とトリガーの対象になります。 

employee_id last_name job_id

hr_rep
pr_rep
ac_rep
ac_account

marvis
baer
higgins
gietz

203
204
205
206

manager_id

101
101
101
205

hire_date

07–Jun–94
07–Jun–94
07–Jun–94
07–Jun–94

salary

6500
10000
12000
8300

department_id

40
70
110
110

employee_id last_name job_id

hr_rep
pr_rep
ac_rep
ac_account

marvis
baer
higgins
gietz

203
204
205
206

manager_id

101
101
101
205

department_id

40
70
110
110

employees

staffビュー�

実表�
Table
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ビュー
ビューの格納方法ビューの格納方法ビューの格納方法ビューの格納方法
表と違い、ビューには記憶域は割り当てられず、実際にデータが格納されることもありませ
ん。ビューは、参照する表からデータを抽出または導出する問合せによって定義されます。
これらの表は実表実表実表実表と呼ばれます。実表としては、実際の表またはビュー（マテリアライズ
ド・ビューを含む）を使用できます。ビューは他のオブジェクトを基盤としているため、
データ・ディクショナリ内のビューの定義（ストアド・クエリー）以外には記憶域が必要あ
りません。 

ビューの使用方法ビューの使用方法ビューの使用方法ビューの使用方法
ビューは、実表に含まれるデータをいろいろな表現形式で表現する手段を提供します。様々
なユーザーに合せてデータの表現形式を変化させることができるため、ビューは非常に強力
な機能です。通常、ビューは次の目的で使用されます。

� 事前に定義された行や列の集合のみにアクセスを限定して、表のセキュリティ・レベル
を強化します。

たとえば、図 10-5 は、staffビューが実表 employeesの列 salaryと
commission_pctをどのように隠すかを示しています。 

� データの複雑さを隠します。

たとえば、複数の表の関連した列または行を 1 つにまとめる結合処理結合処理結合処理結合処理によって、単一の
ビューを定義できます。ただし、ビューからは、この情報が複数の表から抽出されたも
のであるということはわかりません。 

� ユーザーの文を単純化します。

たとえば、ユーザーが結合の方法を知らなくても、複数の表から情報を選択できるよう
にします。 

� 実表とは異なる視点からデータを提示します。

たとえば、ビューが基礎にしている表に影響を与えずに、ビューの列名を変更できま
す。 

注意注意注意注意 : ビューではトリガーを明示的に定義できませんが、ビューから参
照される実表に対しては定義できます。 Oracle では、ビューの論理的制約
の定義をサポートしています。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle9i SQL リファレンス』
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ビュー
� 実表の定義の変更からアプリケーションを分離します。

たとえば、ビューを定義している問合せが表の 4 つの列の中の 3 つの列を参照している
場合、たとえ 5 番目の列が追加されてもビューの定義は影響を受けないため、ビューを
使用しているすべてのアプリケーションも影響を受けません。 

� ビューなしでは表現できなかった問合せを表現します。

たとえば、GROUP BYビューと表を結合してビューを定義できます。また、UNION
ビューと表を結合してビューを定義することもできます。 

� 複雑な問合せを保存します。

たとえば、ある問合せで表情報に対して複雑な計算を実行したとします。この問合せを
ビューとして保存しておくと、そのビューに問合せを行うたびに同じ計算が実行されま
す。 

ビューのメカニズムビューのメカニズムビューのメカニズムビューのメカニズム
ビューの定義は、ビューを定義する問合せのテキストとしてデータ・ディクショナリに格納
されます。SQL 文でビューを参照すると、Oracle では次の操作が実行されます。

1. ビューを参照する文が、そのビューを定義している問合せとマージされます。

2. マージ済みの文が共有 SQL 領域内で解析されます。

3. 文が実行されます。

新しい共有 SQL 領域内のビューを参照する文は、既存の共有 SQL 領域に同様の文が含まれ
ていない場合にのみ解析されます。 したがって、ビューを使用すると、共有 SQL に対応付け
られているメモリーの使用量を減らせるという利点があります。 

ビューのグローバリゼーション・サポート・パラメータビューのグローバリゼーション・サポート・パラメータビューのグローバリゼーション・サポート・パラメータビューのグローバリゼーション・サポート・パラメータ
文字列リテラルが含まれているビューや、グローバリゼーション・サポート・パラメータを
引数として持つ SQL 関数（TO_CHAR、TO_DATEおよび TO_NUMBERなど）を評価する場
合、Oracle はセッションのグローバリゼーション・サポート・パラメータからこれらのパラ
メータのデフォルト値を取り出します。 これらのデフォルト値は、ビューの定義でグローバ
リゼーション・サポート・パラメータを明示的に指定してオーバーライドできます。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 :  GROUP BYビューおよび UNIONビューの詳細は、『Oracle9i 
SQL リファレンス』を参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : グローバリゼーション・サポートの詳細は、『Oracle9i 
Database グローバリゼーション・サポート・ガイド』を参照してくださ
い。
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ビューに対する索引の使用ビューに対する索引の使用ビューに対する索引の使用ビューに対する索引の使用
Oracle がビューに対する問合せで索引を使用するかどうかは、元の問合せがビュー定義の問
合せとマージされるときにどのように変換されるかによって決まります。 

次のビューを考えてみます。 

CREATE VIEW employees_view AS 
  SELECT employee_id, last_name, salary, location_id
    FROM employees, departments 
    WHERE employees.department_id = departments.department_id AND 
                       departments.department_id = 10; 

ここで、ユーザーは次の問合せを発行します。 

SELECT last_name 
  FROM employees_view 
  WHERE employee_id = 9876; 

Oracle によって作成される 終的な問合せは次のようになります。 

SELECT last_name 
  FROM employees, departments
  WHERE employees.department_id = departments.department_id AND 
        departments.department_id = 10 AND
        employees.employee_id = 9876; 

可能な場合、Oracle はビューに対する問合せを、そのビューを定義している問合せおよび基
礎となるビューの問合せとマージします。マージされた問合せは、ビューを参照せずに発行
された場合と同じように 適化されます。そのため、列がビュー定義で参照されても、また
はビューに対するユーザーの問合せで参照されても、参照される実表の列に対する索引を使
用できます。 

ユーザーの発行した問合せとビュー定義をマージできないこともあります。その場合は、参
照された列の索引すべてを使用できるとは限りません。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 問合せの 適化の詳細は、『Oracle9i データベース・パフォー
マンス・チューニング・ガイドおよびリファレンス』を参照してくださ
い。
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ビュー
依存性とビュー依存性とビュー依存性とビュー依存性とビュー
ビューは、他のオブジェクト（表、マテリアライズド・ビューまたは他のビュー）を参照す
る問合せによって定義されるため、参照されるオブジェクトに依存します。Oracle は、
ビューの依存性を自動的に処理します。たとえば、ビューの実表が削除された後で再作成さ
れた場合、Oracle は、新しい実表がそのビューの既存の定義と一致するかどうかを判断しま
す。

更新可能な結合ビュー更新可能な結合ビュー更新可能な結合ビュー更新可能な結合ビュー
結合ビュー結合ビュー結合ビュー結合ビューは、FROM句（結合結合結合結合）に複数の表またはビューを持ち、かつ DISTINCT、
AGGREGATION、GROUP BY、START WITH、CONNECT BYおよび ROWNUMのいずれの句も使
用せず、また集合演算（UNION ALL、INTERSECT、その他）も使用しないビューと定義さ
れます。 

更新可能な結合ビュー更新可能な結合ビュー更新可能な結合ビュー更新可能な結合ビューとは、2 つ以上の実表またはビューを含み、UPDATE、INSERTおよび
DELETEの各操作が実行可能である結合ビューです。 ビューのどの列が更新可能であるかを
示す情報は、データ・ディクショナリ・ビュー ALL_UPDATABLE_COLUMNS、DBA_
UPDATABLE_COLUMNSおよび USER_UPDATABLE_COLUMNSに含まれています。本質的に更新可
能であるためには、ビューは次の構成メンバーを含むことはできません。

� 集合演算子

� DISTINCT演算子

� 集計関数または分析関数

� GROUP BY句、ORDER BY句、CONNECT BY句および START WITH句

� SELECT構文のリストのコレクション式

� SELECT構文のリストの副問合せ

� 結合（例外あり。 詳細は、『Oracle9i データベース管理者ガイド』を参照してくださ
い。

更新可能でないビューは、INSTEAD OFトリガーを使用して変更できます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : データベースの依存性の詳細は、第 15 章「スキーマ・オブ
ジェクト間の依存性」を参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 更新可能ビューの詳細は、『Oracle9i SQL リファレンス』を参照して
ください。

� 17-12 ページ「INSTEAD OF トリガー」
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ビュー
オブジェクト・ビューオブジェクト・ビューオブジェクト・ビューオブジェクト・ビュー
Oracle オブジェクト・リレーショナル・データベースの場合、オブジェクト・ビューオブジェクト・ビューオブジェクト・ビューオブジェクト・ビューを使用
すると、リレーショナル・データを、それがオブジェクト型として格納されているかのよう
に検索、更新、挿入および削除できます。また、オブジェクト、REFおよびコレクション

（ネストした表と VARRAY）などのオブジェクト・データ型である列を持つビューを定義で
きます。 

インライン・ビューインライン・ビューインライン・ビューインライン・ビュー
インライン・ビューインライン・ビューインライン・ビューインライン・ビューは、スキーマ・オブジェクトではありません。SQL 文内でビューのよう
に使用できる、別名（相関名）を持つ副問合せです。 

たとえば、次の問合せでは、集計表 SUMTABを TIME表で定義されているインライン・
ビュー Vに結合して T.YEARを取得し、SUMTABの集計を YEARレベルにロールアップして
います。 

SELECT v.year, s.prod_name, SUM(s.sum_sales) 
FROM sumtab s, 

(SELECT DISTINCT t.month, t.year FROM time t) v 
WHERE s.month = v.month 
GROUP BY v.year, s.prod_name; 

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 第 13 章「オブジェクト・データ型とオブジェクト・ビュー」

�  『Oracle9i アプリケーション開発者ガイド - 基礎編』

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 副問合せの詳細は、『Oracle9i SQL リファレンス』を参照して
ください。
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マテリアライズド・ビュー
マテリアライズド・ビューマテリアライズド・ビューマテリアライズド・ビューマテリアライズド・ビュー
マテリアライズド・ビューマテリアライズド・ビューマテリアライズド・ビューマテリアライズド・ビューは、データの集計、計算、レプリケートおよび分配に使用できる
スキーマ・オブジェクトです。この種のビューは、データ・ウェアハウス、意思決定支援お
よび分散コンピューティングやモバイル・コンピューティングなど、様々なコンピュータ環
境に適しています。

� データ・ウェアハウスでは、マテリアライズド・ビューは、合計値や平均値など、集計
されたデータを計算して格納するために使用されます。通常、このような環境では、マ
テリアライズド・ビューには集計データが格納されるため、サマリーサマリーサマリーサマリーと呼ばれます。 ま
た、マテリアライズド・ビューは、集計操作の有無に関係なく、結合の計算にも使用で
きます。 互換性が Oracle9i 以上に設定されていると、フィルタ選択を含む問合せにマテ
リアライズド・ビューを使用できます。

コストベース 適化では、可能かつ必要な場合を自動的に認識して、マテリアライズ
ド・ビューを使用して問合せのパフォーマンスを改善できます。要求は、マテリアライ
ズド・ビューを使用するように、オプティマイザによって自動的に透過的にリライトさ
れます。その後、問合せは、基礎となるディテール表やビューではなく、マテリアライ
ズド・ビューに送られます。 

� 分散環境では、マテリアライズド・ビューは、分散サイトでデータをレプリケートし、
複数のサイトで実行される更新を競合解消方法に従って同期化するために使用されま
す。レプリカとしてのマテリアライズド・ビューは、他の方法ではリモート・サイトか
らのアクセスを必要とするデータへのローカル・アクセスを提供します。

� モバイル・コンピューティング環境では、マテリアライズド・ビューは中央のサーバー
からモバイル・クライアントにデータのサブセットをダウンロードし、中央のサーバー
から定期的にリフレッシュし、クライアントで実行された更新を中央のサーバーに伝播
させるために使用されます。

マテリアライズド・ビューは、いくつかの点で索引に似ています。 

� 記憶域を使用します。

� マスター表のデータに変更があった場合は、リフレッシュする必要があります。

� クエリー・リライトに使用すると、SQL の実行効率が改善されます。

� その存在は、SQL アプリケーションとユーザーに対して透過的です。 

索引とは異なり、マテリアライズド・ビューには、SELECT文を使用して直接アクセスでき
ます。 必要なリフレッシュのタイプによっては、INSERT、UPDATEまたは DELETE文で直接
アクセスすることも可能です。 

マテリアライズド・ビューはパーティション化できます。マテリアライズド・ビューは、そ
のパーティション表および 1 つ以上の索引上で定義できます。
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マテリアライズド・ビュー
ビューの制約定義ビューの制約定義ビューの制約定義ビューの制約定義
データ・ウェアハウス・アプリケーションは、Oracle データベースにあるマルチディメン
ションのデータを、リレーショナル・スキーマにおける参照整合性（RI）制約を特定するこ
とによって認識します。RI 制約は、各表の間での主キーや外部キーの関係を表します。
Oracle データ・ディクショナリに問い合せることにより、アプリケーションは RI 制約を認
識し、それによってデータベース内のマルチディメンションのデータを認識できるようにな
ります。 一部の環境では、スキーマの複雑性またはセキュリティ上の理由から、データベー
ス管理者はビューをファクト表およびディメンション表で定義します。 Oracle では、ビュー
を制約できます。 各ビュー間の制約定義を許可すると、データベース管理者は実表制約を
ビューに伝播できるようになり、それによってアプリケーションが制限付きの環境でもマル
チディメンションのデータを認識できるようになります。

ビューで定義できるのは、論理的な制約、つまり宣言制約であって Oracle によって規定さ
れていない制約のみです。 これらの制約の目的は、ビジネス・ルールの規定ではなく、マル
チディメンション・データを識別することです。ビューでは次の制約を定義できます。

� 主キー制約

� 一意制約

� 参照整合性制約

ビューの制約が宣言制約の場合、有効な状態は DISABLE、NOVALIDATEのみです。ただし、
ビューの制約はより洗練されたクエリー・リライトのために使用される場合があるため、
RELYまたは NORELYの状態も認められます。RELY状態にあるビューの制約は、リライト
の整合性レベルがトラステッド・モードに設定されている場合に、クエリー・リライトを許
可します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 10-28 ページ「索引」

� 第 11 章「パーティション表とパーティション索引」

� データ・ウェアハウス環境におけるマテリアライズド・ビューの詳細
は、『Oracle9i データ・ウェアハウス・ガイド』を参照してください。

注意注意注意注意 : ビューの制約定義が本質的には宣言制約であっても、ビュー上の
操作は基礎となる実表で定義された整合性制約の対象であり、ビューの制
約は実表における制約を通して施行できます。
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マテリアライズド・ビュー
マテリアライズド・ビューのリフレッシュマテリアライズド・ビューのリフレッシュマテリアライズド・ビューのリフレッシュマテリアライズド・ビューのリフレッシュ
Oracle では、マテリアライズド・ビューがマスター表の変更後にリフレッシュされ、そこに
含まれるデータがメンテナンスされます。 リフレッシュ方法には、増分リフレッシュ（高速高速高速高速
リフレッシュリフレッシュリフレッシュリフレッシュ）または完全リフレッシュがあります。高速リフレッシュ方法を使用する場
合、マスター表に対する変更はマテリアライズド・ビュー・ログマテリアライズド・ビュー・ログマテリアライズド・ビュー・ログマテリアライズド・ビュー・ログまたはダイレクト・ローダイレクト・ローダイレクト・ローダイレクト・ロー
ダー・ログダー・ログダー・ログダー・ログに記録されます。 

マテリアライズド・ビューは、必要時に、または定期的にリフレッシュできます。また、マ
スター表と同じデータベース内のマテリアライズド・ビューは、トランザクションによって
マスター表の変更がコミットされるたびにリフレッシュできます。 

マテリアライズド・ビュー・ログマテリアライズド・ビュー・ログマテリアライズド・ビュー・ログマテリアライズド・ビュー・ログ
マテリアライズド・ビュー・ログマテリアライズド・ビュー・ログマテリアライズド・ビュー・ログマテリアライズド・ビュー・ログとは、マスター表に定義されているマテリアライズド・
ビューの増分リフレッシュを実行できるように、マスター表の変更を記録するスキーマ・オ
ブジェクトです。

マテリアライズド・ビュー・ログは、それぞれ 1 つのマスター表に対応付けられています。
マテリアライズド・ビュー・ログは、マスター表と同じデータベースおよびスキーマに格納
されます。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� ウェアハウス環境におけるマテリアライズド・ビューとマテリアライ
ズド・ビュー・ログの詳細は、『Oracle9i データ・ウェアハウス・ガ
イド』を参照してください。

� レプリケーションに使用されるマテリアライズド・ビューの詳細は、
『Oracle9i レプリケーション』を参照してください。
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ディメンション
ディメンションディメンションディメンションディメンション
ディメンションは、1 対の列または列セット間の階層（親子）関係を定義します。子レベル
の値は、それぞれが親レベルの 1 つの値にのみ対応付けられます。階層関係は、ある階層レ
ベルから次のレベルへの機能上の依存関係機能上の依存関係機能上の依存関係機能上の依存関係です。 ディメンションは、列相互の論理関係のコ
ンテナで、それにはデータ記憶域は割り当てられません。 

CREATE DIMENSION文では、次の事項を指定します。 

� 複数の LEVEL句。それぞれがディメンション内の 1 列または列の集合を識別します。 

� 1 つ以上の HIERARCHY句。隣接するレベル間の親子関係を指定します。 

� オプションの ATTRIBUTE句。それぞれが個々のレベルに対応付けられている他の列ま
たは列セットを識別します。 

ディメンション内の列は、同じ表のもの（非正規化非正規化非正規化非正規化）でも複数の表のもの（完全正規化完全正規化完全正規化完全正規化また
は一部正規化一部正規化一部正規化一部正規化）でもかまいません。複数の表からの列によるディメンションを定義するに
は、HIERARCHY句の JOIN句を使用して表を接続します。 

たとえば、正規化されている time ディメンションには、date 表、month 表および year 表
と、各 date 行を month 行に、各 month 行を year 行に接続する結合条件を含めることがで
きます。完全な非正規化の time ディメンションでは、date、month および year 列はすべて
同じ表に格納されます。 正規化されているかどうかに関係なく、列相互の階層関係を
CREATE DIMENSION文で指定する必要があります。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

�  ウェアハウス環境におけるディメンションの使用方法については、
『Oracle9i データ・ウェアハウス・ガイド』を参照してください。

� ディメンションの作成については、『Oracle9i SQL リファレンス』を
参照してください。
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シーケンス・ジェネレータ
シーケンス・ジェネレータシーケンス・ジェネレータシーケンス・ジェネレータシーケンス・ジェネレータ
シーケンス・ジェネレータは、連続的な数値を生成します。また、ディスク I/O やトランザ
クション・ロックなどのオーバーヘッドを発生させずに、一意の連続的な数を生成するた
め、マルチユーザー環境では特に有効です。 たとえば、2 人のユーザーが employees表に
新しい従業員の行を同時に挿入しているとします。 順序を使用して employee_id列に一意
の従業員番号を生成すると、一方のユーザーは、他方のユーザーが従業員番号を入力するの
を待機する必要はありません。どちらのユーザーにも、順序により、正しい値が自動的に生
成されるためです。 

したがって、このシーケンス・ジェネレータによってシリアル化（2 つのトランザクション
の文が連続番号を同時に生成する必要がある状態）が低減されます。このシリアル化を避け
ることによって、トランザクションのスループットが改善され、ユーザーの待ち時間が大幅
に短縮されます。 

順序番号とは、データベース内で定義される 大 38 桁の整数です。 順序の定義には、次のよ
うに一般的な情報を指定します。 

� 順序の名前

� 昇順または降順

� 数値の増分値

� 生成される順序番号の集合をメモリー内にキャッシュするかどうか

データベースごとにすべての順序定義が、SYSTEM表領域内の単一のデータ・ディクショナ
リ表に行として格納されます。したがって、SYSTEM表領域は常時オンラインであるため、
すべての順序定義がいつでも使用できます。 

順序番号は、順序を参照する SQL 文によって使用されます。文を発行して、新しい順序番
号を生成することも、カレント順序番号を使用することもできます。ユーザーのセッション
における文が順序番号を生成すると、その特定の順序番号はそのセッションのみに使用可能
となります。 順序を参照する各ユーザーは、カレント順序番号にアクセスできます。 

順序番号は表からは独立して生成されます。そのため、同じシーケンス・ジェネレータを複
数の表に対して使用できます。順序番号の生成は、データに対して一意の主キーを自動的に
生成する場合や、複数の行または表にまたがるキーを統合する場合に有効です。 終的に
ロールバックされたトランザクションで生成されて使用された個々の順序番号はスキップさ
れます。必要に応じて、アプリケーションは、これらの順序番号を受け取って再利用するよ
うに作成することもできます。 
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シーケンス・ジェネレータ
注意注意注意注意 : すべての順序番号に対するアカウンタビリティが必要な場合、つ
まりアプリケーションが決して順序番号を紛失してはならない場合は、
Oracle の順序は使用できません。かわりに、データベースの表に順序番号
を保存する方法があります。

データベースの表を使用してシーケンス・ジェネレータを実装する際は、
注意が必要です。 シングル・インスタンスの構成においても、高頻度で順
序値を生成する際は、順序値を保存する行のロックにかかるコストに対応
付けられたパフォーマンスのオーバーヘッドが発生します。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 順序の使用がパフォーマンスに与える影響については、『Oracle9i アプ
リケーション開発者ガイド - 基礎編』を参照してください。

� CREATE SEQUENCE文の詳細は、『Oracle9i SQL リファレンス』を参
照してください。
10-26　Oracle9i データベース概要               



シノニム
シノニムシノニムシノニムシノニム
シノニムシノニムシノニムシノニムとは、表、ビュー、マテリアライズド・ビュー、順序、プロシージャ、ファンク
ションまたはパッケージに対する別名です。シノニムは単なる別名であるため、データ・
ディクショナリ内の定義以外に記憶域は必要ありません。 

シノニムは、セキュリティと便利さのために使用されます。たとえば、次のような利点があ
ります。 

� オブジェクトの名前と所有者を隠します。

� 分散データベースのリモート・オブジェクトの位置の透過性を実現します。

� データベース・ユーザー側の SQL 文を単純化します。

� ファイングレイン・アクセス・コントロールを行う際に、特化したビューに似た制限付
きのアクセスを使用可能にします。

パブリック・シノニムとプライベート・シノニムの両方を作成できます。 パブリックパブリックパブリックパブリック・シノ
ニムは、PUBLICという名前の特別なユーザー・グループが所有しており、データベースのすべ
てのユーザーがアクセスできます。プライベートプライベートプライベートプライベート・シノニムは、特定のユーザーのスキーマに
含まれており、そのユーザーが他のユーザーに対するシノニムの使用許可を制御します。 

シノニムは、分散システム内の位置を含めて、基礎になるオブジェクトの識別を隠すため、
分散データベース環境でもそれ以外の環境でもきわめて役立ちます。基礎となるオブジェク
トを改名または移動する必要がある場合、シノニムのみを再定義すればよいので便利です。
シノニムに基づくアプリケーションは、今後も変更なしに機能し続けることができます。 

また、分散データベース・システム内のユーザーのために、シノニムによって SQL 文を単
純化できます。実表の識別を隠したり、SQL 文の複雑さを低減するために、データベース管
理者はパブリック・シノニムを作成する場合があります。その理由と作成方法を次の例で説
明します。この例では、次のような状況を想定します。 

� ユーザー JWARDが所有するスキーマ内に SALES_DATAという表があります。 

� SALES_DATA表に対する SELECT権限が PUBLICに付与されています。 

ここで、データベースのユーザーが、次のような SQL 文を使用して SALES_DATA表を問い
合せます。 

SELECT * FROM jward.sales_data; 

問合せを実行するには、表を含むスキーマと表の名前の両方を含める必要があることに注意
してください。 

データベース管理者が次の SQL 文によって、パブリック・シノニムを作成するとします。 

CREATE PUBLIC SYNONYM sales FOR jward.sales_data; 
スキーマ・オブジェクト 10-27



索引
パブリック・シノニムが作成されると、ユーザーは、次のような単純な SQL 文で SALES_
DATA表を問い合せることができます。 

SELECT * FROM sales; 

パブリック・シノニム SALESは、表 SALES_DATAの名前とその表を含むスキーマ名を隠し
ていることに注意してください。 

索引索引索引索引
索引は、表とクラスタに対応付けるオプションの構造体です。 表の 1 つ以上の列に索引を作
成し、その表に対する SQL 文の実行を高速化できます。このマニュアルでも、索引を使用
すると特定の情報をすばやく見つけることができます。同様に、Oracle の索引を使用すると
表データに高速にアクセスできます。適切に使用すると、索引はディスク I/O を低減する基
本的な手段になります。 

表には、列の組合せが索引ごとに異なる限り、いくつもの索引を作成できます。列の組合せ
を個別に指定すると、同じ列を使用して複数の索引を作成できます。たとえば、次の文では
有効な組合せを指定しています。 

CREATE INDEX employees_idx1 ON employees (last_name, job_id); 
CREATE INDEX employees_idx2 ON employees (job_id, last_name); 

表の 1 列のみを参照する索引がすでに存在している場合、この種の索引は作成できません。 

Oracle は、パフォーマンスの機能性を補足する複数の索引体系を提供しています。 

� B ツリー索引

� B ツリークラスタ索引

� ハッシュ・クラスタ索引

� 逆キー索引

� ビットマップ索引

� ビットマップ・ジョイン・インデックス

また、アプリケーションまたはカートリッジ固有のファンクション・ベース索引やドメイン
索引もサポートしています。 

索引の有無によって、SQL 文の表現を変更する必要はありません。索引は、単なるデータへ
の高速なアクセス・パスです。実行のスピードにのみ影響を与えます。索引の付いたデータ
値では、索引はその値を含んでいる行の位置を直接示すポインタとして機能します。 

索引は、関連する表のデータから論理的にも物理的にも独立しています。索引は、実表や他
の索引に影響を及ぼさずにいつでも作成または削除できます。索引を削除しても、すべての
アプリケーションは機能を続けます。ただし、索引設定されていたデータへのアクセスは低
速になる場合があります。索引は独立した構造体であるため、記憶域を必要とします。 
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作成された索引は、Oracle によって自動的にメンテナンスされ、使用されます。行の新規追
加、更新または削除など、データに対する変更は、関連するすべての索引に自動的に反映さ
れ、ユーザーによる操作は不要です。 

新たにいくつかの行が挿入されても、索引付きのデータ検索のパフォーマンスはほとんど一
定です。ただし、表に対して数多くの索引が存在すると、更新、削除および挿入のパフォー
マンスは低下します。これは、表に関連する索引も更新する必要があるためです。 

オプティマイザは、既存の索引を使用して別の索引を作成できます。この結果、索引作成が
はるかに高速になります。 

一意索引と非一意索引一意索引と非一意索引一意索引と非一意索引一意索引と非一意索引
索引索引索引索引には、一意索引と非一意索引の 2 種類があります。一意索引によって、キー列（1 つま
たは複数）に重複値を持つ行が複数存在しないことが保証されます。非一意索引の場合は、
列値にこのような制限はありません。

一意索引は、表の一意制約を有効にして作成するのではなく、明示的に作成することをお薦
めします。

そのかわりに、必要な列に対して一意制約を定義できます。 Oracle は、一意キーに対して自
動的に一意索引を定義して、一意制約を規定します。ただし、一意索引を含む、問合せのパ
フォーマンスのために存在する索引は、明示的に作成することをお薦めします。

コンポジット索引コンポジット索引コンポジット索引コンポジット索引
コンポジット索引コンポジット索引コンポジット索引コンポジット索引（連結索引連結索引連結索引連結索引とも呼ばれる）は、表の中の複数の列に対して作成される索引で
す。コンポジット索引を構成する複数の列は、どんな順序で指定してもかまいません。また、
コンポジット索引の列は表の中で隣接している必要もありません。 

SELECT文の WHERE句でコンポジット索引のすべての列または列の先頭部分を参照する場
合には、コンポジット索引によってデータの検索速度を向上させることができます。そのた
め、定義で使用する列の順序は重要です。通常、 も頻繁にアクセスされる列または も選
択的な列が 初になります。 

図 10-6 は、VENDOR_IDおよび PART_NO列にコンポジット索引を設定した VENDOR_PARTS
表を示しています。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 一意索引を明示的に作成する方法については、『Oracle9i デー
タベース管理者ガイド』を参照してください。
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図図図図 10-6 コンポジット索引の例コンポジット索引の例コンポジット索引の例コンポジット索引の例

通常のコンポジット索引は、 大 32 列で形成されます。 ビットマップ索引の場合、列の 大
数は 30 です。キー値は、データ・ブロック内の使用可能データ領域のおよそ 2 分の 1（オー
バーヘッド分を差し引いたもの）を超えることはできません。

索引とキー索引とキー索引とキー索引とキー
索引索引索引索引とキーキーキーキーという用語は同じ意味で使用されることがありますが、これらの用語には違いが
あります。索引索引索引索引は、データベース内に実際に格納される構造体であり、ユーザーは SQL 文を使
用して作成、変更および削除します。作成された索引により、表データへの高速なアクセス・
パスが提供されます。一方、キーキーキーキーは厳密に論理的な概念です。キーは、整合性制約に対応して
います。これは、データベースのビジネス・ルールを規定する Oracle のもう 1 つの機能で
す。 

Oracle では索引を使用して一部の整合性制約を規定するため、キーと索引という 2 つの用語
はよく同じ意味で使用されます。ただし、これらの用語を混同しないでください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : コンポジット索引の使用方法の詳細は、『Oracle9i データベー
ス・パフォーマンス・チューニング・ガイドおよびリファレンス』を参照
してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 第 21 章「データ整合性」

VENDOR_PARTS
VEND ID PART NO UNIT COST

.25

.39
4.95

.27
5.10
1.33
1.19
5.28

10–440
10–441

457
10–440

457
08–300
08–300

457

1012
1012
1012
1010
1010
1220
1012
1292

連結索引�
（複数列を持つ索引）�
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索引と索引と索引と索引と NULL
索引内に複数の NULL値を持つ行が存在する場合、それぞれの行は別個のものと見なされま
す。ただし、索引内に NULLでない同一の値を持つ行が 2 行以上存在する場合は、それらの
行は同一と見なされます。したがって、一意索引では、NULL値を含む行は同一のものとし
て扱われなくなります。 この規則は、NULL以外の値が存在しない場合、つまり、行全体が
NULLの場合には適用されません。 

表のうち、すべてのキー列が NULLの表の行には索引は設定されません。ただし、ビット
マップ索引の場合や、クラスタ・キーの列値が NULLの場合は例外です。

ファンクション・ベース索引ファンクション・ベース索引ファンクション・ベース索引ファンクション・ベース索引
表に索引を設定する場合、その表の 1 つ以上の列を含むファンクションと式について、索引
を作成できます。 ファンクション・ベース索引ファンクション・ベース索引ファンクション・ベース索引ファンクション・ベース索引では、ファンクションや式の値が計算され、
索引に格納されます。ファンクション・ベース索引は、B ツリーまたはビットマップ索引と
して作成できます。 

索引作成に使用するファンクションには、算術式あるいは PL/SQL ファンクション、パッ
ケージ・ファンクション、C コールアウトまたは SQL ファンクションを含む式を使用でき
ます。 式に集計関数を含むことはできず、DETERMINISTICにする必要があります。オブ
ジェクト型を含む列の索引を作成する場合は、マップ・メソッドなど、そのオブジェクトの
メソッドをファンクションとして使用できます。 ただし、LOB列、REFまたはネストした表
の列には、ファンクション・ベース索引を作成できません。また、オブジェクト型に LOB、
REFまたはネストした表が含まれる場合も作成できません。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 10-50 ページ「ビットマップ索引と NULL」

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 「ビットマップ索引」

� ファンクション・ベース索引の使用方法の詳細は、『Oracle9i データ
ベース・パフォーマンス・チューニング・ガイドおよびリファレン
ス』を参照してください。
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ファンクション・ベース索引の使用方法ファンクション・ベース索引の使用方法ファンクション・ベース索引の使用方法ファンクション・ベース索引の使用方法
ファンクション・ベース索引は、WHERE句にファンクションを含む文を効率的に評価するメ
カニズムを提供します。式の値は計算されて、索引に格納されます。ただし、INSERT文と
UPDATE文の処理中には、文を処理するために従来どおりファンクションを評価する必要が
あります。 

たとえば、次の索引を作成する場合を考えます。 

CREATE INDEX idx ON table_1 (a + b * (c - 1), a, b); 

これにより、次のような問合せを処理するときに、この索引を使用できます。 

SELECT a FROM table_1 WHERE a + b * (c - 1) < 100; 

UPPER(column_name)または LOWER(column_name)でファンクション・ベース索引を定
義すると、大文字 / 小文字区別の検索が容易になります。たとえば、次の索引があります。 

CREATE INDEX uppercase_idx ON employees (UPPER(first_name)); 

この索引により、次のような問合せの処理が容易になります。 

SELECT * FROM employees WHERE UPPER(first_name) = 'RICHARD'; 

また、ファンクション・ベース索引は、SQL 文に効率的な言語照合機能を提供するグローバ
リゼーション・サポート・ソート索引にも使用できます。 

ファンクション・ベース索引による 適化ファンクション・ベース索引による 適化ファンクション・ベース索引による 適化ファンクション・ベース索引による 適化
オプティマイザを使用するには、ファンクション・ベース索引に関する統計を収集する必要
があります。この統計がないと、SQL 文の処理に索引を使用できません。ルールベース 適
化には、ファンクション・ベース索引は使用されません。 

コストベース 適化では、WHERE句の式による問合せに、ファンクション・ベース索引に対
する索引レンジ・スキャンを使用できます。たとえば、次の問合せでは、 

SELECT * FROM t WHERE a + b < 10; 

a+bの索引が作成されていれば、オプティマイザは索引レンジ・スキャンを使用できます。
レンジ・スキャンのアクセス・パスは、述語（WHERE句）の選択性が低い場合に特に便利で
す。また、式がファンクション・ベース索引で具象化されていると、より正確な式を必要と
する述語の選択性をオプティマイザで見積ることができます。 

オプティマイザは、SQL 文の式を解析し、文の式ツリーとファンクション・ベース索引を比
較して、式のマッチングを実行します。この比較は大文字 / 小文字が区別され、ブランクは
無視されます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 言語索引の詳細は、『Oracle9i Database グローバリゼーショ
ン・サポート・ガイド』を参照してください。
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ファンクション・ベース索引の依存性ファンクション・ベース索引の依存性ファンクション・ベース索引の依存性ファンクション・ベース索引の依存性
ファンクション・ベース索引は、その索引を定義している式に使用されたファンクションに
依存しています。ファンクションが PL/SQL ファンクションまたはパッケージ・ファンク
ションの場合は、ファンクションの仕様に変更があると索引は使用禁止になります。 

ファンクション・ベース索引の定義には、PL/SQL ファンクション DETERMINISTICを使用
する必要があります。 索引所有者には、定義するファンクションに対する EXECUTE権限が
必要です。 EXECUTE権限が取り消されると、ファンクション・ベース索引に DISABLED
マークが設定されます。

索引の格納方法索引の格納方法索引の格納方法索引の格納方法
索引を作成すると、索引のデータを保持するための索引セグメントが表領域内に自動的に割
り当てられます。索引セグメントへの領域の割当てと、確保された領域の使用は、次の方法
で制御できます。 

� 索引セグメントのエクステントの割当ては、その索引セグメントに対して記憶域パラ
メータを設定すると制御できます。 

� 索引セグメントのエクステントを構成するデータ・ブロック内の空き領域は、その索引
セグメントの PCTFREEパラメータを設定すると制御できます。 

索引セグメントの表領域は、所有者のデフォルト表領域または CREATE INDEX文で指定さ
れた表領域です。索引を、その索引に対応する表と同じ表領域に格納する必要はありませ
ん。また、Oracle では索引と表のデータの両方をパラレルにして検索できるため、索引とそ
の索引に対応する表をそれぞれ別のディスク・ドライブ上の異なる表領域内に格納すると、
問合せのパフォーマンスが向上します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 統計収集の詳細は、『Oracle9i データベース・パフォーマン
ス・チューニング・ガイドおよびリファレンス』を参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� PL/SQL ファンクション DETERMINISTICの詳細は、『Oracle9i データ
ベース・パフォーマンス・チューニング・ガイドおよびリファレン
ス』を参照してください。

� ファンクション・ベース索引の依存性と権限の詳細は、15-8 ページの
「ファンクション・ベース索引の依存性」を参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 22-15 ページ「ユーザー表領域の設定と割当て制限」
スキーマ・オブジェクト 10-33



索引
索引ブロックの形式索引ブロックの形式索引ブロックの形式索引ブロックの形式
索引データに対して使用可能な領域は、Oracle ブロック・サイズから、ブロック・オーバー
ヘッド、エントリ・オーバーヘッド、ROWID および索引を付ける値 1 つ当たり 1 バイトの
合計を引いたものです。索引ブロックのオーバーヘッドに必要なバイト数は、オペレーティ
ング・システムによって異なります。 

索引の作成時には、索引を付ける列がフェッチされてソートされます。次に、各行について
ROWID と索引値が一緒に格納されます。その後、索引が一番下から順にロードされます。
たとえば、次の文を考えてみます。 

CREATE INDEX employees_last_name ON employees(last_name); 

Oracle は last_name列に基づいて employees表をソートし、このソート順に、last_
nameとそれに対応する ROWID という形で索引をロードします。 索引を使用する場合、
Oracle は、ソートされた last_name値を迅速に検索し、その値に対応する ROWID 値を使
用して、求める last_name列を持つ行を見つけます。 

Oracle は CREATE INDEX文のキーワードとして ASC、DESC、COMPRESSおよび
NOCOMPRESSを受け入れますが、これらのキーワードは、後方圧縮を使用してリーフ・ノー
ドではなくブランチ・ノードに格納されている索引データには作用しません。 

索引の内部構造索引の内部構造索引の内部構造索引の内部構造
Oracle は、索引の格納に B ツリーを使用して、データ・アクセスを高速化します。 索引がな
い場合は、データの順次スキャンを行って値を検索する必要があります。 行数が n の場合、
検索される行数の平均は n/2 になります。 当然、データの量が多くなるほど、あまり正確な
結果は得られません。

ブロック幅範囲（リーフ・ブロック）に分割されている、順序付けされた値リストを考えて
みます。 範囲のエンド・ポイントはブロックへのポインタとともに検索ツリーに格納できる
ため、n エントリのログ（n）タイムで値を検索できます。これが Oracle 索引の基本原理で
す。

図 10-7 に、B ツリー索引の構造を示します。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 索引ブロックのオーバーヘッドの詳細は、オペレーティング・
システム固有の Oracle マニュアルを参照してください。
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図図図図 10-7 B ツリー索引の内部構造ツリー索引の内部構造ツリー索引の内部構造ツリー索引の内部構造

B ツリー索引の上位ブロック（ブランチ・ブロックブランチ・ブロックブランチ・ブロックブランチ・ブロック）には、下位レベルの索引ブロックを指す
索引データが含まれます。 下位レベルの索引ブロック（リーフ・ブロックリーフ・ブロックリーフ・ブロックリーフ・ブロック）には、すべての
索引対象のデータ値と、実際の行を検出するための ROWID が含まれます。リーフ・ブロック
は二重にリンクされます。文字データを持つ列の索引は、データベース・キャラクタ・セット
における文字のバイナリ値を基盤にしています。 

一意索引の場合、データ値ごとに ROWID が 1 つ存在します。非一意索引の場合、ROWID
はソートするためのキーに含まれるため、非一意索引は索引キーと ROWID によってソート
されます。クラスタ索引を除いて、NULL のみを含んでいるキーに索引は定義できません。
2 つの行に NULL のみを含めても、一意索引には違反しません。 
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索引のプロパティ索引のプロパティ索引のプロパティ索引のプロパティ
ブロックには 2 つの種類があります。

� 検索用のブランチ・ブロック

� 値を格納するリーフ・ブロック

ブランチ・ブロックブランチ・ブロックブランチ・ブロックブランチ・ブロック  ブランチ・ブロックには次のものが格納されます。

� 2 つのキーの分岐を決定する際に必要な、 小のキー接頭辞

� キーを含む子ブロックへのポインタ

ブロックに n 個のキーがある場合、n+1 個のポインタがあります。キーおよびポインタの数
は、ブロックのサイズによって制限されます。

リーフ・ブロックリーフ・ブロックリーフ・ブロックリーフ・ブロック  リーフ・ブロックはすべて、ルート・ブランチ・ブロックからの深さが
同じになります。リーフ・ブロックには次のものが格納されます。

� すべての行の完全なキー値

� 表の行の ROWID

キーと ROWIDのペアはすべて、左右の兄弟関係にリンクされています。 これらは（キー、
ROWID）によってソートされます。

B ツリー構造の利点ツリー構造の利点ツリー構造の利点ツリー構造の利点
B ツリー構造の利点は、次のとおりです。 

� ツリーのすべてのリーフ・ブロックは同じ深さであるため、索引内のどの位置にあるレ
コードを検索する場合にも、所要時間はほぼ同じになります。 

� B ツリー索引は自動的にバランスが保たれます。 

� 平均して、B ツリーのすべてのブロックの 4 分の 3 が満たされます。 

� 完全一致や範囲検索など、広範囲な問合せに対して、B ツリーは優れた検索パフォーマ
ンスを提供します。 

� 挿入、更新および削除が効率的で、高速検索のためにキー順序が維持されます。 

� B ツリーのパフォーマンスは、小さな表と大きな表のどちらでも優れているため、表の
サイズが大きくなっても低下しません。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : B ツリー索引の詳細は、コンピュータ・サイエンスのドキュ
メントを参照してください。
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索引の検索方法索引の検索方法索引の検索方法索引の検索方法

索引の一意スキャン索引の一意スキャン索引の一意スキャン索引の一意スキャン
索引の一意スキャンは、データへの も効率的なアクセス方法の 1 つです。このアクセス方
法は、B ツリー索引からデータを戻す際に使用されます。 一意（B ツリー）索引のすべての
列が等価条件で指定されると、オプティマイザは一意スキャンを選択します。

索引の一意スキャンの手順索引の一意スキャンの手順索引の一意スキャンの手順索引の一意スキャンの手順  

1. ルート・ブロックから開始します。

2. >= 値となる 小のキーのブロック・キーを検索します。

3. キー > 値の場合、このキーの前のリンクをたどって子ブロックに到達します。 

4. キー = 値の場合、このリンクをたどって子ブロックに到達します。

5. 手順 2 で >= 値となるキーがなかった場合、ブロック内で 上位となるキーの後のリン
クをたどります。

6. 子ブロックがブランチ・ブロックの場合、手順 2 から手順 4 を繰り返します。

7. = 値となるキーのリーフ・ブロックを検索します。

8. キーが見つかった場合は、ROWIDを戻します。  

9. キーが見つからない場合は、行は存在しません。

図 10-8 に、索引の一意スキャンの例を示します。下の解説はこの図の説明です。
スキーマ・オブジェクト 10-37



索引
図図図図 10-8 索引の一意スキャンの例索引の一意スキャンの例索引の一意スキャンの例索引の一意スキャンの例

Patrick を検索する場合。

� ルート・ブロックでは、Rh が >= Patrick となる 小のキーです。

� Rh の前のリンクをたどって、ブランチ・ブロック（Mo、P、Ph）に到達します。

� このブロックでは、Ph が >= Patrick となる 小のキーです。

� Ph の前のリンクをたどって、リーフ・ブロック（Pablo、Patrick、Paula、Peter）に到
達します。

� このブロックで、Patrick = Patrick のキーを探します。

� Patrick = Patrick が見つかった場合は、(KEY, ROWID) を戻します。

Meg を検索する場合。

� ルート・ブロックでは、Rh が >= Meg となる 小のキーです。

� Rh の前のリンクをたどって、ブランチ・ブロック（Mo、P、Ph）に到達します。

� このブロックでは、Mo が >= Meg となる 小のキーです。

� Mo の前のリンクをたどって、リーフ・ブロック（Luis、...、May、Mike）に到達しま
す。
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� このブロックで、キー = Meg を探します。

� キー = Meg が見つからない場合は、行は戻しません。

索引レンジ・スキャン索引レンジ・スキャン索引レンジ・スキャン索引レンジ・スキャン
索引レンジ・スキャンは、選択的なデータにアクセスする際の一般的な操作です。これは境
界（両側に境界あり）または非有界（片側または両側）になります。データは、索引列の昇
順で戻されます。値が同一の複数行は、ROWIDによって昇順でソートされます。

索引レンジ・スキャンの動作索引レンジ・スキャンの動作索引レンジ・スキャンの動作索引レンジ・スキャンの動作  索引レンジ・スキャンは一意索引と非一意索引の両方に行わ
れます。B ツリーの非一意索引は、一意の B ツリー索引と同一です。ただし、同じキーには
複数の値を認めます。

レンジ・スキャンでは、等価条件を指定できます。 次に例を示します。

� 名前 = 'ALEX' - スタート・キー = 'ALEX', エンド・キー = 'ALEX'

または、スタート・キーとエンド・キーで境界付けた間隔を指定します。 次に例を示します。

� 名前 LIKE 'AL%' - スタート・キー = 'AL, エンド・キー < 'AM'

� 100 と 120の間の order_id - スタート・キー = 100, エンド・キー = 120

または、スタート・キーかエンド・キーのどちらか一方のみを指定します（非有界レンジ・
スキャンの場合）。 次に例を示します。

� order_book_date > SYSDATE - 30（先月受けた注文）

� employee_hire_date < SYSDATE - 3650 （勤続 10 年以上の従業員）

図 10-9 に、境界レンジ・スキャンの例を示します。下の解説はこの図の説明です。
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索引
図図図図 10-9 境界レンジ・スキャンの例境界レンジ・スキャンの例境界レンジ・スキャンの例境界レンジ・スキャンの例

境界レンジ・スキャンの手順境界レンジ・スキャンの手順境界レンジ・スキャンの手順境界レンジ・スキャンの手順  

1. ルート・ブロックから開始します。

2. >= スタート・キーとなる 小のキーのブロック・キーを検索します。

3. キー > スタート・キーの場合、このキーの前のリンクをたどって子ブロックに到達しま
す。 

4. キー = スタート・キーの場合、このリンクをたどって子ブロックに到達します。

5. 手順 2 で >= スタート・キーとなるキーがなかった場合、ブロック内で 上位となる
キーの後のリンクをたどります。

6. 子ブロックがブランチ・ブロックの場合、手順 2 から手順 4 を繰り返します。

7. >= スタート・キーとなる 小のキーのリーフ・ブロック・キーを検索します。

8. キー <= エンド・キーの場合は、次のとおりです。

� キー列が WHERE句の条件すべてを満たす場合、（値、ROWID）を戻します。

� リンクを右にたどります。
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索引
このレンジ・スキャンでは、リーフ・ノードがすべて左から右へリンクされるという事実を
利用しています。手順 7 では、表に ROWIDでアクセスする前に、索引列に追加のフィルタ
条件を適用できます。

左側に境界のある（右側は非有界の）レンジ・スキャンも、同様に開始されます。ただし、
エンドポイントはチェックされません。右端のリーフ・キーに到達するまで、スキャンが続
けられます。

右側に境界のあるレンジ・スキャンは、索引ツリーを横断して左端のリーフ・キーに達した
後、キー >= 指定された条件となるキーに到達するまで手順 6 および手順 7 の手順を繰り返
します。

非一意の B ツリー索引を使用したレンジ・スキャンで、Nancy を検索する場合。

� スタート・キー =Nancy、エンド・キー <Nancy とします。

� ルート・ブロックでは、Rh が >= スタート・キーとなる 小のキーです。

� Rh の前のリンクをたどって、ブランチ・ブロック（N、P、Ph）に到達します。

� このブロックでは、P が >= スタート・キーとなる 小のキーです。

� P の前のリンクをたどって、リーフ・ブロック（Nancy、...、Nicole、Norm）に到達し
ます。

� このブロックでは、Nancy が >= スタート・キーとなる 小のキーです。

� Nancy<= エンド・キーであるため、(KEY、ROWID) を戻します。

� 次のキーも Nancy<= エンド・キーなので、(KEY、ROWID) を戻します。

� 次のキーも Nancy<= エンド・キーなので、(KEY、ROWID) を戻します。

� 次のキーは Nicole > エンド・キーなので、レンジ・スキャンを終了します。

P% を検索する場合。

� スタート・キー =P、エンド・キー <Q とします。

� ルート・ブロックでは、Rh が >= スタート・キーとなる 小のキーです。

� Rh の前のリンクをたどって、ブランチ・ブロック（N、P、Ph）に到達します。

� このブロックでは、P が = スタート・キーとなる 小のキーです。

� このリンクをたどって、リーフ・ブロック（Pablo、...、Peter）に到達します。

� このブロックでは、Pablo が >= スタート・キーとなる 小のキーです。

� Pablo<= エンド・キーであるため、(KEY、ROWID) を戻します。

� 次のキーは Paula<= エンド・キーなので、(KEY、ROWID) を戻します。

� 次のキーも Paula<= エンド・キーなので、(KEY、ROWID) を戻します。

� 次のキーは Phil<= エンド・キーなので、(KEY、ROWID) を戻します。
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� 次のキーは Pierre<= エンド・キーなので、(KEY、ROWID) を戻します。

� 次のキーは Rachel> エンド・キーなので、レンジ・スキャンを終了します。

索引レンジ・スキャン降順索引レンジ・スキャン降順索引レンジ・スキャン降順索引レンジ・スキャン降順

境界降順レンジ・スキャンの手順境界降順レンジ・スキャンの手順境界降順レンジ・スキャンの手順境界降順レンジ・スキャンの手順  降順レンジ・スキャンの場合（通常のレンジ・スキャン
と同様）、等価条件または間隔を指定します。

1. ルート・ブロックから開始します。

2. <= エンド・キーとなる 大のキーのブロック・キーを検索します。

3. リンクをたどって子ブロックに到達します。

4. 手順 2 で <= エンド・キーとなるキーがなかった場合、ブロック内で 下位となるキー
の前のリンクをたどります。

5. 子ブロックがブランチ・ブロックの場合、手順 2 から手順 4 を繰り返します。

6. <= エンド・キーとなる 大のキーのリーフ・ブロック・キーを検索します。

7. キー >= スタート・キーの場合は、次のとおりです。

� キー列が WHERE句の条件すべてを満たす場合、（値、ROWID）を戻します。

� リンクを左にたどります。

このレンジ・スキャンでは、リーフ・ノードがすべて右から左へリンクされるという事実を
利用しています。

図 10-10 に、境界レンジ・スキャンの例を示します。下の解説はこの図の説明です。
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索引
図図図図 10-10 非一意の非一意の非一意の非一意の B ツリー索引を使用したレンジ・スキャンの例ツリー索引を使用したレンジ・スキャンの例ツリー索引を使用したレンジ・スキャンの例ツリー索引を使用したレンジ・スキャンの例

Nancy を検索する場合。

� スタート・キー =Nancy、エンド・キー <Nancy とします。

� ルート・ブロックでは、Lu が <= エンド・キーとなる 大のキーです。

� リンクをたどって、ブランチ・ブロック（N、P、Ph）に到達します。

� このブランチ・ブロックでは、N が <= エンド・キーとなる 大のキーです。

� N の後のリンクをたどって、リーフ・ブロック（Nancy、...、Nicole、Norm）に到達し
ます。

� このリーフ・ブロックでは、Nancy が <= エンド・キーとなる 大のキーです。

� Nancy>= スタート・キーなので、(KEY、ROWID) を戻します。

� その前のキーも Nancy>= スタート・キーなので、(KEY、ROWID) を戻します。

� その前のキーも Nancy>= スタート・キーなので、(KEY、ROWID) を戻します。

� その前のキーは Mike< スタート・キーなので、レンジ・スキャンを終了します。

P% を検索する場合。

� スタート・キー =P、エンド・キー <Q とします。
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� ルート・ブロック・キーでは、Lu が <= エンド・キーとなる 大のキーです。

� リンクをたどって、ブランチ・ブロック（N、P、Ph）に到達します。

� このブランチ・ブロックでは、Ph が <= エンド・キーとなる 大のキーです。

� リンクをたどって、リーフ・ブロック（Phil、 ...、Raoul）に到達します。

� このリーフ・ブロックでは、Pierre が <= エンド・キーとなる 大のキーです。

� Pierre>= スタート・キーであるため、(KEY、ROWID) を戻します。

� その前のキーは Phil>= スタート・キーなので、(KEY、ROWID) を戻します。

� その前のキーは Peter>= スタート・キーなので、(KEY、ROWID) を戻します。

� その前のキーは Paula>= スタート・キーなので、(KEY、ROWID) を戻します。

� その前のキーは Pablo>= スタート・キーなので、(KEY、ROWID) を戻します。

� その前のキーは Norm< スタート・キーなので、レンジ・スキャンを終了します。

キー圧縮キー圧縮キー圧縮キー圧縮
キー圧縮により、索引または索引構成表内で主キーの列値の各部を圧縮し、繰り返される値
による記憶域のオーバーヘッドが低減します。 

通常、索引のキーには、グループ化要素および一意要素という 2 つの要素があります。一意
要素を持つようにキーを定義しなければ、グループ化要素に ROWID を追加して一意要素を
提供します。キー圧縮は、複数の一意要素で共有できるように、グループ化要素を分割し、
格納する方法です。 

接頭辞エントリと接尾辞エントリ接頭辞エントリと接尾辞エントリ接頭辞エントリと接尾辞エントリ接頭辞エントリと接尾辞エントリ
キー圧縮により、索引キーが接頭辞エントリ（グループ化要素）と接尾辞エントリ（一意要
素）に分割されます。圧縮するために、接頭辞エントリが索引ブロック内の接尾辞エントリ
間で共有されます。圧縮されるのは、B ツリー索引のリーフ・ブロックのキーのみです。ブ
ランチ・ブロックの場合、キーの接尾辞は切り捨てることができますが、キーは圧縮されま
せん。 

キー圧縮は、複数の索引ブロック間ではなく、1 つの索引ブロック内で実行されます。接尾
辞エントリは、索引行の圧縮版を形成します。各接尾辞エントリは、同じ索引ブロックに格
納されている接頭辞エントリを参照します。 

デフォルトで、接頭辞は、 終列を除く、すべてのキー列で構成されます。たとえば、3 列
(column1, column2, column3) からなるキーの場合、デフォルトの接頭辞は (column1, 
column2) です。値リスト (1,2,3)、(1,2,4)、(1,2,7)、(1,3,5)、(1,3,4)、(1,4,4) の場合は、接頭辞
内で重複する (1,2)、(1,3) が圧縮されます。

また、接頭辞の長さは、接頭辞に含まれる列数として指定できます。たとえば、接頭辞の長
さを 1 と指定すると、その接頭辞は column1、接尾辞は (column2, column3) となります。
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値リスト (1,2,3)、(1,2,4)、(1,2,7)、(1,3,5)、(1,3,4)、(1,4,4) の場合は、接頭辞内で重複する 1
が圧縮されます。 

非一意索引の接頭辞の 大長はキー列の数であり、一意索引の接頭辞の 大長は、キー列の
数から 1 を差し引いた値です。 

接頭辞エントリは、それと等しい値を持つ接頭辞エントリが索引ブロックに含まれていない
場合にのみ、索引ブロックに書き込まれます。接頭辞エントリは、索引ブロックに書き込ま
れた直後から共有可能になり、 後に削除した参照側の接尾辞エントリが索引ブロックから
消去されるまで使用可能のままです。 

パフォーマンスと記憶域に関する考慮事項パフォーマンスと記憶域に関する考慮事項パフォーマンスと記憶域に関する考慮事項パフォーマンスと記憶域に関する考慮事項
キー圧縮を使用すると、領域が大幅に節約になり、索引ブロック当りで格納できるキー数が
増え、I/O が減少してパフォーマンスが向上します。 

ただし、索引の記憶域必要量は減少しますが、索引スキャン中にキー列値を再構築するため
の CPU タイムが増大することがあります。また、各接頭辞エントリには、対応する 4 バイ
トのオーバーヘッドが生じるため、記憶域のオーバーヘッドが大きくなります。 

キー圧縮の使用方法キー圧縮の使用方法キー圧縮の使用方法キー圧縮の使用方法
キー圧縮は、次のように様々な状況で役立ちます。 

� 通常の非一意索引の場合、重複キーが格納されて ROWID がキーに追加され、重複行が
分割されます。キー圧縮を使用すると、重複キーは ROWID を除き接頭辞エントリとし
て索引ブロックに格納されます。残りの行は、ROWID のみからなる接尾辞エントリで
す。 

� これと同じ動作は、（stock_ticker, transaction_time）など、（項目項目項目項目、タイム・スタイム・スタイム・スタイム・ス
タンプタンプタンプタンプ）形式のキーを持つ一意索引にも見られます。多数の行が同じ stock_ticker
値を持ち、transaction_timeによって一意性が保たれます。特定の索引ブロックで
は、stock_ticker値が接頭辞エントリとして一度だけ格納されます。索引ブロック
の他のエントリでは、transaction_time値が共通の stock_ticker接頭辞エント
リを参照する接尾辞エントリとして格納されます。 

� VARRAYまたは NESTED TABLEデータ型を含む索引構成表の場合は、コレクション・
データ型の要素ごとにオブジェクト ID（OID）が繰り返されます。キー圧縮を使用する
と、重複する OID 値を圧縮できます。 

ただし、キー圧縮を使用できない場合があります。 たとえば、単一の属性キーを持つ一意索
引の場合、一意要素はありますが、共有するグループ化要素がないため、キー圧縮は使用で
きません。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 10-56 ページ「索引構成表」
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逆キー索引逆キー索引逆キー索引逆キー索引
逆キー索引逆キー索引逆キー索引逆キー索引を作成する場合は、標準の索引とは違って、列の順序は保ちながら、索引が定義
されている各列（ROWID を除く）のバイトを逆にします。 索引に対する変更が少数のリー
フ・ブロックに集中する Oracle9i Real Application Clusters では、この機能によりパフォー
マンスの低下を防ぐことができます。索引のキーを逆にすることにより、挿入値は索引の
リーフ・キー全体に分散されます。 

逆キーを使用すると、その索引に対する索引レンジ・スキャンは実行できなくなります。逆
キー索引では辞書的に連続しているキーが隣接して格納されないため、キー指定フェッチま
たは全索引（表）スキャンしか実行できません。 

状況によっては、逆キー索引を使用する方が、OLTP の Oracle9i Real Application Clusters
アプリケーションが高速になることもあります。 たとえば、電子メール・アプリケーション
でメール・メッセージの索引を保存する場合、ユーザーが古いメッセージを保存していれ
ば、索引はそれらのメッセージに対するポインタも、 新のメールに対するポインタと同様
にメンテナンスする必要があります。 

REVERSEキーワードは、逆キー索引を作成するための簡単なメカニズムを備えています。 
CREATE INDEX文のオプションの索引仕様部に REVERSEキーワードを指定します。 

CREATE INDEX i ON t (a,b,c) REVERSE; 

逆キー索引を標準の索引に REBUILD（再作成）するには、キーワード NOREVERSEを指定
します。 

ALTER INDEX i REBUILD NOREVERSE; 

NOREVERSEキーワードを指定しないで逆キー索引を再作成すると、逆キー索引が再作成さ
れて生成されます。 
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ビットマップ索引ビットマップ索引ビットマップ索引ビットマップ索引

索引を使用する目的は、特定のキー値が含まれる行へのポインタを提供することです。通常
の索引では、そのために、キー値と、そのキー値を持つ行の ROWID の対応リストを格納し
ます。Oracle は、キー値とそれに対応する ROWID を繰り返し格納します。ビットマップ索ビットマップ索ビットマップ索ビットマップ索
引引引引では、ROWID のリストのかわりに、各キー値のビットマップを使用します。 

ビットマップの各ビットは、存在する ROWID に対応します。ビットが設定されている場合
は、対応する ROWID を持つ行にはキー値が含まれることになります。マッピング機能が
ビット位置を実際の ROWID に変換するため、内部的には別の表現が使用されていても、
ビットマップ索引は通常の索引と同じ機能を果たします。異なるキー値の数が多くない場
合、ビットマップ索引は領域を有効に使用できます。 

ビットマップ索引は、WHERE句に指定されたいくつかの条件に対応する索引を効率的にマー
ジします。一部の条件は満たしているがすべては満たしていない行については、表自体にア
クセスする前に除外します。これによって、応答時間が短縮されます。多くの場合は劇的に
改善されます。 

データ・ウェアハウス・アプリケーションの場合の利点データ・ウェアハウス・アプリケーションの場合の利点データ・ウェアハウス・アプリケーションの場合の利点データ・ウェアハウス・アプリケーションの場合の利点
ビットマップ索引は、大量のデータと非定型問合せを扱うものの、同時実行トランザクショ
ンのレベルは高くないデータ・ウェアハウス・アプリケーションに対して効果的です。この
種のアプリケーションに対するビットマップ索引の利点は次のとおりです。

� 多くの種類の非定型問合せの応答時間が短縮されます。

� 他の方式の索引と比べて使用領域が実質的に縮小されます。

� 機能の低いハードウェアでもパフォーマンスが劇的に向上します。

� パラレル DML とロードを効果的に実行できます。

従来の B ツリー索引を使用して大きな表に完全な索引を作成すると、領域という面で膨大な
コストがかかります。索引は表中のデータの何倍にも膨れ上がることがあるからです。それ
に対して、ビットマップ索引は通常、表中で索引を付けるデータのサイズより小さくてすみ
ます。 

ビットマップ索引は、数多くの並列トランザクションがデータを更新する OLTP アプリケー
ションには適していません。むしろ、ユーザーがデータの更新より問合せを実行することが
多い、データ・ウェアハウス・アプリケーションの意思決定支援システムに適しています。 

注意注意注意注意 : ビットマップ索引は、Oracle9i Enterprise Edition を購入した場合
にのみ使用可能です。

Oracle9i および Oracle9i Enterprise Edition で使用可能な機能の詳細は、
『Oracle9i データベース新機能』を参照してください。 
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ビットマップ索引はまた、主として大小の比較による問合せの対象とされる列には適してい
ません。たとえば、通常特定の値との比較における WHERE句に現れる給与の列には、B ツ
リー索引のほうが適しています。 ビットマップ化された索引は、AND、OR、NOT問合せまた
は等価問合せでのみ有効です。

ビットマップ索引は、Oracle のコストベース 適化アプローチおよび実行エンジンと統合さ
れます。また、他の Oracle 実行メソッドとシームレスに組み合せて使用できます。たとえ
ば、オプティマイザが 2 つの表をハッシュ結合するように決めたとします。片方の表では
ビットマップ索引を、もう一方の表では通常の B ツリー索引を使用します。オプティマイザ
はビットマップ索引と他の使用可能なアクセス方法（通常の B ツリー索引または全表スキャ
ンなど）を検討し、可能な場合にはパラレル化も考慮に入れながら、 適な方法を選択しま
す。 

パラレル問合せおよびパラレル DML は、従来の索引だけでなく、ビットマップ索引に対し
ても機能します。パーティション表のビットマップ索引は、ローカル索引であることが必要
です。索引のパラレル作成と連結索引もサポートされています。

カーディナリティカーディナリティカーディナリティカーディナリティ
ビットマップ索引の使用によるメリットは、カーディナリティの低い列、つまり表内の行数
に比べて個別値の数が少ない列において、 も大きくなります。列の個別値の数が表内の行
数の 1% より少ない場合、または列内の値が 100 回以上繰り返される場合は、列はビット
マップ索引の候補となります。値の繰返しが少なく、カーディナリティが高い列でも、その
列が問合せの WHERE句で複雑な条件に含まれることが頻繁にある場合は、ビットマップ索
引の候補になります。

たとえば、100 万行ある表で個別の値が 10,000 個ある列は、ビットマップ索引の候補です。
この列に対しては、B ツリー索引よりビットマップ索引の方が効果的です。この列を他の列
と組み合せて問い合せることが多い場合は、特に効果的です。

B ツリー索引は、カーディナリティの高いデータ、つまり CUSTOMER_NAMEや PHONE_
NUMBERといった可能な値の多いデータにおいて も効率的です。B ツリー索引は、索引を
設定したデータよりも大きくなる場合があります。一方、ビットマップ索引は、適切に使用
すれば B ツリー索引より相当小さなサイズですみます。 

非定型の問合せ（またそれと同様の状況）では、ビットマップ索引を使用すると問合せのパ
フォーマンスが劇的に向上します。問合せの WHERE句の AND条件と OR条件については、
結果のビットマップを ROWID に変換する前に、対応するブール演算をビットマップに直接
実行すると解決をスピードアップできます。結果の行数が少なければ、全表スキャンを行う
必要はないため、問合せはすぐに終了します。 
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ビットマップ索引の例ビットマップ索引の例ビットマップ索引の例ビットマップ索引の例
表 10-1 に、ある会社の顧客データの一部を示します。 
 

MARITAL_STATUS、REGION、GENDERおよび INCOME_LEVELはすべて、カーディナリ
ティの低い列です。可能な値は、MARITAL_STATUSおよび REGIONには 3 つ、GENDERに
は 2 つ、INCOME_LEVELには 4 つしかありません。そのため、これらの列にはビットマッ
プ索引を作成するのが適切といえます。一方、CUSTOMER#はカーディナリティの高い列で
あるため、ビットマップ索引は作成しません。この場合は、一意の B ツリー索引を使用する
方が、表示と検索が効率的になります。 

表 10-2 に、この例の REGION列に対するビットマップ索引を示します。これは、各地域に
対応する 3 つのビットマップからなっています。 
 

ビットマップの各エントリまたはビットは CUSTOMER表の 1 つの行に対応しており、各ビッ
トの値は対応する行の値に依存しています。たとえば、ビットマップ REGION='east'で
は、1 が 初のビットとなっています。 これは CUSTOMER表の 初の行で、REGIONが east
になっているためです。REGIONの値が eastの行は他にないため、ビットマップ
REGION='east'の残りのビットは 0 です。

表表表表 10-1 ビットマップ索引の例ビットマップ索引の例ビットマップ索引の例ビットマップ索引の例

CUSTOMER #
MARITAL_ 
STATUS REGION GENDER INCOME_ LEVEL

101 single east male bracket_1

102 married central female bracket_4

103 married west female bracket_2

104 divorced west male bracket_4

105 single central female bracket_2

106 married central female bracket_3

表表表表 10-2 サンプル・ビットマップサンプル・ビットマップサンプル・ビットマップサンプル・ビットマップ

REGION='east' REGION='central' REGION='west'

1 0 0

0 1 0

0 0 1

0 0 1

0 1 0

0 1 0
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顧客の人口統計を調べているアナリストが、「既婚の顧客のうち central または west 地域に
住んでいる人はどれくらいいるのか」尋ねてきたとします。この質問は、次の SQL 問合せ
で表現できます。

SELECT COUNT(*) FROM CUSTOMER  
    WHERE MARITAL_STATUS = 'married' AND REGION IN ('central','west'); 

ビットマップ索引を使用すると、図 10-11 に示すとおり、結果のビットマップから該当する
値を数えて、この問合せを非常に効果的に処理できます。基準に該当する特定の顧客を識別
するときは、結果のビットマップを使用して表にアクセスできます。

図図図図 10-11 ビットマップ索引を使用した問合せの実行ビットマップ索引を使用した問合せの実行ビットマップ索引を使用した問合せの実行ビットマップ索引を使用した問合せの実行

ビットマップ索引とビットマップ索引とビットマップ索引とビットマップ索引と NULL
他のほとんどのタイプの索引とは異なり、ビットマップ索引には NULL値を持つ行が含まれ
ます。 NULL の索引作成は、集計関数 COUNTによる問合せなど、いくつかのタイプの SQL
文に使用できます。 

ビットマップ索引とビットマップ索引とビットマップ索引とビットマップ索引と NULL の例の例の例の例 1  

SELECT COUNT(*) FROM employees; 

NULLデータを持つ行を含め、すべての表の行の索引が作成されるため、この問合せには任
意のビットマップ索引を使用できます。 NULLの索引が作成されていない場合、オプティマ
イザは NOT NULL 制約を持つ列の索引のみを使用できます。 

ビットマップ索引とビットマップ索引とビットマップ索引とビットマップ索引と NULL の例の例の例の例 2  

SELECT COUNT(*) FROM employees WHERE commission_pct IS NULL; 

この問合せは、commission_pctのビットマップ索引によって 適化できます。 
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ビットマップ索引とビットマップ索引とビットマップ索引とビットマップ索引と NULL の例の例の例の例 3  

SELECT COUNT(*) 
FROM customers 
WHERE cust_gender = 'M' AND cust_state_province != 'CA'; 

この問合せは、cust_gender = 'M'のビットマップを検索し、cust_state_province = 'CA'
のビットマップを除くことによって回答されます。 cust_state_provinceに NULL 値が含ま
れる場合（つまり、NOT NULL 制約がない場合）は、cust_state_province = 'NULL'の
ビットマップも結果から除く必要があります。 

パーティション表に対するビットマップ索引パーティション表に対するビットマップ索引パーティション表に対するビットマップ索引パーティション表に対するビットマップ索引
他の索引の場合と同じように、ビットマップ索引もパーティション表に対して作成できま
す。ただし、制限が 1 つだけあります。ビットマップ索引はパーティション表に対してロー
カルであることが必要です。グローバル索引にはできません。グローバル・ビットマップ索
引は、非パーティション表でのみサポートされます。

ビットマップ・ジョイン・インデックスビットマップ・ジョイン・インデックスビットマップ・ジョイン・インデックスビットマップ・ジョイン・インデックス
結合索引は、結合によって 1 つ以上の表の列を含んでいる、1 つの表の索引です。 

も単純な構成のビットマップ・ジョイン・インデックスの例は、D1,...,Dn表の列に基
づく F表のビットマップ索引です。ここでは、10-54 ページの「ビットマップ・ジョイン・
インデックスの作成」に説明があるように、スター・スキーマまたはスノーフレーク・ス
キーマで、Diが Fと結合しています。データ・ウェアハウス環境では通常、表 Fはファク
ト表、表 Diはディメンション表であり、結合条件はディメンション表の主キー列とファク
ト表の外部キー列の等価内部結合になります。わかりやすくするため、今後は ROWID が
ビットマップ化された表を ファクト表ファクト表ファクト表ファクト表と呼び、ビットマップ・ジョイン・インデックスの結
合に関わるその他の表をディメンション表ディメンション表ディメンション表ディメンション表と呼ぶことにします。

結合として使用される結合索引がすでに計算済みの場合は、結合するデータのボリュームを
削減できます。さらに、複数のディメンション表を含む結合索引は、既存のビットマップ索
引でのスター型変換の際に必要なビット単位の操作を省略できます。 後に、ビットマッ
プ・ジョイン・インデックスは格納に関しては、ファクト表の ROWID を圧縮しないマテリ
アライズド結合ビューよりもはるかに効率的です。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� パーティション表と、ローカルおよびグローバル索引の詳細は、第 11
章「パーティション表とパーティション索引」を参照してください。

� ビットマップ索引の使用方法の詳細は、『Oracle9i データベース・パ
フォーマンス・チューニング・ガイドおよびリファレンス』を参照し
てください。
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4 つの結合モデルつの結合モデルつの結合モデルつの結合モデル
次に、スター・クエリー・フレームワークにおける 4 つの結合モデルを示し、そのビット
マップ・ジョイン・インデックスによるアドレス指定方法を解説します。 図は、それぞれ
SQL 文で解説します。

表記規則表記規則表記規則表記規則  
Fi -- ファクト表 i
Di -- ディメンション表 i
pk -- ディメンション表の主キー列
fk -- ディメンション表と結合されるファクト表の列
sales -- ファクト表の測定列

図図図図 10-12 ディメンション表のディメンション表のディメンション表のディメンション表の 1 列とファクト表列とファクト表列とファクト表列とファクト表 1 つの結合つの結合つの結合つの結合

図 10-12 の場合、F（D.c1）のビットマップ・ジョイン・インデックスを示すモデルは次の
SQL 文で表すことができます。

CREATE BITMAP INDEX bji ON f (d.c1) FROM f, d WHERE d.pk = f.fk

ビットマップ・ジョイン・インデックスにアクセスして次の問合せを実行すると、結合の操
作を省略できます。

SELECT SUM(f.sales)
FROM d, f
WHERE d.pk = f.fk and d.c1 = 2

マテリアライズド結合ビューと同様、ビットマップ・ジョイン・インデックスは結合を計算
し、それをデータベース・オブジェクトとして格納します。異なる点は、マテリアライズド
結合ビューは結合を表に示すのに対し、ビットマップ・ジョイン・インデックスはビット
マップ索引に示すということです。

D c1 F
d.pk = f.fk
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図図図図 10-13 ディメンション表の複数列とファクト表ディメンション表の複数列とファクト表ディメンション表の複数列とファクト表ディメンション表の複数列とファクト表 1 つの結合つの結合つの結合つの結合

図 10-13 は図 10-12 の単純な拡張例で、次のような連結ビットマップ・ジョイン・インデッ
クスで表されるものです。

CREATE BITMAP INDEX bji ON f (d.c1, d.c2) 
FROM F, d 
WHERE d.pk = f.fk;

ビットマップ・ジョイン・インデックス bjiにアクセスすると、次の問合せの結果を取得で
きます。

SELECT SUM(f.sales)
FROM d, f
WHERE d.pk = f.fk AND d.c1 = 1 AND d.c2 = 3;

索引キーの先頭部分のみを参照する別の問合せでも、次のようにビットマップ・ジョイン・
インデックス bjiを使用できます。

SELECT SUM(f.sales)
FROM d, f
WHERE d.pk = f.fk AND d.c1 = 1

図図図図 10-14 複数のディメンション表とファクト表複数のディメンション表とファクト表複数のディメンション表とファクト表複数のディメンション表とファクト表 1 つの結合つの結合つの結合つの結合

図 10-14 は、連結ビットマップ・ジョイン・インデックスが必要となる、3 つめのモデルで
す。

CREATE BITMAP INDEX bji ON f (d1.c1, d2.c2) 
FROM f, d1, d2
WHERE d1.pk = f.fk1 AND d2.pk = f.fk2 

D c1 c2 F
d.pk = f.fk

D1 c1 D2 c2F
d1.pk = f.fk1 d2.pk = f.fk2
スキーマ・オブジェクト 10-53



索引
図図図図 10-15 スノーフレーク・スキーマスノーフレーク・スキーマスノーフレーク・スキーマスノーフレーク・スキーマ

図 10-15 は、複数のディメンション表の結合を含んでいます。これはビットマップ・ジョイ
ン・インデックスで表すことができます。ビットマップ・ジョイン・インデックスは、索引
設定するディメンション表内の列の数によって、単一または連結にできます。d1.c3に関す
る、d1と d2の結合との、および d2と fの結合とのビットマップ・ジョイン・インデック
スは、次のように作成できます。

CREATE BITMAP INDEX bji ON f (d1.c3) 
FROM f, d1, d2
WHERE d1.pk = d2.c2 AND d2.pk = f.fk;

ビットマップ・ジョイン・インデックスは、こういったモデルの組合せの結合を表現できる
必要があります。

ビットマップ・ジョイン・インデックスの作成ビットマップ・ジョイン・インデックスの作成ビットマップ・ジョイン・インデックスの作成ビットマップ・ジョイン・インデックスの作成
10-51 ページの「ビットマップ・ジョイン・インデックス」に定義されているような、1 つの
ファクト表 Fと複数のディメンション表 D1,.., Dnによるスター・スキーマまたはスノーフ
レーク・スキーマを考えてみます。 Fを D1,.., Dnと結合するビットマップ・ジョイン・イン
デックスの制限事項を次に示します。

� ビットマップ・ジョイン・インデックスは、単一表 F上にあります。

� FROM句には、同じ表を二度使用することはできません。

� 結合はスター・スキーマまたはスノーフレーク・スキーマを構成します。結合はすべ
て、主キーまたは次のような一意制約を持つキーを通して行われます。

� ファクト表と結合されるディメンション表の列は、主キー列または一意制約を持つ
キー列である必要があります。

� 結合が D1><D2><Fとなるスノーフレーク・スキーマでは、D1><D2の結合に関わ
る D1の列は、主キー列または一意制約を持つキー列である必要があります。

� ディメンション表の複合主キーの場合、キーの各列が結合に関わる必要がありま
す。

� 結合はすべて等価内部結合であり、必ず ANDで接続されます。

D1 c3 F
d1.pk = d2.c2

D2 c2
d2.pk = f.fk
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� 通常のビットマップ索引の作成に関する現在の制限事項も、ビットマップ・ジョイン・
インデックスに適用されます。たとえば、一意属性を持つビットマップ索引は作成でき
ません。 他の制限事項については、『Oracle9i SQL リファレンス』を参照してください。

� ファクト表がパーティション化されていない場合、ビットマップ・ジョイン・インデッ
クスはパーティション化できません。ファクト表がパーティション化されている場合
は、対応するビットマップ・ジョイン・インデックスはそのファクト表でローカル・
パーティションする必要があります。グローバル・パーティションのビットマップ・
ジョイン・インデックスはサポートされていません。

IOT でのビットマップ・ジョイン・インデックス、機能ビットマップ・ジョイン・インデッ
クス、および一時ビットマップ・ジョイン・インデックスは、まだ認められていません。

主キーまたは一意制約の要件は、ビットマップ・ジョイン・インデックスの正確性に関わる
問題です。通常のビットマップ索引の場合、ビットマップのビットのセットと実表の
ROWID には 1 対 1 のマッピング・リレーションがあります。ビットマップ・ジョイン・イ
ンデックスの場合、結合の結果セットの各行とファクト表の ROWID にも 1 対 1 のマッピン
グ・リレーションが必要になります。主キーや一意制約は、この 1 対 1 マッピングを施行す
るために使用されます。
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索引構成表索引構成表索引構成表索引構成表
索引構成表索引構成表索引構成表索引構成表には、プライマリ B ツリーの改良型となる記憶域組織があります。データが順不
同のコレクション（ヒープ）として格納される通常の表（ヒープ構成表）と違い、索引構成
表のデータは主キーによるソート形式で B ツリー索引構造に格納されます。B ツリーの各索
引エントリには、索引構成表の行の主キー列値のみでなく、非キー列値も格納されます。

索引構成表は、図 10-16 に示されているとおり、通常の表と 1 つ以上の列の索引からなる構
成にやや類似していますが、データベース・システムは表と B ツリー索引という 2 つの記憶
域構造を別個にメンテナンスするかわりに、1 つの B ツリー索引のみをメンテナンスしま
す。また行の ROWID ではなく、非キー列値が索引エントリに格納されます。 そのため、B
ツリーの各索引エントリには <primary_key_value, non_primary_key_column_
values>が含まれます。

図図図図 10-16 索引構成表と比較した通常の表の構造索引構成表と比較した通常の表の構造索引構成表と比較した通常の表の構造索引構成表と比較した通常の表の構造

アプリケーションは、通常の表と同じように、SQL 文を使用して索引構成表を操作します。
ただし、データベース・システムは、対応する B ツリー索引を操作することですべての操作
を実行します。 

表 10-3 に、索引構成表と通常の表の違いをまとめます。

表表表表 10-3 索引構成表と通常の表の比較索引構成表と通常の表の比較索引構成表と通常の表の比較索引構成表と通常の表の比較 

通常の表通常の表通常の表通常の表 索引構成表索引構成表索引構成表索引構成表

ROWID が行を一意に識別します。主キーはオ

プションで指定できます。

主キーが行を一意に識別します。主キーを指定
する必要があります。

ROWID 疑似列の物理 ROWID で 2 次索引を作

成できます。

ROWID 疑似列の論理 ROWID で 2 次索引を作

成できます。

アクセスは ROWID に基づきます。 アクセスは論理 ROWID に基づきます。

順次スキャンはすべての行を戻します。 全索引スキャンはすべての行を戻します。

Finance
Invest

5543
6879

表�
Finance 5543
Invest 6879

索引�

通常の表と索引� 索引構成表�

Finance ROWID
Invest ROWID

索引�

索引に格納された�
表データ�
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索引構成表の利点索引構成表の利点索引構成表の利点索引構成表の利点
索引構成表は、主キーまたはその有効な接頭辞である任意のキーの使用により、表の行に対
するアクセスを高速化します。B ツリーのリーフ・ブロックに行の非キー列が存在すること
により、追加のブロック・アクセスが回避されます。 さらに、行が主キーの順序で格納され
るため、主キー（または有効な接頭辞）によるレンジ・アクセスでは 小限のブロック・ア
クセスのみが行われます。 

アクセス頻度の高い列へのアクセスをさらに高速化するには、行オーバーフローの記憶域オ
プション（下記参照）を使用して、アクセス頻度の低い非キー列を B ツリーのリーフ・ブ
ロックからオプションの（ヒープ構造の）オーバーフロー記憶域にプッシュできます。これ
により、B ツリーのリーフ・ブロックに実際に格納される行の部分のサイズおよび内容を制
限できるため、各リーフ・ブロック内の行数を多く、かつ B ツリーを小さくできる場合があ
ります。

主キー索引を持つヒープ構成表では主キー列が表と索引の両方に格納されますが、ここでは
主キー列値が B ツリー索引のみに格納されるため、そのような重複は起こりません。

行は主キーの順序で格納されるため、キー圧縮を使用すると多大な追加の記憶域が確保でき
ます。 

索引構成表の 2 次索引で主キーベースの論理 ROWID を使用すると、物理 ROWID とは逆
に、高可用性が確保できます。これは ROWID の論理的性質により、実表の行が移動する表
の再編成操作の後にも、2 次索引が使用不可能にはならないためです。同時に、論理
ROWID で物理推測を使用すると、2 次索引ベースの索引構成表のアクセス・パフォーマン
スを実現することも可能です。これは通常の表に対する 2 次索引ベースのアクセス・パ
フォーマンスに匹敵します。

他の表とともにクラスタに格納できます。 クラスタには格納できません。

LONGデータ型の列と LOBデータ型の列を格納

できます。

LOB列は格納できますが、LONG列は格納でき

ません。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 10-44 ページ「キー圧縮」 

� 10-59 ページ「索引構成表の 2 次索引」 

� 索引構成表の作成とメンテナンスの詳細は、『Oracle9i データベース管
理者ガイド』を参照してください。

表表表表 10-3 索引構成表と通常の表の比較索引構成表と通常の表の比較索引構成表と通常の表の比較索引構成表と通常の表の比較 （続き）（続き）（続き）（続き）

通常の表通常の表通常の表通常の表 索引構成表索引構成表索引構成表索引構成表
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行オーバーフロー領域付きの索引構成表行オーバーフロー領域付きの索引構成表行オーバーフロー領域付きの索引構成表行オーバーフロー領域付きの索引構成表
B ツリー索引エントリはキー値と ROWID のみで成り立っているので、サイズは通常小さく
てすみます。ただし索引構成表では、B ツリー索引エントリはすべての行で成り立っている
ため大きくなる場合があります。この場合、B ツリー索引の稠密クラスタ・プロパティは破
棄されることがあります。

この問題を処理するために OVERFLOW句が用意されています。必要に応じて、オーバーフ
ロー表領域を指定して、行を次の 2 つの部分に分割できます。分割した各部分はそれぞれ、
索引とオーバーフロー記憶域に格納されます。

� 索引エントリ（主キー列すべての列値、行のオーバーフロー部分を指す物理 ROWID、
およびオプションで一部の非キー列を含む）

� オーバーフロー部分（残りの非キー列の列値を含む）

OVERFLOWでは、PCTTHRESHOLDと INCLUDINGの 2 つの句を使用して、行を 2 つの部分
に分けて格納するかどうか、またその場合どの非キー列で行を分割するかの判断方法を制御
できます。 PCTTHRESHOLDを使用すると、ブロック・サイズの割合としてしきい値を指定で
きます。非キー列値のすべてが指定したサイズ制限に収まる場合、行は分割されません。そ
うでない場合は、サイズ制限に収まらない 初の非キー列から開始して、残りの非キー列す
べてが表の行オーバーフロー記憶域にソートされます。

INCLUDING句を使用すると、列名を指定して、その列の後の CREATE TABLE文に現れる非
キー列を行オーバーフロー記憶域に格納させることができます。 PCTTHRESHOLDベースの制
限のため、場合によっては追加の非キー列をオーバーフローに格納する必要があることに注
意してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : OVERFLOW句の使用例は、『Oracle9i データベース管理者ガイ
ド』を参照してください。
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索引構成表の索引構成表の索引構成表の索引構成表の 2 次索引次索引次索引次索引
索引構成表の 2 次索引がサポートされることにより、主キーでもその接頭辞でもない列を使
用して、索引構成表に効率よくアクセスできます。

Oracle は、論理行識別子を使用して索引構成表の 2 次索引を組み立てます。この識別子は、
表の主キーに基づいており、論理論理論理論理 ROWID と呼ばれます。論理 ROWID には、必要に応じ
て、行のブロック位置を識別する物理推測物理推測物理推測物理推測が含まれます。Oracle は、これらの物理推測を使
用して、主キー検索をバイパスし、索引構成表のリーフ・ブロックを直接プローブできま
す。索引構成表の行には永続物理アドレスがないため、行が新しいブロックに移動すると物
理推測が陳腐化することがあります。

通常の表の場合、2 次索引によるアクセスでは、行を含むデータ・ブロックをフェッチする
ために、2 次索引のスキャンと付加的な I/O が必要になります。索引構成表の場合、2 次索
引によるアクセスは、次のように物理推測を使用するかどうかと、その正確さに応じて異な
ります。

� 物理推測を使用しない場合、アクセスでは 2 次索引のスキャンとその後に主キー索引の
スキャンという、2 つの索引スキャンが行われます。

� 正確な物理推測を使用する場合、アクセス時には、2 次索引スキャンと追加の I/O に
よって行を含むデータ・ブロックがフェッチされます。

� 不正確な物理推測を使用する場合、アクセス時には 2 次索引スキャンと I/O によって間
違ったデータ・ブロック（物理推測が示すブロック）がフェッチされてから、主キー索
引がスキャンされます。

索引構成表のビットマップ索引索引構成表のビットマップ索引索引構成表のビットマップ索引索引構成表のビットマップ索引
Oracle では、索引構成表のビットマップ索引がサポートされています。索引構成表のビット
マップ索引の作成には、マッピング表が必要です。

マッピング表マッピング表マッピング表マッピング表
マッピング表は、索引構成表の論理 ROWID を格納するヒープ構成表です。具体的には、
マッピング表の各行には対応する索引構成表の行の論理 ROWID が格納されます。すなわち
マッピング表では、索引構成表の行の論理 ROWID とマッピング表の行の物理 ROWID の 1
対 1 のマッピングができます。

索引構成表のビットマップ索引はヒープ構成表のビットマップ索引に似ていますが、索引構
成表のビットマップ索引で使用される ROWID は実表の ROWID ではなく、マッピング表の
ROWID です。索引構成表にはそれぞれ 1 つのマッピング表があり、その索引構成表で作成
されたすべてのビットマップ索引がそのマッピング表を使用します。

ビットマップ索引には、ヒープ構成と索引構成のどちらの実表においても、検索キーを使用
してアクセスします。キーが見つかると、ビットマップのエントリは物理 ROWID に変換さ
れます。ヒープ構成表の場合、この物理 ROWID は実表へのアクセスに使用されます。索引

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 12-22 ページ「論理 ROWID」
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構成表の場合は、マッピング表へのアクセスに使用されます。マッピング表にアクセスする
と、論理 ROWID が取得できます。この論理 ROWID は索引構成表へのアクセスに使用され
ます。

索引構成表のビットマップ索引は論理 ROWID を格納しませんが、性質は論理的です。

パーティション索引構成表パーティション索引構成表パーティション索引構成表パーティション索引構成表
列値の RANGEまたは HASHを指定して、索引構成表をパーティション化できます。パー
ティション化列は、主キー列のサブセットを形成する必要があります。通常の表と同様、
パーティション化索引構成表にはローカル・パーティション化された（同一キーおよび非同
一キーの）索引もグローバル・パーティション化された（同一キーの）索引もサポートされ
ています。

ヒープ構成表および索引構成表のヒープ構成表および索引構成表のヒープ構成表および索引構成表のヒープ構成表および索引構成表の UROWID 列の列の列の列の B ツリー索引ツリー索引ツリー索引ツリー索引
UROWIDデータ型の列は、索引構成表の行を特定する論理主キーベースの ROWID を保持で
きます。 Oracle9i では、ヒープ構成表または索引構成表の UROWIDデータ型の索引をサポー
トしています。索引の UROWID列では、等価述語をサポートしています。等価以外の述語、
または UROWIDデータ型の列の順序付けのための述語の場合、索引は使用されません。

索引構成表アプリケーション索引構成表アプリケーション索引構成表アプリケーション索引構成表アプリケーション
主キーベースのアクセスにおける優れた問合せパフォーマンス、高可用性の要素、および記
憶域に関する要件の少なさから、索引構成表は次のようなアプリケーションに 適といえま
す。

� オンライン・トランザクション処理（OLTP）

� インターネット（検索エンジンやポータルなど）

� E-Commerce（電化製品店やカタログなど）

� データ・ウェアハウス

� 時系列アプリケーション

注意注意注意注意 : 索引構成表で行を移動すると、その索引構成表に作成されたビッ
トマップ索引の使用禁止状態が変化します。索引構成表で行を移動する
と、マッピング表の一部の論理 ROWID エントリにおける物理推測が無効
になります。それでも、索引構成表には主キーを使用してアクセスできま
す。
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アプリケーション・ドメイン索引
アプリケーション・ドメイン索引アプリケーション・ドメイン索引アプリケーション・ドメイン索引アプリケーション・ドメイン索引
Oracle は、複合データ型（文書、空間データ、イメージおよびビデオ・クリップなど）の索
引に対応し、特化した索引作成テクニックを使用するために、拡張索引作成機能拡張索引作成機能拡張索引作成機能拡張索引作成機能を提供しま
す。この機能を使用すると、アプリケーション固有の索引管理ルーチンを索引タイプ・索引タイプ・索引タイプ・索引タイプ・ス
キーマ・オブジェクトとしてカプセル化し、オブジェクト型の表の列や属性のドメイン索引ドメイン索引ドメイン索引ドメイン索引

（アプリケーション固有の索引）を定義できます。また、拡張可能索引作成機能により、ア
プリケーション固有の演算子演算子演算子演算子を効率的に処理できます。 

ドメイン索引の構造と内容は、カートリッジカートリッジカートリッジカートリッジと呼ばれるアプリケーション・ソフトウェアに
よって制御されます。Oracle サーバーは、ドメイン索引の作成、メンテナンスおよび検索の
ために、このアプリケーションと対話します。索引構造そのものは、索引構成表として
Oracle データベースに格納するか、ファイルとして外部に格納できます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : Oracle の拡張性アーキテクチャにおけるデータ・カートリッ
ジの使用方法については、『Oracle9i Data Cartridge Developer’s Guide』
を参照してください。
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クラスタ
クラスタクラスタクラスタクラスタ
クラスタクラスタクラスタクラスタは、表データを格納するためのオプションの方法です。クラスタは同じデータ・ブ
ロックを共有する表のグループです。これらの表グループは共通の列を共有し、頻繁に併用さ
れます。 たとえば、employeesおよび departments表は department_id列を共有して
います。 employees表と departments表をクラスタ化すると、employees表と
departments表における各部門の行すべてが、同じデータ・ブロックに物理的に格納され
ます。 図 10-17 に、employees表と departments表をクラスタ化する際の例を示します。
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クラスタ
図図図図 10-17 クラスタ化表データクラスタ化表データクラスタ化表データクラスタ化表データ
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クラスタ
クラスタは、異なる表の関連した行を、同じデータ・ブロック内にまとめて格納するため、
クラスタを適切に使用すると、次のような利点があります。 

� クラスタ化表を結合する場合のディスク I/O が減少します。

� クラスタ化表を結合する場合のアクセス時間が改善されます。 

� クラスタでは、特定の行のクラスタ・キー列がクラスタ・キー値クラスタ・キー値クラスタ・キー値クラスタ・キー値になり、各クラスタ・
キー値は、その値を持つ行がいくつの表に含まれているとしても、クラスタとクラスタ
索引にそれぞれ一度だけ格納されます。そのため、クラスタとして関連付けた表データ
と索引データを格納するために必要な記憶域は、クラスタ化していない表で必要な記憶
域よりも少なくなります。 たとえば、図 10-17 では、各クラスタ・キー（各
department_id）は、employees表と departments表の両方で同じ値を持つ多数
の行に対して一度のみ格納されていることに注意してください。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : クラスタの作成と管理の詳細は、『Oracle9i データベース管理
者ガイド』を参照してください。
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ハッシュ・クラスタ
ハッシュ・クラスタハッシュ・クラスタハッシュ・クラスタハッシュ・クラスタ
ハッシュ・クラスタハッシュ・クラスタハッシュ・クラスタハッシュ・クラスタは、通常の索引クラスタ（ハッシュ関数ではなく索引がキーになってい
るクラスタ）の場合と同様の方法で表データをグループ化します。ただし、行は、行のクラ
スタ・キー値にハッシュ関数ハッシュ関数ハッシュ関数ハッシュ関数を適用した結果に基づいてハッシュ・クラスタに格納されま
す。キーの値が同じすべての行は、ディスク上にまとめて格納されます。

等式を条件にした問合せを使用して表を問い合せる（部門 10 のすべての行を戻すなど）こ
とが多い場合、索引表または索引クラスタよりも、ハッシュ・クラスタのほうが適切です。
ハッシュ・クラスタを使用する問合せでは、指定されたクラスタ・キー値がハッシュ化され
ます。結果として生成されるハッシュ・キー値は、指定された行が格納されているディスク
領域を直接指します。 

ハッシングは、データ検索のパフォーマンスを改善するために表データを格納するオプショ
ンの方法です。ハッシングを使用するには、ハッシュ・クラスタハッシュ・クラスタハッシュ・クラスタハッシュ・クラスタを作成し、そのクラスタに
表をロードします。表の行はハッシュ・クラスタ内に物理的に格納され、ハッシュ関数の結
果に従って検索されます。 

ハッシュ関数ハッシュ関数ハッシュ関数ハッシュ関数は、ハッシュ値ハッシュ値ハッシュ値ハッシュ値と呼ばれる、数値の分布を表す値を生成するために使用しま
す。この値は、特定のクラスタ・キー値に基づくものです。ハッシュ・クラスタのキーは、
索引クラスタのキーと同様に、単一の列またはコンポジット・キー（複数列のキー）にする
ことができます。ハッシュ・クラスタ内で行を検索または格納するために、Oracle はハッ
シュ関数を行のクラスタ・キー値に適用します。結果として得られるハッシュ値は、クラス
タ内の 1 つのデータ・ブロックに対応し、Oracle は発行された文による読取り / 書込みをそ
のデータ・ブロックに対して実行します。 

ハッシュ・クラスタは、索引を持つクラスタ化されていない表、または索引クラスタにかわ
るものです。索引付きの表または索引クラスタでは、別個の索引に格納されているキー値に
基づいて表の中で行が配置されます。索引付きの表またはクラスタの行を検索または格納す
るには、次のように 低 2 回の I/O を実行する必要があります。

� 索引内でキー値を検索または格納するために 1 回以上の I/O

� 表またはクラスタ内の行を読取り / 書込みするためにさらに 1 回の I/O

関連項目関連項目関連項目関連項目 : ハッシュ・クラスタの作成と管理の詳細は、『Oracle9i データ
ベース管理者ガイド』を参照してください。
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パーティション表とパーティショ
11

パーティション表とパーティション索引パーティション表とパーティション索引パーティション表とパーティション索引パーティション表とパーティション索引

この章では、パーティション表とパーティション索引について説明します。この章の内容
は、次のとおりです。

� パーティション化の基礎知識

� パーティション化の方法

� パーティション索引

� パフォーマンスの改善のためのパーティション化

注意注意注意注意 : Oracle では、表、表の索引、マテリアライズド・ビュー、および
マテリアライズド・ビューの索引のパーティション化のみをサポートして
います。クラスタ化表やクラスタ化表の索引のパーティション化はサポー
トしていません。
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パーティション化の基礎知識
パーティション化の基礎知識パーティション化の基礎知識パーティション化の基礎知識パーティション化の基礎知識
パーティション化パーティション化パーティション化パーティション化とは、大規模な表や索引を、パーティションパーティションパーティションパーティションというより小さくて管理しや
すい部分に分割して、この種の表や索引をサポートするときの主な問題に対処します。パー
ティション表にアクセスする際、SQL 問合せと DML 文を変更する必要はありません。 ただ
しパーティションを定義すると、DDL 文は表や索引全体ではなく、個々のパーティション
へのアクセスやその操作ができるようになります。パーティション化を行うと、このように
してラージ・データベース・オブジェクトの管理を簡素化できます。また、パーティション
化は、アプリケーションに対して完全に透過的です。

表や索引の各パーティションは、列名、データ型、制約といった論理属性は同じものを持つ
必要がありますが、PCTFREE、PCTUSED および表領域といった物理属性は別のものを持つ
ことができます。

パーティション化は様々なタイプのアプリケーションで有効ですが、特に大量のデータを管
理するアプリケーションで便利です。OLTP システムは管理性と可用性の改良によって改善
されることが多く、データ・ウェアハウス・システムはパフォーマンスと管理性によって改
善されます。

パーティション化には次のような利点があります。

� パーティション化により、表全体でなくパーティション・レベルでのデータのロード、
索引の作成や再作成、バックアップやリカバリといったデータ管理操作が可能になりま
す。このため、これらの操作にかかる時間が大幅に短縮されます。

� パーティション化により、問合せのパフォーマンスが改善されます。多くの場合、問合
せの結果は表全体ではなくパーティションのサブセットにアクセスして得ることができ
ます。一部の問合せでは、このテクニック（パーティション・プルーニングパーティション・プルーニングパーティション・プルーニングパーティション・プルーニングという）に
よってパフォーマンスを大幅に改善できます。

� パーティション化により、定期的なメンテナンス操作による停止時間の影響を大幅に軽
減できます。

パーティションのメンテナンス操作におけるパーティションの独立性により、同じ表や
索引にある異なるパーティションのメンテナンス操作を同時に行うことができます。ま
た、メンテナンス操作の影響を受けないパーティションに対して、SELECT操作と
DML 操作を同時に実行できます。

注意注意注意注意 : パーティション・オブジェクトのパーティションはすべて、単一
ブロック・サイズの表領域に常駐する必要があります。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 3-13 ページ「マルチ・ブロック・サイズ」 

� パーティション化の詳細は、『Oracle9i データ・ウェアハウス・ガイ
ド』を参照してください。
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パーティション化の基礎知識
� メンテナンス操作の時間枠やリカバリ時間を短縮し、障害による影響を軽減させる目的
でクリティカルな表と索引がパーティションに分けられている場合、パーティション化
により、ミッション・クリティカルなデータベースの可用性が高まります。

� パーティション化は、アプリケーションに何の変更も加えずに実装できます。たとえ
ば、表にアクセスする SELECT文や DML 文を一切変更せずに、非パーティション表を
パーティション表に変換できます。パーティション化を活用するためにアプリケーショ
ンのコードを書き換える必要はありません。

図 11-1 は、パーティション表と非パーティション表の相違点を図示したものです。

図図図図 11-1 パーティション表のビューパーティション表のビューパーティション表のビューパーティション表のビュー
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パーティション化の基礎知識
パーティション・キーパーティション・キーパーティション・キーパーティション・キー
パーティション表の各行は、単一パーティションに明示的に割り当てられます。 パーティ
ション・キーは、各行のパーティションを決定する 1 つ以上の列のセットです。 Oracle9i で
はパーティション・キーを使用して、挿入、更新および削除の操作を適切なパーティション
に自動的に指示します。パーティション・キーには次のような特長があります。

� 1 から 16 の順序付けられた列のリストから成ります。

� LEVEL、ROWIDまたは MLSLABELの各擬似列、および ROWID型の列を含むことはでき
ません。

� NULL値可能な列を含むことができます。

パーティション表パーティション表パーティション表パーティション表
表は 大 64,000 のパーティションに分割できます。 どの表もパーティション化できますが、
LONGデータ型または LONG RAWデータ型の列を含む表は例外です。 ただし、CLOBまたは
BLOBの各データ型の列を含む表は使用できます。

パーティション索引構成表パーティション索引構成表パーティション索引構成表パーティション索引構成表
索引構成表はレンジ・パーティション化できます。この機能は索引構成表の管理性、可用性
およびパフォーマンスの向上に非常に有効です。さらに、索引構成表を使用するデータ・
カートリッジも、格納したデータをパーティション化する機能を活用できます。この一般的
な例は、Image Cartridge および interMedia Cartridge です。

索引構成表のパーティション化には、次の規定があります。

� レンジ・パーティション化およびハッシュ・パーティション化のみがサポートされてい
ます。

� パーティション列は、主キー列のサブセットであることが必要です。

� 2 次索引はローカルにもグローバルにもパーティション化できます。

� OVERFLOWデータ・セグメントは、常に表パーティションと同一レベルでパーティショ
ン化されます。
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パーティション化の方法
パーティション化の方法パーティション化の方法パーティション化の方法パーティション化の方法
用意されているパーティション化方法は次のとおりです。

� レンジ・パーティション化

� リスト・パーティション化

� ハッシュ・パーティション化

� コンポジット・パーティション化

図 11-2 は、パーティション化方法の例を図示したものです。

図図図図 11-2 リスト・パーティション化、レンジ・パーティション化およびハッシュ・パーティショリスト・パーティション化、レンジ・パーティション化およびハッシュ・パーティショリスト・パーティション化、レンジ・パーティション化およびハッシュ・パーティショリスト・パーティション化、レンジ・パーティション化およびハッシュ・パーティショ
ン化ン化ン化ン化

コンポジット・パーティション化は、他のパーティション化方法を組み合せたものです。 
Oracle は現在、レンジ - ハッシュ・コンポジット・パーティション化とレンジ - リスト・コ
ンポジット・パーティション化をサポートしています。 図 11-3 は、レンジ - ハッシュ・コン
ポジット・パーティション化とレンジ - リスト・コンポジット・パーティション化を図示し
たものです。

レンジ・�
パーティション化�

リスト・�
パーティション化�

ハッシュ・�
パーティション化�

h1

東営業地区
New York
Virginia
Florida

西営業地区
California
Oregon
Hawaii

中央営業地区
Illinois
Texas
Missouri

1月と2月�

3月と4月�

5月と6月�

7月と8月�

h2
h3
h4
パーティション表とパーティション索引 11-5



パーティション化の方法
図図図図 11-3 コンポジット・パーティション化コンポジット・パーティション化コンポジット・パーティション化コンポジット・パーティション化

レンジ・パーティション化レンジ・パーティション化レンジ・パーティション化レンジ・パーティション化
レンジ・パーティション化では、各パーティションに設定したパーティション・キー値の範
囲に基づいて、データが各パーティションにマップされます。これは も一般的なタイプの
パーティション化で、多くの場合日付とともに使用されます。たとえば、売上データを月別
パーティションに分割する場合などです。

レンジ・パーティション化を使用する際は、次のルールを考慮する必要があります。

� 各パーティションには VALUES LESS THAN句があり、これがパーティションの上限（こ
の値は含まれない）を指定します。このリテラル以上となるパーティション・キーのバ
イナリ値は、次のパーティションに追加されます。

� 初の１つを除くすべてのパーティションには、前のパーティションの VALUES LESS 
THAN句に指定された暗黙的な下限があります。

� 上位のパーティションには、MAXVALUEリテラルを定義できます。MAXVALUEは、仮
想の無限大値を示しており、そのパーティション・キーの他のどんな可能な値（NULL
値を含む）よりも高い値としてソートされます。

代表的な例を次に示します。 この文は、sales_dateフィールドでレンジ・パーティション
化される表（sales_range）を作成します。

コンポジット・�
パーティション化:�
レンジ-ハッシュ�

h1
h2

h3
h4

h1
h2

h3
h4

h2
h3

h1

h4

h1
h2

h3
h4

3月と4月�

コンポジット・パーティション化:�
レンジ-リスト�

1月と2月� 5月と6月�

東営業地区
New York
Virginia
Florida

西営業地区
California
Oregon
Hawaii

中央営業地区
Illinois
Texas
Missouri
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レンジ・パーティション化の例レンジ・パーティション化の例レンジ・パーティション化の例レンジ・パーティション化の例
CREATE TABLE sales_range 
(salesman_id  NUMBER(5), 
salesman_name VARCHAR2(30), 
sales_amount  NUMBER(10), 
sales_date    DATE)
PARTITION BY RANGE(sales_date) 
(
PARTITION sales_jan2000 VALUES LESS THAN(TO_DATE('02/01/2000','DD/MM/YYYY')),
PARTITION sales_feb2000 VALUES LESS THAN(TO_DATE('03/01/2000','DD/MM/YYYY')),
PARTITION sales_mar2000 VALUES LESS THAN(TO_DATE('04/01/2000','DD/MM/YYYY')),
PARTITION sales_apr2000 VALUES LESS THAN(TO_DATE('05/01/2000','DD/MM/YYYY'))
);

リスト・パーティション化リスト・パーティション化リスト・パーティション化リスト・パーティション化
リスト・パーティション化では、各パーティションへの行のマップ方法を明示的に制御でき
ます。これは各パーティションの記述で、パーティション化キーの不連続な値のリストを指
定して行います。これは値の範囲がパーティションに対応付けられているレンジ・パーティ
ション化や、ハッシュ関数がパーティションへの行のマッピングを制御するハッシュ・パー
ティション化とは異なります。リスト・パーティション化の利点は、関連もなく順序付けも
されていないデータのセットを、自然な形でグループ化および編成できることです。

リスト・パーティション化の詳細は、例示して説明するのが も有効です。ここでは、売上
表を領域別にパーティション化することにします。つまり、次の例のように、州を地理的な
位置によってグループ分けします。

リスト・パーティション化の例リスト・パーティション化の例リスト・パーティション化の例リスト・パーティション化の例
CREATE TABLE sales_list
(salesman_id  NUMBER(5), 
salesman_name VARCHAR2(30),
sales_state   VARCHAR2(20),
sales_amount  NUMBER(10), 
sales_date    DATE)
PARTITION BY LIST(sales_state)
(
PARTITION sales_west VALUES('California', 'Hawaii'),
PARTITION sales_east VALUES ('New York', 'Virginia', 'Florida'),
PARTITION sales_central VALUES('Texas', 'Illinois')
PARTITION sales_other VALUES(DEFAULT)
);
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行は、行のパーティション化列の値が、そのパーティションを示した値のセットの範囲内に
あるかどうかをチェックすることによって、パーティションにマップされます。 たとえば、
各行は次のように挿入されます。

� (10, 'Jones', 'Hawaii', 100, '05-JAN-2000') は、パーティション sales_westに
マップされます。

� (21, 'Smith', 'Florida', 150, '15-JAN-2000') は、パーティション sales_east
にマップされます。

� (32, 'Lee', 'Colorado', 130, '21-JAN-2000') は、表内のどのパーティションにも
マップされません。

レンジ・パーティション化やハッシュ・パーティション化と違い、リスト・パーティション
化ではマルチカラム・パーティション・キーはサポートされていません。表をリストによっ
てパーティション化する場合、パーティション化キーは常に表の単一列から成ります。

DEFAULTパーティションを使用すると、リスト・パーティション表に可能な値をすべて指
定する必要がなく、他のどのパーティションにもマップされない行でもエラーは生成されま
せん。

ハッシュ・パーティション化ハッシュ・パーティション化ハッシュ・パーティション化ハッシュ・パーティション化
ハッシュ・パーティション化では、レンジ・パーティション化やリスト・パーティション化
ができないデータを容易にパーティション化できます。これは単純な構文で行われ、実装も
容易です。レンジ・パーティション化よりハッシュ・パーティション化のほうが適している
のは、次のような場合です。

� 特定の範囲にマップされるデータ量が事前に把握できない場合。

� 各レンジ・パーティションのサイズが大幅に異なるか、または手動で調整するのが困難
な場合。

� レンジ・パーティション化を行うとデータが不適切にクラスタ化されてしまう場合。

� パラレル DML、パーティション・プルーニングおよびパーティション・ワイズ結合と
いったパフォーマンス機能が重要な場合。

ハッシュ・パーティションには、パーティションの分割、削除およびマージの概念は当ては
まりません。そのかわり、ハッシュ・パーティションは追加および結合ができます。

ハッシュ・パーティション化の例ハッシュ・パーティション化の例ハッシュ・パーティション化の例ハッシュ・パーティション化の例
CREATE TABLE sales_hash
(salesman_id  NUMBER(5), 
salesman_name VARCHAR2(30), 
sales_amount  NUMBER(10), 
week_no       NUMBER(2)) 
PARTITION BY HASH(salesman_id) 
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PARTITIONS 4 
STORE IN (data1, data2, data3, data4);

この文は、salesman_idフィールドでハッシュ・パーティション化される表 sales_hash
を作成します。 表領域名は、data1、data2、data3および data4です。

コンポジット・パーティション化コンポジット・パーティション化コンポジット・パーティション化コンポジット・パーティション化
コンポジット・パーティション化では、データはレンジ方式でパーティション化されてか
ら、各パーティション内でハッシュまたはリスト方式でサブパーティション化されます。 レ
ンジ - ハッシュ・コンポジット・パーティション化では、レンジ・パーティション化の優れ
た管理性や、ハッシュ・パーティション化のデータ配置、ストライプ化およびパラレル化と
いった利点が生かされています。レンジ - リスト・コンポジット・パーティション化では、
レンジ・パーティション化の管理性と、サブパーティションに対するリスト・パーティショ
ン化の明示的な制御が生かされています。

コンポジット・パーティション化では新しいレンジ・パーティションの追加といった履歴操
作がサポートされていますが、同時にサブパーティション化を通して、DML 操作のより高
い並列度やさらにきめの細かいデータ配置も可能になっています。

レンジレンジレンジレンジ - ハッシュ・コンポジット・パーティション化の例ハッシュ・コンポジット・パーティション化の例ハッシュ・コンポジット・パーティション化の例ハッシュ・コンポジット・パーティション化の例
CREATE TABLE sales_composite 
(salesman_id  NUMBER(5), 
 salesman_name VARCHAR2(30), 
 sales_amount  NUMBER(10), 
 sales_date    DATE)
PARTITION BY RANGE(sales_date) 
SUBPARTITION BY HASH(salesman_id)
SUBPARTITION TEMPLATE(
SUBPARTITION sp1 TABLESPACE data1,
SUBPARTITION sp2 TABLESPACE data2,
SUBPARTITION sp3 TABLESPACE data3,
SUBPARTITION sp4 TABLESPACE data4)
(PARTITION sales_jan2000 VALUES LESS THAN(TO_DATE('02/01/2000','DD/MM/YYYY'))
 PARTITION sales_feb2000 VALUES LESS THAN(TO_DATE('03/01/2000','DD/MM/YYYY'))
 PARTITION sales_mar2000 VALUES LESS THAN(TO_DATE('04/01/2000','DD/MM/YYYY'))
 PARTITION sales_apr2000 VALUES LESS THAN(TO_DATE('05/01/2000','DD/MM/YYYY'))
 PARTITION sales_may2000 VALUES LESS THAN(TO_DATE('06/01/2000','DD/MM/YYYY')));

この文は、sales_dateフィールドでレンジ・パーティション化され、かつ salesman_id
でハッシュ・サブパーティション化される表 sales_compositeを作成します。 テンプレー
トを使用すると、パーティション名、アンダースコアおよびテンプレートからのサブパー
ティション名が連結されて、サブパーティション名が作成されます。 このサブパーティショ
ンは、テンプレートに指定されている表領域に格納されます。 前述の文では、sales_
jan2000_sp1が作成されて表領域 data1に格納され、sales_jan2000_sp4が作成され
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て表領域 data4に格納されます。 同様に、sales_apr2000_sp1が作成されて表領域
data1に格納され、sales_apr2000_sp4が作成されて表領域 data4に格納されます。図
11-4 は、前述の例を図示したものです。

図図図図 11-4 レンジレンジレンジレンジ - ハッシュ・コンポジット・パーティション化ハッシュ・コンポジット・パーティション化ハッシュ・コンポジット・パーティション化ハッシュ・コンポジット・パーティション化

レンジレンジレンジレンジ - リスト・コンポジット・パーティション化の例リスト・コンポジット・パーティション化の例リスト・コンポジット・パーティション化の例リスト・コンポジット・パーティション化の例
CREATE TABLE bimonthly_regional_sales
(deptno NUMBER, 
 item_no VARCHAR2(20),
 txn_date DATE, 
 txn_amount NUMBER, 
 state VARCHAR2(2))
PARTITION BY RANGE (txn_date)
SUBPARTITION BY LIST (state)
SUBPARTITION TEMPLATE(

SUBPARTITION east VALUES('NY', 'VA', 'FL') TABLESPACE ts1,
SUBPARTITION west VALUES('CA', 'OR', 'HI') TABLESPACE ts2,
SUBPARTITION central VALUES('IL', 'TX', 'MO') TABLESPACE ts3)

(
PARTITION janfeb_2000 VALUES LESS THAN (TO_DATE('1-MAR-2000','DD-MON-YYYY')),
PARTITION marapr_2000 VALUES LESS THAN (TO_DATE('1-MAY-2000','DD-MON-YYYY')),
PARTITION mayjun_2000 VALUES LESS THAN (TO_DATE('1-JUL-2000','DD-MON-YYYY'))
);
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この文は、txn_dateフィールドでレンジ・パーティション化され、かつ stateでリスト・
サブパーティション化される表 bimonthly_regional_salesを作成します。 テンプレー
トを使用すると、パーティション名、アンダースコアおよびテンプレートからのサブパー
ティション名が連結されて、サブパーティション名が作成されます。 このサブパーティショ
ンは、テンプレートに指定されている表領域に格納されます。 前述の文では、janfeb_
2000_eastが作成されて表領域 ts1に格納され、janfeb_2000_centralが作成され表
領域 ts3に格納されます。 同様に、mayjun_2000_eastが作成されて表領域 ts1に格納さ
れ、mayjun_2000_centralが表領域 ts3に格納されます。図 11-5 は、表 bimonthly_
regional_salesとその 9 個のサブパーティションを図示したものです。

図図図図 11-5 レンジレンジレンジレンジ - リスト・コンポジット・パーティション化リスト・コンポジット・パーティション化リスト・コンポジット・パーティション化リスト・コンポジット・パーティション化

表をパーティション化する場合表をパーティション化する場合表をパーティション化する場合表をパーティション化する場合
ここでは表をパーティション化する場合についての提案を示します。

� 2GB 以上の表は常に、パーティション化の考慮対象となります。 

� 新のパーティションに新しいデータが追加されるような履歴データを含む表も、パー
ティション化の考慮対象となります。この典型的な例は、現在月のデータのみ更新可能
で他の 11 か月は読取り専用になっている履歴表です。

3月と4月�

コンポジット・パーティション化:�
レンジ-リスト�

1月と2月� 5月と6月�

東営業地区�
New York
Virginia
Florida

西営業地区
California
Oregon
Hawaii

中央営業地区�
Illinois
Texas
Missouri
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パーティション索引パーティション索引パーティション索引パーティション索引
パーティション表と同様、パーティション索引も管理性、可用性、パフォーマンスおよび拡
張性を改善します。パーティション索引は独立的にパーティション化する（グローバル索
引）ことも、表のパーティション化方法に自動でリンクする（ローカル索引）こともできま
す。

ローカル・パーティション索引ローカル・パーティション索引ローカル・パーティション索引ローカル・パーティション索引
ローカル・パーティション索引は、他のタイプのパーティション索引よりも管理が容易で
す。ローカル・パーティション索引でも可用性が拡張されており、DSS 環境では一般的と
なっています。 その理由は、ローカル索引の各パーティションが必ず表の 1 つのパーティ
ションに対応付けられている、同一レベル・パーティション化にあります。これにより、索
引のパーティションを自動的に表のパーティションと同時保存し、かつ表と索引の各ペアを
それぞれ独立させることができます。 1 つのパーティションのデータを無効または使用不可
能にする処理は、単一パーティションのみに影響します。

パーティションは、明示的にローカル索引に追加することはできません。基礎となる表に
パーティションを追加した場合のみ、新しいパーティションがローカル索引に追加されま
す。同様に、パーティションを明示的にローカル索引から削除することもできません。基礎
となる表からパーティションを削除した場合のみ、ローカル索引のパーティションが削除さ
れます。

ローカル索引は一意索引にできます。ただしローカル索引を一意索引にするには、表のパー
ティション化キーが索引のキー列の一部である必要があります。一意のローカル索引は、
OLTP 環境では有効です。

図 11-6 は、ローカル・パーティション索引を図示したものです。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : パーティション索引の詳細は、『Oracle9i データ・ウェアハウ
ス・ガイド』を参照してください。
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図図図図 11-6 ローカル・パーティション索引ローカル・パーティション索引ローカル・パーティション索引ローカル・パーティション索引

グローバル・パーティション索引グローバル・パーティション索引グローバル・パーティション索引グローバル・パーティション索引
グローバル・パーティション索引は、パーティション化の程度とパーティション化キーが表
のパーティション化方法から独立しているため、柔軟といえます。この索引は通常は OLTP
環境で使用され、あらゆる個別レコードへの効率的なアクセスを提供します。

グローバル索引の も上位のパーティションのパーティション・バウンドには、すべての値
に MAXVALUEを指定する必要があります。 これにより、基礎になる表のすべての行を索引に
含めることができます。グローバル同一キー索引は、一意の索引にも、一意でない索引にも
できます。

上位のパーティションには常に MAXVALUEのパーティション・バウンドがあるため、グ
ローバル索引にはパーティションを追加できません。 新しい 上位パーティションを追加す
る場合は、ALTER INDEX SPLIT PARTITION文を使用します。 グローバル索引のパーティ
ションが空の場合、ALTER INDEX DROP PARTITION文を発行すると明示的に削除できます。
グローバル索引のパーティションにデータが含まれている場合は、パーティションを削除す
ると、次に上位のパーティションに UNUSABLE マークが設定されます。グローバル索引の
上位パーティションは削除できません。

グローバル・パーティション索引のメンテナンスグローバル・パーティション索引のメンテナンスグローバル・パーティション索引のメンテナンスグローバル・パーティション索引のメンテナンス
デフォルトでは、ヒープ構成表のパーティションに次の操作を行うと、グローバル索引すべ
てに UNUSABLE マークが設定されます。

ADD (HASH) 
COALESCE (HASH) 
DROP 
EXCHANGE 
MERGE 
MOVE 

パーティション�
索引�

パーティション�
表�
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SPLIT 
TRUNCATE 

操作のための SQL 文に UPDATE GLOBAL INDEXES句を追加すると、これらの索引をメンテ
ナンスできます。 グローバル索引をメンテナンスすることには、次の 2 つの利点があります。

� 操作の間中、索引が使用可能かつオンラインな状態にあります。そのため、他のアプリ
ケーションがこの操作の影響を受けません。

� 操作の後、索引を再作成する必要がありません。

例例例例 :  ALTER TABLE DROP PARTITION P1 UPDATE GLOBAL INDEXES

図 11-7 は、グローバル・パーティション索引を図示したものです。

図図図図 11-7 グローバル・パーティション索引グローバル・パーティション索引グローバル・パーティション索引グローバル・パーティション索引

注意注意注意注意 : この機能はヒープ構成表のみにサポートされています。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : UPDATE GLOBAL INDEX句の詳細は、『Oracle9i SQL リファレ
ンス』を参照してください。
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グローバル非パーティション索引グローバル非パーティション索引グローバル非パーティション索引グローバル非パーティション索引
グローバル非パーティション索引は、非パーティション索引と同様に動作します。この索引
は通常は OLTP 環境で使用され、あらゆる個別レコードへの効率的なアクセスを提供しま
す。

図 11-8 は、グローバル非パーティション索引を図示したものです。

図図図図 11-8 グローバル非パーティション索引グローバル非パーティション索引グローバル非パーティション索引グローバル非パーティション索引

パーティション索引の例パーティション索引の例パーティション索引の例パーティション索引の例

索引の作成例索引の作成例索引の作成例索引の作成例 : 例に使用している表の冒頭部分例に使用している表の冒頭部分例に使用している表の冒頭部分例に使用している表の冒頭部分
CREATE TABLE employees
(employee_id NUMBER(4) NOT NULL,
 last_name VARCHAR2(10), 
 department_id NUMBER(2))
PARTITION BY RANGE (department_id)
(PARTITION employees_part1 VALUES LESS THAN (11) TABLESPACE part1, 
 PARTITION employees_part2 VALUES LESS THAN (21) TABLESPACE part2, 
 PARTITION employees_part3 VALUES LESS THAN (31) TABLESPACE part3);

ローカル索引の作成例ローカル索引の作成例ローカル索引の作成例ローカル索引の作成例
CREATE INDEX employees_local_idx ON employees (employee_id) LOCAL;

グローバル索引の作成例グローバル索引の作成例グローバル索引の作成例グローバル索引の作成例
CREATE INDEX employees_global_idx ON employees(employee_id);

索引�

パーティション�
表�
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パーティション索引
グローバル・パーティション索引の作成例グローバル・パーティション索引の作成例グローバル・パーティション索引の作成例グローバル・パーティション索引の作成例
CREATE INDEX employees_global_part_idx ON employees(employee_id)
GLOBAL PARTITION BY RANGE(employee_id)
(PARTITION p1 VALUES LESS THAN(5000),
 PARTITION p2 VALUES LESS THAN(MAXVALUE));

パーティション化された索引構成表の作成例パーティション化された索引構成表の作成例パーティション化された索引構成表の作成例パーティション化された索引構成表の作成例
CREATE TABLE sales_range
(
salesman_id   NUMBER(5), 
salesman_name VARCHAR2(30), 
sales_amount  NUMBER(10), 
sales_date    DATE, 
PRIMARY KEY(sales_date, salesman_id)) 
ORGANIZATION INDEX INCLUDING salesman_id 
OVERFLOW TABLESPACE tabsp_overflow 
PARTITION BY RANGE(sales_date)
(PARTITION sales_jan2000 VALUES LESS THAN(TO_DATE('02/01/2000','DD/MM/YYYY'))
 OVERFLOW TABLESPACE p1_overflow, 
 PARTITION sales_feb2000 VALUES LESS THAN(TO_DATE('03/01/2000','DD/MM/YYYY'))
 OVERFLOW TABLESPACE p2_overflow, 
 PARTITION sales_mar2000 VALUES LESS THAN(TO_DATE('04/01/2000','DD/MM/YYYY'))
 OVERFLOW TABLESPACE p3_overflow, 
 PARTITION sales_apr2000 VALUES LESS THAN(TO_DATE('05/01/2000','DD/MM/YYYY'))
 OVERFLOW TABLESPACE p4_overflow);

パーティション表に索引を作成する場合のその他の情報パーティション表に索引を作成する場合のその他の情報パーティション表に索引を作成する場合のその他の情報パーティション表に索引を作成する場合のその他の情報
パーティション表に対してビットマップ索引を作成できますが、ビットマップ索引はパー
ティション表に対して必ずローカルであるという制限があります。グローバル索引にするこ
とはできません。

グローバル索引は一意索引にできます。ローカル索引は、パーティション化キーが索引キー
の一部である場合、一意索引にしかできません。

OLTP アプリケーションでのパーティション索引の使用アプリケーションでのパーティション索引の使用アプリケーションでのパーティション索引の使用アプリケーションでのパーティション索引の使用
ここでは OLTP アプリケーションにいくつかのガイドラインを示します。

� グローバル索引と一意のローカル索引を使用すると、索引パーティション・プローブの
数が 小になるため、非一意のローカル索引を使用するよりもパフォーマンスが向上し
ます。

� ローカル索引は、表に対してパーティションまたはサブパーティションのメンテナンス
操作を実行するときに、より高い可用性を提供します。
11-16　Oracle9i データベース概要               



パーティション索引
データ・ウェアハウス・アプリケーションとデータ・ウェアハウス・アプリケーションとデータ・ウェアハウス・アプリケーションとデータ・ウェアハウス・アプリケーションと DSS アプリケーションでのアプリケーションでのアプリケーションでのアプリケーションでの
パーティション索引の使用パーティション索引の使用パーティション索引の使用パーティション索引の使用

ここではデータ・ウェアハウス・アプリケーションと DSS アプリケーションにいくつかのガ
イドラインを示します。

� データのロード時およびパーティションのメンテナンス操作時にはローカル索引のほう
が管理が容易なため、ローカル索引の使用をお薦めします。

� ローカル索引を使用すると、索引キーに基づくレンジ問合せにより、多くの索引パー
ティションをパラレルでスキャンできるため、パフォーマンスを改善できます。

コンポジット・パーティションでのパーティション索引コンポジット・パーティションでのパーティション索引コンポジット・パーティションでのパーティション索引コンポジット・パーティションでのパーティション索引
ここではコンポジット・パーティションでパーティション索引を使用する際の考慮事項を挙
げます。

� レンジ・パーティション化グローバル索引のみがサポートされています。

� サブパーティション索引は常にローカルで、デフォルトでは表のサブパーティションと
ともに格納されます。

� 表領域は、索引レベルでも索引のサブパーティションレベルでも指定できます。
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パフォーマンスの改善のためのパーティション化
パフォーマンスの改善のためのパーティション化パフォーマンスの改善のためのパーティション化パフォーマンスの改善のためのパーティション化パフォーマンスの改善のためのパーティション化
パーティション化を行うと、パフォーマンスや管理性を改善できます。その理由でパーティ
ション化を使用する際の考慮事項を次に示します。

� パーティション・プルーニング

� パーティション・ワイズ結合

� パラレル DML

パーティション・プルーニングパーティション・プルーニングパーティション・プルーニングパーティション・プルーニング
Oracle サーバーは、パーティションとサブパーティションを明示的に認識します。次に、ア
クセスを必要とするパーティションまたはサブパーティションをマークし、不要なパーティ
ションやサブパーティションがこれらの SQL 文によるアクセスから除外（プルーニング）
されるようにするために、SQL 文を 適化します。言い換えると、パーティション・プルー
ニングとは、問合せの際に不要な索引およびデータのパーティションやサブパーティション
をスキップすることです。

SQL 文ごとに、指定された選択基準に応じて不必要なパーティションやサブパーティション
が除外されます。 たとえば、3 月の売上データのみに関する問合せであれば、残りの 11 か月
に関するデータを取り出す必要はありません。このようなインテリジェント・プルーニング
機能によって、データの量を大幅に低減できるため、問合せのパフォーマンスが実質的に向
上します。

オプティマイザは、アクセスされるパーティションまたはサブパーティションのすべての行
がプルーニングによって使用される選択基準を満たすかどうかを判断する場合に、パフォー
マンスを向上させるために、評価のときにそれらの基準を述語リスト（WHERE句）から削除
します。ただし、SQL 文によってパーティション化される列に TO_DATE以外の関数が適用
されると、オプティマイザはパーティションをプルーニングできません。同様に、ファンク
ション・ベース索引でない限り、SQL 文によって索引付きの列に関数が適用されると、オプ
ティマイザは索引を使用できません。

基礎となる表のパーティションを排除できない場合にも、パーティションのプルーニングに
よって索引パーティションを排除できますが、これは索引と表が別々の列にパーティション
化されている場合に限ります。大規模な表に対する操作のパフォーマンスは、SQL 文がアク
セスまたは変更する必要のあるデータ量を削減するパーティション索引を作成すると改善で
きます。

等価、レンジ、LIKEおよび IN-list の述語は、レンジ・パーティション化またはリスト・
パーティション化によるパーティション・プルーニングの対象とされ、等価かつ IN-list の
述語は、ハッシュ・パーティション化によるパーティション・プルーニングの対象とされま
す。
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パフォーマンスの改善のためのパーティション化
パーティション・プルーニングの例パーティション・プルーニングの例パーティション・プルーニングの例パーティション・プルーニングの例
ordersと呼ばれるパーティション表があります。 ordersのパーティション・キーは
order_dateです。 ordersには 1 月から 6 月までの 6 か月分のデータがあり、各月のデー
タが 1 つのパーティションになっているとします。 ここで次のような問合せを実行した場合、

SELECT SUM(value) 
FROM orders 
WHERE order_date BETWEEN '28-MAR-98' AND '23-APR-98'

パーティション・プルーニングは次のように行われます。

� まず 1 月、2 月、5 月および 6 月のデータ・パーティションのパーティション絞込みが行
われます。次に、下のいずれかが実行されます。

� 索引の選択性が高い場合、3 月および 4 月のデータ・パーティションの索引スキャ
ン。

または

� 索引の選択性が低い場合、3 月および 4 月のデータ・パーティションの全体スキャ
ン。

パーティション・ワイズ結合パーティション・ワイズ結合パーティション・ワイズ結合パーティション・ワイズ結合
パーティション・ワイズ結合とは、結合列に沿ってパーティション化された 2 つの表を結合
する際に使用できる 適化のことです。パーティション・ワイズ結合では、結合の操作が小
さな単位に分割され、それぞれが順番にまたはパラレルで実行されます。別の見方をすれ
ば、パーティション・ワイズ結合は、パラレル結合の実行時にデータ配分を考慮することで
パラレルのスレーブ間で交換されるデータの量を 小化するものです。

パラレルパラレルパラレルパラレル DML
パラレル実行を行うと、主に意思決定支援システムやデータ・ウェアハウスに対応付けられ
た大規模データベースでの、データ処理集中型の操作における応答時間が劇的に短縮されま
す。従来型の表に加え、レンジ・パーティションおよびハッシュ・パーティションの表でも
パラレル問合せやパラレル DML が使用できます。これにより、バッチ操作の拡張性および
パフォーマンスを拡張できます。 

パラレル DML セッションの方法および制限事項は、索引構成表の使用の有無によらず変わ
りません。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : パーティション化方法およびパーティション・ワイズ結合の
詳細は、『Oracle9i データ・ウェアハウス・ガイド』を参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : パラレル DML とそのパーティション表における使用方法の
詳細は、『Oracle9i データ・ウェアハウス・ガイド』を参照してください。
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システム固有のデータ型システム固有のデータ型システム固有のデータ型システム固有のデータ型

この章では、Oracle 組込みデータ型とその特性、および Oracle データ型を Oracle 以外の
データ型にマップする方法について説明します。 この章の内容は、次のとおりです。 

� Oracle データ型の概要

� 文字データ型

� NUMBER データ型

� DATE データ型

� LOB データ型

� RAW および LONG RAW データ型

� ROWID および UROWID データ型

� ANSI データ型、DB2 データ型および SQL/DS データ型

� XML データ型

� URI データ型

� データ変換
ータ型 12-1



Oracle データ型の概要
Oracle データ型の概要データ型の概要データ型の概要データ型の概要
SQL 文中の列値と定数は、それぞれ特定の記憶域形式、制約および値の有効範囲に対応付け
られたデータ型データ型データ型データ型を持っています。表の作成時には、その各列のデータ型を指定する必要があ
ります。 

Oracle の組込みデータ型は、次のとおりです。 

� 文字データ型 

– CHAR データ型 

– VARCHAR2 および VARCHAR データ型 

– NCHAR および NVARCHAR2 データ型 

– LONG データ型 

� NUMBER データ型 

� DATE データ型 

� LOB データ型 

– BLOB データ型 

– CLOB および NCLOB データ型 

– BFILE データ型 

� RAW および LONG RAW データ型 

� ROWID および UROWID データ型 

– 物理 ROWID 

– 論理 ROWID

– Oracle 以外のデータベースの ROWID 

注意注意注意注意 : PL/SQL には、定数と変数のその他のデータ型として、BOOLEAN、
参照型、コンポジット型（コレクションとレコード）およびユーザー定義
サブタイプがあります。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� PL/SQL データ型と各 Oracle データ型の特性の詳細は、『PL/SQL
ユーザーズ・ガイドおよびリファレンス』を参照してください。

� 組込みデータ型の使用方法の詳細は、『Oracle9i アプリケーション開発
者ガイド - 基礎編』を参照してください。
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文字データ型
次の各項では、各組込みデータ型についてさらに詳しく説明します。 

文字データ型文字データ型文字データ型文字データ型
文字データ型は、文字コード体系（通常、キャラクタ・セットまたはコード・ページと呼ば
れる）に対応するバイト値によって、文字（英数字）データを文字列に格納します。 

データベースのキャラクタ・セットは、データベースの作成時に設定されます。キャラク
タ・セットには、7 ビット ASCII（情報交換用米国標準コード）、EBCDIC（拡張 2 進化 10
進コード）、コード・ページ 500、日本語拡張 UNIX コード、Unicode UTF-8 などがありま
す。Oracle はシングルバイトおよびマルチバイト・コード体系をサポートしています。 

CHAR データ型データ型データ型データ型
CHARデータ型は、固定長の文字列を格納します。CHAR列を含む表を作成するときは、
CHAR列の文字列の長さを 1 から 2000 までの値で指定する必要があります（単位はバイト数
または文字数）。デフォルトは 1 バイトです。Oracle によって、次のことが保証されます。

� 表に行を挿入したり更新するとき、CHAR列の値は固定長になります。 

� 短い値を与えると、固定長に合せて空白が埋め込まれます。 

� 末尾に空白が続く長い値を与えると、固定長に合せて値から空白が切り捨てられます。 

� 値が大きすぎると、Oracle からエラーが戻されます。 

Oracle は、空白埋め比較方法を使用して CHAR値を比較します。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 文字データ型を選択する方法の詳細は、『Oracle9i アプリケーション開
発者ガイド - 基礎編』を参照してください。

� 文字データ変換の詳細は、『Oracle9i Database グローバリゼーショ
ン・サポート・ガイド』を参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :  空白埋め比較方法の詳細は、『Oracle9i SQL リファレンス』
を参照してください。
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VARCHAR2 およびおよびおよびおよび VARCHAR データ型データ型データ型データ型
VARCHAR2データ型には、可変長の文字列が格納されます。VARCHAR2列を含む表を作成す
るときは、VARCHAR2列の文字列の 大長を 1 から 4000 までの値で指定します（単位はバ
イト数または文字数）。各行の値は、可変長フィールドとして列に格納されます。値が列の
大長を超えている場合は、Oracle からエラーが戻されます。VARCHAR2と VARCHARを使

用すると、表が使用する空白を節約できます。

たとえば、列 VARCHAR2を 大サイズ 50 文字で宣言するとします。シングルバイト・キャ
ラクタ・セットで、特定の行の VARCHAR2列に 10 文字を入れると、その行断片の列には 50
文字ではなく 10 文字（10 バイト）のみが格納されます。 

Oracle は、非空白埋め比較方法を使用して VARCHAR2値を比較します。 

VARCHAR データ型データ型データ型データ型
VARCHARデータ型は、VARCHAR2データ型と同義です。このため、考えられる動作変更を
回避するために、可変長の文字列の格納には常に VARCHAR2データ型を使用してください。 

文字データ型の長さセマンティクス文字データ型の長さセマンティクス文字データ型の長さセマンティクス文字データ型の長さセマンティクス
グローバリゼーション・サポートは、文字データ型に様々なキャラクタ・セットを使用でき
るようにします。グローバリゼーション・サポートを使用すると、シングルバイトおよびマ
ルチバイト・キャラクタ・セットを処理したり、それらのキャラクタ・セット間の変換が可
能です。クライアント・セッションでは、データベース・キャラクタ・セットと異なるクラ
イアント・キャラクタ・セットを使用できます。 

文字データ型の列の長さを指定する場合は、文字のサイズを考慮してください。この問題
は、文字データを含む列を持つ表の領域を見積るときに考慮する必要があります。

文字データ型の長さセマンティクスは、バイト数または文字数で測定できます。

� バイト・セマンティクスバイト・セマンティクスバイト・セマンティクスバイト・セマンティクスは、文字列を一連のバイトとして取り扱うことを意味します。
これは、文字データ型のデフォルトです。

� キャラクタ・セマンティクスキャラクタ・セマンティクスキャラクタ・セマンティクスキャラクタ・セマンティクスは、文字列を一連の文字として取り扱うことを意味しま
す。文字は技術的に、データベース・キャラクタ・セットのコード・ポイントです。

シングルバイト・キャラクタ・セットの場合、キャラクタ・セマンティクスで定義された列
は、バイト・セマンティクスで定義された列と基本的に同じです。キャラクタ・セマンティ
クスは、可変幅のマルチバイト文字列の定義に便利です。つまり、データ記憶域で実際に必
要な長さを定義する際の複雑さを軽減します。 たとえば、Unicode（UTF8）データベース
で、VARCHAR2列を定義する必要がある場合を考えます。この列には、5 つまでの漢字と 5
つの英字を格納できます。バイト・セマンティクスでは、（5 × 3 バイト）+（1 × 5 バイト）
=20 バイト必要です。キャラクタ・セマンティクスでは、列に 10 文字必要です。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :  非空白埋め比較の詳細は、『Oracle9i SQL リファレンス』を
参照してください。
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VARCHAR2(20 BYTE)と SUBSTRB(<string>, 1, 20)は、バイト・セマンティクスを使
用します。 VARCHAR2(10 CHAR)と SUBSTR(<string>, 1, 10)は、キャラクタ・セマン
ティクスを使用します。

NLS_LENGTH_SEMANTICSパラメータによって、文字データ型の新しい列が、バイト・セマ
ンティクスとキャラクタ・セマンティクスのどちらを使用するのかが決まります。デフォル
トの長さセマンティクスはバイトです。データベースのすべての文字データ型列がバイト・
セマンティクスを使用する（またはすべてキャラクタ・セマンティクスを使用する）場合、
ユーザーはどの列がどちらのセマンティクスを使用するのかについて考慮する必要はありま
せん。 BYTEと CHARの修飾子は、前述したように可能であれば使用しないでください。これ
は、これらの修飾子を使用すると、データベースのセマンティクスが混合されるためです。 
かわりに、NLS_LENGTH_SEMANTICS初期化パラメータを INIT.ORAに適切に設定してくだ
さい。列はデフォルトのセマンティクスを使用します。 

NCHAR およびおよびおよびおよび NVARCHAR2 データ型データ型データ型データ型
NCHARと NVARCHAR2は、Unicode 文字データを格納する Unicode データ型です。NCHAR
と NVARCHAR2データ型のキャラクタ・セットは、AL16UTF16 または UTF8 のいずれかの
みです。また、データベースの作成時に各国語キャラクタ・セットとして指定されます。
AL16UTF16 と UTF8 は、どちらも Unicode エンコーディングです。

� NCHARデータ型は、各国語キャラクタ・セットに対応する固定長の文字列を格納しま
す。

� NVARCHAR2データ型には、可変長の文字列が格納されます。

NCHARまたは NVARCHAR2列で表を作成すると、指定する 大サイズは、必ずキャラクタ・
セマンティクス内になります。キャラクタ・セマンティクスは、デフォルトです。また、
NCHARまたは NVARCHAR2の唯一の長さセマンティクスです。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 12-6 ページ「Oracle データベース内の Unicode データの使用」

� Oracle のグローバリゼーション・サポート機能の詳細は、『Oracle9i 
Database グローバリゼーション・サポート・ガイド』を参照してくだ
さい。

� 長さセマンティクスと適切な Unicode キャラクタ・セットの選択の詳
細は、『Oracle9i アプリケーション開発者ガイド - 基礎編』を参照して
ください。

� 既存の列をキャラクタ・セマンティクスへ移行する方法については、
『Oracle9i データベース移行ガイド』を参照してください。
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例例例例 12-1 列の 大バイト長の定義列の 大バイト長の定義列の 大バイト長の定義列の 大バイト長の定義

各国語キャラクタ・セットが UTF8 である場合、次の文は、 大バイト長を 90 バイトに定
義します。

CREATE TABLE tab1 (col1 NCHAR(30));

この文は、 大文字長が 30 の列を作成します。 大バイト長は、 大文字長と各文字の
大バイト長から決まります。

NCHAR
NCHAR列の 大長は 2000 バイトです。2000 文字まで格納できます。実際のデータは、多く
の場合、 大バイト数の 2000 になります。実行時には、同時に 2 つのサイズ制約を満たす
必要があります。

NVARCHAR2
NVARCHAR2列の 大長は 4000 バイトです。4000 文字まで格納できます。実際のデータは、
多くの場合、 大バイト数の 4000 になります。実行時には、同時に 2 つのサイズ制約を満
たす必要があります。

Oracle データベース内のデータベース内のデータベース内のデータベース内の Unicode データの使用データの使用データの使用データの使用
Unicode は、ユーザーが使用するあらゆる言語のすべての文字を統一してエンコーディング
しようとするものです。また、個人的に定義した文字を表す方法も提供します。Unicode を
格納するデータベースの列は、あらゆる言語のテキストを格納できます。

グローバル化されたアプリケーションを使用する Oracle ユーザーは、Oracle データベース
に必ず Unicode データを格納する必要があります。データベースのキャラクタ・セットに関
係なく、必ず Unicode に変換されるデータ型が必要です。 

Oracle は、NCHAR、NVARCHAR2および NCLOBによって、信頼できる Unicode データ型を
実現しています。これらのデータ型は、Unicode エンコーディングへの変換が保証されてい
るため、必ずキャラクタ・セマンティクスを使用します。 NCHAR/NVARCHAR2が使用する
キャラクタ・セットは、UTF8 または AL16UTF16 のいずれかです。これは、データベース
の作成時に設定される各国語キャラクタ・セットによって決まります。これらのデータ・タ
イプでは、データベースがデータベース・キャラクタ・セットとして Unicode を使用するし
ないにかかわらず、Unicode のキャラクタ・セットをそのデータベースに格納できます。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 :  NCHARおよび NVARCHAR2データ型の詳細は、『Oracle9i 
Database グローバリゼーション・サポート・ガイド』を参照してくださ
い。
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暗黙的な型変換暗黙的な型変換暗黙的な型変換暗黙的な型変換
CHAR/VARCHAR2のすべての暗黙的な変換に加えて、Oracle は、NCHAR/NVARCHAR2の暗
黙的な変換もサポートしています。CHAR/VARCHAR2と NCHAR/NVARCHAR2間の暗黙的な
変換もサポートされています。

LOB 文字データ型文字データ型文字データ型文字データ型
文字データの LOB データ型は CLOBと NCLOBです。 大 4GB の文字データ（CLOB）また
は各国語キャラクタ・セット・データ（NCLOB）を格納できます。 LOB データ型は、LONG
データ型の機能性と置き換えられます。

LONG データ型データ型データ型データ型

LONGと定義されている列には、 大 2GB までの情報を含む可変長の文字データを格納でき
ます。 LONGデータは、異なるシステム間で移動しても適切に変換されるテキスト・データ
です。 

LONGデータ型の列は、ビュー定義のテキストを格納するために、データ・ディクショナリ
で使用されます。LONG列は、SELECT構文のリスト、UPDATE文の SET句および INSERT
文の VALUES句で使用できます。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 12-13 ページ「LOB データ型」

注意注意注意注意 : LONGデータ型は、既存のアプリケーションとの下位互換性を保つ
ために用意されています。新しいアプリケーションでは、大量の文字デー
タを格納するには CLOBおよび NCLOBデータ型を使用してください。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� LONGデータ型の制限の詳細は、『Oracle9i アプリケーション開発者ガ
イド - 基礎編』を参照してください。

� LONG RAWデータ型の詳細は、12-16 ページの「RAW および LONG 
RAW データ型」を参照してください。
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NUMBER データ型データ型データ型データ型
NUMBERデータ型には、固定小数点数および浮動小数点数が格納されます。事実上どんな大
きさの数値でも格納可能です。Oracle が稼働するシステムであれば、 大 38 桁の精度で、
システム間の移植性が保証されています。 

NUMBER列には、次の数値を格納できます。

� 1 × 10-130 ～ 9.99...9 × 10125 の範囲の正の数。 大有効桁数は 38 です。

� -1 × 10-130 ～ -9.99...99 × 10125 の範囲の負の数。 大有効桁数は 38 です。

� 0（ゼロ）。

� 正と負の無限大（Oracle バージョン 5 データベースからのインポート時にのみ生成され
ます）。

数値列の場合は、次のように列を指定できます。 

column_name NUMBER 

また、任意で次のように精度精度精度精度（全体の桁数）とスケールスケールスケールスケール（小数点以下の桁数）を指定するこ
ともできます。 

column_name NUMBER (precision, scale) 

精度を指定しないと、値は与えられたとおりに列に格納されます。スケールを指定しない
と、スケールは 0（ゼロ）になります。 

Oracle では、38 桁以下の精度で数値の移植性が保証されています。次のように、スケール
のみを指定して、精度は指定しないこともできます。 

column_name NUMBER (*, scale) 

この場合、精度は 38 になり、指定したスケールが保持されます。 

数値フィールドを指定する場合には、精度とスケールを指定する方法が優れています。これ
によって、入力の整合性をさらにチェックできます。 

表 12-1 に、様々なスケール変更係数がデータの格納にどのように影響するかを示します。 

表表表表 12-1 スケール変更係数が数値データの格納に与える影響スケール変更係数が数値データの格納に与える影響スケール変更係数が数値データの格納に与える影響スケール変更係数が数値データの格納に与える影響 

入力データ入力データ入力データ入力データ 指定指定指定指定 格納方法格納方法格納方法格納方法

7,456,123.89 NUMBER 7456123.89

7,456,123.89 NUMBER(*,1) 7456123.9

7,456,123.89 NUMBER(9) 7456124

7,456,123.89 NUMBER(9,2) 7456123.89
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NUMBER データ型
負のスケールを指定すると、小数点の左側の指定した桁数で実際のデータが丸められます。
たとえば、（7,-2）という指定は、表 12-1 に示されているとおり、Oracle によって 100 の
位で丸めることを意味します。 

数値の入力と出力において、標準 Oracle のデフォルト小数点文字はピリオドです。たとえ
ば、1234.56 というようになります。小数点文字は、数値の整数部と小数部を分離する文字
です。 デフォルトの小数点文字は、初期化パラメータ NLS_NUMERIC_CHARACTERSを使用
して変更できます。また、セッションの存続中の小数点文字は、ALTER SESSION文でも変
更できます。現行のデフォルト小数点文字を使用していない数値を入力するには、TO_
NUMBER関数を使用します。 

内部数値形式内部数値形式内部数値形式内部数値形式
Oracle は、数値データを可変長形式で格納します。それぞれの値は科学表記法で格納され、
指数を格納するために 1 バイト、仮数を格納するために 大 20 バイトが使用されます。結
果の数値の精度は 38 桁に制限されます。Oracle は、先行ゼロと後続ゼロは格納しません。 
たとえば、数値 412 は 4.12 × 102 という形式で格納され、指数（2）を格納するために 1 バ
イト、仮数の 3 桁の有効数字（4、1、2）を格納するために 2 バイトが使用されます。 負数
の長さには、符号が含まれます。

このことを考慮に入れると、値の精度が pのとき、数値データ NUMBER(p)の列データ・サ
イズ（バイト数）は、次の式を使用して計算できます。 

ROUND((length(p)+s)/2))+1

数値が正数であれば sは 0（ゼロ）となり、数値が負数であれば sは 1 となります。

0（ゼロ）および正と負の無限大（Oracle データベース・バージョン 5 からのインポートに
よってのみ生成されます）は、一意の表現形式を使用して格納します。0（ゼロ）と負の無
限大は、それぞれ 1 バイトを必要とします。正の無限大は 2 バイトを必要とします。

7,456,123.89 NUMBER(9,1) 7456123.9

7,456,123.89 NUMBER(6) （精度を超えているため、受け入れ
られない）

7,456,123.89 NUMBER(7,-2) 7456100

表表表表 12-1 スケール変更係数が数値データの格納に与える影響スケール変更係数が数値データの格納に与える影響スケール変更係数が数値データの格納に与える影響スケール変更係数が数値データの格納に与える影響 （続き）（続き）（続き）（続き）

入力データ入力データ入力データ入力データ 指定指定指定指定 格納方法格納方法格納方法格納方法
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DATE データ型データ型データ型データ型
DATEデータ型には、ある時点の値（日付と時刻）が表に格納されます。DATEデータ型に
は、年（世紀を含む）、月、日、時、分および秒（真夜中から数える）が格納されます。 

Oracle では、ユリウス暦の西暦前 4712 年 1 月 1 日から西暦 4712 年 12 月 31 日までの日付を
格納できます。BCE（書式マスクでは 'BC'）が明確に指定されないかぎり、デフォルトとし
て日付は西暦として扱われます。 

Oracle は、日付を格納するために固有の内部形式を使用します。日付データは、それぞれ世
紀、年、月、日、時、分および秒に対応する 7 バイトの固定長フィールドに格納されます。 

日付の入出力に対する標準的な Oracle の日付書式は、DD-MON-YYです。次に例を示しま
す。 

'13-NOV-92' 

このデフォルト日付書式は、インスタンスごとにパラメータ NLS_DATE_FORMATを使用し
て変更できます。ユーザー・セッションの存続中には、ALTER SESSION文でも変更できま
す。 標準 Oracle 日付書式ではない日付を入力するには、次のように書式マスク付きの TO_
DATE関数を使用してください。 

TO_DATE ('November 13, 1992', 'MONTH DD, YYYY') 

Oracle は、時刻を HH:MI:SSの 24 時間形式で格納します。 デフォルトでは、時刻部分に何
も指定しない場合、日付フィールドの時刻部分は 00:00:00 A.M.（真夜中）になります。
時刻のみを入力した場合、日付部分のデフォルトは現在の月の 1 日になります。日付の時刻
部分を入力するには、次のように時刻部分を表す書式マスクを指定して TO_DATE関数を使
用してください。

INSERT INTO birthdays (bname, bday) VALUES 
    ('ANDY',TO_DATE('13-AUG-66 12:56 A.M.','DD-MON-YY HH:MI A.M.')); 
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ユリウス日付の使用ユリウス日付の使用ユリウス日付の使用ユリウス日付の使用
ユリウス日付を使用すると、共通の基準からの通算日数を算定できます。（01-01-4712（西暦
前）が基準になるため、現在の日付は 2,400,000 辺りになります。）ユリウス日付は、通常は
整数ではなく、小数部が日付部分になります。Oracle は簡略化された方法を使用しているた
め、結果は整数値になります。ユリウス日付は、様々な計算方法と解釈があります。Oracle
で使用する計算方法では、7 桁の数値（ も一般的に使用される日付の場合）が生成されま
す。08-APR-93 は 2449086 になります。

日付データをユリウス日付に変換するために、日付関数（TO_DATEまたは TO_CHAR）に書
式マスク 'J'を指定できます。たとえば、次の問合せはユリウス日付書式ですべての日付を
戻します。 

SELECT TO_CHAR (hire_date, 'J') FROM employees; 

ユリウス日付を計算で使用する場合は、TO_NUMBER関数を使用する必要があります。ユリ
ウス日付を入力する場合は、TO_DATE関数を使用できます。 

INSERT INTO employees (hire_date) VALUES (TO_DATE(2448921, 'J')); 

日付算術日付算術日付算術日付算術
Oracle 日付算術では、過去採用されてきた様々な暦の変則を考慮しています。たとえば、ユ
リウス暦からグレゴリウス暦への切替え（15-10-1582）では、その直前の 10 日間

（05-10-1582 から 14-10-1582 まで）が排除されています。0 年は存在しません。 

存在しない日付でもデータベースに入力できます。ただし、その日付は、日付算術では無視
され、次の実在する日付として処理されます。 たとえば、04-10-1582 の次の日は 15-10-1582
で、05-10-1582 の次の日も 15-10-1582 になります。

世紀と西暦世紀と西暦世紀と西暦世紀と西暦 2000 年年年年
Oracle は、データを世紀情報と一緒に格納します。たとえば、Oracle データベースには、単
に 96 または 01 ではなく、1996 または 2001 が格納されます。DATEデータ型は常に 4 桁の
年を内部に格納し、データベース内部に格納される他のすべての日付も 4 桁の年となりま
す。インポート、エクスポートおよびリカバリなどの Oracle ユーティリティでも、年を 4
桁で処理しています。

注意注意注意注意 : Oracle のユリウス日付は、他の日付アルゴリズムで生成されるユ
リウス日付と互換性がない場合があります。 

注意注意注意注意 : 日付算術に関するこの説明は、すべての国（アジア圏など）の日
付規格に適用できるとはかぎりません。 
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夏時間のサポート夏時間のサポート夏時間のサポート夏時間のサポート
Oracle9i は、サーバーの DATETIMEデータ型に対して夏時間をサポートしています。特定の
地域のローカル時間に基づいて、DATETIME値を挿入および問合せできます。 DATETIME
データ型の TIMESTAMP WITH TIME ZONEと TIMESTAMP WITH LOCAL TIME ZONEは、タイ
ム・ゾーンです。

タイム・ゾーンタイム・ゾーンタイム・ゾーンタイム・ゾーン
日付 / 時間データにタイム・ゾーンを含めることが可能です。また、小数秒をサポートして
います。 3 つの新しいデータ型が DATEに追加されています。次のような違いがあります。

TIMESTAMP WITH LOCAL TIME ZONEはデータベース・タイム・ゾーンに格納されます。
ユーザーがデータを選択すると、値はユーザーのセッションのタイム・ゾーンに調整されま
す。

例例例例 :
サンフランシスコのデータベースは、システム・タイム・ゾーン = -8:00 です。ニューヨー
クのクライアント（セッション・タイム・ゾーン = -5:00）が、サンフランシスコのデータ
ベースへの挿入またはデータベースからの選択を実行すると、TIMESTAMP WITH LOCAL 
TIME ZONEデータが次のように調整されます。

� ニューヨークのクライアントは、サンフランシスコのデータベースの TIMESTAMP WITH 
LOCAL TIME ZONE列に TIMESTAMP'1998-1-23 6:00:00-5:00'を挿入します。こ
の挿入されたデータは、バイナリ値 1998-1-23 3:00:00として、サンフランシスコ
のデータベースに格納されます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 世紀と日付の書式マスクの詳細は、『Oracle9i アプリケーション開発者
ガイド - 基礎編』を参照してください。

� 日付書式コードの詳細は、『Oracle9i SQL リファレンス』を参照して
ください。

データ型データ型データ型データ型 タイム・ゾーンタイム・ゾーンタイム・ゾーンタイム・ゾーン 小数秒小数秒小数秒小数秒

DATE なし なし

TIMESTAMP なし あり

TIMESTAMP 
WITH TIME ZONE 

明示的 あり

TIMESTAMP 
WITH LOCAL TIME ZONE 

関連 あり
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� ニューヨークのクライアントがサンフランシスコのデータベースから挿入したデータを
選択すると、ニューヨークに表示される値は、'1998-1-23 6:00:00'です。

� サンフランシスコのクライアントが同じデータを選択すると、値は '1998-1-23 
3:00:00'です。

LOB データ型データ型データ型データ型
LOB データ型 BLOB、CLOB、NCLOBおよび BFILEは、非構造化データ（テキスト、グラ
フィック・イメージ、ビデオ・クリップおよびサウンド・ウェーブなど）の大きなブロック
を格納します。 大サイズは 4GB です。このデータ型を使用すると、個々のデータに対す
る効率的なランダム・アクセスが可能です。 オラクル社では、LONGデータ型よりも、LOB
データ型を常に使用することをお薦めします。 

LOB 列に対して（パラレル DML または DDL ではない）パラレル問合せを実行できます。 

LOB データ型は、いくつかの点で LONGおよび LONG RAWデータ型と異なります。 次に例を
示します。 

� 表は複数の LOB 列を含むことができますが、LONG列は 1 つしか含むことができません。 

� 1 つ以上の LOB 列を含む表はパーティション化できますが、LONG列を含む表はパー
ティション化できません。 

� LOB の 大サイズは 4GB ですが、LONGの 大サイズは 2GB です。 

� LOB はデータへのランダム・アクセスをサポートしていますが、LONGは順次アクセス
しかサポートしていません。 

� LOB データ型（NCLOBを除く）をユーザー定義オブジェクト型の属性として指定できま
すが、LONGデータ型には指定できません。 

注意注意注意注意 : 時間データへの予期しない結果を避けるために、組込み SQL ファ
ンクション DBTIMEZONEと SESSIONTIMEZONEを問い合せて、データ
ベースとセッション・タイム・ゾーンを検証できます。データベース・タ
イム・ゾーンまたはセッション・タイム・ゾーンが手動で設定されていな
い場合、Oracle はデフォルトでオペレーティング・システムのタイム・
ゾーンを使用します。オペレーティング・システムのタイム・ゾーンが有
効な Oracle タイム・ゾーンではない場合、デフォルト値として UTC を使
用します。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : タイム・スタンプ列のデータの作成と入力を実行する構文の
詳細は、『Oracle9i SQL リファレンス』を参照してください。
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� ローカル変数のように機能する一時 LOB を使用して、LOB データの変換を実行できま
す。 一時内部 LOB（BLOB、CLOBおよび NCLOB）は、ユーザーの一時表領域に作成さ
れ、表には依存しません。ただし、LONGデータ型の場合、一時構造は使用できません。 

� LOB 列がある表は、レプリケートできますが、LONG列がある表はできません。 

SQL 文は、表に LOB 列を定義し、ユーザー定義オブジェクト型に LOB 属性を定義します。 
表内に LOB を定義するときは、各 LOB について表領域と記憶特性を明示的に指定できま
す。 

LOB データ型は、インライン（表の中）、アウトライン（表領域の中で、LOB ロケータを使
用する）または外部ファイル（BFILEデータ型）のいずれかに格納できます。 

Oracle9i 以上への互換性設定によって、LOB と一緒に SQL VARCHAR演算子および SQL
ファンクションを使用できます。 

BLOB データ型データ型データ型データ型
BLOBデータ型は、構造化されていないバイナリ・データをデータベースに格納します。
BLOBは 大 4GB のバイナリ・データを格納できます。 

BLOBは、トランザクションに全面的に参加します。DBMS_LOBパッケージ、PL/SQL また
は OCI によって BLOB値に加えられる変更は、コミットまたはロールバックが可能です。た
だし、BLOBロケータは、複数のトランザクションまたはセッションにまたがることはでき
ません。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

�  LOB データ型と LONGおよび LONG RAWデータ型の相違点の詳細リス
トは、『Oracle9i SQL リファレンス』を参照してください。

� LOB 記憶域と LOB ロケータの詳細は、『Oracle9i アプリケーション開
発者ガイド - ラージ・オブジェクト』を参照してください。
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CLOB およびおよびおよびおよび NCLOB データ型データ型データ型データ型
CLOBおよび NCLOBデータ型は、 大 4GB の文字データをデータベースに格納します。
CLOBはデータベース・キャラクタ・セットを、また NCLOBは Unicode 各国語キャラクタ・
セット・データを格納します。可変幅データベース・キャラクタ・セットの場合は、CLOB
値は、固定幅の 2 バイトの Unicode キャラクタ・セットを使用して、データベースに格納さ
れます。Oracle は、格納された Unicode 値をクライアントまたはサーバーに必要なキャラ
クタ・セットに変換します。このキャラクタ・セットは、固定幅の場合と可変幅の場合があ
ります。可変幅キャラクタ・セットを使用して CLOB列にデータを挿入すると、Oracle はそ
のデータを Unicode に変換してからデータベースに格納します。 

CLOBと NCLOBは、トランザクションに全面的に参加します。DBMS_LOBパッケージ、
PL/SQL または OCI によって CLOBまたは NCLOB値に加えられる変更は、コミットまたは
ロールバックが可能です。ただし、CLOBおよび NCLOBロケータは複数のトランザクション
やセッションにまたがることはできません。 

NCLOB属性を持ったオブジェクト型は作成できませんが、オブジェクト型のメソッドで
NCLOBパラメータを指定することはできます。 

BFILE データ型データ型データ型データ型
BFILEデータ型は、構造化されていないバイナリ・データを、データベースの外にあるオペ
レーティング・システムのファイルに格納します。BFILE列または属性は、データが含まれ
る外部ファイルを参照するファイル・ロケータを格納します。BFILEは 大 4GB のバイナ
リ・データを格納できます。 

BFILEは読取り専用のため、変更はできません。サポートしているのはランダム読取りのみ
で（順次読込みはサポートしていない）、トランザクションには参加しません。基礎となる
オペレーティング・システムは、BFILEについてファイルの整合性、セキュリティおよび継
続性を維持する必要があります。データベース管理者は、ファイルが存在することと Oracle
プロセスがオペレーティング・システムの読取り権をファイルに持っていることを確認する
必要があります。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 各国語キャラクタ・セット・データと Unicode キャラクタ・
セットの詳細は、『Oracle9i Database グローバリゼーション・サポート・
ガイド』を参照してください。
システム固有のデータ型 12-15



RAW および LONG RAW データ型
RAW およびおよびおよびおよび LONG RAW データ型データ型データ型データ型

RAWデータ型と LONG RAWデータ型は、Oracle が解釈しない（異なるシステム間での移動時
には変換されない）データに使用します。これらのデータ型は、バイナリ・データやバイト
文字列用に用意されています。 たとえば、LONG RAWはグラフィックス、サウンド、文書ま
たはバイナリ・データの配列の格納に使用できます。解釈は用途によって異なります。 

RAWは、VARCHAR2文字データ型と同じく可変長のデータ型です。ただし、RAWまたは 
LONG RAWデータの送信時に、Oracle Net Services（ユーザー・セッションをインスタンスに
接続）とインポート／エクスポート・ユーティリティでは文字変換は実行されません。 それ
とは対照的に、Oracle Net Services とインポート／エクスポート・ユーティリティは、デー
タベース・キャラクタ・セットとユーザー・セッションのキャラクタ・セット（ALTER 
SESSION文の NLS_LANGUAGEパラメータで設定）が異なる場合に、これらのキャラクタ・
セット間で CHAR、VARCHAR2および LONGデータを自動的に変換します。 

Oracle が RAWまたは LONG RAWデータと CHARデータとの間の自動変換を実行する場合、バ
イナリ・データは 16 進数で表され、これらの 16 進文字は 1 文字で RAWデータ 4 ビット分の
データを表します。たとえば、1 バイトの RAWデータのビットが 11001011 の場合、これは
'CB'として表示または入力されます。

LONG RAWデータに索引を付けることはできませんが、RAWデータには索引を付けることが
できます。 

注意注意注意注意 : LONG RAWデータ型は、既存のアプリケーションとの下位互換性を
保つために用意されています。新しいアプリケーションでは、大量のバイ
ナリ・データを格納するには BLOBおよび BFILEデータ型を使用してく
ださい。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 :  LONG RAWデータ型に関する他の制限の詳細は、『Oracle9i ア
プリケーション開発者ガイド - 基礎編』を参照してください。
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ROWID およびおよびおよびおよび UROWID データ型データ型データ型データ型
ROWIDデータ型には、データベース内の各行のアドレス（ROWID）が格納されます。 

� 物理物理物理物理 ROWID は、通常の表（索引構成表を除く）、クラスタ化表、表パーティションと
サブパーティション、索引および索引パーティションとサブパーティションに行のアド
レスを格納します。 

� 論理論理論理論理 ROWID は、索引構成表に行のアドレスを格納します。 

ユニバーサルユニバーサルユニバーサルユニバーサル ROWID または UROWIDという単一のデータ型は、論理 ROWID と物理
ROWID のみでなく、ゲートウェイを介してアクセスされる Oracle 以外の表など、外部表の
ROWID もサポートしています。 

UROWIDデータ型の列には、あらゆる種類の ROWID を格納できます。UROWID列を使用す
るには、COMPATIBLE初期化パラメータの値を 8.1 以上に設定する必要があります。

ROWID 疑似列疑似列疑似列疑似列
Oracle データベースのそれぞれの表は、ROWIDという名前の疑似列疑似列疑似列疑似列を内部的に持っていま
す。 SQL*Plus で SELECT * FROM ... 文または DESCRIBE ... 文を実行して表の構造のリストを
表示しても、この疑似列は表示されません。また、表には疑似列のスペースが取得されませ
ん。ただし、それぞれの行のアドレスは、予約語 ROWIDを列名として使用すると、SQL 問
合せで取得できます。次に例を示します。 

SELECT ROWID, last_name FROM employees; 

ROWID 疑似列の値は、INSERTまたは UPDATE文では設定できません。また、ROWIDの値
は削除できません。Oracle は、索引を組み立てるために、疑似列 ROWID内の ROWIDの値を
内部的に使用します。 

ROWID 疑似列の ROWID は他の表の列と同じように参照できますが（SELECT構文のリス
トや WHERE句で使用する）、その ROWID はデータベースに格納されているわけではなく、
またそのデータベースのデータでもありません。ROWIDデータ型の列を含む表を作成するこ
とはできますが、そのような列の ROWID 値が有効であるかどうかは保証できません。 ユー
ザーは、ROWID 列に格納されているデータが、本当に有効な ROWID であることを確認す
る必要があります。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 12-23 ページ「Oracle 以外のデータベースの ROWID」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 12-21 ページ「ROWID の使用方法」
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物理物理物理物理 ROWID
物理 ROWID は、特定の表の 1 行への 高速のアクセスを提供します。物理 ROWID には、
1 行のアドレス（特定のブロックまで）が含まれ、単一のブロック・アクセスでその行を取
り出すことができます。その行が存在するかぎり、ROWID は変化しないことが保証されま
す。このようなパフォーマンスと安定性により、アプリケーションが行の集合を選択し、そ
れに対してなんらかの操作を実行し、選択した一部の行に更新などの目的で再度アクセスす
る場合に、ROWID が役立ちます。 

クラスタ化されてない表のすべての行には、行の行断片（行が複数の行断片にわたって連鎖
している場合は、 初の行断片）の物理アドレスに対応する、一意の ROWID が割り当てら
れています。クラスタ化表の場合、同じデータ・ブロックにある異なる表の行の ROWID が
同一の場合もあります。 

行に割り当てられている ROWID は、その行がインポートおよびエクスポート・ユーティリ
ティを使用してエクスポートおよびインポートされないかぎり変更されません。表から行を
削除し、その操作を含むトランザクションがコミットされると、削除された行に対応してい
た ROWID は、後続のトランザクションで挿入される行に割り当てられることがあります。 

物理 ROWID のデータ型は、次の 2 つの書式のどちらかです。 

� 拡張拡張拡張拡張 ROWID 形式は、表領域関連のデータ・ブロック・アドレスをサポートし、パー
ティション表と索引内の行や、パーティション化されていない索引の行を効率よく識別
します。Oracle8i（またはそれ以上の）サーバーによって作成される表と索引は、常に
拡張 ROWID を持ちます。 

� Oracle7 以前のリリースで開発されたアプリケーションとの下位互換性を保つために、
制限付き制限付き制限付き制限付き ROWID 形式も使用できます。 

拡張拡張拡張拡張 ROWID
拡張 ROWID は、それぞれの選択された行の物理アドレスを BASE64 エンコーディングで表
現したものです。 エンコーディング文字は、A～ Z、a～ z、0～ 9、+および /です。たと
えば、次の問合せを考えます。 

SELECT ROWID, last_name FROM employees WHERE department_id = 20; 

次のような行情報が戻されます。 

ROWID              LAST_NAME 
------------------ ---------- 
AAAAaoAATAAABrXAAA BORTINS 
AAAAaoAATAAABrXAAE RUGGLES 
AAAAaoAATAAABrXAAG CHEN 
AAAAaoAATAAABrXAAN BLUMBERG 

拡張 ROWID の書式は、OOOOOOFFFBBBBBBRRRという 4 つの部分からなっています。 
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� OOOOOO: データ・オブジェクト番号データ・オブジェクト番号データ・オブジェクト番号データ・オブジェクト番号。データベース・セグメント（例では AAAAao）
を識別します。同じセグメント内のスキーマ・オブジェクト（表のクラスタなど）は、
同じデータ・オブジェクト番号を持っています。 

� FFF: 行を含むデータ・ファイルの表領域関連のデータ・ファイル番号データ・ファイル番号データ・ファイル番号データ・ファイル番号（例ではファイ
ル AAT）。 

� BBBBBB: その行を含むデータ・ブロックデータ・ブロックデータ・ブロックデータ・ブロック（例ではブロック AAABrX）。ブロック番号
は、表領域ではなくではなくではなくではなくデータ・ファイルに対する相対値です。このため、同じブロック番
号の行が、同じ表領域の 2 つの異なるデータ・ファイルに存在することもあります。 

� RRR: ブロック内の行行行行。 

データ・オブジェクト番号は、データ・ディクショナリ・ビュー USER_OBJECTS、DBA_
OBJECTSおよび ALL_OBJECTSから取得できます。 たとえば、次の問合せは、SCOTTス
キーマの employees表のデータ・オブジェクト番号を戻します。

SELECT DATA_OBJECT_ID FROM DBA_OBJECTS 
    WHERE OWNER = 'SCOTT' AND OBJECT_NAME = 'EMPLOYEES'; 

DBMS_ROWIDパッケージを使用して、拡張 ROWID から情報を抽出したり、ROWID を拡張
形式から制限付き形式に変換（またはその逆も）できます。 

制限付き制限付き制限付き制限付き ROWID
制限付き ROWID は、それぞれの選択された行の物理アドレスをバイナリで表現したもので
す。SQL*Plus を使用して問合せを実行すると、このバイナリ表現が VARCHAR2の 16 進数表
現に変換されます。次のような問合せがあるとします。 

SELECT ROWID, last_name FROM employees 
    WHERE department_id = 30; 

次のような行情報が戻されます。 

ROWID              ENAME 
------------------ ---------- 
00000DD5.0000.0001 KRISHNAN 
00000DD5.0001.0001 ARBUCKLE 
00000DD5.0002.0001 NGUYEN 

前述のように、制限付き ROWID の VARCHAR2の 16 進数表現は、block.row.file という 3
つの部分からなっています。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : DBMS_ROWIDパッケージの詳細は、『Oracle9i アプリケーショ
ン開発者ガイド - 基礎編』を参照してください。
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� その行を含むデータ・ブロックデータ・ブロックデータ・ブロックデータ・ブロック（例ではブロック DD5）。ブロック番号は、表領域ではではではでは
なくなくなくなくデータ・ファイルに対する相対値です。このため、同じブロック番号の行が、同じ
表領域の 2 つの異なるデータ・ファイルに存在することもあります。 

� その行を含むブロックの中の行行行行（例では行 0、1、2）。各ブロックの行番号は、必ず 0 で
始まります。

� その行を含むデータ・ファイルデータ・ファイルデータ・ファイルデータ・ファイル（例ではファイル 1）。すべてのデータベースの 初の
データ・ファイルは必ずファイル 1 であり、ファイル番号はデータベース内で一意で
す。 

ROWID の使用例の使用例の使用例の使用例
関数 SUBSTRを使用して、ROWID のデータをコンポーネントに分割できます。たとえば、
SUBSTRを使用して拡張 ROWID を 4 つのコンポーネント（データベース・オブジェクト、
ファイル、ブロックおよび行）に分割します。 

SELECT ROWID, 
       SUBSTR(ROWID,1,6) "OBJECT", 
       SUBSTR(ROWID,7,3) "FIL", 
       SUBSTR(ROWID,10,6) "BLOCK", 
       SUBSTR(ROWID,16,3) "ROW" 
       FROM products; 

ROWID               OBJECT  FIL  BLOCK   ROW 
------------------  ------  ---  ------  ---- 
AAAA8mAALAAAAQkAAA  AAAA8m  AAL  AAAAQk  AAA 
AAAA8mAALAAAAQkAAF  AAAA8m  AAL  AAAAQk  AAF 
AAAA8mAALAAAAQkAAI  AAAA8m  AAL  AAAAQk  AAI 

または、SUBSTRを使用して制限付き ROWID を 3 つのコンポーネント（ブロック、行およ
びファイル）に分割します。 

SELECT ROWID, SUBSTR(ROWID,15,4) "FILE", 
       SUBSTR(ROWID,1,8) "BLOCK", 
       SUBSTR(ROWID,10,4) "ROW" 
       FROM products; 

ROWID               FILE  BLOCK     ROW 
------------------  ----  --------  ---- 
00000DD5.0000.0001  0001  00000DD5  0000 
00000DD5.0001.0001  0001  00000DD5  0001 
00000DD5.0002.0001  0001  00000DD5  0002 

ROWID は、表データの物理的な格納に関する情報を明らかにするのに便利です。たとえば、
表の行の物理的な位置を確認する場合（表のストライプ化の場合など）、次のように拡張
ROWID を問い合せると、指定の表の行がいくつのデータ・ファイルに含まれているかがわ
かります。 
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SELECT COUNT(DISTINCT(SUBSTR(ROWID,7,3))) "FILES" FROM tablename; 

FILES 
-------- 

2 

ROWID の使用方法の使用方法の使用方法の使用方法
Oracle は、ROWID を内部的に使用して索引を構築します。索引のそれぞれのキーは、高速
アクセスのために、対応する行のアドレスを指す ROWID に結び付けられています。エン
ド・ユーザーとアプリケーション開発者は、次のような重要な用途に ROWID を使用するこ
ともできます。 

� ROWID は特定の行にアクセスする も高速な方法です。 

� ROWID は表の編成を把握するために使用できます。 

� ROWID は表の中の行の一意識別子です。 

DML 文の中で ROWID を使用する前に、ROWID が変更されないことを検証して確認する
必要があります。目的の行を、削除されないようにロックしてください。無効な ROWID を
使用してデータを要求すると、状況によっては、文が失敗します。 

また、ROWIDデータ型を使用して定義した列を持つ表を作成することもできます。たとえ
ば、データ型 ROWIDの列を持つ例外表を定義して、整合性制約に違反するデータベース行
の ROWID を格納できます。 ROWIDデータ型を使用して定義されている列の動作は、表の他
の列と類似しています。たとえば、値を更新できます。データ型 ROWIDとして定義されて
いる列のそれぞれの値を、適切な列データとして格納するには 6 バイト必要です。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 『Oracle9i SQL リファレンス』 

� 『PL/SQL ユーザーズ・ガイドおよびリファレンス』

� 『Oracle9i データベース・パフォーマンス・チューニング・ガイドおよ
びリファレンス』

ROWID の使用例の詳細は、次のマニュアルを参照してください。
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ROWID および UROWID データ型
論理論理論理論理 ROWID
索引構成表の中の行は、永続的な物理アドレスを持たず、索引リーフに格納されます。挿入
の結果として同一ブロック内で、または別のブロックに移動できます。したがって、物理ア
ドレスに基づく行識別子は使用できません。かわりに、Oracle は論理行識別子を持つ索引構
成表を提供します。この識別子は、表の主キーに基づいており、論理論理論理論理 ROWID と呼ばれま
す。Oracle は、これらの論理 ROWID を使用して、索引構成表の 2 次索引を構築します。 

2 次索引に使用される論理 ROWID ごとに、物理推測物理推測物理推測物理推測を含めることができます。これは、推
測時、つまり、2 次索引の作成時または再作成時に、索引構成表の中の行のブロック位置を
識別するものです。 

Oracle は、推測を使用して、全キー検索を回避し、リーフ・ブロックを直接プローブできま
す。これにより、不揮発性の索引構成表の ROWID アクセスで、通常の表の物理 ROWID ア
クセスに匹敵するパフォーマンスを得られることが保証されます。ただし、揮発性の表で
は、推測が陳腐化するとプローブが失敗することがあります。その場合は、主キー検索を実
行する必要があります。 

2 つの論理 ROWID の値は、同じ主キー値および異なる推測を持つ場合に同一と見なされま
す。 

論理論理論理論理 ROWID と物理と物理と物理と物理 ROWID の比較の比較の比較の比較
論理 ROWID と物理 ROWID の類似点は、次のとおりです。 

� 論理 ROWID には、ROWID 疑似列を介してアクセスできます。 

ROWID 疑似列を使用して、索引構成表から論理 ROWID を選択できます。 SELECT 
ROWID文は不透明構造を戻します。この構造は、表の主キーと行の物理推測（存在する
場合）、およびなんらかの制御情報で内部的に構成されています。 

WHERE ROWID = value形式の述語を使用して行にアクセスできます。この場合、
valueは SELECT ROWIDから戻される不透明構造です。 

� 論理 ROWID を介してアクセスするのは、特定の行へのアクセス方法としては も高速
ですが、複数のブロック・アクセスを必要とする場合があります。 

� 行の論理 ROWID は、主キー値に変更がなければ変化しません。このため、行に対する
すべての更新を通じて変化しない物理 ROWID に劣らず陳腐化しにくくなっています。 

� 論理 ROWID は、UROWIDデータ型の列に格納できます。 

物理 ROWID と論理 ROWID の違いの 1 つは、論理 ROWID を使用しても表の構成方法を表
示できないことです。

注意注意注意注意 : 不透明型は、その内部構造がデータベースに認識されない型です。 
データベースは、この型のための記憶域を提供します。 型設計者は、ファ
ンクション、通常は 3GL ルーチンを実装して、この型の内容へのアクセ
スを提供できます。
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ROWID および UROWID データ型
論理論理論理論理 ROWID での推測での推測での推測での推測
行の物理位置が変化した場合、論理 ROWID は推測が含まれていても引き続き有効ですが、
推測は陳腐化し、その行へのアクセスが低速になることがあります。推測情報を動的に更新
することはできません。ただし、索引構成表の 2 次索引に対し、索引を再作成して 新の推
測を取得できます。索引構成表の 2 次索引を再作成するには、通常の表の索引を再作成する
場合とは異なり、実表を読み込む必要があるため注意してください。 

Oracle で推測が不用意に使用されないように、DBMS_STATSパッケージまたは ANALYZE文
で索引統計を収集し、推測の陳腐化を追跡する必要があります。特に、UROWID列に推測を
使用した ROWID を永続的に格納し、その ROWID を後から取り出して行のフェッチに使用
するアプリケーションの場合は、この作業が重要になります。 

DBMS_STATSパッケージまたは ANALYZE文を使用して索引の統計を収集すると、既存の推
測がまだ有効かどうかがチェックされ、陳腐化した推測と有効な推測の比率がデータ・ディ
クショナリに記録されます。2 次索引を再作成（推測を再コンパイル）した後に、索引統計
を収集しなおしてください。 

通常、論理 ROWID に推論が付いていない場合に、揮発性の高い表へのアクセスが も高速
になります。表が静的な場合、または ROWID を取得してから使用するまでの時間が短いた
め行移動がない場合は、推測付きの論理 ROWID によるアクセスが も高速です。

Oracle 以外のデータベースの以外のデータベースの以外のデータベースの以外のデータベースの ROWID
Oracle データベース・アプリケーションは、SQL*Connect または Oracle Transparent 
Gateway を使用して、Oracle 以外のデータベース・サーバーに対しても実行可能です。そ
のような場合、ROWID の形式は、その Oracle 以外のシステムの特性に応じて異なります。
また、VARCHAR2の 16 進形式への標準変換も使用できません。プログラムでは、ROWID
データ型を使用できます。しかし、 大 256 バイトまでの 16 進形式への非標準変換を使用
する必要があります。 

Oracle 以外のデータベースの ROWID を、UROWIDデータ型の列に格納できます。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 12-17 ページ「ROWID および UROWID データ型」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 統計収集の詳細は、『Oracle9i データベース・パフォーマン
ス・チューニング・ガイドおよびリファレンス』を参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� Oracle 以外のシステムで ROWID を処理する場合の詳細は、『Oracle 
Call Interface プログラマーズ・ガイド』を参照してください。

� 12-17 ページの「ROWID および UROWID データ型」
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ANSI データ型、DB2 データ型および SQL/DS データ型
ANSI データ型、データ型、データ型、データ型、DB2 データ型およびデータ型およびデータ型およびデータ型および SQL/DS データ型データ型データ型データ型
表とクラスタを作成する SQL 文では、ANSI データ型と、IBM 製品である SQL/DS および
DB2 からのデータ型も使用できます。 Oracle では、Oracle データ型名とは異なる ANSI また
は IBM のデータ型名を認識し、それを列のデータ型名として記録してから、表 12-2 および
表 12-3 に示す変換に基づいて、その列のデータを Oracle データ型に格納します。

表表表表 12-2 ANSI データ型からデータ型からデータ型からデータ型から Oracle データ型への変換データ型への変換データ型への変換データ型への変換

ANSI SQL データ型 Oracle データ型

CHARACTER(n)

CHAR(n)

CHAR(n)

CHARACTER VARYING(n)

CHAR VARYING(n)

VARCHAR(n)

NATIONAL CHARACTER(n)

NATIONAL CHAR(n)

NCHAR(n)

NCHAR(n)

NATIONAL CHARACTER VARYING(n)

NATIONAL CHAR VARYING(n)

NCHAR VARYING(n)

NVARCHAR2(n)

NUMERIC(p,s)

DECIMAL(p,s)a

NUMBER(p,s)

INTEGER

INT

SMALLINT

NUMBER(38)

FLOAT(b)b

DOUBLE PRECISIONc

REALd

NUMBER

a NUMERICおよび DECIMALデータ型では、固定小数点数のみを指定できます。 これらのデー
タ型の場合、s はデフォルトの 0（ゼロ）に設定されます。

b FLOATデータ型は、2 進精度が b の浮動小数点数です。このデータ型のデフォルト精度は、2
進の場合は 126、10 進の場合は 38 です。

c DOUBLE PRECISIONデータ型は、2 進精度が 126 の浮動小数点数です。
d REALデータ型は、2 進精度が 63 または 10 進精度が 18 の浮動小数点数です。
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ANSI データ型、DB2 データ型および SQL/DS データ型
次の SQL/DS データ型と DB2 データ型は、対応する Oracle データ型がないため、列の定義
に使用しないでください。

� GRAPHIC

� LONG VARGRAPHIC

� VARGRAPHIC

� TIME

TIME型のデータは、Oracle の DATEデータとしても表せることに注意してください。

表表表表 12-3 SQL/DS およびおよびおよびおよび DB2 データ型からデータ型からデータ型からデータ型から Oracle データ型への変換データ型への変換データ型への変換データ型への変換

SQL/DS または DB2 データ型 Oracle データ型

CHARACTER(n) CHAR(n)

VARCHAR(n) VARCHAR(n)

LONG VARCHAR(n) LONG

DECIMAL(p,s)a NUMBER(p,s)

INTEGER

SMALLINT

NUMBER(38)

FLOAT(b)b NUMBER

a DECIMALデータ型では、固定小数点数のみを指定できます。 このデータ型の場合、sはデ
フォルトの 0（ゼロ）に設定されます。

b FLOATデータ型は、2 進精度が bの浮動小数点数です。 このデータ型のデフォルト精度は、2
進の場合は 126、10 進の場合は 38 です。
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XML データ型
XML データ型データ型データ型データ型

Oracle には、XML データを処理するための XMLTypeデータ型が用意されています。

XMLType データ型データ型データ型データ型
XMLTypeは、他のユーザー定義型と同様に使用できます。 XMLTypeを表やビューの列の
データ型として使用したり、XMLTypeの変数を PL/SQL ストアド・プロシージャのパラ
メータや戻り値として使用できます。 また、XMLType は、PL/SQL、SQL および Java で使
用したり、JDBC や OCI を介して使用します。

XML の内容を操作する便利な関数が多数用意されています。 これらの関数の多くは、SQL
関数および XMLTypeのメンバー関数として提供されます。 たとえば、関数 extract()は
XMLTypeのインスタンスから特定のノードを抽出します。

XMLTypeは、システム内の他のユーザー定義型と同様に、SQL 問合せに使用できます。

URI データ型データ型データ型データ型
Uniform Resource Identifier（URI）は、一般化された URL の一種です。 URL と同様にどの
ようなドキュメントでも参照でき、ドキュメントの特定部分を参照できます。 URI には、ド
キュメントの関連部分を指定する強力なメカニズムがあるため、URL よりも一般的です。 

URITypeを使用すると、次の操作を実行できます。

� データベースの内部または外部にあるデータを指す表の列の作成

� URITypeが提供する機能を使用したデータベース列の問合せ

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 『Oracle9i XML Developer’s Kits ガイド - XDK』

� 『Oracle9i XML データベース開発者ガイド - Oracle XML DB』

� Oracle Advanced Queuing での XMLTypeの使用方法の詳細は、
『Oracle9i アプリケーション開発者ガイド - アドバンスト・キューイン
グ』を参照してください。

� 第 1 章「Oracle サーバーの基礎知識」 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle9i XML データベース開発者ガイド - Oracle XML DB』
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データ変換
データ変換データ変換データ変換データ変換
予期しているのとは異なるデータ型が与えられる場合があります。これは、予期されたデー
タ型にデータを自動的に変換できる場合には許容されます。使用される関数には、次のもの
があります。 

TO_NUMBER() 
TO_CHAR() 
TO_NCHAR() 
TO_DATE() 
TO_CLOB() 
TO_NCLOB() 
CHARTOROWID() 
ROWIDTOCHAR() 
ROWIDTONCHAR() 
HEXTORAW() 
RAWTOHEX() 
RAWTONHEX() 
REFTOHEX() 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 暗黙的なデータ型変換の規則は、『Oracle9i SQL リファレン
ス』を参照してください。
システム固有のデータ型 12-27



データ変換
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オブジェクト・データ型とオブジェクト・
13

オブジェクト・データ型とオブジェクト・オブジェクト・データ型とオブジェクト・オブジェクト・データ型とオブジェクト・オブジェクト・データ型とオブジェクト・

ビュービュービュービュー

オブジェクト型とその他のユーザー定義データ型を使用すると、アプリケーションのデータ
の構造と動作をモデル化するデータ型を定義できます。オブジェクト・ビューは、仮想的な
オブジェクト表です。

この章の内容は、次のとおりです。

� オブジェクト・データ型の概要

� オブジェクト・データ型のカテゴリ

� 型の継承

� ユーザー定義集計関数

� アプリケーション・インタフェース

� データ型の発展

� オブジェクト・ビューの概要
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オブジェクト・データ型の概要
オブジェクト・データ型の概要オブジェクト・データ型の概要オブジェクト・データ型の概要オブジェクト・データ型の概要
リレーショナル・データベース管理システム（RDBMS）は、ビジネス・データを管理する
標準的なツールです。このツールを使用すると、世界中で毎日行われている幾百万ものビジ
ネスについての膨大なデータに、信頼性をもってアクセスできます。

Oracle は、オブジェクト・リレーショナルオブジェクト・リレーショナルオブジェクト・リレーショナルオブジェクト・リレーショナル・データベース管理システム（ORDBMS）です。
これは、ユーザーが各種のデータを追加定義し（データの構造とその構造に対する操作の両
方を指定する）、リレーショナル・モデル内でそれらのデータ型を使用できることを意味し
ています。このアプローチにより、データベースに格納されているデータにさらに価値が付
加されます。 オブジェクト・データ型によって、アプリケーション開発者は、イメージ、
オーディオおよびビデオなどの複合データを容易に処理できます。オブジェクト型では、構
造化されたビジネス・データが自然な形で格納され、アプリケーションもそれらのデータを
自然な形で取り出すことができます。これにより、オブジェクト指向プログラミング技法を
使用して開発されたアプリケーションを効率よく処理できます。

複合データ・モデル複合データ・モデル複合データ・モデル複合データ・モデル
Oracle サーバーでは、複合ビジネス・モデルを SQL で定義し、それをデータベース・ス
キーマの一部にすることができます。データを管理し共有するアプリケーションに入ってい
る必要があるのは、データ・ロジックではなく、アプリケーション・ロジックのみです。

複合データ・モデルの例複合データ・モデルの例複合データ・モデルの例複合データ・モデルの例
たとえば、発注情報を使用して、購買、買掛管理、出荷および売掛管理の機能を編成してい
るとします。

1 件の発注情報には、関連するサプライヤまたは顧客と、不特定数の品目が含まれています。
さらに、アプリケーションでは、発注に関してステータス情報を動的に計算する機能が必要
になることがあります。たとえば、出荷済みまたは未出荷の品目の現行の数量が必要になる
ことがあります。

アプリケーションですべての発注データのテンプレートとして使用することになる、オブオブオブオブ
ジェクト型ジェクト型ジェクト型ジェクト型と呼ばれるスキーマ・オブジェクトを定義する方法は、この章の後半で説明しま
す。オブジェクト型では、発注などの構造化されたデータ単位を形成する個々の要素を指定
します。この要素のことを属性属性属性属性と呼びます。属性そのものが、別の構造化されたデータ単位
になっていることもあります（明細項目リストなど）。オブジェクト型では、1 件の発注の合
計金額を計算するなど、そのデータ単位に対して実行できる操作も指定します。この操作の
ことをメソッドメソッドメソッドメソッドと呼びます。

テンプレートと一致する発注情報を作成し、数値や日付とまったく同じように表の列に格納
できます。

また、発注情報をオブジェクト表オブジェクト表オブジェクト表オブジェクト表に格納することもできます。その場合、表の各行が 1 件の
発注情報に対応し、表の各列が発注情報の属性に対応します。 

発注情報の構造と動作のロジックはスキーマに入っているため、アプリケーションはその詳
細を知る必要はなく、 新の変更内容を反映する必要もありません。
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オブジェクト・データ型のカテゴリ
Oracle では、オブジェクト型に関するスキーマ情報を使用して、実質的な伝送効率を向上さ
せます。クライアント側のアプリケーションは、サーバーに発注情報を要求したとき、すべ
ての関連データを 1 回の伝送で受信できます。その後、アプリケーションは、データが格納
されている位置や実現方法の詳細を知らなくても、サーバーからのそれ以上の伝送なしで、
関連データ項目間をナビゲートできます。 

マルチメディア・データ型マルチメディア・データ型マルチメディア・データ型マルチメディア・データ型
数値、日付および文字などの基本的なデータ型の管理を 適化することにより、データベー
ス・システムはかなりの程度まで効率が良くなります。また、値の比較、値の分散状況の判
別、効率的な索引の作成およびその他の 適化などを実行するための機能があります。

これらの基本的なデータ型に適合しない重要なビジネス・エンティティの例には、テキス
ト、ビデオ、サウンド、グラフィックスおよび空間データなどがあります。Oracle 
Enterprise Edition は、これらの複合データ型のモデル化と実現をサポートしています。

オブジェクト・データ型のカテゴリオブジェクト・データ型のカテゴリオブジェクト・データ型のカテゴリオブジェクト・データ型のカテゴリ

オブジェクト・データ型には、次の 2 つのカテゴリがあります。 

� オブジェクト型

� コレクション型

オブジェクト・データ型では、組込みデータ型と他のユーザー定義データ型を、アプリケー
ション・データの構造と動作をモデル化するデータ型のビルディング・ブロックとして使用
します。

オブジェクト型はスキーマ・オブジェクトです。これらのオブジェクトの使用は、他のス
キーマ・オブジェクトと同様の管理制御を受けます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 第 12 章「システム固有のデータ型」

� 『Oracle9i アプリケーション開発者ガイド - オブジェクト・リレーショ
ナル機能』
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オブジェクト・データ型のカテゴリ
オブジェクト型オブジェクト型オブジェクト型オブジェクト型
オブジェクト型は、アプリケーション・プログラムが取り扱う実社会のエンティティ（発注
など）を抽象化したものです。オブジェクト型は、次のような 3 種類のコンポーネントのあ
るスキーマ・オブジェクトです。

� 名前名前名前名前 － これは、そのスキーマ内でオブジェクト型を一意に識別するものです。

� 属性属性属性属性 － 実社会のエンティティの構造と状態をモデル化します。属性は、組込み型か他
のユーザー定義型です。

� メソッドメソッドメソッドメソッド － PL/SQL や Java で作成されてデータベースに格納された関数やプロシー
ジャ、または、C などの言語で作成されて外部に格納された関数やプロシージャのこと
です。メソッドは、実社会のエンティティに対してアプリケーションが実行できる操作
を実装します。

オブジェクト型はテンプレートです。テンプレートに合せて構造化されたデータ単位をオブオブオブオブ
ジェクトジェクトジェクトジェクトと呼びます。

発注情報の例発注情報の例発注情報の例発注情報の例
ここで説明する例では、external_person、lineitemおよび purchase_orderという
オブジェクト型を定義する方法を示します。 

オブジェクト型 external_personおよび lineitemは、組込み型の属性を持ちます。 オ
ブジェクト型 purchase_orderの構造はさらに複雑で、実際の発注情報の構造と厳密に一
致するものになっています。 

purchase_orderの属性は、id、contactおよび lineitemsです。 属性 contactはオ
ブジェクトで、属性 lineitemsはネストした表です。 

CREATE TYPE external_person AS OBJECT (
  name        VARCHAR2(30),
  phone       VARCHAR2(20) );
  
CREATE TYPE lineitem AS OBJECT (
  item_name   VARCHAR2(30),
  quantity    NUMBER,
  unit_price  NUMBER(12,2) );

CREATE TYPE lineitem_table AS TABLE OF lineitem;
  
CREATE TYPE purchase_order AS OBJECT (
  id          NUMBER,
  contact     external_person,
  lineitems   lineitem_table,
  
  MEMBER FUNCTION
  get_value   RETURN NUMBER );
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ここに記載したコード例は簡略化してあります。 get_valueメソッドの本体を指定する方
法は示していません。また、実際の発注情報の複雑さも完全には反映させていません。 

オブジェクト型はテンプレートです。オブジェクト型を定義しても、記憶域は割り当てられ
ません。 SQL 文で NUMBERや VARCHAR2などのデータ型を使用可能な場所であれば、ほとん
どの場所に lineitem、external_personまたは purchase_orderを使用できます。

たとえば、次のようなリレーショナル表を定義して、発注先の担当者（contact）を追跡し記
録できます。

CREATE TABLE contacts (
  contact     external_person
  date        DATE );

contacts表は、列の 1 つがオブジェクト型で定義されているリレーショナル表です。リ
レーショナル表の列を占めるオブジェクトを列オブジェクト列オブジェクト列オブジェクト列オブジェクトと呼びます。

メソッドの型メソッドの型メソッドの型メソッドの型
オブジェクト型のメソッドは、オブジェクトの動作をモデル化したもので、次の 3 つのカテ
ゴリに大別できます。

� メンバーメンバーメンバーメンバー・メソッドは、 初のパラメータとして常に暗黙的 SELFパラメータを持ち、
その型にオブジェクト型を含むファンクションまたはプロシージャです。 

� 静的静的静的静的メソッドは、暗黙的 SELFパラメータを持たないファンクションまたはプロシー
ジャです。 この種のメソッドは、TYPE_NAME.METHOD()のように、メソッドを型名で
修飾して起動できます。静的メソッドは、ユーザー定義のコンストラクタやキャスト・
メソッドを指定するときに役立ちます。

� 比較比較比較比較メソッドは、オブジェクトのインスタンスを比較するときに使用します。   

Oracle は、PL/SQL、Java および C で型メソッドの実装の選択をサポートしています。

この例の場合、purchase_orderには get_valueというメソッドがあります。 それぞれの
発注情報オブジェクトには、専用の get_valueメソッドがあります。たとえば、xと yが
発注情報オブジェクトを保持する PL/SQL 変数、wと zが数値を保持する変数である場合、
次の 2 つの文による wと zの結果値は異なる可能性があります。

w = x.get_value();
z = y.get_value();

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 13-11 ページ「ネストした表の説明」

� 13-8 ページ「行オブジェクトと列オブジェクト」

� 発注例の詳細は、『Oracle9i アプリケーション開発者ガイド - オブジェ
クト・リレーショナル機能』を参照してください。
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これらの文を実行すると、wには変数 xで表される発注情報の値、zには変数 yで表される
発注情報の値が代入されます。

x.get_value()の項により、メソッド get_valueが起動されます。 メソッド定義にパラ
メータを組み込むこともできますが、get_valueメソッドにパラメータは必要ありません。
起動時に結び付けられたオブジェクトの属性からすべての引数を検索できるためです。 つま
り、1 番目のサンプル文では発注情報 xの属性を使用して値を計算します。2 番目のサンプ
ル文では、発注情報 yの属性を使用して値を計算します。これを自己参照的自己参照的自己参照的自己参照的メソッドの起動
と呼びます。

すべてのオブジェクト型には、特定のオブジェクトに結び付けられない、暗黙に定義される
メソッド、つまりオブジェクト型のコンストラクタ・メソッドも 1 つあります。

オブジェクト型のコンストラクタ・メソッドオブジェクト型のコンストラクタ・メソッドオブジェクト型のコンストラクタ・メソッドオブジェクト型のコンストラクタ・メソッド  すべてのオブジェクト型には、オブジェクト
型の仕様に基づいて新しいオブジェクトを作成する、システム定義のコンストラクタ・メコンストラクタ・メコンストラクタ・メコンストラクタ・メ
ソッドソッドソッドソッドがあります。コンストラクタ・メソッドの名前は、そのオブジェクト型の名前と同じ
であり、コンストラクタ・メソッドのパラメータの名前と型は、オブジェクト型の属性の名
前と型です。コンストラクタ・メソッドはファンクションです。新しいオブジェクトを値と
して戻します。

たとえば、次のような式があります。

purchase_order(
  1000376,
  external_person ("John Smith","1-800-555-1212"),
  NULL )

この式は、次のような属性を持つ発注情報オブジェクトを表します。

id         1000376
contact    external_person("John Smith","1-800-555-1212")
lineitems  NULL

式 external_person ("John Smith", "1-800-555-1212")により、オブジェクト型
external_personのコンストラクタ・ファンクションが起動されます。これにより戻され
るオブジェクトが、発注情報の contact 属性になります。

また、独自のコンストラクタ・ファンクションを定義し、システムによって各オブジェクト
型に暗黙的に定義されるコンストラクタ・ファンクションのかわりに使用することもできま
す。

比較メソッド比較メソッド比較メソッド比較メソッド  メソッドは、オブジェクトの比較でも役割を果たします。Oracle には、特定
の組込みタイプの 2 つのデータ項目（たとえば 2 つの数値）を比較し、一方が他方より大き
い、等しい、または小さいかどうかを判別する機能があります。しかし、Oracle では、定義
者がさらに指示を与えないかぎり、任意のユーザー定義型の 2 つの項目を比較することはで

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle9i アプリケーション開発者ガイド - オブジェクト・リ
レーショナル機能』
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きません。Oracle は、特定のオブジェクト型のオブジェクト間に順序関係を定義するために
2 つの方法を用意しています。マップ・メソッドとオーダー・メソッド です。

マップマップマップマップ・メソッドでは、組込み型を比較する Oracle の機能を使用します。 たとえば、
rectangle（四角形）というオブジェクト型に height（高さ）および width（幅）とい
う属性を定義した場合を考えます。 area（面積）というマップ・メソッドを定義して、数値、
つまり四角形の height属性と width属性の積を戻すようにします。この場合は、面積に
よって 2 つの四角形を比較できます。

オーダーオーダーオーダーオーダー・メソッドは、より一般的な方法です。オーダー・メソッドは、独自の内部論理を
使用して、特定のオブジェクト型に属する 2 つのオブジェクトを比較します。それは、順序
関係を符号化した値を戻します。たとえば、 初のオブジェクトのほうが小さければ -1 を戻
し、どちらも同じ大きさであれば 0（ゼロ）を戻し、 初のオブジェクトのほうが大きけれ
ば 1 を戻す、などです。

たとえば、address（住所）というオブジェクト型に street（番地）、city（市町村）、
state（都道府県）、zip（郵便番号）という属性を定義した場合を考えます。アプリケー
ションで住所を比較して、より大きいより大きいより大きいより大きいかより小さいより小さいより小さいより小さいかを判別することは無意味ですが、2 つ
の住所が等しいかどうかを判別するには、複雑な計算を必要とする場合が考えられます。

オブジェクト型を定義する際、マップ・メソッドかオーダー・メソッドのどちらかを指定で
きますが、両方は指定できません。オブジェクト型に比較メソッドがない場合、Oracle はそ
の型の 2 つのオブジェクト間の大小関係を判別できません。ただし、その型の 2 つのオブ
ジェクトが等しいかどうかの判別は試行できます。

比較メソッドを持たない型の 2 つのオブジェクトを比較する場合、Oracle は、対応する属性
を比較します。

� すべての属性が NULL 以外であり、等しい場合、Oracle はその 2 つのオブジェクトが等
しいとレポートします。

� 2 つのオブジェクトに等しくない NULL 以外の値がある場合、Oracle はその 2 つのオブ
ジェクトが等しくないとレポートします。

� その他の場合、Oracle は比較できないことをレポートします（NULL）。

オブジェクト表オブジェクト表オブジェクト表オブジェクト表
オブジェクト表オブジェクト表オブジェクト表オブジェクト表は特殊な種類の表で、オブジェクトを保持し、各オブジェクトの属性のリ
レーショナル・ビューを提供します。

たとえば、次の文は、以前に定義した external_person型のオブジェクトのオブジェク
ト表を定義します。

CREATE TABLE external_person_table OF external_person;

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 比較メソッドを指定して使用する例は、『Oracle9i アプリケー
ション開発者ガイド - オブジェクト・リレーショナル機能』を参照してく
ださい。
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Oracle では、次の 2 つの方法でこの表を表示できます。 

� 単一列表。それぞれのエントリが external_personオブジェクトになっています。

� 複数列表。オブジェクト型 external_personのそれぞれの属性、つまり nameと
phoneが列を 1 つずつ占有します。

たとえば、次の命令を実行できます。

INSERT INTO external_person_table VALUES (
       "John Smith",
       "1-800-555-1212" );

SELECT VALUE(p) FROM external_person_table p
        WHERE p.name = "John Smith";

初の命令は、複数列表としての external_person_tableに external_personオブ
ジェクトを挿入します。 2 番目の命令は、単一列表として external_person_tableから
選択します。

行オブジェクトと列オブジェクト行オブジェクトと列オブジェクト行オブジェクトと列オブジェクト行オブジェクトと列オブジェクト  オブジェクト表に表示されるオブジェクトのことを行オ行オ行オ行オ
ブジェクトブジェクトブジェクトブジェクトと呼びます。表の列に表示されるオブジェクト、または他のオブジェクトの属性
として表示されるオブジェクトのことを列オブジェクト列オブジェクト列オブジェクト列オブジェクトと呼びます。 

オブジェクト識別子オブジェクト識別子オブジェクト識別子オブジェクト識別子
オブジェクト表のすべての行オブジェクトには、論理オブジェクト識別子（OID）が対応付
けられています。デフォルトで、各行オブジェクトには OID として長さ 16 バイトの一意の
システム生成識別子が割り当てられます。

オブジェクト表の OID 列は、非表示列です。OID 値そのものはオブジェクト・リレーショ
ナル・アプリケーションにほとんど意味を持ちませんが、Oracle はこの値を使用して行オブ
ジェクトへのオブジェクト参照を組み立てます。アプリケーションは、オブジェクトの
フェッチとナビゲートに使用されるオブジェクト参照のみに注意する必要があります。 

行オブジェクトの OID の目的は、そのオブジェクトをオブジェクト表内で一意に識別する
ことです。そのために、Oracle はオブジェクト表の OID 列に索引を暗黙的に作成してメン
テナンスします。システム生成の一意識別子には、分散およびレプリケート環境でオブジェ
クトが明確に識別されること以外にも、多数の利点があります。 

主キーに基づくオブジェクト識別子主キーに基づくオブジェクト識別子主キーに基づくオブジェクト識別子主キーに基づくオブジェクト識別子  システム生成のグローバル一意識別子が提供する機能
性を必要としないアプリケーションでは、各オブジェクトとともに余分の 16 バイトを格納
し、その索引をメンテナンスしても、効率的でない場合があります。Oracle では、行オブ
ジェクトのオブジェクト ID としてその主キー値を指定する方法を選択できます。 

また、主キーに基づく識別子には、より効率的かつ容易にオブジェクト表をロードできると
いう利点もあります。これに対して、システム生成のオブジェクト識別子は、特にその参照
も永続的に格納される場合には、なんらかのユーザー指定キーを使用して再マップする必要
があります。
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オブジェクト・ビューの説明オブジェクト・ビューの説明オブジェクト・ビューの説明オブジェクト・ビューの説明
オブジェクト・ビューは、仮想的なオブジェクト表です。オブジェクト・ビューの行は、行
オブジェクトです。Oracle は、永続的には格納しないオブジェクト識別子を、基礎を形成す
る表やビューの主キーから具象化します。

REF
リレーショナル・モデルの場合、外部キーは多対 1 リレーションシップを表します。Oracle
オブジェクト型では、多対 1 リレーションシップで 1 の側が行オブジェクトである場合に、
このリレーションシップを表すための効率的な方法が提供されています。 

Oracle は、指定したオブジェクト型の行オブジェクトの参照をカプセル化するために、REF
という組込みデータ型を提供します。モデル化の観点から見ると、REFを使用すると 2 つの
行オブジェクト間の関連付けを獲得できます。Oracle は、この種の REFを組み立てるため
にオブジェクト識別子を使用します。

REFを使用して、参照先のオブジェクトを検査および更新できます。また、REFによって、
参照先のオブジェクトのコピーを取得できます。REFに対して実行できる変更は、同じオブ
ジェクト型の異なるオブジェクトへの参照に内容を置き換えるか、NULL 値を割り当てると
いう変更のみです。

有効範囲付有効範囲付有効範囲付有効範囲付 REF  列型、コレクション要素またはオブジェクト型の属性を REFとして宣言す
る際に制約を適用し、指定したオブジェクト表への参照のみを含めることができます。 この
ような REFは有効範囲付有効範囲付有効範囲付有効範囲付 REFと呼びます。有効範囲付 REFは記憶領域が少なく、有効範囲
なし REFよりも効率的にアクセスできます。

参照先がない参照先がない参照先がない参照先がない REF  REFで識別されるオブジェクトが削除されたり権限が変更されて、その
オブジェクトを使用できなくなる可能性があります。このような REFを参照先がない参照先がない参照先がない参照先がない REF
と呼びます。 Oracle の SQL では、この条件について REFをテストする述語（IS 
DANGLING）を提供しています。

REF の参照解除の参照解除の参照解除の参照解除  REFで参照しているオブジェクトにアクセスすることを、REFの参照解除参照解除参照解除参照解除
と呼びます。Oracle には、そのための DEREF演算子が用意されています。参照先がない
REFへの参照を解除すると、結果は NULL オブジェクトになります。

Oracle は、REFの暗黙的参照解除暗黙的参照解除暗黙的参照解除暗黙的参照解除を提供しています。たとえば、次の文を考えてみます。

CREATE TYPE person AS OBJECT (
  name    VARCHAR2(30),
  manager REF person );

xが PERSON型のオブジェクトを表している場合、次の式について考えます。

x.manager.name

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 13-22 ページ「オブジェクト・ビューの概要」
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xの manager属性が参照する personオブジェクトの name属性を含む文字列を表します。
つまり、前述の式は、次の式の短縮形です。

y.name, where y = DEREF(x.manager)

REF の取得の取得の取得の取得  行オブジェクトへの REFは、オブジェクト表からそのオブジェクトを選択し、
REF演算子を適用すると取得できます。たとえば、識別番号 1000376 の発注情報への REF
は、次のようにして取得できます。

DECLARE OrderRef REF to purchase_order;

SELECT REF(po) INTO OrderRef
               FROM purchase_order_table po
               WHERE po.id = 1000376;

コレクション型コレクション型コレクション型コレクション型
それぞれのコレクション型は、すべて同じデータ型の不特定数の要素で構成されるデータ単
位を記述します。コレクション型には、配列型配列型配列型配列型と表型表型表型表型があります。 

配列型および表型は、スキーマ・オブジェクトです。それぞれに対応するデータ単位を、
VARRAY およびネストした表ネストした表ネストした表ネストした表と呼びます。混乱の恐れがない場合は、コレクション型のこ
とを単に VARRAYおよびネストした表と呼ぶこともよくあります。

コレクション型には、コンストラクタ・メソッドがあります。 コンストラクタ・メソッドの
名前はコレクション型の名前と同じで、その引数は新しいコレクションの要素をカンマで区
切ったリストです。コンストラクタ・メソッドはファンクションです。新しいコレクション
を値として返します。

コレクション型の名前に空のカッコを付けた式は、その型を持つ空のコレクションを作成す
るコンストラクタ・メソッドのコールを表します。空のコレクションは、NULL コレクショ
ンとは異なります。

VARRAY
配列配列配列配列とは、データ要素要素要素要素を順番に並べた集合のことです。特定の配列のすべての要素は、同じ
データ型で構成されます。各要素には索引索引索引索引があり、これは配列内におけるその要素の位置に
対応する番号です。

配列内の要素の数が、配列のサイズサイズサイズサイズ になります。Oracle の配列のサイズは可変であるため、
VARRAYと呼ばれます。配列型を宣言するときは、 大サイズを指定する必要があります。

たとえば、次のような文で配列型を宣言します。

CREATE TYPE prices AS VARRAY(10) OF NUMBER(12,2); 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : REFの使用例は、『Oracle9i アプリケーション開発者ガイド - 
オブジェクト・リレーショナル機能』を参照してください。
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オブジェクト・データ型のカテゴリ
これは、prices型の VARRAYで、 大 10 個までの要素を入れることができ、各要素の
データ型は NUMBER(12,2)です。

配列型を作成しても、領域は割り当てられません。単にデータ型を定義しているだけです。
このデータ型は、次の用途に使用できます。

� リレーショナル表の列のデータ型

� オブジェクト型の属性

� PL/SQL の変数、パラメータ、ファンクションの戻り型

通常、VARRAYはひとまとめに格納されます。つまり、行に入っているその他のデータと同
じ表領域に格納されます。 ただし、サイズが十分に大きい場合には、Oracle はこれを BLOB
として格納します。

ネストした表の説明ネストした表の説明ネストした表の説明ネストした表の説明
ネストした表ネストした表ネストした表ネストした表は、すべて同じデータ型のデータ要素要素要素要素を順不同で 並べた集合です。この表には
単一の列があり、この列の型は組込み型かオブジェクト型です。オブジェクト型の場合は、
この表を、オブジェクト型の各属性に対応する列のある、複数列の表とみなすこともできま
す。 Oracle9i またはそれ以上への互換性を設定すれば、ネストした表は他のネストした表を
含めることができます。

たとえば、発注情報の例では、次の文により、品目を入れるネストした表のために使用する
表型を宣言します。

CREATE TYPE lineitem_table AS TABLE OF lineitem; 

表型を定義しても、領域は割り当てられません。単に型を定義しているだけです。この型
は、次の用途に使用できます。

� リレーショナル表の列のデータ型

� オブジェクト型の属性

� PL/SQL の変数、パラメータ、ファンクションの戻り型

表型が、リレーショナル表の列の型、またはオブジェクト表の基礎を形成するオブジェクト
型の属性として使用された場合、Oracle はネストした表のすべてのデータを単一の表に格納
します。Oracle は、その表を、それを含むリレーショナル表またはオブジェクト表と対応付
けます。 たとえば、次の文は、オブジェクト型 purchase_orderに対してオブジェクト表
を定義します。

CREATE TABLE purchase_order_table OF purchase_order
   NESTED TABLE lineitems STORE AS lineitems_table;

関連項目関連項目関連項目関連項目 :  VARRAYの使用方法の詳細は、『Oracle9i アプリケーション開
発者ガイド - オブジェクト・リレーショナル機能』を参照してください。
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型の継承
2 番目の行は、purchase_order_tableにあるすべての purchase_orderオブジェクト
の lineitems属性を格納する表として、lineitems_tableを指定しています。

ネストした表の要素に個々にアクセスする簡便な方法は、ネストしたカーソルを使用するこ
とです。

型の継承型の継承型の継承型の継承
オブジェクト型は、既存オブジェクト型のサブタイプとして作成できます。単一継承モデル
がサポートされています。サブタイプが導出可能な親タイプは 1 つのみです。型は、その直
接のスーパータイプの属性とメソッドをすべて継承します。新しい属性とメソッドを追加で
きます。また、継承したどのメソッドに対してもオーバーライドが可能です。

図 13-1 は、Person_tの下に作成された 2 つのサブタイプ Student_tと Employee_tを
示します。 

図図図図 13-1 型の階層型の階層型の階層型の階層

また、サブタイプは、その下に別のサブタイプを定義して型の階層を作成すると、さらに細
分化できます。 前述の図では、PartTimeStudent_tはサブタイプ Student_tから導出さ
れています。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� ネストしたカーソルの詳細は、『Oracle9i データベース・リファレン
ス』を参照してください。

� ネストした表の使用方法の詳細は、『Oracle9i アプリケーション開発者
ガイド - オブジェクト・リレーショナル機能』を参照してください。

Person_t

Employee_t

PartTimeStudent_t

Student_t
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型の継承
FINAL 型および型および型および型および NOT FINAL 型型型型
サブタイプを作成する場合は、型宣言で NOT FINALキーワードが必要です。 デフォルトで
は、型が FINALであるため、その型にはサブタイプは作成されません。これによって、下
位互換性が維持されています。

NOT FINAL オブジェクト型の作成例オブジェクト型の作成例オブジェクト型の作成例オブジェクト型の作成例
CREATE TYPE Person_t AS OBJECT
( ssn NUMBER,
  name VARCHAR2(30),
  address VARCHAR2(100)) NOT FINAL;

Person_tは NOT FINAL型であることが宣言されています。 このため、Person_tのサブ
タイプの定義が可能です。

FINAL型は、NOT FINALに変更できます。 さらに、サブタイプを持たない NOT FINAL型は、
FINALに変更できます。

NOT INSTANTIABLE 型およびメソッド型およびメソッド型およびメソッド型およびメソッド
型は NOT INSTANTIABLEを宣言できます。これは、その型にコンストラクタ（デフォルト
またはユーザー定義）がないことを意味します。 このため、この型のインスタンスは作成で
きません。 この型の代表的な使用例は、次のような型についてインスタンス化可能なサブタ
イプを定義することです。

CREATE TYPE Address_t AS OBJECT(...) NOT INSTANTIABLE NOT FINAL;
CREATE TYPE USAddress_t UNDER Address_t(...);
CREATE TYPE IntlAddress_t UNDER Address_t(...);

ある型のメソッドは NOT INSTANTIABLEに宣言できます。 NOT INSTANTIABLEとしてメ
ソッドを宣言することは、その型がそのメソッドを実装していないことを意味します。 さら
に、インスタンス化が不可能なメソッドを含む型は、必ず NOT INSTANTIABLEに宣言する
必要があります。

次に例を示します。

CREATE TYPE T AS OBJECT
(
x NUMBER,
NOT INSTANTIABLE MEMBER FUNCTION func1() RETURN NUMBER 

) NOT INSTANTIABLE;

NOT INSTANTIABLE型のサブタイプは、そのスーパータイプのインスタンス化が不可能な
メソッドをオーバーライドできます。また、具体的な実装を提供します。 インスタンス化が
不可能なメソッドが残っている場合、そのサブタイプも必ず NOT INSTANTIABLEに宣言す
る必要があります。
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ユーザー定義集計関数
インスタンス化が不可能なサブタイプは、インスタンス化可能なスーパータイプの下に定義
できます。インスタンス化が不可能な型を FINALに宣言することはできません。

ユーザー定義集計関数ユーザー定義集計関数ユーザー定義集計関数ユーザー定義集計関数
Oracle は、MAX、MINおよび SUMなどの集計関数の基本セットをサポートしています。この
他に、ユーザー定義の集計操作ロジックによる新しい集計関数を実装できるメカニズムも用
意されています。

ユーザー定義の集計関数を使用する理由ユーザー定義の集計関数を使用する理由ユーザー定義の集計関数を使用する理由ユーザー定義の集計関数を使用する理由
ユーザー定義集計関数（UDAG）とは、ユーザーが指定した集計操作セマンティクスによる
集計関数を言います。ユーザーは新しい集計関数を作成できます。また、一連のルーチンか
ら集計操作ロジックも提供できます。 いったん集計関数を作成すると、ユーザー定義集計関
数は、組込み集計と同じように、SQL DML 文で使用できます。Oracle サーバーは、ユー
ザーが提供する集計ルーチンを適切に起動して、UDAG を評価します。

データベースは、イメージ、空間、オーディオ、ビデオなどの複雑なデータの格納が徐々に
増加します。一般に複雑なデータは、オブジェクト型、不透明型または LOB を使用して
データベースに格納されます。ユーザー定義の集計は主に、データの新しいドメインなどに
集計操作を指定する場合に便利です。 

さらに、UDAG を使用すると、財務や科学関係のアプリケーションで使用する従来のスカ
ラー・データ型について、新しい集計関数を作成できます。 集計のすべてのフォームについ
て固有のサポートを提供できないため、アプリケーション開発者が新しい集計関数を追加で
きるように柔軟性に富んだメカニズムを提供することが望まれます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『PL/SQL ユーザーズ・ガイドおよびリファレンス』

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� ユーザー定義集計の実装に関する詳細は、『Oracle9i Data Cartridge 
Developer’s Guide』を参照してください。

� データ・ウェアハウスにおける UDAG の使用方法の詳細は、
『Oracle9i データ・ウェアハウス・ガイド』を参照してください。

� 不透明型の詳細は、第 12 章「システム固有のデータ型」を参照してく
ださい。
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ユーザー定義集計関数
UDAG の作成と使用の作成と使用の作成と使用の作成と使用
ユーザー定義集計を実装する手順は次のとおりです。

1. ODCIAggregateインタフェース・ルーチンをオブジェクト型のメソッドとして実装し
ます。

2. CREATE FUNCTION文で、UDAG を作成し、手順 1 で作成した実装タイプを指定しま
す。

CREATE FUNCTION MyUDAG ... AGGREGATE USING MyUDAGRoutines;

3. SQL DML 文で組込み集計と同じ方法で、UDAG を使用します。

SELECT col1, MyUDAG(col2) FROM tab GROUP BY col1;

集計関数の動作集計関数の動作集計関数の動作集計関数の動作
集計関数は概念的には、入力として一連の値を受け取り、単一の値を返します。 集計操作に
必要な一連の値は、通常は、GROUP BY句を使用して識別します。 次に例を示します。 

SELECT AVG(T.Sales)
FROM AnnualSales T
GROUP BY T.State

集計関数の評価は、3 つの基本操作に分割できます。 前述の例 AVG()について考えると、次
のようになります。 

1. 初期化 : 計算を初期化します。

runningSum = 0; runningCount = 0;

2. 反復 : 新しい入力値を処理します。

runningSum += inputval; runningCount++;

3. 終了 : 結果を計算します。

return (runningSum/runningCount);

前述の例にある変数 runningSumと runningCountは、集計操作の状態状態状態状態を判断します。こ
のように、集計操作コンテキスト集計操作コンテキスト集計操作コンテキスト集計操作コンテキストは runningSumと runningCount属性を含むオブジェク
トとして表示できます。初期化メソッドは集計操作コンテキストを初期化します。反復メ
ソッドではそれを更新し、終了メソッドはそのコンテキストを使用して結果の集計値を戻し
ます。

2 つの集計操作コンテキストをマージして、新しいコンテキストを作成するためには、さら
にもう 1 つの基本操作が必要です。この操作は、サブセットに対する集計操作の結果を結合
して、セット全体の集計結果を得る場合に必要です。このような状況は、集計をシリアルお
よびパラレルで評価しているときに生じます。
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アプリケーション・インタフェース
4. マージ : 2 つの集計操作コンテキストを結合し、単一のコンテキストを戻します。

runningSum = runningSum1 + runningSum2;
runningCount = runningCount1 + runningCount2;

Oracle では、前述した基本操作を独自に実装しているため、ユーザーは新しい集計関数を登
録できます。

アプリケーション・インタフェースアプリケーション・インタフェースアプリケーション・インタフェースアプリケーション・インタフェース
Oracle には、アプリケーション・プログラムでオブジェクト・データ型を使用するための機
能が多数あります。

� SQL

� PL/SQL

� Pro*C/C++

� OCI

� OTT

� JPublisher

� JDBC

� SQLJ

SQL
Oracle SQL データ定義言語（DDL）は、オブジェクト・データ型のために次のようなサ
ポートを提供しています。

� オブジェクト型、ネストした表および配列の定義

� 権限の指定

� オブジェクト型の表の列の指定

� オブジェクト表の作成

Oracle SQL DML は、オブジェクト・データ型のために次のようなサポートを提供していま
す。

� オブジェクトとコレクションの問合せおよび更新

� REFの操作

関連項目関連項目関連項目関連項目 : SQL 構文の詳細説明は、『Oracle9i SQL リファレンス』を参
照してください。
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アプリケーション・インタフェース
PL/SQL
PL/SQL は、SQL を拡張する手続き型言語です。パッケージおよびデータのカプセル化、情
報の非表示、オーバーロード、例外処理などの機能が提供されています。ほとんどのストア
ド・プロシージャは、PL/SQL で記述されています。

PL/SQL では、ファンクションおよびプロシージャ内から、オブジェクト型をサポートする
SQL 機能を使用できます。PL/SQL ファンクションとプロシージャのパラメータと変数は、
ユーザー定義型にすることができます。

PL/SQL は、オブジェクト型に結び付けるメソッドを実装するのに必要なすべての機能を備
えています。これらのメソッド（ファンクションとプロシージャ）は、ユーザーのスキーマ
の一部としてサーバーに格納されます。 

Pro*C/C++
Oracle Pro*C/C++ プリコンパイラを使用すると、プログラマは C および C++ プログラムで
オブジェクト・データ型を使用できます。Pro*C を使用する開発者は、Object Type 
Translator（OTT）を使用して、Oracle のオブジェクト型とコレクションを C のデータ型に
マップし、Pro*C アプリケーションで使用できます。

Pro*C は、オブジェクト型とコレクションのコンパイル時型チェック機能と、データベース
型から C データ型への自動型変換を提供しています。 Pro*C は、オブジェクトを作成したり
破棄したりするための SQL 構文 EXEC と、サーバーにあるオブジェクトにアクセスするため
の 2 つの方法を提供しています。 

� Pro*C プログラムに埋め込まれている SQL 文と PL/SQL ファンクションまたはプロシー
ジャ。

� オブジェクト・キャッシュへの単純なインタフェース。横断ポインタでオブジェクトに
アクセスし、その後サーバー上で変更および更新します。

型記述の動的作成とアクセス型記述の動的作成とアクセス型記述の動的作成とアクセス型記述の動的作成とアクセス
Oracle では、C API を提供しているため、型記述の動的な作成とアクセスが可能です。さら
に、一時型記述、つまり DBMS に永続的に格納されない型記述も作成できます。

C API によって、LNOCIAnyDataと LNOCIAnyDataSetの作成とアクセスが可能になりま
す。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : PL/SQL の詳細説明は、『PL/SQL ユーザーズ・ガイドおよび
リファレンス』を参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 13-19 ページ「OCI」

�  Pro*C プリコンパイラの詳細説明は、『Pro*C/C++ Precompiler プロ
グラマーズ・ガイド』を参照してください。
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アプリケーション・インタフェース
� LNOCIAnyData型は、ある型の自己記述（型について）データ・インスタンスをモデル
化します。

� LNOCIAnyDataSet型は、ある型のデータ・インスタンスのセットをモデル化します。

Oracle では、これらのデータ型に対応する SQL データ型（Oracle の Open Type System）も
用意されています。

� SYS.ANYTYPEは LNOCITypeに対応します。

� SYS.ANYDATAは LNOCIAnyDataに対応します。

� SYS.ANYDATASETは LNOCIAnyDataSetに対応します。

このようなデータについて、データベース表の列と SQL の問合せを作成できます。

新しい C API は次の項を使用します。

� 一時型一時型一時型一時型 － データベースに永続的に格納されない型記述（型メタデータ）。

� 永続型永続型永続型永続型 － CREATE TYPE SQL文を使用して作成された SQL 型。 これらの型記述は、デー
タベースに永続的に格納されます。

� 自己記述データ自己記述データ自己記述データ自己記述データ － 実際の内容と一緒に型情報をカプセル化しているデータ。 ANYDATA
型（LNOCIAnyData）はこのようなデータをモデル化します。 SQL 型のどのデータ値
も、ANYDATAに変換できるため、古いデータ値に変換しなおすことができます。不適
切な変換を実行しようとすると、例外になります。

� 自己記述多重集合自己記述多重集合自己記述多重集合自己記述多重集合 － 一連のデータ・インスタンス（同じ型のものすべて）をそれぞれ
の型記述と一緒にカプセル化したもの。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 『Oracle9i アプリケーション開発者ガイド - オブジェクト・リレーショ
ナル機能』 

� 『Oracle Call Interface プログラマーズ・ガイド』 
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アプリケーション・インタフェース
OCI
Oracle Call Interface（OCI）は、Oracle サーバーへの C 言語インタフェースの集合です。
OCI を使用すると、プログラマはサーバーの機能の使用に関する柔軟性を得られます。

OCI の重要な要素は、オブジェクト・キャッシュと呼ばれる作業領域をアプリケーション・
プログラムから使用できるようにするコールの集合です。オブジェクト・キャッシュオブジェクト・キャッシュオブジェクト・キャッシュオブジェクト・キャッシュは、ク
ライアント側にあるメモリー・ブロックで、プログラムがオブジェクト全体を格納し、サー
バーとの間を往復せずにオブジェクト間をナビゲートできるようにします。

オブジェクト・キャッシュは、そのオブジェクト・キャッシュを使用するアプリケーショ
ン・プログラムが完全に制御および管理します。Oracle サーバーは、オブジェクト・キャッ
シュにアクセスできません。オブジェクト・キャッシュを使用するアプリケーション・プロ
グラムは、サーバーとのデータの一貫性を維持しながら、同時発生のアクセスによる衝突か
ら作業領域を保護する必要があります。

LNOCI は、次の機能を持つ関数を提供しています。

� SQL を使用してサーバー上のオブジェクトにアクセスします。

� 横断ポインタまたは REFによってオブジェクト・キャッシュ内のオブジェクトをアクセ
スし、操作し、管理します。

� Oracle の日付および文字列、数値を C データ型に変換します。

� オブジェクト・キャッシュのメモリーのサイズを管理します。

� 一時型記述を作成します。一時型記述は、DBMS に永続的に格納されません。 Oracle9i
以上に互換性を設定する必要があります。

LNOCI の並行性が向上し、個々のオブジェクトにロックをかけることができるようになり
ました。また、複合オブジェクト検索をサポートすることにより、パフォーマンスが向上し
ています。

LNOCI を使用する開発者は、Object Type Translator（OTT）を使用して、Oracle オブジェ
クト型に対応する C データ型を生成できます。

OTT
Object Type Translator（OTT）は、オブジェクト型に対応する C 言語の構造体の宣言を自
動生成するプログラムです。OTT は、Pro*C プリコンパイラと OCI サーバー・アクセス・
パッケージを使用するときの手助けをします。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Call Interface プログラマーズ・ガイド』

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 『Oracle Call Interface プログラマーズ・ガイド』

� 『Pro*C/C++ Precompiler プログラマーズ・ガイド』
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アプリケーション・インタフェース
JPublisher
Java Publisher（JPublisher）は、データベース内のオブジェクト型に対応する Java クラス定
義を自動的に生成するプログラムです。JPublisher は、SQLJ および JDBC サーバー・アクセ
ス・パッケージの使用を容易にします。

JDBC
Java Database Connectivity（JDBC）は、Oracle サーバーへの Java インタフェースの集合で
す。Oracle の JDBC の機能は、次のとおりです。

� 動的 SQL を通じて、Java プログラムからデータベース内で定義されたオブジェクト型と
コレクション型にアクセスできるようにします。

� データベース内で定義されている型を、デフォルトまたはカスタマイズ可能なマッピン
グを通じて Java のクラスに変換します。

SQLJ
SQLJ により、開発者は Java プログラムでオブジェクト・データ型を使用できます。開発者
は、JPublisher を使用して、Oracle のオブジェクト型とコレクション型をアプリケーション
で使用される Java クラスにマップできます。

SQLJ は、Java コードに埋め込まれた SQL 文を使用して、サーバー・オブジェクトへのアク
セスを提供します。また、コンパイル時には、SQL 文中のオブジェクト型とコレクションの
型チェックを提供します。

構文は、ANSI 規格（SQLJ コンソーシアム）に基づいています。

SQLJ オブジェクト型オブジェクト型オブジェクト型オブジェクト型
Oracle では、SQL ユーザー定義オブジェクト型として Java クラスを指定できます。この
SQLJ 型の列と行を定義できます。また、この型のオブジェクトは SQL 基本型のように、問
合せや操作が可能です。

さらに、次の操作を実行できます。

� あるクラスの静的フィールド SQL で参照できるようにします。

� ユーザーに Java コンストラクタのコールを可能にします。

� Java クラスとその対応する型との間に依存性を維持します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle9i JPublisher ユーザーズ・ガイド』

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle9i JDBC 開発者ガイドおよびリファレンス』
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データ型の発展
データ型の発展データ型の発展データ型の発展データ型の発展
オブジェクト・データ型は、次のスキーマ・オブジェクトによって参照できます。

� 表またはサブテーブル

� 型またはサブタイプ

� プログラム・ユニット（PL/SQL ブロック）: プロシージャ、ファンクション、パッ
ケージ、トリガー

� 索引タイプ

� ビュー（オブジェクト・ビューを含む）

� 機能索引

� 演算子

これらのオブジェクトが、別の型やサブタイプから直接または間接的にある型を参照する
と、その型に依存したオブジェクトになります。型が変更されると、必ずすべての依存プロ
グラム・ユニット、ビュー、演算子および索引タイプに無効のマークが付けられます。これ
らの無効なオブジェクトが次回参照されると、新しい型定義を使用して再度有効にされま
す。正常に再コンパイルされると有効になるため、もう一度使用できるようになります。

ある型に型依存または表依存がある場合、既存の永続データは現行の型定義に依存している
ため、型定義の変更はさらに複雑になります。

オブジェクト型を変更し、それが依存する型と表に型変更を伝播させることができます。 
ALTER TYPEによって、既存の型からメソッドや属性を追加および削除できます。またオプ
ションで、依存する型、表や表データへもこれらの変更を伝播できます。ある型の属性も変
更できます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 『Oracle9i SQL リファレンス 』

� 『Oracle9i アプリケーション開発者ガイド - オブジェクト・リレーショ
ナル機能』 

� 『Oracle9i SQLJ 開発者ガイドおよびリファレンス』 

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 構文の詳細は、『Oracle9i SQL リファレンス』を参照してください。

� 型指定と本体のコンパイルの詳細は、『PL/SQL ユーザーズ・ガイド
およびリファレンス』を参照してください。

� 型バージョンの管理の詳細は、『Oracle9i アプリケーション開発者ガイ
ド - オブジェクト・リレーショナル機能』を参照してください。
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オブジェクト・ビューの概要
オブジェクト・ビューの概要オブジェクト・ビューの概要オブジェクト・ビューの概要オブジェクト・ビューの概要
ビューが仮想表であるのと同様に、オブジェクト・ビューオブジェクト・ビューオブジェクト・ビューオブジェクト・ビューは仮想的なオブジェクト表です。

Oracle は、基本的なリレーショナル・ビュー・メカニズムへの機能拡張としてオブジェク
ト・ビューを提供します。オブジェクト・ビューを使用すると、データベースのリレーショ
ナル表またはオブジェクト表の列に格納されているデータ（組込み型またはユーザー定義
型）から、仮想的なオブジェクト表を作成できます。

オブジェクト・ビューは、データベース内のデータおよびオブジェクトへの特化または制限
付きのアクセスを提供する機能を実現します。たとえば、オブジェクト・ビューを使用し
て、機密データを含む属性がなく、削除方法がないバージョンの従業員オブジェクト表を提
供できます。

オブジェクト・ビューにより、オブジェクト指向アプリケーションでリレーショナル・デー
タを使用できるようになります。ユーザーは、オブジェクト・ビューを使用して次の操作が
できます。

� 既存の表を変換せずにオブジェクト指向プログラミング技法を試してみます。

� リレーショナル表からオブジェクト・リレーショナル表へ、データを段階的かつ透過的
に変換します。

� 既存のオブジェクト指向アプリケーションで従来の RDBMS データを使用します。

オブジェクト・ビューの利点オブジェクト・ビューの利点オブジェクト・ビューの利点オブジェクト・ビューの利点
オブジェクト・ビューを使用すると、パフォーマンスを改善できます。オブジェクト・
ビューの 1 行を構成するリレーショナル・データは、1 つの単位としてネットワークを横断
するため、何度も往復する必要がありません。

リレーショナル・データをクライアント側のオブジェクト・キャッシュにフェッチして、C
または C++ の構造体にマップできるため、3GL アプリケーションはそのデータをネイティ
ブな構造体と同じように処理できます。

オブジェクト・ビューは、従来のデータを段階的にアップグレードしていくための手段にな
ります。オブジェクト・ビューにより、リレーショナル・アプリケーションとオブジェクト
指向アプリケーションの共存が可能になり、既存のリレーショナル・データへのオブジェク
ト指向アプリケーションの導入も、パラダイムの大幅な変更なしに容易に行えます。

オブジェクト・ビューには、同じリレーショナル・データまたはオブジェクト・データを複
数の方法で表示できるという柔軟性もあります。したがって、データベースにデータを格納
する方法を変えなくても、様々なアプリケーションに応じて異なるメモリー内オブジェクト
表現を使用できます。
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オブジェクト・ビューの概要
オブジェクト・ビューの定義方法オブジェクト・ビューの定義方法オブジェクト・ビューの定義方法オブジェクト・ビューの定義方法
概念上は、オブジェクト・ビューを定義するプロセスは簡単です。このプロセスでは次の処
理を行います。

� オブジェクト・ビューの行によって表現するオブジェクト型を定義します。

� どのリレーショナル表のどのデータに、その型のオブジェクトの属性が入っているかを
指定する問合せを作成します。

� オブジェクト・ビューのオブジェクト（行）を REFで参照できるように、基礎となる
データの属性に基づいてオブジェクト識別子を指定します。

オブジェクト識別子は、Oracle がオブジェクト表の行として自動的に生成する一意のオブ
ジェクト識別子と対応しています。ただし、オブジェクト・ビューの場合は、基礎を形成す
るデータの中でなんらかの一意の値（主キーなど）を宣言する必要があります。

表または別のオブジェクト・ビューに基づくオブジェクト・ビューにオブジェクト識別子が
指定されない場合、Oracle は、元の表またはオブジェクト・ビューのオブジェクト識別子を
使用します。 

複合オブジェクト・ビューを更新できるようにするには、さらに次の処理を実行する必要が
あります。

� アプリケーション・プログラムがオブジェクト・ビューのデータを更新しようとするた
びに Oracle で実行されるように、INSTEAD OFトリガー・プロシージャを作成します。

この 4 つの処理を実行すると、オブジェクト・ビューをオブジェクト表と同じように使用で
きます。

たとえば、次の SQL 文は、オブジェクト・ビューを定義します。

CREATE TABLE emp_table  (
    empnum   NUMBER (5),
    ename    VARCHAR2 (20),
    salary   NUMBER (9, 2),
    job      VARCHAR2 (20) );

CREATE TYPE employee_t  AS OBJECT(
    empno    NUMBER (5),
    ename    VARCHAR2 (20),
    salary   NUMBER (9, 2),
    job      VARCHAR2 (20) );

CREATE VIEW emp_view1 OF employee_t
    WITH OBJECT OID (empno) AS
        SELECT   e.empnum, e.ename, e.salary, e.job
            FROM     emp_table e
            WHERE    job = 'Developer';
オブジェクト・データ型とオブジェクト・ビュー 13-23



オブジェクト・ビューの概要
このオブジェクト・ビューは、ユーザーには、基礎を形成する型が employee_tであるオ
ブジェクト表のように見えます。それぞれの行には employee_t型のオブジェクトが含ま
れており、それぞれの行のオブジェクト識別子は一意です。

Oracle は、指定されたキーに基づいてオブジェクト識別子を構築します。ほとんどの場合、
実表の主キーを指定します。ただし、オブジェクト・ビューを定義する問合せに結合が含ま
れている場合は、オブジェクト・ビューの行を一意に識別できるように、その結合に含まれ
るすべての表からのキーを指定する必要があります。

オブジェクト・ビューの利用オブジェクト・ビューの利用オブジェクト・ビューの利用オブジェクト・ビューの利用
オブジェクト・ビューの行データが 2 つ以上の表から取られている場合もありますが、その
オブジェクトは 1 回の操作でネットワークを横断します。インスタンスがクライアント側の
オブジェクト・キャッシュに入っているときは、プログラマにとってそのインスタンスは C
または C++ の構造体、あるいは PL/SQL のオブジェクト変数のように見えます。
このインスタンスは、他のネイティブな構造体と同じように処理できます。

SQL 文の中で、オブジェクト・ビューは、オブジェクト表を参照するときと同じ方法で参照
できます。たとえば、オブジェクト・ビューは、SELECT構文のリスト、UPDATE SET句ま
たは WHERE句に指定できます。オブジェクト・ビューに対するオブジェクト・ビューを定
義することもできます。

オブジェクト表のオブジェクトに使用するときと同じ OCI コールを使用して、クライアント
側でオブジェクト・ビューのデータにアクセスできます。 たとえば、REFを確保するときに
LNOCIObjectPin()を使用し、オブジェクトをサーバーにフラッシュするときに
LNOCIObjectFlush()を使用できます。オブジェクト・ビュー内のオブジェクトをサー
バーに更新またはフラッシュすると、Oracle はオブジェクト・ビューを更新します。 

注意注意注意注意 : WITH OBJECT OID句の列（この例では empno）は、基礎を形成
するオブジェクト型（この例では employee_t）の属性にもなっている必
要があります。これにより、トリガー・プログラムが実表の対応する行を
一意に識別しやすくなります。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� オブジェクト・ビューの定義の具体的な手順は、『Oracle9i データベー
ス管理者ガイド』を参照してください。

� INSTEAD OFトリガーの記述方法の詳細は、13-25 ページの「オブジェ
クト・ビューの更新」を参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : OCI コールの詳細は、『Oracle Call Interface プログラマーズ・
ガイド』を参照してください。
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オブジェクト・ビューの概要
オブジェクト・ビューの更新オブジェクト・ビューの更新オブジェクト・ビューの更新オブジェクト・ビューの更新
オブジェクト・ビューのデータは、オブジェクト表に使用するのと同じ SQL DML を使用し
て更新、挿入および削除できます。あいまいでなければ、Oracle はオブジェクト・ビューの
実表を更新します。

ビューの問合せに、結合、集合演算子、集計関数、GROUP BYまたは DISTINCTが含まれる
場合、そのビューは更新不可能です。ビューの問合せに疑似列、つまり式が含まれている場
合、対応するビューの列は更新不可能です。オブジェクト・ビューには、しばしば結合が含
まれています。

このような問題を克服するために、Oracle は INSTEAD OFトリガートリガートリガートリガーを提供しています。 
Oracle は実際の DML 文のかわりにこのトリガー本体を実行するので、これらのトリガーの
ことを INSTEAD OFトリガーと呼びます。

INSTEAD OFトリガーにより、透過的な方法でオブジェクト・ビューまたはリレーショナ
ル・ビューを更新できます。 オブジェクト表の場合と同じ SQL DML（INSERT、DELETEお
よび UPDATE）文を記述します。Oracle は、SQL 文のかわりに該当するトリガーを起動し、
そのトリガー本体に指定されているアクションを実行します。

ビュー内のネストした表の列の更新ビュー内のネストした表の列の更新ビュー内のネストした表の列の更新ビュー内のネストした表の列の更新
ネストした表を変更するには、新しい要素を挿入して更新するか、既存の要素を削除しま
す。ビュー内と同様に、ネストした表の列が仮想または合成の場合、通常その列は更新でき
ません。 この種の列を更新するために、Oracle ではこれらの列に INSTEAD OFトリガーを作
成できます。

ビューのネストした表の列で定義されている INSTEAD OFトリガーは、その列が変更される
と起動します。 親行の更新によってコレクション全体が置き換えられると、ネストした表の
列の INSTEAD OFトリガーは起動しません。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� INSTEAD OFトリガーを使用する発注 / 明細項目の詳細は、『Oracle9i
アプリケーション開発者ガイド - オブジェクト・リレーショナル機能』
を参照してください。

� 第 17 章「トリガー」

関連項目関連項目関連項目関連項目 :  ネストした表の列で INSTEAD OFトリガーを使用する発注 /
明細項目の例は、『Oracle9i アプリケーション開発者ガイド - 基礎編』を参
照してください。
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オブジェクト・ビューの概要
ビューの階層ビューの階層ビューの階層ビューの階層

オブジェクト・ビューは、別のオブジェクト・ビューのサブビューとして作成できます。
スーパービューのタイプは、作成するオブジェクト・ビューのタイプの即時スーパータイプ
にする必要があります。つまり、タイプの階層と 1 対 1 の対応関係を持つオブジェクト・
ビュー階層を作成できます。しかし、すべてのビュー階層が対応するタイプ階層すべてにま
たがる必要はありません。ビュー階層はタイプ階層のどのサブタイプからでも構成できま
す。さらに、サブ階層全体を網羅する必要はありません。

図図図図 13-2 複数のビューの階層複数のビューの階層複数のビューの階層複数のビューの階層

デフォルトでは、ビューの階層におけるオブジェクト・ビューの行には、そのビューの列に
表示されるすべてのサブビュー（直接および間接）の全行が含まれます。 

特定のサブタイプに対応する特定のビューのサブビューとして作成できるのは、オブジェク
ト・ビュー 1 つのみです。つまり、同じビューを複数のビュー階層で使用することはできま
せん。オブジェクト・ビューは、1 つのスーパービューのサブビューとしてのみ作成できま
す。多重継承はサポートされていません。

サブビューはスーパービューからオブジェクト識別子（OID）を継承します。サブビュー内
で明示的に指定することはできません。 

VH1 VH2
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第第第第 V 部部部部

データ・アクセスデータ・アクセスデータ・アクセスデータ・アクセス

第 V 部では、SQL 文からなるトランザクションを使用して、Oracle データベース内のデー
タにアクセスする方法について説明します。また、データ・アクセスのための追加機能を提
供するプロシージャ言語構造についても説明します。 

第 V 部には、次の章が含まれています。

� 第 14 章「SQL、PL/SQL および Java」

� 第 15 章「スキーマ・オブジェクト間の依存性」

� 第 16 章「トランザクションの管理」

� 第 17 章「トリガー」





SQL、PL/SQL お
14

SQL、、、、PL/SQL およびおよびおよびおよび Java

この章では、SQL（Structured Query Language）、Oracle が開発した SQL への手続き型言
語機能拡張である PL/SQL、Java の概要について説明します。この章の内容は、次のとおり
です。

� SQL の概要

� PL/SQL の概要

� Java の概要

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 『Oracle9i SQL リファレンス』

� 『PL/SQL ユーザーズ・ガイドおよびリファレンス』
よび Java 14-1



SQL の概要
SQL の概要の概要の概要の概要
SQL は、データベース・アクセス用の非手続き型言語です。 ユーザーが処理内容を SQL で
記述すると、SQL 言語コンパイラはデータベースをナビゲートし、指定されたタスクを実行
するプロシージャを自動的に生成します。 

SQL は、IBM 研究所で開発および定義され、ANSI/ISO によりリレーショナル・データベー
ス管理システムの標準言語として改良されました。SQL-99 規格準拠の 小レベルはコアと
呼ばれます。 SQL-99 コアは、SQL-92 エントリ・レベル仕様のスーパーセットです。 Oracle9i
は、SQL-99 コア仕様に準拠しています。 

Oracle SQL には、ANSI/ISO 標準 SQL 言語に対応する多くの拡張機能が組み込まれていま
す。また、Oracle のツール製品とアプリケーションを利用すると、文を追加することができ
ます。 SQL*Plus および Oracle Enterprise Manager などの Oracle のツール製品では、Oracle
データベースに対して ANSI/ISO 標準の SQL 文を実行できるほか、これらのツール製品で
利用可能な追加の文や機能を実行できます。

アプリケーション・プログラマは、Oracle SQLJ を使用して、Java の設計思想に準拠した静
的な SQL 操作を Java コードに埋め込むことができます。SQLJ プログラムとは、ANSI 標準
の SQLJ 言語リファレンス構文に準拠した、静的埋込み SQL 文を含む Java プログラムです。

いくつかの Oracle のツール製品およびアプリケーションでは、SQL の使用は簡略化または
マスクされていますが、すべてのデータベース操作は SQL を使用して実行されます。その
他のデータ・アクセス方法を使用すると、Oracle に組み込まれているセキュリティが活用さ
れず、データのセキュリティと整合性が損なわれます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� SQL 文および SQL のその他の部分（演算子、関数および書式モデルな
ど）の詳細は、『Oracle9i SQL リファレンス』を参照してください。

� 『Oracle Enterprise Manager 管理者ガイド』 

� SQL 文との相違点など、SQL*Plus の文の詳細は、『SQL*Plus ユーザー
ズ・ガイドおよびリファレンス』を参照してください。

� SQL 操作を Java コードに埋め込む方法の詳細は、『Oracle9i SQLJ 開発
者ガイドおよびリファレンス』を参照してください。
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SQL 文文文文
Oracle データベースの情報に対するすべての操作は、SQL 文文文文を使用して実行します。文の一
部は、SQL 予約語予約語予約語予約語で構成されます。SQL 予約語は、SQL で特別な意味があり、他の目的に
は使用できません。たとえば、SELECTと UPDATEは予約語のため、表名には使用できませ
ん。 

SQL 文は、コンピュータ・プログラムまたは命令です。次のように、文は、完全な SQL 文
と等価である必要があります。

SELECT last_name, department_id FROM employees;

実行できるのは完全な SQL 文のみです。次のような不完全な文を実行しようとすると、テ
キストの不足により SQL 文を実行できないことを示すエラーが発生します。 

SELECT last_name 

Oracle SQL 文は、次のカテゴリに分類できます。 

� データ操作言語文

� データ定義言語文

� トランザクション制御文

� セッション制御文

� システム制御文

� 埋込み SQL 文

データ操作言語文データ操作言語文データ操作言語文データ操作言語文
データ操作言語（DML）文は、既存のスキーマ・オブジェクト内のデータの問合せや操作を
実行します。次のことを実行できます。 

� 1 つ以上の表またはビューからデータを取り出します（SELECT）。フェッチでのスク
ロールが可能です（14-7 ページの「スクロール可能カーソル」を参照してください）。

� 表またはビューに新しいデータ行を追加します（INSERT）。

� 表またはビューの既存の行の列値を変更します（UPDATE）。

� 行の更新または、条件付きで表またはビューに行の挿入を行います（MERGE）。

� 表またはビューから行を削除します（DELETE）。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : PL/SQL プログラム・ユニットで SQL 文を使用する方法の詳
細は、第 17 章「トリガー」を参照してください。
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� SQL 文の実行計画を表示します（EXPLAIN PLAN）。

� 表またはビューをロックして、一時的に他のユーザーのアクセスを制限します（LOCK 
TABLE）。

DML 文は、 も頻繁に使用する SQL 文です。次に、DML 文の例をいくつか示します。 

SELECT last_name, manager_id, commission_pct + salary FROM employees; 

INSERT INTO employees VALUES 
    (1234, 'DAVIS', 'SALESMAN', 7698, '14-FEB-1988', 1600, 500, 30); 

DELETE FROM employees WHERE last_name IN ('WARD','JONES'); 

データ定義言語文データ定義言語文データ定義言語文データ定義言語文
データ定義言語（DDL）文は、スキーマ・オブジェクトに対し、定義、構造の変更および削
除を実行します。DDL 文によって、次のことを実行できます。 

� スキーマ・オブジェクトと他のデータベース構造（データベースとデータベース・ユー
ザーを含む）を作成、変更および削除します（CREATE、ALTER、DROP）。

� スキーマ・オブジェクトの名前を変更します（RENAME）。

� スキーマ・オブジェクトの構造を削除することなく、それらのオブジェクトの中のすべ
てのデータを削除します（TRUNCATE）。

� 権限とロールの付与および取消しを行います（GRANT、REVOKE）。

� 監査オプションをオンまたはオフに切り換えます（AUDIT、NOAUDIT）。

� データ・ディクショナリにコメントを追加します（COMMENT）。

DDL 文は、先行するトランザクションを暗黙的にコミットし、新しいトランザクションを
開始します。次に、DDL 文の例をいくつか示します。 

CREATE TABLE plants  
    (COMMON_NAME VARCHAR2 (15), LATIN_NAME VARCHAR2 (40)); 

DROP TABLE plants; 

GRANT SELECT ON employees TO scott; 

REVOKE DELETE ON employees FROM scott; 

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 第 22 章「データベース・アクセスの制御」

� 第 23 章「権限、ロールおよびセキュリティ・ポリシー」

� 第 24 章「監査」
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トランザクション制御文トランザクション制御文トランザクション制御文トランザクション制御文
トランザクション制御文は、DML 文による変更の内容を管理し、一連の DML 文をトラン
ザクションとしてグループ化します。次のことを実行できます。 

� トランザクションの変更を確定します（COMMIT）。

� トランザクションの開始以降またはセーブポイント以降に実行されたトランザクション
内での変更を取り消します（ROLLBACK）。

� ロールバックできるポイントを設定します（SAVEPOINT）。

� トランザクションのプロパティを設定します（SET TRANSACTION）。

セッション制御文セッション制御文セッション制御文セッション制御文
セッション制御文は、特定のユーザー・セッションのプロパティを管理します。たとえば、
次の操作を実行できます。 

� SQL トレース機能の使用可能および使用禁止の切換えなど、特化された機能を実行して
カレント・セッションを変更します（ALTER SESSION）。

� カレント・セッションのロール（権限のグループ）を使用可能または使用禁止にします
（SET ROLE）。

システム制御文システム制御文システム制御文システム制御文
システム制御文は、Oracle サーバー・インスタンスのプロパティを変更します。 システム制
御文は、ALTER SYSTEMのみです。この文は、設定値（共有サーバーの 小数など）の変
更、セッションの停止およびその他の作業のために使用します。 

埋込み埋込み埋込み埋込み SQL 文文文文
埋込み SQL 文は、手続き型言語プログラム内に DDL、DML およびトランザクション制御
文を取り込みます。これらの文は、Oracle プリコンパイラで使用されます。埋込み SQL 文
によって、次のことを実行できます。 

� カーソルの定義、割当て、解放（DECLARE CURSOR、OPEN、CLOSE）

� データベースの指定と、Oracle への接続（DECLARE DATABASE、CONNECT）

� 変数名の割当て（DECLARE STATEMENT）

� 記述子の初期化（DESCRIBE）

� エラー条件と警告の処理方法の指定（WHENEVER）

� SQL 文の解析と実行（PREPARE、EXECUTE、EXECUTE IMMEDIATE）

� データベースからデータの取出し（FETCH）
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非標準非標準非標準非標準 SQL の識別の識別の識別の識別
Oracle には、整合性拡張を伴う標準 SQL データベース言語への拡張機能が用意されていま
す。SQL に関する米国連邦情報処理標準（FIPS 127-2）によれば、ベンダーはこの拡張機能
を使用する SQL 文を識別する手段を提供する必要があります。Oracle 拡張機能は、対話型
SQL、Oracle プリコンパイラまたは SQL*Module で FIPS フラガーを使用してフラグを立てフラグを立てフラグを立てフラグを立て
るるるることによって識別できます。

SQL の他の処理系へのアプリケーションの移植性に関心がある場合には、FIPS フラガーを
使用します。 

再帰的再帰的再帰的再帰的 SQL
DDL 文が発行されると、Oracle はデータ・ディクショナリ情報を修正する再帰的再帰的再帰的再帰的 SQL 文文文文を
暗黙的に発行します。ユーザーは、Oracle が内部的に実行する再帰的 SQL を考慮する必要
はありません。

カーソルカーソルカーソルカーソル
カーソルカーソルカーソルカーソルとは、解析済みの文とその文の処理に使用するその他の情報が格納されるメモリー
内の領域（プライベートプライベートプライベートプライベート SQL 領域領域領域領域）のハンドルまたは名前のことです。 

ほとんどの Oracle ユーザーは Oracle ユーティリティの自動カーソル処理を使用しますが、
プログラム・インタフェースを利用すると、アプリケーションの設計者はカーソルを制御し
やすくなります。アプリケーション開発の場合、カーソルはプログラムが使用できる名前付
きのリソースです。特にアプリケーションに埋め込まれた SQL 文の解析に使用できます。 

ユーザー・セッションごとに、初期化パラメータ OPEN_CURSORSで設定された値を上限と
して、複数のカーソルをオープンできます。 ただし、システム・メモリーを節約するには、
アプリケーション側で不必要なカーソルをクローズする必要があります。カーソル数の制限
のためにカーソルをオープンできない場合、データベース管理者は OPEN_CURSORS初期化
パラメータを変更できます。

Oracle は暗黙的に再帰的 SQL 文を発行する必要があり、再帰カーソル再帰カーソル再帰カーソル再帰カーソルが必要になる場合が
あります（主として DDL 文の場合）。 たとえば、CREATE TABLE文を使用すると、新しい表
と列を記録するために、各種データ・ディクショナリ表に多数の更新が加えられます。 それ
らの再帰カーソルに対して再帰コール再帰コール再帰コール再帰コールが発行されます。1 つのカーソルで複数の再帰コール
が実行されることもあります。それらの再帰カーソルでは、共有共有共有共有 SQL 領域領域領域領域も使用します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 『Pro*C/C++ Precompiler プログラマーズ・ガイド』

� 『Pro*COBOL Precompiler プログラマーズ・ガイド』

� 『SQL*Module for Ada Programmer’s Guide』
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スクロール可能カーソルスクロール可能カーソルスクロール可能カーソルスクロール可能カーソル
カーソルを実行すると、問合せの結果が結果セットと呼ばれる行の集合に入れられます。こ
の集合は、順次またはランダムにフェッチできます。スクロール可能カーソルスクロール可能カーソルスクロール可能カーソルスクロール可能カーソルは、フェッチ
および DML 操作を順送りで行う必要がない場合のカーソルです。 以前フェッチした行の
フェッチ、結果セットの n 番目の行のフェッチ、および結果セットの現在位置から n 番目の
行のフェッチのために、インタフェースが存在しています。

共有共有共有共有 SQL
複数のアプリケーションがデータベースに対して同じ SQL 文を送信すると、Oracle はその
ことを自動的に認識します。その文が 初に出現したときの処理に使用された SQL 領域は
共有共有共有共有されます。つまり、その後に同じ文が出現すると、それを処理するためにこの領域が使
用されます。したがって、一意の文に対しては 1 つの共有 SQL 領域しか存在しません。共
有 SQL 領域は共有メモリー領域であるため、どの Oracle プロセスも共有 SQL 領域を使用で
きます。 SQL 領域を共有することで、データベース・サーバーのメモリー使用量が節約さ
れ、システムのスループットが向上します。 

文が同一であるかどうかを評価するときに、Oracle は、ユーザーとアプリケーションが直接
発行した SQL 文と、DDL 文によって内部的に発行された再帰的 SQL 文を評価します。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : Oracle Call Interface（OCI）内でのスクロール可能カーソル
の使用方法の詳細は、『Oracle Call Interface プログラマーズ・ガイド』を
参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :  共有 SQL の詳細は、『Oracle9i アプリケーション開発者ガイ
ド - 基礎編』および『Oracle9i データベース・パフォーマンス・チューニ
ング・ガイドおよびリファレンス』を参照してください。
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解析解析解析解析
解析解析解析解析は、SQL 文を処理するときの 1 つの段階です。アプリケーションが SQL 文を発行する
と、アプリケーションは Oracle に解析コールを出します。解析コールでは、Oracle は次の
ことを実行します。

� 文の構文上および意味上の妥当性をチェックします。

� 文を発行したプロセスにその文を実行する権限があるかどうかを判断します。

� 文にプライベート SQL 領域を割り当てます。

また、Oracle は、ライブラリ・キャッシュにその文の解析済みの表現を含んでいる既存の共
有 SQL 領域が存在するかどうかも判別します。 存在する場合、ユーザー・プロセスはこの解
析済みの表現を使用して、ただちにその文を実行します。存在しない場合、Oracle はその文
の解析済みの表現を生成し、ユーザー・プロセスは、ライブラリ・キャッシュの中にその文
の共有 SQL 領域を割り当て、そこに解析済みの表現を格納します。 

アプリケーションが SQL 文の解析コールを出すことと、Oracle が実際にその文を解析する
ことには、次のような違いがあります。アプリケーションアプリケーションアプリケーションアプリケーションが解析コール解析コール解析コール解析コールを出すと、SQL 文は
プライベート SQL 領域に対応付けられます。 この対応付けにより、アプリケーションが解析
コールを発行しなくても、その文を繰り返し実行できます。Oracle が解析操作解析操作解析操作解析操作を実行した場
合は、SQL 文に共有 SQL 領域が割り当てられます。 文に共有 SQL 領域が割り当てられた後
は、再解析なしでその文を繰り返し実行できます。 

解析コールと解析は、実行に比べて負荷が高いため、できるだけ回数を少なくしてくださ
い。 

SQL の処理の処理の処理の処理
この項では、SQL 処理の基本について説明します。 この項の内容は、次のとおりです。

� SQL 文の実行 

� DML 文の処理 

� DDL 文の処理 

� トランザクションの制御 

SQL 文の実行文の実行文の実行文の実行
図 14-1 に、SQL 文を処理して実行するための一般的な段階を示します。 場合によっては、順
序が少し異なることもあります。たとえば、DEFINEの段階は、コーディングの仕方によっ
ては FETCHの直前にくることがあります。

多くの Oracle のツール製品では、これらの段階のいくつかが自動的に実行されます。ほと
んどのユーザーには、ここまでの詳細は必要ありません。 ただし、この情報は Oracle アプリ
ケーションの作成に役立ちます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 14-16 ページ「PL/SQL の概要」
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図図図図 14-1 SQL 文の処理の段階文の処理の段階文の処理の段階文の処理の段階
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DML 文の処理文の処理文の処理文の処理
この項では、SQL 文の実行中の処理内容、特に DML 文処理の各段階で実行される内容につ
いて説明します。 

Pro*C プログラムを使用して、ある部門の従業員全員の給与を増額する処理を実行するとし
ます。 現在使用しているプログラムは、Oracle への接続が確立され、employees表を更新
するための適切なスキーマに接続されているとします。この場合、プログラムに次の SQL
文を埋め込むことができます。

EXEC SQL UPDATE employees SET salary = 1.10 * salary 
    WHERE department_id = :department_id; 

Department_idは、部門番号の値を含むプログラム変数です。 SQL 文の実行時には、アプ
リケーション・プログラムから提供される department_id値が使用されます。

各タイプの文の処理では、次の段階が必要です。 

� 段階 1: カーソルの作成

� 段階 2: 文の解析

� 段階 5: 変数のバインド

� 段階 7: 文の実行

� 段階 9: カーソルのクローズ

オプションとして、次の段階を含めることもできます。 

� 段階 6: 文のパラレル化

図 14-1 に示されているとおり、問合せ（SELECT）では、さらにいくつかの段階が必要で
す。

� 段階 3: 問合せの結果の記述

� 段階 4: 問合せの出力の定義

� 段階 8: 問合せの行のフェッチ

段階段階段階段階 1: カーソルの作成カーソルの作成カーソルの作成カーソルの作成  プログラム・インタフェース・コールによってカーソルが作成され
ます。カーソルは、SQL 文とは別に、独立して作成されます。カーソルは SQL 文からの要
求で作成されます。ほとんどのアプリケーションでは、カーソルは自動的に作成されます。
ただし、プリコンパイラ・プログラムでは、暗黙的にカーソルが作成されたり、カーソル作
成が明示的に宣言されることもあります。 

段階段階段階段階 2: 文の解析文の解析文の解析文の解析  解析段階では、SQL 文がユーザー・プロセスから Oracle に渡され、解析済
みの表現が共有 SQL 領域にロードされます。文処理のこの段階では、多くのエラーを捕捉
できます。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 14-11 ページ「問合せの処理」
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解析には、次のような処理が関係しています。

� SQL 文を変換し、その妥当性をチェックします。

� データ・ディクショナリを照合し、表と列の定義をチェックします。

� 必要なオブジェクトに解析ロックをかけて、文の解析中に定義が変更されないようにし
ます。

� 参照先のスキーマ・オブジェクトへのアクセス権限をチェックします。

� 文の 適な実行計画を決定します。

� その実行計画を共有 SQL 領域にロードします。

� 分散型の文のすべてまたは一部を、参照データがあるリモート・ノードにルーティング
します。

SQL 文が解析されるのは、同じ SQL 文の共有 SQL 領域が共有プールに存在しない場合のみ
です。その場合は、新しい共有 SQL 領域が割り当てられて、文が解析されます。 

解析段階には、文の実行回数に関係なく一度だけ実行する必要のある処理要件があります。
Oracle はそれぞれの SQL 文を一度だけ変換し、後でその文が参照されると、解析済み文を
再実行します。

SQL 文を解析するとその文の妥当性がチェックされますが、解析では文を実行する前に検出
可能なエラーしか識別されません。したがって、解析で捕捉できないエラーもあります。た
とえば、データ変換エラーまたはデータ・エラー（主キーに重複値を入力しようとした場合
など）およびデッドロックは、実行段階に入ってからでなければ検出もレポートもされませ
ん。

問合せの処理問合せの処理問合せの処理問合せの処理  問合せは、正常に実行された場合に結果としてデータを戻すという点で、他
のタイプの SQL 文とは異なります。他の文は単に成功か失敗かを戻すのみですが、問合せ
は 1 行または数千行を戻します。問合せの結果は、常に表形式表形式表形式表形式です。結果の行は、1 行ごと
にまたはグループ単位でフェッチフェッチフェッチフェッチされ（取り出され）ます。

問合せ処理のみに関連する問題がいくつかあります。明示的な SELECT文のみでなく、他の
SQL 文に含まれる暗黙的問合せ（副問合せ）もあります。たとえば、次のそれぞれの文で
は、実行の一部として問合せが必要になります。

INSERT INTO table SELECT... 

UPDATE table SET x = y WHERE... 

DELETE FROM table WHERE... 

CREATE table AS SELECT... 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 14-7 ページ「共有 SQL」
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問合せには、次のような特長があります。

� 読込み一貫性が必要です。

� 中間処理に一時セグメントを使用できます。

� SQL 文処理の記述、定義およびフェッチ段階が必要になることがあります。

段階段階段階段階 3: 問合せの結果の記述問合せの結果の記述問合せの結果の記述問合せの結果の記述  記述段階が必要なのは、問合せがユーザーにより対話式で入力
された場合など、問合せ結果の特性が不明な場合のみです。この場合は、記述段階で問合せ
結果の特性（データ型、長さおよび名前）がわかります。

段階段階段階段階 4: 問合せの出力の定義問合せの出力の定義問合せの出力の定義問合せの出力の定義  問合せの定義段階では、フェッチされた各値を受け取るために
定義された変数の位置、サイズおよびデータ型を指定します。Oracle は、必要に応じてデー
タ型変換を実行します。

段階段階段階段階 5: 変数のバインド変数のバインド変数のバインド変数のバインド  この時点で、Oracle は SQL 文の意味を認識していますが、文を実行
するための情報がまだ不足しています。 Oracle は、文に含まれている変数の値を必要としま
す。例では、department_idの値が必要です。これらの値を取得する処理のことを、変数変数変数変数
のバインドのバインドのバインドのバインドと呼びます。

プログラムでは、値を検出できる位置（メモリー・アドレス）を指定する必要があります。
Oracle ユーティリティはアプリケーションのエンド・ユーザーに新しい値の入力を要求する
プロンプトを表示するのみであるため、エンド・ユーザーはバインド変数を指定していると
いうことを認識していない可能性があります。

位置を指定（参照によるバインド）すると、再実行の前に変数を再バインドする必要はあり
ません。変数の値は変更可能です。Oracle は、実行のたびに、メモリー・アドレスを使用し
て変数の値を調べます。

Oracle でデータ型変換を実行する必要がある場合は、暗黙的にまたはデフォルトで指定され
ていないかぎり、それぞれの値のデータ型と長さも指定する必要があります。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

値のデータ型と長さを指定する方法の詳細は、次のマニュアルを参照して
ください。

� 『Oracle Call Interface プログラマーズ・ガイド 』

� 『Pro*C/C++ Precompiler プログラマーズ・ガイド』（「動的 SQL 方法
4」を参照）

� 『Pro*COBOL Precompiler プログラマーズ・ガイド』（「動的 SQL 方法
4」を参照）
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段階段階段階段階 6: 文のパラレル化文のパラレル化文のパラレル化文のパラレル化  Oracle では、問合せ（SELECT、INSERT、UPDATE、MERGE、
DELETE）および索引作成などの DDL 操作をパラレル化して、副問合せを持つ表およびパー
ティションに対する操作を作成できます。パラレル化すると、複数のサーバー・プロセスが
SQL 文の処理を実行するため、処理を高速に完了できます。

段階段階段階段階 7: 文の実行文の実行文の実行文の実行  この時点で、Oracle には必要なすべての情報とリソースが揃ったため、文
を実行できます。文が問合せや INSERT文の場合は、変更されるデータがないため、行を
ロックする必要はありません。 ただし、UPDATE文または DELETE文の場合、その文の影響
を受けるすべての行は、トランザクションの COMMIT、ROLLBACKまたは SAVEPOINTが次
に実行される時点まで、データベースの他のユーザーが使用できないようにロックされま
す。この処理により、データ整合性を確実に維持できます。

文によっては、実行回数を指定できる場合があります。このような処理を配列処理配列処理配列処理配列処理と呼びま
す。n 回の実行回数が指定された場合、バインドと定義の位置はサイズ n の配列の開始点と
みなされます。 

段階段階段階段階 8: 問合せの行のフェッチ問合せの行のフェッチ問合せの行のフェッチ問合せの行のフェッチ   フェッチ段階では、行が選択され、順序付け（問合せで要求
された場合）されます。 後の行がフェッチされるまで、毎回のフェッチで結果の行が連続
して取り出されます。

段階段階段階段階 9: カーソルのクローズカーソルのクローズカーソルのクローズカーソルのクローズ   SQL 文の処理の 後の段階は、カーソルのクローズです。

DDL 文の処理文の処理文の処理文の処理
DDL 文を正常実行するにはデータ・ディクショナリへの書込みアクセスが必要であるため、
DDL 文の実行は DML 文や問合せの実行とは異なります。これらの文の解析（段階 2）に
は、実際には解析、データ・ディクショナリの参照および実行が含まれます。

トランザクション管理、セッション管理およびシステム管理の SQL 文は、解析および実行
段階を使用して処理されます。 それらを再実行するには、実行段階をもう一度実行します。

トランザクションの制御トランザクションの制御トランザクションの制御トランザクションの制御
一般に、1 つのトランザクションとしてまとめるアクションのタイプに配慮するのは、
Oracle へのプログラム・インタフェースを使用するアプリケーション設計者のみです。作業
を論理単位として完了し、データの一貫性が保たれるようにトランザクションを定義する必
要があります。トランザクションには、1 つの論理作業単位に必要な部分を過不足なくすべ
て含める必要があります。 

� トランザクションの開始前と終了後に、すべての参照表のデータは必ず一貫した状態に
なっている必要があります。 

� 各トランザクションには、データに対して首尾一貫した 1 つの変更を加える SQL 文のみ
を含めます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 第 18 章「SQL 文のパラレル実行」
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たとえば、口座間の振替操作（トランザクションまたは論理作業単位）の場合は、片方の口
座からの引出し（1 つの SQL 文）と、もう一方の口座への預入れ（1 つの SQL 文）を含め
る必要があります。どちらのアクションも、1 つの論理作業単位として一緒に失敗または成
功する必要があります。出金がコミットされずに、入金がコミットされることはありませ
ん。また、ある口座に新しく預金するなど、関連のないその他のアクションを、振替トラン
ザクションに含めることはできません。

アプリケーションを設計するときは、トランザクションに含めるアクションのタイプのみで
なく、短い非分散型のトランザクションのパフォーマンスを向上させるために、BEGIN_
DISCRETE_TRANSACTIONプロシージャを使用する時期も判断する必要があります。

オプティマイザの概要オプティマイザの概要オプティマイザの概要オプティマイザの概要
オプティマイザは、SQL 文の も効率的な実行方法を決定します。 この処理は、SELECT、
INSERT、UPDATE、MERGEまたは DELETEなど、データ操作言語（DML）文の処理におい
て重要です。SQL 文を実行する場合、表や索引にアクセスする順序などによって、実行方法
が様々になることがあります。 文を実行するときに使用する手順は、文の実行速度に大きく
影響します。オプティマイザは、代替アクセス・パスの多数の要因を考慮します。コスト
ベースまたはルールベースのアプローチを使用します。通常は、コストベースのアプローチ
を使用します。ルールベースのアプローチは、既存のアプリケーションのために使用しま
す。

オプティマイザが選択する内容は、そのアプローチ方法および目標に従って決まります。 
PL/SQL パッケージ DBMS_STATSを使用して、コストベース・オプティマイザ（CBO）の
統計も収集できます。

特定のアプリケーションのデータについて、オプティマイザよりもさらに詳細な知識を持つ
アプリケーション・デザイナのほうが、SQL 文をより効率的に実行する方法を選択できるこ
ともあります。 アプリケーション・デザイナは、SQL 文内にヒントを使用して文の実行方法
を指定できます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 16-12 ページ「ディスクリート・トランザクションの管理」

注意注意注意注意 : オプティマイザは、Oracle のバージョンが変わると、同じ決定を
しない可能性があります。 近のバージョンでは、入手可能な情報の改善
により、オプティマイザは様々な決定が行えるようになりました。
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実行計画実行計画実行計画実行計画
DML 文を実行するために、Oracle で数多くの処理を必要とする場合があります。各処理で
は、データベースからデータ行を物理的に検索するか、文を発行したユーザーのためになん
らかの方法でデータ行を準備します。 Oracle が文の実行に使用する処理の組合せを、実行計
画と呼びます。実行計画には、文がアクセスする表ごとのアクセス方法と表の順序付け（結
合順序）が含まれています。実行計画の各処理は、示されている番号の順序で実行されるわ
けではありません。

ストアド・アウトラインストアド・アウトラインストアド・アウトラインストアド・アウトライン  ストアド・アウトラインとは、アウトラインの作成終了時にオプ
ティマイザが生成する実行計画を抽象化したもので、主にヒントの集合として機能します。
次にアウトラインを使用するとき、これらのヒントがコンパイルの様々な段階で適用されま
す。アウトライン・データは、OUTLNスキーマに格納されています。 実行計画は、ストア
ド・アウトラインを編集することでチューニングできます。

ストアド・アウトラインの編集ストアド・アウトラインの編集ストアド・アウトラインの編集ストアド・アウトラインの編集  アウトライン編集セッションの開始時には、ユーザーのス
キーマにアウトラインのクローンが作成されます。その後の編集操作は、ユーザーが編集を
完了し、それらを公開するまでそのクローンに対して行われます。このため、このユーザー
によるいずれの編集内容も、それが明示的に保存されるまで、アウトラインのパブリック・
バージョンを使用する残りのユーザー・グループに影響を与えることはありません。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� DBMS_STATSの使用方法は、『Oracle9i PL/SQL パッケージ・プロ
シージャおよびタイプ・リファレンス』を参照してください。

� コストベース・オプティマイザ、ルールベース・オプティマイザおよ
び拡張可能オプティマイザの詳細は、『Oracle9i データベース・パ
フォーマンス・チューニング・ガイドおよびリファレンス』を参照し
てください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 実行計画とストアド・アウトラインの使用方法の詳細は、
『Oracle9i データベース・パフォーマンス・チューニング・ガイドおよび
リファレンス』を参照してください。
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PL/SQL の概要の概要の概要の概要
PL/SQL は、SQL に対する Oracle の手続き型言語拡張機能です。 PL/SQL を使用すると、
SQL 文を手続き型構造と混合して使用できます。 さらに PL/SQL では、プロシージャ、ファ
ンクションおよびパッケージなどの PL/SQL プログラム・ユニットを定義して実行できま
す。 

PL/SQL プログラム・ユニットは、一般に、無名ブロックとストアド・プロシージャに分類
されます。 

無名ブロック無名ブロック無名ブロック無名ブロックとは、アプリケーション内に表示されるが名前が付いていない、またはデータ
ベースに格納されていない PL/SQL ブロックです。多くのアプリケーションでは、SQL 文
を記述できるところであればどこにでも PL/SQL ブロックを記述できます。

ストアド・プロシージャストアド・プロシージャストアド・プロシージャストアド・プロシージャとは、Oracle によってデータベースに格納され、アプリケーション
から名前でコールできる PL/SQL ブロックのことです。ストアド・プロシージャを作成する
と、Oracle はそのプロシージャを解析し、その解析済みの表現をデータベースに格納しま
す。 さらに Oracle では、ファンクション（プロシージャによく似ているもの）やパッケージ

（プロシージャとファンクションをまとめたもの）を作成して保管することもできます。

PL/SQL の実行方法の実行方法の実行方法の実行方法

システム固有の実行システム固有の実行システム固有の実行システム固有の実行
計算集約型のプログラム・ユニットで 大限のパフォーマンスが発揮されるように、データ
ベースに格納されている PL/SQL プログラム・ユニットのソース・コードを直接コンパイル
し、特定のプラットフォームのオブジェクト・コードにします。 （このオブジェクト・コー
ドは、Oracle サーバーにリンクされます。）

解析済みの実行解析済みの実行解析済みの実行解析済みの実行
Oracle9i より前のバージョンでは、PL/SQL のソース・コードは、その名のとおり常にバイ
トコード表現にコンパイルされ、Oracle サーバーの一部として、また Oracle Forms などの
製品に実装される移植性のある仮想マシンによって実行されていました。 Oracle9i からは、
システム固有の実行または解析済みの実行を選択できます。

PL/SQL エンジンエンジンエンジンエンジンは、PL/SQL プログラム・ユニットの定義、コンパイルおよび実行に使用
するツールです。このエンジンは、Oracle サーバーをはじめとする多数の Oracle 製品に組
み込まれている特別なコンポーネントです。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

14-32 ページ「Java の概要」

第 17 章「トリガー」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『PL/SQL ユーザーズ・ガイドおよびリファレンス』
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多くの Oracle 製品に PL/SQL コンポーネントが含まれていますが、この項では、Oracle
データベースに格納でき、Oracle サーバーの PL/SQL エンジンを使用して処理できるプロ
グラム・ユニットを対象にして説明します。それぞれの Oracle のツール製品の PL/SQL 機
能については、該当する Oracle のツール製品のマニュアルに説明があります。

図 14-2 に、Oracle サーバーに含まれている PL/SQL エンジンを示します。 

図図図図 14-2 PL/SQL エンジンとエンジンとエンジンとエンジンと Oracle サーバーサーバーサーバーサーバー

プログラム・ユニットは、データベースに格納されています。アプリケションがデータベー
スに格納されたプロシージャをコールすると、Oracle は、コンパイル済みのプログラム・ユ
ニットをシステム・グローバル領域（SGA）内の共有プールにロードします。PL/SQL 文エ
グゼキュータと SQL 文エグゼキュータは、連動してプロシージャ内の文を処理します。 

PL/SQL エンジンは、次の Oracle 製品に組み込まれています。 

� Oracle サーバー

� Oracle Forms（バージョン 3 以上）
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� SQL*Menu（バージョン 5 以上）

� Oracle Reports（バージョン 2 以上）

� Oracle Graphics（バージョン 2 以上）

別の PL/SQL ブロック（無名ブロックまたは別のストアド・プロシージャ）からストアド・
プロシージャをコールすることもできます。 たとえば、Oracle Forms（バージョン 3 以上）
からストアド・プロシージャをコールできます。 

また、無名ブロックを、次のツールで開発したアプリケーションから Oracle に渡すことも
できます。 

� Oracle プリコンパイラ（ユーザー・イグジットを含む）

� Oracle Call Interface（OCI）

� SQL*Plus

� Oracle Enterprise Manager

PL/SQL の言語構造の言語構造の言語構造の言語構造
PL/SQL ブロックには、次の PL/SQL 言語構造を組み込むことができます。

� 変数と定数

� カーソル

� 例外

この項では、それぞれの構成メンバーについて概説します。 

変数と定数変数と定数変数と定数変数と定数
プロシージャ、ファンクションまたはパッケージの中では、変数および定数を宣言できま
す。変数や定数は、必要になった時点で値を受け渡すために SQL 文や PL/SQL 文で使用で
きます。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 :  『PL/SQL ユーザーズ・ガイドおよびリファレンス』

注意注意注意注意 : SQL*Plus などの対話形式のツールを使用すると、カレント・セッ
ションで変数を定義できます。この方法で宣言した変数は、プロシージャ
やパッケージの中で宣言した変数と同じように使用できます。 
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カーソルカーソルカーソルカーソル
カーソルカーソルカーソルカーソルは、Oracle データのレコード単位での処理を容易にするために、プロシージャ、
ファンクションまたはパッケージの中で明示的に宣言できます。また、カーソルは、
PL/SQL エンジンによって（他のデータ操作アクションをサポートするため）暗黙的に宣言
されることもあります。 

例外例外例外例外
PL/SQL では、PL/SQL コードの処理中に発生する、例外例外例外例外と呼ばれる内部的なエラー条件と
ユーザー定義のエラー条件を明示的に処理できます。内部例外は、0（ゼロ）による除算な
どの不正な操作や、PL/SQL に戻された Oracle エラーが原因で発生します。ユーザー定義
例外は、アプリケーション固有のエラー（借方に記入するだけで、差引勘定を負のままにす
るなど）の処理を制御するために、PL/SQL ブロック内で明示的に定義され、通知されま
す。 

例外状況が発生すると、PL/SQL コードの実行は停止され、例外ハンドラというルーチンが
起動します。 それぞれの内部例外やユーザー定義例外について、特定の例外ハンドラを作成
できます。 

PL/SQL の動的の動的の動的の動的 SQL
PL/SQL では、完全なテキストが実行時まで認識されない動的動的動的動的 SQL 文文文文を実行できます。動
的 SQL 文は、実行時に、プログラムに入力されたりまたはプログラムにより作成される文
字列に格納されます。これにより、汎用プロシージャを作成できます。 たとえば、動的 SQL
を使用すると、実行時までは名前がわからない表を操作するプロシージャを作成できます。 

動的 SQL を含むストアド・プロシージャと無名 PL/SQL ブロックを記述するには、次の 2
つの方法があります。 

� 動的 SQL 文を PL/SQL ブロックに埋め込みます。

� DBMS_SQLパッケージを使用します。 

また、動的 SQL を使用して DML 文または DDL 文を発行できます。この方法は、PL/SQL
に DDL 文を静的に埋め込むことができないという問題を解決するために使用できます。 た
とえば、EXECUTE IMMEDIATE文または DBMS_SQLパッケージによって提供される PARSE
プロシージャを使用して、ストアド・プロシージャから DROP TABLE文を発行できます。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 14-7 ページ「スクロール可能カーソル」
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PL/SQL プログラム・ユニットプログラム・ユニットプログラム・ユニットプログラム・ユニット
Oracle では、PL/SQL プログラム・ユニットプログラム・ユニットプログラム・ユニットプログラム・ユニットというプロシージャ型スキーマ・オブジェクト
を使用してデータベースにアクセスし、情報を処理できます。プロシージャ、ファンクショ
ンおよびパッケージは、すべて PL/SQL プログラム・ユニットの例です。 

ストアド・プロシージャとファンクションストアド・プロシージャとファンクションストアド・プロシージャとファンクションストアド・プロシージャとファンクション
プロシージャプロシージャプロシージャプロシージャやファンクションファンクションファンクションファンクションは、SQL 文やその他の PL/SQL 構成メンバーのセットで構
成され、グループとしてまとめてデータベースに格納されるスキーマ・オブジェクトです。
特定の問題を解決したり、関連する一連のタスクを実行するために、1 単位として実行され
ます。プロシージャとファンクションには、コール元から、入力のみ、出力のみまたは入出
力の値が入るパラメータを指定できます。 プロシージャとファンクションを使用すると、
SQL が持つ平易さや柔軟性と、構造化プログラミング言語が持つプロシージャ的な機能性を
あわせ持つことができます。

プロシージャとファンクションはほとんど同じものですが、プロシージャはコール元に値を
戻さないのに対して、ファンクションは必ず 1 つの値を戻すという違いがあります。簡単に
するため、この章ではプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャという語でプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャとファンクションファンクションファンクションファンクションの両方を指す
ものとします。 

プロシージャまたはファンクションは、次の方法で対話型で実行できます。

� SQL*Plus などの Oracle のツール製品を使用します。

� Oracle Forms やプリコンパイラのアプリケーションなど、データベース・アプリケー
ションのコード内で明示的にコールします。

� 別のプロシージャやトリガーのコード内で明示的にコールします。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 動的 SQL のための 2 つのアプローチの比較については、『Oracle9i アプ
リケーション開発者ガイド - 基礎編』を参照してください。

� 動的 SQL の詳細は、『PL/SQL ユーザーズ・ガイドおよびリファレン
ス』を参照してください。

� 『Oracle9i PL/SQL パッケージ・プロシージャおよびタイプ・リファレ
ンス』 
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図 14-3 に、データベースに格納され、いくつかの異なるデータベース・アプリケーションに
よってコールされる単純なプロシージャを示します。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� C または C++ のストアド・プロシージャをコールする方法の詳細は、
『Pro*C/C++ Precompiler プログラマーズ・ガイド』を参照してくだ
さい。

� COBOL のストアド・プロシージャをコールする方法の詳細は、
『Pro*COBOL Precompiler プログラマーズ・ガイド』を参照してくだ
さい。

� 各種アプリケーションのストアド・プロシージャをコールする方法の
詳細は、個々のプログラマーズ・ガイドを参照してください。
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図図図図 14-3 ストアド・プロシージャストアド・プロシージャストアド・プロシージャストアド・プロシージャ

図 14-3 のストアド・プロシージャは、従業員レコードを employees表に挿入します。この
プロシージャを図 14-4 に示します。 
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図図図図 14-4 ストアド・プロシージャの例ストアド・プロシージャの例ストアド・プロシージャの例ストアド・プロシージャの例

図 14-3 のデータベース・アプリケーションはすべて、hire_employeesプロシージャを
コールしています。 また、権限を付与されたユーザーは、Oracle Enterprise Manager または
SQL*Plus を使用して、次の文で hire_employeesプロシージャを実行できます。 

EXECUTE hire_employees ('TSMITH', 'CLERK', 1037, SYSDATE, 500, NULL, 20); 

この文により、employees表に TSMITHのための新しい従業員レコードが挿入されます。

プロシージャの利点プロシージャの利点プロシージャの利点プロシージャの利点  ストアド・プロシージャは、次の分野で特長を発揮します。

� 定義者権限プロシージャでのセキュリティ

ストアド・プロシージャは、データ・セキュリティの規定に役立ちます。 定義者の権限
で実行するプロシージャとファンクションを介してのみユーザーがデータにアクセスで
きるようにすると、ユーザーが実行できるデータベース操作を制限できます。 

たとえば、表を更新するプロシージャへのアクセス権は付与しても、その表自体へのア
クセス権は付与しないこともできます。 ユーザーがプロシージャを呼び出すと、そのプ
ロシージャがプロシージャの所有者の権限で操作を実行します。 プロシージャの実行権
限しかなく、表データの問合せ、更新または削除の権限を持たないユーザーは、プロ
シージャを呼び出すことはできても、表のデータをそれ以外の方法では操作できませ
ん。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『PL/SQL ユーザーズ・ガイドおよびリファレンス』

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 14-26 ページ「ストアド・プロシージャの依存性の追跡」

Procedure hire_employees (last_name VARCHAR2, job_id VARCHAR2, 
manager_id NUMBER, hire_date DATE, salary NUMBER, 
commission_pct NUMBER, department_id NUMBER)   

BEGIN
.
.
INSERT INTO employees VALUES
(emp_sequence.NEXTVAL, last_name, job_id, manager_id
hire_date, salary, commission_pct, department_id);
.
.
END;
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� 実行者権限プロシージャで継承される権限およびスキーマのコンテキスト

実行者権限プロシージャは、それをコールしたプロシージャから権限とスキーマのコン
テキストを継承します。つまり、実行者権限プロシージャは特定のユーザーやスキーマ
に結び付けられておらず、実行者権限プロシージャの各コールはカレント・ユーザーの
権限でカレント・ユーザーのスキーマ内で実行されます。 アプリケーション開発者は、
実行者権限プロシージャにより、基礎となるデータが複数のユーザー・スキーマに分割
されていても、アプリケーション・ロジックを容易に一元化できます。 

たとえば、あるユーザーが、管理者として employees表の更新プロシージャを実行す
る場合は、給与を更新できますが、同じプロシージャを事務担当として実行する場合に
は、その操作を住所データの更新のみに制限できます。

� パフォーマンスの改善

– 情報は 1 回しか送信されず、それ以降は使用するときに呼び出されるため、個々の
SQL 文を発行したり、PL/SQL ブロック全体のテキストを Oracle に送信する場合
に比べて、ネットワークを介して送信する必要のある情報量が少なくなります。 

– データベース内でプロシージャのコンパイル済み形式をそのまま使用できるため、
実行時にコンパイルする必要がありません。 

– プロシージャがすでにシステム・グローバル領域（SGA）の共有プール内にある場
合は、ディスクから検索する必要がないため、ただちに実行を開始できます。 

� メモリー割当て

ストアド・プロシージャは、Oracle の共有メモリー機能を活用しているため、複数の
ユーザーが実行する場合も、プロシージャのコピーを 1 つメモリーにロードするだけで
すみます。同じコードを何人ものユーザーが共有すれば、アプリケーションに必要な
Oracle メモリーを実質的に削減できます。 

� 生産性の向上

ストアド・プロシージャにより、開発の生産性が向上します。共通のプロシージャを中
心にしてアプリケーションを設計することにより、冗長なコーディングを回避し、生産
性を向上させることができます。 

たとえば、employees表の従業員レコードを挿入、更新または削除するためのプロ
シージャを記述できます。これらのプロシージャは、各タスクの実行に必要な SQL 文
を書き換えることなく、どんなアプリケーションからでもコールできます。データ管理
の方法に変更があった場合も、修正する必要があるのはプロシージャのみで、プロシー
ジャを使用するすべてのアプリケーションを修正する必要はありません。 

� 整合性

ストアド・プロシージャにより、アプリケーションの整合性と一貫性が向上します。共
通のプロシージャ群を中心としてのアプリケーションを開発すれば、コーディング・エ
ラーの発生回数を少なくすることができます。 
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たとえば、プロシージャやファンクションが正確な結果を戻すかどうかをテストし、検
証後は、そのプロシージャとファンクションを必要な数のアプリケーションで再利用で
きます。再びテストする必要はありません。プロシージャにより参照されるデータ構造
が変更された場合には、プロシージャの再コンパイルのみが必要になります。プロシー
ジャをコールするアプリケーションの修正は、必ずしも必要ありません。 

プロシージャのガイドラインプロシージャのガイドラインプロシージャのガイドラインプロシージャのガイドライン  ストアド・プロシージャの設計時には、次のガイドラインに
従ってください。 

� プロシージャは、単一の限定的なタスクを実行するように定義します。複数の個別のサ
ブタスクを含む長いプロシージャは定義しないでください。多数のプロシージャに共通
のサブタスクが存在すると、複数のプロシージャ・コードに不必要な重複が発生するた
めです。 

� Oracle の他の機能によってすでに提供されている機能性を重複して提供するプロシー
ジャは定義しないでください。たとえば、整合性制約を宣言すれば簡単に規定できる単
純なデータ整合性規則の場合、それを規定するプロシージャは定義しないでください。 

無名無名無名無名 PL/SQL ブロックとストアド・プロシージャブロックとストアド・プロシージャブロックとストアド・プロシージャブロックとストアド・プロシージャ  ストアド・プロシージャを作成し、それを
スキーマ・オブジェクトとしてデータベースに格納できます。 いったん作成してコンパイル
したプロシージャは、再コンパイルしなくても実行可能な名前付きのオブジェクトになりま
す。さらに、依存性情報がデータ・ディクショナリに格納されるため、それぞれのストア
ド・プロシージャの妥当性が保証されます。 

ストアド・プロシージャとは別の方法として、無名 PL/SQL ブロックを Oracle のツール製
品やアプリケーションから Oracle サーバーに送信し、無名 PL/SQL ブロックを作成できま
す。Oracle によって PL/SQL ブロックがコンパイルされ、SGA の共有プールにそのコンパ
イル済みバージョンが入れられます。ただし、そのソース・コードやコンパイル済みバー
ジョンは、現行インスタンスの後も再利用できるようにデータベースに格納されることはあ
りません。共有 SQL を使用すると、共有プールに入っている無名 PL/SQL ブロックがその
共有プールからフラッシュされるまでの間は、そのブロックを再利用および共有できます。 

どちらの場合でも、データベース・アプリケーションからデータベースまたはメモリーに格
納されているデータベース・プロシージャに、PL/SQL ブロックを移すことにより、Oracle
が実行時に不必要な再コンパイルを実行することがなくなり、アプリケーションと Oracle
の全体的なパフォーマンスが向上します。

スタンドアロン・プロシージャスタンドアロン・プロシージャスタンドアロン・プロシージャスタンドアロン・プロシージャ  パッケージのコンテキスト内で定義されていないストアド・
プロシージャのことを、スタンドアロン・プロシージャスタンドアロン・プロシージャスタンドアロン・プロシージャスタンドアロン・プロシージャと呼びます。パッケージ内で定義さ
れているプロシージャは、そのパッケージの一部とみなされます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : パッケージの利点の詳細は、14-27 ページの「PL/SQL パッ
ケージ」を参照してください。
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ストアド・プロシージャの依存性の追跡ストアド・プロシージャの依存性の追跡ストアド・プロシージャの依存性の追跡ストアド・プロシージャの依存性の追跡  ストアド・プロシージャは、その本体で参照する
オブジェクトに依存します。Oracle は、そのような依存性を自動的に追跡し、管理します。
たとえば、プロシージャが参照している表の定義を変更した場合は、そのプロシージャを再
コンパイルして、引き続き設計どおりに機能することを確認する必要があります。通常、
Oracle はこのような依存性の管理を自動的に処理します。

外部プロシージャ外部プロシージャ外部プロシージャ外部プロシージャ  Oracle サーバー上で実行される PL/SQL プロシージャからは、C プログ
ラミング言語で作成して共有ライブラリに格納した外部プロシージャや外部ファンクション
をコールできます。 C ルーチンは、Oracle サーバーとは別のアドレス空間で実行されます。 

テーブル・ファンクションテーブル・ファンクションテーブル・ファンクションテーブル・ファンクション  テーブル・ファンクションテーブル・ファンクションテーブル・ファンクションテーブル・ファンクションは、出力用の行セットを生成する関
数です。つまり、テーブル・ファンクションは、コレクション型インスタンスを戻します

（NESTED TABLE データ型および VARRAYデータ型）。 テーブル・ファンクションは、SQL
文の FROM句で通常の表のかわりに使用できます。 

Oracle では、テーブル・ファンクションにより、ファンクションからの結果をパイプラインパイプラインパイプラインパイプライン
処理処理処理処理（Oracle の行ソースのように機能する）できます。これは、ODCITableインタフェー
スの実装や、ネイティブの PL/SQL 命令の使用により実現できます。

パイプライン処理を使用すると、Oracle Warehouse Builder（OWB）およびカートリッジ・
グループなど、多くのアプリケーションでパフォーマンスが改善されます。

データ・ウェアハウス構築における ETL（抽出－変換－ロード）プロセスは、OLTP システ
ムからデータを抽出します。 抽出されたデータは、データ・ウェアハウスにロードされる前
に、（PL/SQL などの手続き型言語で記述された）変換のシーケンスに渡されます。

Oracle では、テーブル・ファンクションおよび非テーブル・ファンクションのパラレル実行
も可能です。パラレル実行では次の点が拡張されます。

� 関数は、副問合せのオペランドに対応する行の集合を直接受け入れることができます。

� 入力行の集合を、パラレル関数の複数のインスタンス間でパーティション化することが
できます。関数の開発者は、関数のパラレル・インスタンス間で入力行をパーティショ
ン化する方法を指定します。

つまり、テーブル・ファンクションはビューに似ています。 ただし、SQL で宣言を使用して
変換を定義するかわりに、PL/SQL でプロシージャを使用して定義します。 これは特に、
ETL に通常必要な独特の複雑な変換に役立ちます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 依存性の追跡の詳細は、第 15 章「スキーマ・オブジェクト間
の依存性」を参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :  外部プロシージャの詳細は、『Oracle9i アプリケーション開発
者ガイド - 基礎編』を参照してください。
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PL/SQL パッケージパッケージパッケージパッケージ
パッケージパッケージパッケージパッケージとは、関連するプロシージャとファンクションおよびこれらのプロシージャと
ファンクションが使用するカーソルと変数をグループとしてまとめたもので、1 単位として
継続的に使用できるようにデータベースに格納されています。スタンドアロン・プロシー
ジャやファンクションと同様に、パッケージ・プロシージャとファンクションは、アプリ
ケーションやユーザーが明示的にコールできます。 

パッケージは、仕様部と本体の 2 つの部分に分けて作成します。 パッケージの仕様部仕様部仕様部仕様部では
パッケージのすべてのパブリックな構成メンバーを宣言し、本体本体本体本体ではパッケージのすべての
構成メンバー（パブリックとプライベート）を定義します。パッケージを 2 つに分けること
には、次のような利点があります。 

� 柔軟な開発サイクルを実行できます。パッケージ本体を実際には作成せずに、仕様部を
作成し、パブリック・プロシージャを参照するようにできます。 

� パッケージ仕様部にパブリックに宣言されている仕様部とは別個に、パッケージ本体に
含まれているプロシージャ本体を変更できます。プロシージャの仕様が変更されないか
ぎり、パッケージ内の変更されたプロシージャを参照するオブジェクトに無効のマーク
が付けられることはありません。つまり、これらのオブジェクトに、再コンパイルを要
するマークが付けられることはありません。

図 14-5 に、従業員データベースの管理に使用するいくつかのプロシージャをカプセル化する
パッケージを示します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 『Oracle9i Data Cartridge Developer’s Guide』

� 『PL/SQL ユーザーズ・ガイドおよびリファレンス』

テーブル・ファンクションのアカウントの詳細は、次のマニュアルを参照
してください。
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図図図図 14-5 ストアド・パッケージストアド・パッケージストアド・パッケージストアド・パッケージ

データベース・アプリケーションは、必要に応じて明示的にパッケージ・プロシージャを
コールします。 employees_managementパッケージに対する権限を付与されたユーザー
は、そこに含まれている任意のプロシージャを明示的に実行できます。 たとえば、Oracle 

データベース・アプリケーション� employees_management

fire_employees(...)
 
BEGIN
.
.
END;

hire_employees(...)
 
BEGIN
.
.
END;

salary_raise(...)
 
BEGIN
.
.
END;

Program code
. 
employees_management.fire_employees(...); 

Program code 
.
Program code 
. 
employees_management.hire_employees(...);
.
Program code 
 

Program code
. 
employees_management.hire_employees(...); 

Program code 
.
Program code 
. 
employees_management.salary_raise(...);
.
Program code 
 

データベース�
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Enterprise Manager または SQL*Plus では、次の文を発行して hire_employeesパッケー
ジ・プロシージャを実行できます。 

EXECUTE employees_management.hire_employees ('TSMITH', 'CLERK', 1037, SYSDATE, 500, 
NULL, 20); 

パッケージの利点パッケージの利点パッケージの利点パッケージの利点  パッケージは、次の分野で特長を発揮します。

� 関連するプロシージャと変数のカプセル化

ストアド・パッケージを使用すると、ストアド・プロシージャ、変数、データ型などを
カプセル化カプセル化カプセル化カプセル化、つまりグループ化し、名前を付けて 1 単位としてデータベースに格納でき
ます。 この方針は、開発過程における優れた構成を提供します。 プロシージャ構造をカ
プセル化すると、権限の管理も簡単になります。パッケージを使用する権限を付与され
たユーザーは、そのパッケージのすべての構成メンバーにアクセスできるようになりま
す。 

� パブリック・プロシージャ、プライベート・プロシージャ、変数、定数およびカーソル
の宣言

パッケージの定義方法により、変数、カーソルおよびプロシージャをパブリックとプラ
イベートのどちらかに指定できます。 パブリックはパッケージのユーザーが直接アクセ
スできることを意味し、プライベートはパッケージのユーザーから隠されていることを
意味します。

たとえば、パッケージに 10 個のプロシージャが含まれているとします。 この中の 3 つの
プロシージャのみをパブリックに設定して、パッケージのユーザーが実行できるように
定義できます。残りのプロシージャはプライベートなので、パッケージ内のプロシー
ジャによってのみアクセスできます。 パブリックおよびプライベートのパッケージ変数
を、PUBLICへの権限付与と混同しないでください。

� 優れたパフォーマンス

パッケージ内のプロシージャが初めてコールされた時点で、そのパッケージ全体がメモ
リーにロードされます。スタンドアロン・プロシージャは個別にロードする必要がある
のに対し、このロードは 1 回の操作で完了します。 そのため、関連するパッケージ・プ
ロシージャがコールされても、すでにメモリーにあるコンパイル済みのコードを実行す
ると、ディスク I/O は発生しません。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 『PL/SQL ユーザーズ・ガイドおよびリファレンス』 

� 『Oracle9i PL/SQL パッケージ・プロシージャおよびタイプ・リファレ
ンス』 

関連項目関連項目関連項目関連項目 :  PUBLICへの権限付与の詳細は、第 22 章「データベース・
アクセスの制御」を参照してください。
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パッケージ本体は、仕様部に影響を与えずに置換したり再コンパイルできます。その結
果、パッケージ仕様部も置き換えない場合は、パッケージの構成メンバーを参照するス
キーマ・オブジェクト（常に仕様部を介してアクセス）を再コンパイルする必要はあり
ません。パッケージを使用すると、不必要な再コンパイルが 小限に抑えられるため、
全体的なデータベース・パフォーマンスへの影響は少なくなります。 

PL/SQL のコレクションとレコードのコレクションとレコードのコレクションとレコードのコレクションとレコード
多数のプログラミング技法は、配列、構造体、リスト、ネストした表、セットおよびツリー
などのコレクション型を使用します。 これらの技法をデータベース・アプリケーション内で
サポートするために、PL/SQL にはデータ型 TABLEおよび VARRAYが用意されており、索
引付き表、ネストした表および可変サイズ配列を宣言できます。 

コレクションコレクションコレクションコレクション
コレクションは、すべて同じ型の要素からなる順序付けられたグループです。 各要素には、
コレクション内での位置を決定する一意の添字が付いています。 

コレクションの機能は、ほとんどの第 3 世代プログラミング言語に見られる配列と同じで
す。 また、コレクションはパラメータとして渡すことができます。 そのため、データベース
表との間や、クライアント側アプリケーションとストアド・サブプログラムの間で、データ
の列を移動するときに使用できます。 

レコードレコードレコードレコード
%ROWTYPE属性を使用すると、表の 1 行やカーソルからフェッチされる 1 行を表すレコード
を宣言できます。 ただし、ユーザー定義レコードの場合は、所有しているフィールドを宣言
できます。 

レコードには一意の名前を持つフィールドが含まれ、そのデータ型は異なっていてもかまい
ません。 名前、給与および採用日など、従業員に関する各種データがあるとします。 これら
の項目は、型は異なりますが論理的には関連しています。 項目ごとに 1 フィールドを含むレ
コードを使用すると、データを論理単位として扱うことができます。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : コレクションとレコードの使用方法の詳細は、『PL/SQL ユー
ザーズ・ガイドおよびリファレンス』を参照してください。
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PL/SQL Server Pages

PL/SQL Server Pages（PSP）は、特殊なタグにより PL/SQL スクリプトが埋め込まれてい
るサーバー側の Web ページ（HTML または XML 形式）です。 動的 Web ページを生成する
ために、通常、開発者は C または Perl を使用して、同じプログラム内でデータをフェッチ
し、Web ページ全体を生成する CGI プログラムを記述しています。この種の動的ページの
開発とメンテナンスは、コストと時間がかかる作業です。

スクリプト化により、動的 Web ページの迅速な開発というニーズに対処できます。HTML
ページには、元の HTML の可読性を変えずに小型スクリプトを埋め込むことができます。 ス
クリプトには、HTML ページの動的部分を生成し、ユーザーが要求したときに実行されるロ
ジックが含まれています。

HTML の内容をアプリケーション・ロジックから切り離すことにより、スクリプト・ページ
の開発、デバッグおよびメンテナンスが容易になります。 開発モデルが簡素化されており、
通常のスクリプト作成言語はプログラミング・スキルをあまり必要としないため、Web ペー
ジの作成者が動的 Web ページを開発できます。

HTML ページに埋め込まれたスクリプトには、クライアント側スクリプトとサーバー側スク
リプトの 2 種類があります。 クライアント側スクリプトクライアント側スクリプトクライアント側スクリプトクライアント側スクリプトは、HTML ページの一部として戻さ
れ、ブラウザ内で実行されます。このスクリプトは、主としてクライアント側で HTML
ページのナビゲーションやデータの妥当性チェックに使用されます。 サーバー側スクリプトサーバー側スクリプトサーバー側スクリプトサーバー側スクリプト
も HTML ページに埋め込まれますが、サーバー側で実行されます。このスクリプトは、
データをフェッチして操作し、ページの一部として戻される HTML の内容を生成します。
PSP スクリプトは、サーバー側スクリプトです。

PL/SQL Gateway は HTTP クライアントから HTTP 要求を受信し、URL に指定されている
PL/SQL ストアド・プロシージャを起動し、クライアントに HTTP 出力を戻します。
PL/SQL Server Pages は、PSP コンパイラによって PL/SQL ストアド・プロシージャにコン
パイルされます。 ゲートウェイによりプロシージャが実行されると、動的な内容を持つ Web
ページが生成されます。PSP は、次の 2 つの既存の PL/SQL Gateway のどちらかとともに
使用します。

� Oracle Application Server の PL/SQL Cartridge

� WebDB

関連項目関連項目関連項目関連項目 : PL/SQL Server Page の詳細は、『Oracle9i アプリケーション
開発者ガイド - 基礎編』を参照してください。
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Java の概要の概要の概要の概要
Java は、オブジェクト指向でありアプリケーション・レベルのプログラムに効率的であるた
め、オブジェクト指向のプログラミング言語の選択肢として普及してきました。 Java の機能
は、次のとおりです。

� Java Virtual Machine（JVM）。プラットフォームの独立性を確保するための基礎を提供
します。

� 自動記憶域管理機能。この機能の特長はガベージ・コレクションで確認できます。

� C 言語に基づく言語構文。強い型指定が必要です。

Java およびオブジェクト指向プログラミングの用語およびオブジェクト指向プログラミングの用語およびオブジェクト指向プログラミングの用語およびオブジェクト指向プログラミングの用語
この項には、Oracle 環境における Java アプリケーション開発の基本用語が含まれます。 経験
豊富な Java プログラマは、通常はこれらの用語を熟知しています。

クラスクラスクラスクラス
オブジェクト指向プログラミング言語はすべて、クラスの概念をサポートしています。表の
定義では、クラスから共通の特性を共有するオブジェクト用のテンプレートが提供されま
す。それぞれのクラスには次の項目を含めることができます。

� 属性 ― 特定クラスの各オブジェクトが所有する静的変数またはインスタンス変数です。

� メソッド ― クラスが定義するメソッドまたはあるクラスから拡張された任意のクラス
が継承したメソッドを起動できます。

クラスからオブジェクトを作成すると、そのクラスのインスタンスが作成されます。インス
タンスには、データまたは状態と呼ばれるオブジェクトのフィールドが含まれます。

図 14-6 に、2 つの属性である姓（lastName）と従業員識別子（ID）を使用して定義されて
いる Employeeクラスの例を示します。
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図図図図 14-6 クラスとインスタンスクラスとインスタンスクラスとインスタンスクラスとインスタンス

インスタンスを作成するときは、属性には、ある従業員にのみ関係する個人のプライベート
な情報を格納します。すなわち、従業員のインスタンスに含まれる情報は、該当する 1 人の
従業員に対してのみ公開されます。 図 14-6 の例は、従業員の 2 つのインスタンス Smith と
Jones を示しています。 各インスタンスには、個々の従業員に関連する情報が含まれていま
す。

属性属性属性属性  インスタンス内の属性はフィールドと呼ばれます。インスタンスのフィールドは、リ
レーショナル表の行フィールドに類似しています。クラスにより、フィールドと各フィール
ドのタイプが定義されます。Java 内のフィールドを静的、パブリック、プライベート、保護
付きまたはデフォルト・アクセスとして宣言できます。

� パブリック、プライベート、保護付きまたはデフォルト・アクセスのフィールドはそれ
ぞれのインスタンス内に作成します。

� 静的フィールドは、従業員クラスのすべてのインスタンスで情報を使用できる点でグ
ローバル変数に似ています。

言語仕様では、すべてのフィールドのデータの可視性規則が定義されます。可視性規則で
は、これらのフィールド内のデータにアクセス可能な環境を定義します。

メソッドメソッドメソッドメソッド  クラスでは、クラスのインスタンスを起動するメソッドも定義します。メソッド
は Java で記述され、オブジェクトの動作を定義します。このように状態と動作をまとめる
ことがカプセル化の本質であり、すべてのオブジェクト指向プログラミング言語の特長で
す。各従業員の idがプライベート・フィールドであることを宣言して Employeeクラスを
定義すると、他のオブジェクトは、メソッドがフィールドを戻したときにのみそのプライ
ベート・フィールドにアクセスできます。 この例では、オブジェクトは、
Employee.getId()メソッドを起動することで、従業員の識別子を取得します。

Employee
id = 372 74 3215
last name = Jones

Employee
id = 215 63 2179
last name = Smith

フィールド�
private String id
public String lastName
...

メソッド�
private getId ()
public setId (String anId)
...

パブリック・クラスEmployee

new Employee()

new Employee()

Employeeの各�
インスタンスには、�
独自の状態が保持される。�
その状態にアクセス�
できるのは、クラスの�
作成者によって�
アクセス権を提供�
するように定義�
されている場合のみである。�

Employeeクラスでは、インスタンスが�
保持するフィールド（状態）とユーザーが�
Employeeのインスタンスで起動できる�
メソッド（動作）が定義されている。�
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また、カプセル化では、Employee.getId()メソッドをプライベートとして宣言すること、
あるいは Employee.getId()メソッドを記述しないでおくことができます。カプセル化を
行うと、再利用可能なプログラム、または不正に使用されることのないプログラムを容易に
記述できるようになります。 カプセル化では、パブリックの宣言を行ったオブジェクトの機
能のみがパブリックになります。他のすべてのフィールドとメソッドはプライベートです。
プライベート・フィールドとプライベート・メソッドは、内部オブジェクトの処理に使用で
きます。

クラス階層クラス階層クラス階層クラス階層
Java では、クラスをクラスの大きな階層内で定義します。 階層の 上位にあるのは、
Objectクラスです。Java のすべてのクラスはスーパークラスの継承連鎖内を移動する過程
で、あるレベルの Objectクラスを継承しています。 クラス B がクラス A を継承している場
合、クラス B の各インスタンスには、クラス B で定義したすべてのフィールドとクラス A
で定義したすべてのフィールドが含まれます。たとえば、図 14-7 では、
FullTimeEmployeeクラスは Employeeクラスを継承しているため、Employeeクラスで
定義した idおよび lastNameフィールドが含まれます。 また、FullTimeEmployeeクラ
スでは、FullTimeEmployeeにのみ含まれる別のフィールド bonusが追加されます。

クラス B のインスタンスでは、クラス A またはクラス B のいずれかで定義された任意のメ
ソッドを起動できます。従業員の例では、FullTimeEmployeeインスタンスでは、その独
自クラスでのみ定義されているメソッド、または Employeeクラスで定義されたメソッドを
起動できます。
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図図図図 14-7 継承を使用した動作と状態のローカライズ継承を使用した動作と状態のローカライズ継承を使用した動作と状態のローカライズ継承を使用した動作と状態のローカライズ

クラス B のインスタンスは、クラス A のインスタンスで置換可能です。これにより、コー
ドの再利用性を改善するための、オブジェクト指向言語の強化された構成メンバーが継承さ
れます。 また、動作と状態を定義する新しいクラスを、階層内の適切な場所、しかもクラ
ス・ライブラリの既存の機能が利用できる場所に作成できます。

インタフェースインタフェースインタフェースインタフェース
Java でサポートされるのは 1 つの継承のみです。すなわち、各クラスは継承したクラスを 1
つのみ持ちます。1 つ以上のソースを継承する必要がある場合、Java はこれまでのような複
雑さや混乱を招くことなく、複数継承に相当する継承をインタフェースを介して提供しま
す。インタフェースはクラスに類似しています。ただし、インタフェースではメソッドを実
装するかわりに、メソッドのシグネチャを定義します。このメソッドは、インタフェースを
実装するように宣言したクラスに実装されます。1 つのクラスで同時に多数のインタフェー
スをサポートすると、複数継承が発生します。

クラスEmployee
id 
last name

クラスPartTime Employee
schedule

クラスFullTime Employee
bonus

クラスExemptEmployee
salaryToDate()

クラスNonExemptEmployee
salaryToDate()

各FullTimeEmployeeは、月給制の場合は控除、�
時給制の場合は非控除とみなされる。�
それぞれのsalaryToDateは異なる方法で計算される。�

PartTimeEmployeeの場合はそれぞれの�
就業スケジュールが追跡され、�
FullTimeEmployeeは�
ボーナスの適格者である。�

Employeeクラスには、Employeeの属性を�
使用してEmployeeのタイプを区別するのではなく、�
2つのサブクラスPartTimeEmployeeおよび�
FullTimeEmployeeがある。�
注意: Employeeをインスタンスとして使用できる。�
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ポリモフィズムポリモフィズムポリモフィズムポリモフィズム
前述の Employeeの例で、各種の従業員が給与累計で対応できるようにする必要があるとし
ます。 給与は、従業員の種類ごとに異なる方法で計算されます。

� FullTimeEmployeeはボーナスの適格者です。

� NonExemptEmployeeには時間外手当が支払われます。

従来の手続き型言語では、可能なケースをそれぞれ定義して長い SWITCH 文を記述します。

switch: (employee.type) {
case: Employee
return employee.salaryToDate;
case: FullTimeEmployee
return employee.salaryToDate + employee.bonusToDate;
...
新しい種類の Employee を追加するには、SWITCH 文を更新する必要があります。 データ構
造を変更する場合は、その構造を使用する SWITCH 文をすべて変更する必要があります。

Java などのオブジェクト指向言語では、Employeeクラスのうち、すでにこのクラスで定義
されている以上の特殊な処理を必要とするサブクラスごとにメソッド
compensationToDate()を実装します。 たとえば、NonExemptEmployeeの
compensationToDate()メソッドを次のように実装するとします。

private float compensationToDate() {
return super.compensationToDate() + this.overtimeToDate();
}

FullTimeEmployeeのメソッドを次のように実装します。

private float compensationToDate() {
return super.compensationToDate() + this.bonusToDate();
}

メソッド名 compensationToDate()を共通して使用することで、使用している従業員の
種類を知らなくても、同じメソッドを異なるクラスで起動して異なる結果を受け取ることが
できます。 FullTimeEmployeesと PartTimeEmployeesを処理するために特殊なメソッ
ドを記述する必要はありません。 このように、異なるオブジェクトに対して同じメッセージ
に異なる方法で対応する機能は、ポリモフィズムと呼ばれます。

また、Employeeをまったく継承しない新規のクラス Contractorを作成し、そこで
compensationToDate()メソッドを実装できます。 給与累計を計算するプログラムは、フ
ルタイム、パートタイム、外注契約者のいずれであるかに関係なく給与計算時にすべての従
業員を反復し、それぞれで compensationToDate()メソッドを起動した結果戻された値
を合算します。 メソッドのコール元が正常に動作することがわかっていれば、個々の
compensationToDate()メソッドを安全に変更できます。 たとえば、既存のクラスに新規
フィールドを安全に追加できます。
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Java Virtual Machine（（（（JVM））））
Java ソースは、他の高水準言語と同様、低水準のマシン語命令にコンパイルされます。Java
では、これらの命令はバイトコードと呼ばれています（これらの命令サイズが一律 1 バイト
の記憶単位だからです）。 C など他のほとんどの言語は、Intel または HP プロセッサに固有
の命令など、マシン固有の命令にコンパイルされます。Java ソースは、プラットフォームに
依存しない、標準のバイトコード集合にコンパイルされ、Java Virtual Machine（JVM）と
対話します。 JVM は、Java コードを実行する特定のプラットフォームに 適化された個別の
プログラムです。 図 14-8 に、Java によりプラットフォームの独立性がどのように保たれるか
を示します。Java ソースはバイトコードにコンパイルされ、プラットフォームに依存しませ
ん。各プラットフォームには、オペレーティング・システムに固有の JVM をインストール
します。ソースの Java バイトコードは、JVM を介して、プラットフォームに依存する適切
な処理へと翻訳されます。

図図図図 14-8 Java コンポーネント構造コンポーネント構造コンポーネント構造コンポーネント構造

Java プログラムの開発では、Java 言語で記述された事前定義のコア・クラス・ライブラリを
使用します。 Java コア・クラス・ライブラリは、基本言語サポート（java.lang）、I/O

（java.io）およびネットワーク・アクセス（java.net）など、一般的な機能を提供する
パッケージに論理的に分割されています。JVM とコア・クラス・ライブラリにより、Java
プログラマの開発するプログラムが、Java をサポートするすべてのハードウェアおよびオペ
レーティング・システムで、確実に実行できるようなプラットフォームが提供されます。こ
の概念は、「1 回プログラミングすれば、どこでも実行可能」という Java の考え方を推進す
るものです。

図 14-9 に、Oracle の Java アプリケーションが Java コア・クラス・ライブラリの 上位に配
置され、さらに、JVM の 上位に配置される様子を示します。Oracle の Java サポート・シ

Javaアプリケーション�

Java Virtual Machine

オペレーティング・�
システム�
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ステムはデータベース内に配置されるので、JVM はオペレーティング・システムと直接対話
するかわりに、Oracle データベース・ライブラリと対話します。

図図図図 14-9 Java コンポーネント構造コンポーネント構造コンポーネント構造コンポーネント構造

Sun 社により、Java 言語および JVM の仕様が提供されます。 Java 言語仕様（JLS）で構文と
セマンティクスなどが定義され、JVM 仕様でバイトコードを実行するマシンに必要な下位レ
ベルの動作が定義されます。さらに、Sun 社からは、JVM の実装者が仕様に従ってコンパイ
ルしたかどうかを判断するための互換性テスト一式が提供されます。このテスト一式は、
Java Compatibility Kit（JCK）と呼ばれます。Oracle の JVM 実装は、JCK に完全に準拠して
います。Java 方針の一部は、公開された仕様規格と、その企画への準拠を検証する簡単な方
法とで構成されており、これにより、ベンダーはすべてのプラットフォーム上の Java に対
し均一なサポートを提供できます。

Javaサーバー・アプリケーション�

OracleデータベースJVM

OracleがサポートするJava API:�
SQLJ、JDBC

Javaコア・クラス・ライブラリ�

Oracleデータベース・ライブラリ�

オペレーティング・システム�
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Oracle でででで Java を使用する理由を使用する理由を使用する理由を使用する理由
データベース内で Java アプリケーションを記述してロードできるのは、Java が安全な言語
であるためです。 Java は、Java コードが格納されているオペレーティング・システムの改ざ
んを防止するために開発されました。C など、一部の言語では、データベースにセキュリ
ティ上の問題が生じる可能性があります。Java の場合は、その設計上、データベース内で容
認できる安全な言語です。

Java 言語には開発者にとって多数の利点がありますが、Java サーバー・アプリケーションを
サポートする JVM をスケーラブルな方法で実装するのは難問です。 この項では、これらの難
問について説明します。

� マルチスレッド

� 自動記憶域管理

� フットプリント

� パフォーマンス

� 動的クラス・ロード

マルチスレッドマルチスレッドマルチスレッドマルチスレッド
マルチスレッドのサポートは、通常、Java 言語の主要な拡張性機能の 1 つと見られていま
す。 特に、Java を使用すると、Java 言語およびクラス・ライブラリにより、他の多数の言語
に比べて共有サーバー・アプリケーションの作成が簡素化されます。しかし、どのような言
語でも、信頼性が高いスケーラブルな共有サーバー・コードを記述するのは困難な作業で
す。

Oracle は、データベース・サーバーとして多数のユーザーの作業を効率的にスケジュールし
ます。 Oracle JVM は RDBMS サーバーの機能を使用して、多数のユーザーの Java 実行スケ
ジュールを同時に設定します。 Oracle は JLS と JCK に必要な Java 言語レベルのスレッドを
サポートしていますが、データベースの有効範囲内でスレッドを使用すると拡張性は向上し
ません。 データベースの埋込み拡張性を使用すると、共有サーバーの Java サーバーを記述す
る必要がなくなります。 ユーザーのスケジューリングには、シングル・スレッド Java アプリ
ケーションを作成してデータベースの機能を使用する必要があります。 データベースが各ア
プリケーション間のスケジューリングを受け持つため、スレッドを管理しなくても拡張性が
実現します。 共有サーバーの Java アプリケーションを作成することもできますが、複数の
Java スレッドを使用してもサーバーのパフォーマンスは向上しません。

マルチスレッドにより Java に生じる難問の 1 つは、スレッドと自動記憶域管理、つまりガ
ベージ・コレクションとの間の相互作用です。 汎用 JVM で実行されるガベージ・コレクタで
は、どの Java 言語スレッドが実行されているか、あるいは基礎となるオペレーティング・
システムでどのようにスケジュールされているかは認識されません。 
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� 非 Oracle9i モデル — シングル・ユーザーが単一の Java 言語レベル・スレッドにマップ
され、同じ単一ガベージ・コレクタによって全ユーザーからのガベージがすべて管理さ
れます。 通常、存続期間やサイズの異なるオブジェクトの割当てと収集は、異なる技法
で処理されます。 頻繁に共有されるサーバー・アプリケーションの場合、結果はオペ
レーティング・システムがネイティブ・スレッドをサポートしているかどうかに応じて
異なり、信頼性が低下したり、拡張性が限定される可能性があります。 この種の実装の
場合、高水準の拡張性は十分には実証されていません。

� Oracle9i JVM モデル — 数千のユーザーがサーバーに接続して同じ Java コードを実行す
る場合も、各ユーザーは各自の Java Virtual Machine で独自の Java コードを実行してい
るように感じます。 Oracle JVM の役割は、Oracle RDBMS のスケーラブルなアプローチ
を使用して、オペレーティング・システムのプロセスとスレッドを利用することです。 
このアプローチの結果、一度に複数のユーザーからガベージが収集されることがなくな
るため、JVM のガベージ・コレクタの信頼性と効率が向上します。 

自動記憶域管理自動記憶域管理自動記憶域管理自動記憶域管理
ガベージ・コレクションは Java の自動記憶域管理の主機能であり、Java 開発者はメモリー
の割当てと解放を明示的に行う必要がなくなります。 そのため、C や C++ のプログラムで一
般に問題となるメモリー・リークの大きな発生源が排除されます。 この利点は代価も伴いま
す。つまり、ガベージ・コレクションはプログラムの実行スピードとフットプリントのオー
バーヘッドに影響します。 このトレードオフを定性的 / 定量的に評価する多数の論文が記述
されていますが、全体のコストは代替案と比較して妥当です。

ガベージ・コレクションは、高度な拡張性を持つ高速の Java プラットフォームを提供しよ
うとする JVM 開発者に難問を課します。 Oracle JVM は、これらの難問に次の方法で対処し
ます。

� Oracle JVM は、複数のユーザーを効率的に管理できる Oracle のスケジューリング機能
を使用します。

� ガベージ・コレクションは単一セッションで単一ユーザーに対してフォーカスされ、複
数ユーザーにも一貫して実行されます。 Oracle JVM の場合、ユーザー数が増加してもメ
モリー管理者のジョブの煩雑さや複雑さは変わらないため、大きな利点が得られます。 
メモリー管理者は単一セッションでオブジェクトの割当てと収集を実行し、通常はこれ
が単一ユーザーのアクティビティに変換されます。

� Oracle JVM は、使用するメモリーのタイプに応じて異なるガベージ・コレクション技法
を使用します。 これらの技法により、効率が向上し、オーバーヘッドが低減します。
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フットプリントフットプリントフットプリントフットプリント
Java プログラムの実行によるフットプリントは、次のように様々な要因の影響を受けます。

� プログラム自体のサイズ — クラス数、メソッド数およびそこに含まれるコードの量。

� プログラムの複雑さ — プログラム自体とは対照的に、プログラムの実行時に Oracle 
JVM が使用するコア・クラス・ライブラリの量。

� JVM が使用する状態の量 — JVM が割り当てるオブジェクトの数、そのサイズおよび
コール間で保持する必要のある数。

� ガベージ・コレクタとメモリー管理者が実行中のプログラムの需要を処理する能力。通
常、この能力は非決定論的です。 オブジェクトが割り当てられるスピードと、他のオブ
ジェクトによって保持される方法は、この要因の重要度に影響します。

拡張性の観点から、多数の同時クライアントをサポートするには、ユーザー・セッションの
フットプリントを 小限に抑えることが重要です。 Oracle JVM は、Java バイト・コードな
ど、ユーザー用のすべての読取り専用データを共有メモリーに格納することで、ユーザー・
セッションのフットプリントを 小限に抑えます。 ユーザー・セッションのフットプリント
が大きくならないように、コールとセッションのメモリーに対して、適切なガベージ・コレ
クション・アルゴリズムが適用されます。 Oracle JVM は、次の 3 種類のガベージ・コレク
ション・アルゴリズムを使用して、ユーザーのセッション・メモリーをメンテナンスしま
す。

� 存続期間の短いオブジェクトの場合はジェネレーション・スキャベンジ

� 単一コールの間に存在するオブジェクトの場合は、マーク / スイープ・コレクション

� 存続期間の長いオブジェクト、つまり、セッション中の複数コールにまたがって存在す
るオブジェクトの場合は、コレクタのコピー

パフォーマンスパフォーマンスパフォーマンスパフォーマンス
Oracle JVM のパフォーマンスは、システム固有のコンパイラを実装することで拡張されま
す。

システム固有のコンパイラによるパフォーマンスの改善システム固有のコンパイラによるパフォーマンスの改善システム固有のコンパイラによるパフォーマンスの改善システム固有のコンパイラによるパフォーマンスの改善  Java は、JVM の 上位でプラット
フォームに依存しないバイトコードを実行し、バイトコードは特定のハードウェア・プラッ
トフォームと相互作用します。 ソフトウェア内でレベルを追加すると、パフォーマンスが低
下します。 Java では、プラットフォームに依存しないバイトコードを解析するために仲介部
分を通過する必要があるため、C のようにプラットフォーム依存言語に存在しない Java ア
プリケーションの場合は、ある程度の非効率が生じます。この問題に対処するために、複数
の JVM サプライヤがシステム固有のコンパイラを作成しています。 システム固有のコンパイ
ラは、Java バイトコードをプラットフォームに依存するシステム固有のコードに変換しま
す。これにより、解析処理が不要になり、パフォーマンスが改善されます。
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次の表に、システム固有の 2 つのコンパイル方法を示します。

Oracle は、静的コンパイルを使用して、コア Java クラス・ライブラリである ORB および
JDBC コードをコンパイル済みの形式で提供します。 これらのコードは、Oracle がサポート
しているすべてのプラットフォーム間で適用できますが、JIT アプローチの場合は、プラッ
トフォームごとに下位レベルのプロセッサ依存コードを記述してメンテナンスする必要があ
ります。 このシステム固有のコンパイル技法は、独自の Java コードに使用できます。 

動的クラス・ロード動的クラス・ロード動的クラス・ロード動的クラス・ロード
Java のもう 1 つの強力な機能は、動的クラス・ロードです。 クラス・ローダーは、クラスが
プログラムの実行中に使用される場合にのみディスクからロード（および解釈に必要な JVM
固有のメモリー構造に格納）されます。 また、クラスを CLASSPATH内で検索し、プログラ
ムの実行中にロードします。 このアプローチはアプレットにも使用できますが、サーバー環
境では次の問題を伴います。

システム固有のコンパイルシステム固有のコンパイルシステム固有のコンパイルシステム固有のコンパイル
方法方法方法方法 説明説明説明説明

Just-In-Time（JIT）
コンパイル

JIT コンパイラは、実行時に Java バイトコードをシステム固有（プ

ラットフォーム固有）のマシン・コードにすばやくコンパイルしま
す。 この場合、プラットフォームで実行される実行可能ファイルが

生成されるかわりに、変換後に直接実行される Java バイトコード

からのプラットフォーム依存コードが提供されます。 頻繁に実行す

る Java コードには、この方法を使用する必要があります。この実

行スピードは、C などの言語とほぼ同じです。

静的コンパイル 静的コンパイルでは、Java バイトコードが実行前にプラットフォー

ムに依存しない C コードに変換されます。 標準的な C コンパイラ

は、C コードをターゲット・プラットフォーム用の実行可能ファイ

ルにコンパイルします。 あまり変更されない Java アプリケーション

には、このアプローチが適しています。 このアプローチでは、 近

の C コンパイラに見られる成熟して効率的なプラットフォーム固有

のコンパイル技法が利用されています。
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Oracle のののの Java アプリケーション方針アプリケーション方針アプリケーション方針アプリケーション方針
Java の魅力は、ユビキタスと、それをアプリケーション開発に使用できるプログラマの数が
増加していることです。 オラクル社は、エンタープライズ・アプリケーションの開発者に、
Java アプリケーションの作成、配置および管理のためのエンド・トゥ・エンドの Java ソ
リューションを提供します。 この総合的なソリューションは、クライアント側とサーバー側
のプログラム・インタフェース、Java 開発をサポートするためのツール、Oracle データベー
ス・サーバーと統合された Java Virtual Machine で構成されています。 これらの製品はいず
れも、Java 標準との互換性を持っています。

Java プログラミング環境には、Oracle JVM に加えて次のコンポーネントがあります。

� PL/SQL に等価および相当する Java ストアド・プロシージャ。 Java ストアド・プロシー
ジャは、PL/SQL と緊密に統合されています。 PL/SQL パッケージから Java ストアド・
プロシージャをコールしたり、PL/SQL プロシージャを Java ストアド・プロシージャ
からコールできます。

� JDBC および SQLJ プログラミング・インタフェースを介して SQL データにアクセスでき
ます。

� 開発、クラス・ロードおよびクラス管理の支援に使用されるツールとスクリプト。

問題問題問題問題 説明説明説明説明 解決策解決策解決策解決策

予測可能性 クラス・ロード操作を初めて実行す
る場合は、重大なペナルティを伴い
ます。 単純なプログラムの場合は、

Oracle JVM にそのニーズをサポー

トするための多数のコア・クラスが
ロードされる可能性があります。 
ロードされるクラスの数を、プログ
ラマが簡単に予測または判断するこ
とはできません。

Oracle JVM は、他の Java Virtual 
Machine と同様に、クラスを動的にロー

ドします。 ワンタイム・クラス・ロード

のスピードは同じです。 ただし、クラス

は共有メモリーにロードされるため、そ
のクラスの他のユーザーがクラスを再
ロードする必要はなく、単に同じ事前
ロード・クラスを使用します。

信頼性 動的クラス・ロードの利点は、プロ
グラムの更新がサポートされること
です。 たとえば、サーバー上でクラ

スを更新すると、プログラムをダウ
ンロードして動的にロードするクラ
イアントでは、次回にそのプログラ
ムを使用するときに更新内容が表示
されます。 サーバー・プログラム

は、信頼性を強調する傾向がありま
す。 開発者は、各クライアントが特

定のプログラム構成を実行すること
を知っておく必要があります。 ロー

ドする意図のない一部のクラスがク
ライアントによって意図せずにロー
ドされないようにしてください。

Oracle では、アップロードおよび解決操

作が、実行時にクラス・ロード操作と分
離されます。 開発した Java コードをサー

バーにアップロードするには、loadjava
ユーティリティを使用します。 
CLASSPATHを使用するかわりに、イン

ストール時にリゾルバを指定します。 リ
ゾルバは CLASSPATHに似ていますが、

クラスがあるスキーマを指定する必要が
あります。 このように解決をクラス・

ロードから分離することで、プログラ
ム・ユーザーによる実行内容を常に把握
できます。
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Java ストアド・プロシージャストアド・プロシージャストアド・プロシージャストアド・プロシージャ
Java を利用する PL/SQL プログラマは、Java ストアド・プロシージャに関心を持つことに
なります。 Java ストアド・プロシージャは、PL/SQL ストアド・プロシージャと同様に、
サーバーで実行するための Java で記述するプログラムです。 Java ストアド・プロシージャに
は、SQL*Plus などの製品で直接起動する方法と、トリガーを使用して間接的に起動する方
法があります。 また、OCI、PRO*、JDBC または SQLJ など、すべての Oracle Net クライア
ントからアクセスできます。 

Java でストアド・プロシージャを記述する方法、PL/SQL からアクセスする方法および Java
から PL/SQL 機能にアクセスする方法は、『Oracle9i Java Stored Procedures Developer's 
Guide』を参照してください。

また、Java を使用して、PL/SQL に依存しない強力なプログラムを開発することもできま
す。 Oracle には、Java プログラミング言語と JVM の全面準拠の実装が用意されています。

PL/SQL の統合との統合との統合との統合と Oracle RDBMS の機能の機能の機能の機能
既存の PL/SQL プログラムを Java から起動したり、Java プログラムを PL/SQL から起動で
きます。 このソリューションでは、Java ベースのインターネット・コンピューティングの利
点と機会を活用しながら、既存の資産を保護して利用できます。 

Oracle には、Java 開発者が SQL データにアクセスできるように、JDBC および SQLJ という
2 種類の Application Program Interface（API）が用意されています。 どちらの API もクライ
アントとサーバーで使用できるため、同じコードをどちらにでも配置できます。

� JDBC ドライバ － クライアント / サーバーの 2 層アプリケーションを作成するために使
用されます。

� SQLJ （ Java での埋込み SQL） － 静的 SQL へのアクセスに使用されます。 列名を知る必
要があります。

JDBC ドライバドライバドライバドライバ  JDBC は、データベースに接続し、そのデータベースに対して SQL 文を準備
して実行するためのデータベース・アクセス・プロトコルです。 コア Java クラス・ライブラ
リには、JDBC API が 1 つのみ用意されています。 ただし、JDBC は、ベンダーが特定のデー
タベースを必要に応じて特化するためのドライバを提供できるように設計されています。 
Oracle には、次の 3 種類の JDBC ドライバが用意されています。

ドライバドライバドライバドライバ 説明説明説明説明

JDBC Thin ドライバ JDBC Thin ドライバを使用すると、Oracle SQL のデータにアク

セスする 100% の Pure Java アプリケーションおよびアプレット

を作成できます。 JDBC Thin ドライバは、他の Java アプレット

と同様に Web ページから動的にダウンロードできるため、Web
ブラウザ・ベースのアプリケーションとアプレットに特に適し
ています。
14-44　Oracle9i データベース概要               



Java の概要
SQLJ （（（（ Java での埋込みでの埋込みでの埋込みでの埋込み SQL））））  オラクル社は IBM 社、Tandem 社、Sybase 社および Sun 社な
どの他のベンダーと共同で、Java プログラムに SQL 文を埋め込む標準的な方法である SQLJ
を開発しました。 この作業の結果が、JDBC より単純で生産性の高いプログラミング API に
関する新たな規格（ANSI x.3.135.10-1998）です。 ユーザーは、この上位レベルの API に対し
てアプリケーションを記述し、プリプロセッサを使用して、JDBC コールを使用する標準的
な Java ソースにプログラムを変換します。 このプログラムでは、実行時に標準的な JDBC ド
ライバを使用して複数ベンダー・データベースと通信できます。 

SQLJ は、Java からデータベースにアクセスするクライアント側と中間層のアプリケーショ
ンを開発する、単純でしかも強力な手段を提供します。 SQLJ は、Oracle 環境でストアド・
プロシージャ、トリガー、メソッド内で使用できます。 また、SQLJ プログラムを JDBC と併
用できます。

SQLJ Translator は、Java ソース・コード内の埋込み SQL を JDBC ベースの Pure Java コー
ドに変換する Java プログラムです。 Oracle は完全な Java 環境を提供するため、サーバー上
で実行するためにクライアント上で SQLJ プログラムをコンパイルするのみでなく、サー
バー上で直接コンパイルできます。 Oracle はインターネット標準に準拠しているため、ニー
ズに合った開発スタイルを選択できます。

JDBC Oracle Call Interface ド

ライバ

JDBC Oracle Call Interface（OCI）ドライバは、クライアントま

たは中間層にある Oracle 固有のネイティブ・コード（つまり非

Java）ライブラリにアクセスし、JDBC Thin ドライバに比べて豊

富な機能セットとパフォーマンス向上をもたらしますが、サイ
ズが極端に大きくなることと、クライアント側でのインストー
ルというコストの問題があります。

サーバー側 JDBC 内部ドライ

バ

Oracle は、Java コードがサーバー上で実行される場合に、サー

バー側内部ドライバを使用します。 これにより、サーバーの

JVM 内で実行中の Java アプリケーションは、JDBC を使用して

ローカルに定義されたデータ（つまり、同じマシンの同じプロ
セスにあるデータ）にアクセスできます。 また、基礎となる

Oracle RDBMS ライブラリを直接使用できるため、さらにパ

フォーマンスが向上し、Java コードと SQL データの間にネット

ワーク接続が介入することによるオーバーヘッドは発生しませ
ん。 Oracle8i では、サーバー上で同じ Java-SQL インタフェース

をサポートすることで、配置時にコードの再処理を必要としま
せん。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle9i SQLJ 開発者ガイドおよびリファレンス』

ドライバドライバドライバドライバ 説明説明説明説明
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スキーマ・オブジェクト間の
15

スキーマ・オブジェクト間の依存性スキーマ・オブジェクト間の依存性スキーマ・オブジェクト間の依存性スキーマ・オブジェクト間の依存性

ビューやプロシージャなどのオブジェクトの定義では、他のオブジェクト（表など）が参照
されます。したがって、定義するオブジェクトは、その定義で参照する他のオブジェクトに
依存しています。この章では、スキーマ・オブジェクトの相互間の依存性と、Oracle がその
ような依存性を自動的に追跡し管理する方法について説明します。この章の内容は、次のと
おりです。

� 依存性の問題の概要

� スキーマ・オブジェクトの依存性の解決

� オブジェクト名の解決

� 共有 SQL の依存性管理

� ローカルおよびリモートの依存性の管理
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依存性の問題の概要
依存性の問題の概要依存性の問題の概要依存性の問題の概要依存性の問題の概要
スキーマ・オブジェクトのタイプによっては、定義の一部として他のオブジェクトを参照で
きるものがあります。たとえば、ビューは表や他のビューを参照する問合せによって定義さ
れます。また、プロシージャ本体には、データベースの他のオブジェクトを参照する SQL
文を組み込めます。定義の一部として他のオブジェクトを参照するオブジェクトを依存オブ
ジェクトと呼び、参照されるオブジェクトを参照参照参照参照オブジェクトと呼びます。図 15-1 に、各種
の依存オブジェクトと参照オブジェクトを示します。 

図図図図 15-1 様々な依存スキーマ・オブジェクトと参照スキーマ・オブジェクト様々な依存スキーマ・オブジェクトと参照スキーマ・オブジェクト様々な依存スキーマ・オブジェクトと参照スキーマ・オブジェクト様々な依存スキーマ・オブジェクトと参照スキーマ・オブジェクト

参照オブジェクトの定義を変更した場合、その変更の内容によって、依存オブジェクトがエ
ラーなしで機能し続ける場合と、そうでない場合があります。たとえば、表を削除した場
合、その表に基づくビューは使用できなくなります。 

Oracle ではオブジェクト間の依存性が自動的に記録されるため、データベース管理者とユー
ザーは依存性管理の複雑な作業から解放されます。 たとえば、複数のストアド・プロシー
ジャが依存している表を変更すると、依存プロシージャは、次に参照された（再度実行また
はコンパイルされた）時点で自動的に再コンパイルされます。 

スキーマ・オブジェクト間の依存性を管理するために、データベース内のすべてのスキー
マ・オブジェクトはステータスを持ちます。

� 有効なスキーマ・オブジェクトはコンパイルされており、参照するとただちに使用でき
ます。

依存オブジェクト

表�

ビュー�

プロシージャ�

ファンクション�

パッケージ仕様部�

パッケージ本体�

データベース・トリガー�
�

ユーザー定義オブジェクトと�
ユーザー定義コレクション型�

参照オブジェクト

表�

ビュー�

順序�

シノニム�

プロシージャ�

ファンクション�

パッケージ仕様部�
�

ユーザー定義オブジェクトと�
ユーザー定義コレクション型�
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依存性の問題の概要
� 無効なスキーマ・オブジェクトを使用するには、その前にコンパイルする必要がありま
す。 

� プロシージャ、ファンクションおよびパッケージの場合は、スキーマ・オブジェク
トをコンパイルする必要があることを意味します。 

� また、ビューの場合は、データ・ディクショナリ内の現行の定義を使用して、
ビューを再解析する必要があることを意味します。 

無効になる可能性があるのは、依存しているオブジェクトのみです。表、順序およびシ
ノニムは、常に有効です。 

ビュー、プロシージャ、ファンクションまたはパッケージが無効である場合、Oracle が
そのオブジェクトをコンパイルしようとしても、そのオブジェクトに関連したエラーが
発生します。たとえば、ビューのコンパイル時に、実表の 1 つが存在しなかったり、実
表の正当な権限がなかったりする場合があります。パッケージのコンパイル時には、
PL/SQL または SQL の構文エラーが発生したり、参照されているオブジェクトについ
ての適切な権限が存在しない場合があります。このような問題があるスキーマ・オブ
ジェクトは無効のままです。

Oracle はデータベースの変更を自動的に追跡し、関係するオブジェクトのステータスをデー
タ・ディクショナリに記録します。 

ステータスの記録は再帰的な処理です。参照オブジェクトの状態が変更されると、直接的に
依存するオブジェクトのステータスが変更されるだけでなく、間接的に依存するオブジェク
トのステータスも変更されます。 

たとえば、ビューを直接参照するストアド・プロシージャを考えます。ストアド・プロシー
ジャは、このビューの実表を間接的に参照します。このため、実表を変更するとビューは無
効になり、さらにストアド・プロシージャも無効になります。図 15-2 に、間接的な依存性を
示します。
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依存性の問題の概要
図図図図 15-2 間接的な依存性間接的な依存性間接的な依存性間接的な依存性

表employees

表departments

ビューemployees_
departments

ファンクション�
add_employees

依存オブジェクト�

add_employeesが参照�
（依存オブジェクト）�

employees_departmentsが参照�

ALTER TABLE employees . . . ;

無効�

無効�
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スキーマ・オブジェクトの依存性の解決
スキーマ・オブジェクトの依存性の解決スキーマ・オブジェクトの依存性の解決スキーマ・オブジェクトの依存性の解決スキーマ・オブジェクトの依存性の解決
スキーマ・オブジェクトが SQL 文によって直接的に、または依存オブジェクトの参照を介
して間接的に参照されるときに、Oracle は SQL 文に明示的に指定されているオブジェクト
と参照オブジェクトのステータスを、必要に応じてチェックします。Oracle の処理は、SQL
文で直接および間接的に参照されるオブジェクトのステータスに応じて異なります。 

� 参照オブジェクトがすべて有効であれば、追加処理なしで SQL 文がただちに実行されま
す。 

� 参照先のビューやプロシージャ（ファンクションやパッケージを含む）が無効な状態に
なっていると、Oracle はその参照オブジェクトを自動的にコンパイルしようとします。 

– 無効な参照オブジェクトは、そのすべてを正常にコンパイルできる場合には問題な
くコンパイルされ、SQL 文は正常に実行されます。 

– 無効なオブジェクトは、正常にコンパイルできなければ無効のままになります。
Oracle はエラーを戻し、その SQL 文を含むトランザクションをロールバックしま
す。 

ビューとビューとビューとビューと PL/SQL プログラム・ユニットのコンパイルプログラム・ユニットのコンパイルプログラム・ユニットのコンパイルプログラム・ユニットのコンパイル
次の条件が満たされている場合は、ビューまたは PL/SQL プログラム・ユニットをコンパイ
ルして、その状態を有効にすることができます。 

� ビューまたはプログラム・ユニットの定義が正しいこと。すべての SQL 文と PL/SQL 文
が適切な構成メンバーである必要があります。 

� 参照オブジェクトが存在し、適切な構成であること。たとえば、ビューを定義する問合
せに列が含まれる場合、その列が実表に存在している必要があります。 

� ビューまたはプログラム・ユニットの所有者に、参照オブジェクトに対する必要な権限
が付与されていること。たとえば、プロシージャ内の SQL 文によって表に行が挿入さ
れる場合、プロシージャの所有者にはその参照表に対する INSERT権限が必要です。 

注意注意注意注意 : Oracle は、無効であると検出された後に置き換えられていないオ
ブジェクトのみを動的に再コンパイルします。これにより、不要な再コン
パイルが省略されます。 
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スキーマ・オブジェクトの依存性の解決
ビューと実表ビューと実表ビューと実表ビューと実表
ビューは、そのビューの定義問合せで参照されている実表またはビューに依存しています。 
たとえば、SELECT * FROM tableのように、ビューの定義問合せで参照される列が明示的
に定義されていなければ、定義問合せはデータ・ディクショナリへの格納時に展開され、参
照先の実表内の現行の列がすべて含まれるようになります。 

ビューの実表またはビューを変更、改名または削除すると、そのビューは無効になります
が、その定義は無効なビューを参照する権限、シノニム、他のオブジェクトおよび他の
ビューとともに、データ・ディクショナリ内に残ります。 

無効なビューを使用すると、そのビューは動的に再コンパイルされます。再コンパイルされ
たビューは、次に示す条件に応じて有効または無効になります。 

� ビューの定義問合せが参照しているすべての実表が存在している必要があります。
ビューの実表を改名または削除すると、そのビューは無効になり、使用できなくなりま
す。無効なビューを参照すると、その参照文は失敗します。ビューをコンパイルできる
のは、実表を元の名前に改名した場合、または実表を再作成した場合のみです。 

� 実表を変更したり、同じ列を含む実表を再作成した場合に、その実表の 1 つ以上の列の
データ型が変更されていても、依存ビューは正常に再コンパイルできます。 

� ビューの実表が、少なくとも同じ列集合を含むように変更または再作成された場合、そ
のビューは有効にすることができます。実表が新しい列を含むように再作成され、その
結果の表中にもはや存在しない列をビューが参照していると、そのビューは有効になり
ません。 後者のケースは、SELECT * FROM tableの問合せで定義されたビューに特に当
てはまります。このような定義問合せはビューの作成時にデータ・ディクショナリ内で
展開され、そのまま永続的に格納されるためです。 

プログラム・ユニットと参照オブジェクトプログラム・ユニットと参照オブジェクトプログラム・ユニットと参照オブジェクトプログラム・ユニットと参照オブジェクト
参照オブジェクトの定義を変更すると、プログラム・ユニットは自動的に無効になります。
たとえば、スタンドアロン・プロシージャに表、ビュー、別のスタンドアロン・プロシー
ジャおよびパブリック・パッケージ・プロシージャを参照する複数の文が含まれているとし
ます。このような場合は、次のような条件が成立します。

� 参照表を変更すると、依存プロシージャは無効になります。 

� 参照ビューの実表を変更すると、ビューと依存プロシージャが無効になります。 

� 参照スタンドアロン・プロシージャを置き換えると、依存プロシージャが無効になりま
す。 

注意注意注意注意 : 表、索引およびビューを作成した後に索引を削除すると、その表
に依存するビュー、パッケージ、パッケージ本体、ファンクションおよび
プロシージャなどのオブジェクトはすべて無効になります。 
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� 参照パッケージの本体を置き換えても、依存プロシージャには影響しません。ただし、
参照パッケージの仕様部仕様部仕様部仕様部を置き換えると、依存プロシージャは無効になります。これ
が、パッケージを使用することによってプロシージャおよび参照オブジェクトの間の依
存性を 小にするメカニズムです。

� 表、索引およびビューを作成した後に索引を削除すると、その表に依存するビュー、
パッケージ、パッケージ本体、ファンクションおよびプロシージャなどのオブジェクト
はすべて無効になります。

データ・ウェアハウスの考慮事項データ・ウェアハウスの考慮事項データ・ウェアハウスの考慮事項データ・ウェアハウスの考慮事項
一部のデータ・ウェアハウスでは、ロード時間を速めるために夜間に索引を削除します。た
だし、索引が削除された表に依存するすべてのビューは無効になります。このことは、その
後実行されるパッケージがこれら削除されたビューを参照すると、そのパッケージが無効に
なることを意味します。

表、索引およびビューを作成した後に索引を削除すると、その表に依存するビュー、パッ
ケージ、パッケージ本体、ファンクションおよびプロシージャなどのオブジェクトはすべて
無効になることに注意してください。このことにより、更新可能な結合ビューが保護されま
す。

ビューを再び有効にするには、次の文を使用します。

SELECT * FROM vtest;

または

ALTER VIEW vtest compile

セッションの状態と参照パッケージセッションの状態と参照パッケージセッションの状態と参照パッケージセッションの状態と参照パッケージ
パッケージ構成を参照するセッションごとに、各パッケージの独自のインスタンスが存在し
ます。このインスタンスには、パブリック変数とプライベート変数、カーソルおよび定数の
永続的な状態が含まれます。その後、セッションのインスタンス化されたパッケージのいず
れかが無効にされて再コンパイルされると、セッションのパッケージのすべてのインスタン
シエーションが、状態も含めて失われる可能性があります。 

セキュリティ認可セキュリティ認可セキュリティ認可セキュリティ認可
ユーザーや PUBLICに対して DML オブジェクト権限やシステム権限の付与または取消しが
実行された場合、Oracle はその所有者のすべての依存オブジェクトを自動的に無効にしま
す。Oracle は依存オブジェクトを無効にして、その依存オブジェクトの所有者が参照オブ
ジェクトに対する必要な権限を引き続き持っていることを検証します。Oracle は内部的に、
そのようなオブジェクトを再コンパイルする必要はないことを確認します。つまり、オブ
ジェクト構造を検証するのではなく、セキュリティ認可のみを検証します。このように 適
化すると、不要な再コンパイルが省略され、依存オブジェクトのタイム・スタンプを変更す
る必要もありません。 
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スキーマ・オブジェクトの依存性の解決
ファンクション・ベース索引の依存性ファンクション・ベース索引の依存性ファンクション・ベース索引の依存性ファンクション・ベース索引の依存性
ファンクション・ベース索引は、その索引を定義している式に使用されたファンクションに
依存しています。PL/SQL ファンクションまたはパッケージ・ファンクションに変更がある
と、索引は使用禁止になります。 

ここでは、ファンクション・ベース索引の要件と、削除される時期や使用権限が取り消され
る時期など、なんらかの方法でファンクションが変更された場合の操作について説明しま
す。 

要件要件要件要件
ファンクション・ベース索引を作成する手順は次のとおりです。

� 次の初期化パラメータを定義する必要があります。

– QUERY_REWRITE_INTEGRITYを TRUSTEDに設定します。

– QUERY_REWRITE_ENABLEDを TRUEに設定します。

– COMPATIBLEを 8.1.0.0.0 以上の値に設定します。

� ユーザーには、CREATE INDEXと QUERY REWRITE、または CREATE ANY INDEXと
GLOBAL QUERY REWRITEを付与する必要があります。

ファンクション・ベース索引を使用する手順は次のとおりです。

� 表は、索引の作成後に分析する必要があります。

� NULL値は索引に格納されないため、問合せには索引付きの式からの NULL値を必要とし
ないことを保証する必要があります。

この後の各項では、追加の要件について説明します。

DETERMINISTIC 関数関数関数関数
ファンクション・ベース索引に使用するユーザー記述の関数は、現在も将来も入力引数値の
集合に対して常に同じ出力戻り値を戻すことを示すために、DETERMINISTICキーワードで
宣言する必要があります。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :  無効なビューとプログラム・ユニットを強制的に再コンパイ
ルする方法の詳細は、『Oracle9i アプリケーション開発者ガイド - 基礎編』
を参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 10-31 ページ「ファンクション・ベース索引」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle9i データベース・パフォーマンス・チューニング・ガ
イドおよびリファレンス』
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スキーマ・オブジェクトの依存性の解決
定義する関数に対する権限定義する関数に対する権限定義する関数に対する権限定義する関数に対する権限
索引所有者は、ファンクション・ベース索引の定義に使用する関数に対して EXECUTE権限
を持つ必要があります。 EXECUTE権限が取り消されると、ファンクション・ベース索引に
DISABLEDマークが設定されます。 索引所有者は、この関数に対する EXECUTE WITH GRANT 
OPTION権限がなくても、基礎となる表の SELECT権限を付与できます。 

ファンクション・ベース索引の依存性の解決ファンクション・ベース索引の依存性の解決ファンクション・ベース索引の依存性の解決ファンクション・ベース索引の依存性の解決
ファンクション・ベース索引は、それを使用するファンクションに依存します。ファンク
ション、またはそのファンクションを含むパッケージの仕様部が再定義されると（または、
索引所有者の EXECUTE権限が取り消されると）、次の条件が成立します。

� その索引に DISABLEDマークが設定されます。 

� DISABLED索引の問合せは、オプティマイザが索引を使用するために選択すると、失敗
します。 

� DISABLED索引の DML 操作は、索引にさらに UNUSABLEマークが設定され、初期化パ
ラメータ SKIP_UNUSABLE_INDEXESが TRUEに設定されていない場合は、失敗しま
す。 

ファンクションの変更後に索引を再度使用可能にするには、ALTER INDEX ... ENABLE文を
使用します。 
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オブジェクト名の解決
オブジェクト名の解決オブジェクト名の解決オブジェクト名の解決オブジェクト名の解決
SQL 文で参照するオブジェクト名は、複数の要素をピリオドで区切って指定できます。 
Oracle では、次の方法でオブジェクト名が解決されます。 

1. Oracle は、SQL 文で参照されている名前の 初の要素を修飾しようとします。 たとえ
ば、hr.employeesでは、hrが 初の要素です。 要素が 1 つしかない場合は、その要素
が 初の要素とみなされます。 

a. 現行のスキーマ内で、オブジェクト名の 初の要素と一致する名前を持つオブジェ
クトが検索されます。 一致するオブジェクトが見つからない場合は、手順 b に進み
ます。

b. 名前の 初の要素と一致するパブリック・シノニムが検索されます。 一致するパブ
リック・シノニムが見つからない場合は、手順 c に進みます。

c. オブジェクト名の 初の要素と一致する名前を持つスキーマが検索されます。 一致
するスキーマが見つかると、手順 b に戻り、今度は名前の 2 番目要素がオブジェク
トとして使用され、修飾されたスキーマ内で検索されます。2 番目要素が以前に修
飾されたスキーマ内のオブジェクトに対応していない場合、または 2 番目要素が存
在しない場合は、エラーが戻されます。 

手順 c でスキーマが見つからない場合、オブジェクトは修飾できず、エラーが戻されま
す。 

2. スキーマ・オブジェクトは修飾されています。 名前の残りの要素は、見つかったオブ
ジェクトの有効な部分と一致する必要があります。 たとえば、
hr.employees.department_idが名前の場合、hrはスキーマ、employeesは表とし
てそれぞれ修飾され、department_idは 1 列に対応する必要があります

（employeesが表であるため）。 employeesがパッケージとして修飾されている場合、
department_idはそのパッケージのパブリック定数、変数、プロシージャまたはファ
ンクションに対応する必要があります。 

Oracle による参照の解決では、オブジェクトが、他のオブジェクトが存在しない存在しない存在しない存在しないという事実
に依存する場合があります。このような状況は、依存オブジェクトが使用している参照が、
別のオブジェクトが存在する場合に異なって解釈される可能性がある場合に発生します。 

共有共有共有共有 SQL の依存性管理の依存性管理の依存性管理の依存性管理
スキーマ・オブジェクト相互間の依存性管理に加えて、Oracle は共有プール内の各共有 SQL
領域の依存性も管理します。表またはビュー、シノニム、順序を生成、変更または削除した
り、プロシージャまたはパッケージ仕様部を再コンパイルすると、それらに依存する共有
SQL 領域もすべて無効になります。共有 SQL 領域が無効になった後で、その領域に対応す
るカーソルを実行すると、Oracle によって SQL 文が再解析され、共有 SQL 領域が再生成さ
れます。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle9i データベース管理者ガイド』
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ローカルおよびリモートの依存性の管理
ローカルおよびリモートの依存性の管理ローカルおよびリモートの依存性の管理ローカルおよびリモートの依存性の管理ローカルおよびリモートの依存性の管理
依存性の追跡や必要な再コンパイルは、Oracle によって自動的に実行されます。 ローカル依ローカル依ローカル依ローカル依
存性の管理存性の管理存性の管理存性の管理が発生するのは、Oracle が単一データベース内のオブジェクト間の依存性を管理
する場合です。たとえば、プロシージャ内の文が、同じデータベース内の表を参照する場合
があります。 

リモート依存性の管理リモート依存性の管理リモート依存性の管理リモート依存性の管理が発生するのは、Oracle がネットワークを介した分散環境で依存性を
管理する場合です。たとえば、Oracle Forms トリガーは、データベース内のスキーマ・オブ
ジェクトに依存する場合があります。また、分散データベースにおいて、ローカル・ビュー
の定義問合せがリモート表を参照する場合があります。 

ローカル依存性の管理ローカル依存性の管理ローカル依存性の管理ローカル依存性の管理
Oracle は、データベース内部の依存性表を使用してローカル依存性を管理します。この表
は、スキーマ・オブジェクトごとに依存オブジェクトを追跡し、記録するものです。参照オ
ブジェクトが修正されると、この依存性表を使用して依存オブジェクトが識別され、それら
の依存オブジェクトが無効にされます。 

たとえば、ストアド・プロシージャ UPDATE_SALが表 JWARD.employeesを参照している
場合を考えます。この表の定義になんらかの変更があると、ストアド・プロシージャ
UPDATE_SALを含めて、 JWARD.employeesを参照するすべてのオブジェクトのステータス
が無効に変更されます。 そのため、このプロシージャは、再コンパイルされて有効にされる
まで実行できません。同様に、ユーザーの DML 権限を取り消すと、そのユーザーのスキー
マ内の依存オブジェクトはすべて無効になります。ただし、認可が取り消されたために無効
になったオブジェクトは、再認可によって有効にできます。その場合は、完全に再コンパイ
ルする必要はありません。 
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ローカルおよびリモートの依存性の管理
リモート依存性の管理リモート依存性の管理リモート依存性の管理リモート依存性の管理
Oracle は、アプリケーションからデータベースへの依存性と分散データベースの依存性も管
理します。たとえば、Oracle Forms アプリケーションには表を参照するトリガーが含まれて
いたり、ローカルなストアド・プロシージャから分散データベース・システム内のリモー
ト・プロシージャがコールされることがあります。データベース・システムでは、このよう
なオブジェクト間の依存性を管理する必要があります。関係するオブジェクトの種類によっ
ては、リモート依存性を管理するために別のメカニズムが使用されます。 

ローカルおよびリモートのデータベース・プロシージャ間の依存性ローカルおよびリモートのデータベース・プロシージャ間の依存性ローカルおよびリモートのデータベース・プロシージャ間の依存性ローカルおよびリモートのデータベース・プロシージャ間の依存性
ファンクション、パッケージおよびトリガーなど、ストアド・プロシージャの相互間の依存
性は、分散データベース・システムにおいてはタイム・スタンプのチェックタイム・スタンプのチェックタイム・スタンプのチェックタイム・スタンプのチェックまたはシグネシグネシグネシグネ
チャのチェックチャのチェックチャのチェックチャのチェックを使用して管理されます。 

動的初期化パラメータ REMOTE_DEPENDENCIES_MODEは、タイム・スタンプとシグネチャ
のどちらでリモート依存性を管理するかを決定します。 

タイム・スタンプのチェックタイム・スタンプのチェックタイム・スタンプのチェックタイム・スタンプのチェック  タイム・スタンプのチェックの依存性モデルでは、プロシー
ジャがコンパイルまたは再コンパイルされるたびに、そのタイム・スタンプタイム・スタンプタイム・スタンプタイム・スタンプ（作成、変更ま
たは置換された時刻）がデータ・ディクショナリに記録されます。タイム・スタンプは、プ
ロシージャが作成、変更または置換された時刻の記録です。さらに、コンパイル済みプロ
シージャには、それが参照するリモート・プロシージャごとに、スキーマ、パッケージ名、
プロシージャ名、タイム・スタンプなどの情報も含まれています。 

依存プロシージャが使用されると、Oracle は、コンパイル時に記録されたリモート・タイ
ム・スタンプと、リモートで参照されたプロシージャのカレント・タイム・スタンプを比較
します。比較結果に応じて、次の 2 つの処理が発生します。 

� タイム・スタンプが一致すると、ローカル・プロシージャとリモート・プロシージャは
コンパイルされずに実行されます。 

� リモートで参照されたプロシージャのいずれかのタイム・スタンプの比較結果が一致し
ない場合、ローカル・プロシージャは無効となり、コール元の環境にエラーが戻されま
す。さらに、新しいタイム・スタンプを持つそのリモート・プロシージャに依存する他
のすべてのローカル・プロシージャも無効になります。たとえば、いくつかのローカ
ル・プロシージャがリモート・プロシージャをコールしており、そのリモート・プロ
シージャが再コンパイルされたとします。 ローカル・プロシージャの 1 つが実行され、
リモート・プロシージャのタイム・スタンプと一致しないことがわかると、そのリモー
ト・プロシージャに依存するローカル・プロシージャはすべて無効になります。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : タイム・スタンプまたはシグネチャによるリモート依存性管
理の詳細は、『Oracle9i アプリケーション開発者ガイド - 基礎編』を参照し
てください。
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ローカル・プロシージャ本体の文によりリモート・プロシージャが実行されると、実際のタ
イム・スタンプが比較されます。分散データベースの通信リンクを使用してタイム・スタン
プが比較されるのは、このときのみです。 したがって、ローカル・プロシージャの文のうち
無効なプロシージャ・コールより前にあるすべての文は、正常に実行される可能性がありま
す。 無効なプロシージャ・コールより後の文はまったく実行されません。コンパイルが必要
です。 ただし、無効なプロシージャ・コールより前に実行された DML 文があると、すべて
ロールバックされます。 

シグネチャのチェックシグネチャのチェックシグネチャのチェックシグネチャのチェック  Oracle には、シグネチャシグネチャシグネチャシグネチャを使用するリモート依存性の機能もありま
す。このシグネチャ機能の影響を受けるのは、リモート依存性のみです。ローカル依存性
は、その環境でいつでも再コンパイルできるため影響を受けません。 

プロシージャのシグネチャには、次の項目に関する情報が含まれます。

� パッケージ、プロシージャまたはファンクションの名前

� パラメータのベース型

� パラメータのモード（IN、OUTおよび IN OUT）

シグネチャ依存性モデルが有効である場合に、依存単位に親単位のプロシージャへのコール
が含まれており、かつ、そのプロシージャのシグネチャが互換性のない方法で変更されてい
ると、リモート・プログラム・ユニットへの依存性により、その依存単位が無効になりま
す。プログラム・ユニットは、パッケージ、ストアド・プロシージャ、ストアド・ファンク
ションまたはトリガーのいずれかです。

その他のリモート・スキーマ・オブジェクトの間の依存性その他のリモート・スキーマ・オブジェクトの間の依存性その他のリモート・スキーマ・オブジェクトの間の依存性その他のリモート・スキーマ・オブジェクトの間の依存性
Oracle では、ローカル・プロシージャとリモート・プロシージャの間の依存性を除いては、
リモート・スキーマ・オブジェクト間の依存性は管理されません。 

たとえば、リモート表を参照する問合せによって、ローカル・ビューを作成して定義すると
します。また、ローカル・プロシージャに、同じリモート表を参照する SQL 文が含まれて
いるとします。その後、表の定義が変更されたとします。 

表の変更後にビューとプロシージャが使用され、そのビューとプロシージャがエラーとなっ
た場合でも、ローカル・ビューとプロシージャは無効になりません。この場合、ビューとプ
ロシージャを、エラーが戻されないように手動で変更する必要があります。このような場合
は、依存オブジェクトを不必要に再コンパイルするより、依存性を管理しないことをお薦め
します。 

注意注意注意注意 : 重要なのはパラメータの型とモードのみです。パラメータの名前
はシグネチャには影響しません。
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アプリケーションの依存性アプリケーションの依存性アプリケーションの依存性アプリケーションの依存性
データベース・アプリケーションのコードでは、接続されているデータベース内のオブジェ
クトを参照できます。 たとえば、OCI、プリコンパイラおよび SQL*Module アプリケーショ
ンは、無名 PL/SQL ブロックを発行できます。Oracle Forms アプリケーション内のトリ
ガーは、スキーマ・オブジェクトを参照できます。 

このようなアプリケーションは、参照するスキーマ・オブジェクトに依存しています。依存
性管理の方法は、開発環境によって異なります。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : データベース・アプリケーション内でリモート依存性を管理
する方法の詳細は、アプリケーション開発ツール固有およびオペレーティ
ング・システム固有のマニュアルを参照してください。
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トランザクションの管理トランザクションの管理トランザクションの管理トランザクションの管理

この章では、トランザクションを定義し、トランザクションを使用して作業を管理する方法
について説明します。この章の内容は、次のとおりです。

� トランザクションの概要

� トランザクション管理の概要

� ディスクリート・トランザクションの管理

� 自律型トランザクション
の管理 16-1



トランザクションの概要
トランザクションの概要トランザクションの概要トランザクションの概要トランザクションの概要
トランザクショントランザクショントランザクショントランザクションは、1 つ以上の SQL 文を含む論理作業単位です。トランザクションはアト
ミック（基本）な単位です。つまり、トランザクション内のすべての SQL 文は、すべてココココ
ミットミットミットミット（データベースに適用）されるか、すべてロールバックロールバックロールバックロールバック（データベースから取消し）
されるかのどちらかになります。 

トランザクションは、 初の実行可能な SQL 文から開始します。トランザクションは、
COMMIT文または ROLLBACK文を使用して明示的に、または DDL 文を発行して暗黙的にコ
ミットまたはロールバックされた時点で終了します。 

トランザクションの概念を具体的に説明するため、銀行業務データベースについて考えてみ
ます。銀行の顧客が普通預金口座から当座預金口座へ預金を振り替える場合、トランザク
ションは次の 3 つの別々の操作で構成されます。 

� 普通預金口座の減額

� 当座預金口座の増額

� トランザクション・ジャーナルへのトランザクションの記録

Oracle では、2 つの状況が考慮されます。3 つの SQL 文がすべて実行されて、口座の差引残
高の帳尻が合えば、トランザクションの結果をデータベースに適用できます。ただし、預金
額の不足、口座番号が無効、またはハードウェア障害などの問題が原因で、トランザクショ
ン内の 1 つまたは 2 つの文が完了しない場合は、すべての口座の差引残高が正しく維持され
るようにトランザクション全体をロールバックする必要があります。 

図 16-1 に銀行のトランザクションの例を示します。 
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トランザクションの概要
図図図図 16-1 銀行のトランザクション銀行のトランザクション銀行のトランザクション銀行のトランザクション

トランザクション開始�

トランザクション終了�

UPDATE savings_accounts
     SET balance = balance - 500
     WHERE account = 3209;

UPDATE checking_accounts
     SET balance = balance + 500
     WHERE account = 3208;

INSERT INTO journal VALUES
     (journal_seq.NEXTVAL, '1B'
     3209, 3208, 500);

COMMIT WORK;

普通預金口座の減額�

当座預金口座の増額�

トランザクション・ジャーナルへの記録�

トランザクションの終了�
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トランザクションの概要
文の実行とトランザクションの制御文の実行とトランザクションの制御文の実行とトランザクションの制御文の実行とトランザクションの制御
正常に実行される SQL 文とコミットされるトランザクションとは異なります。正常に実行
されるとは、単一の文が次の条件を満たしたことを意味します。 

� 解析されたこと。

� 有効な SQL 構文であることが確認されたこと。

� アトミックな単位としてエラーなしで実行されたこと。たとえば、複数行の更新ですべ
ての行が変更された場合などです。 

ただし、その文が含まれているトランザクションがコミットされるまでは、トランザクショ
ンをロールバックしてその文のすべての変更を取り消せます。 正常に実行される（成功する）
という表現は、トランザクションではなく、文に対して使用します。 

コミットコミットコミットコミットとは、ユーザーが明示的または暗黙的に、このトランザクションの変更内容を確定
するように要求することを意味します。明示的な要求とは、ユーザーが COMMIT文を発行す
ることを意味します。暗黙的な要求は、アプリケーションの正常終了を介して、またはデー
タ定義言語などを介して出すことができます。 トランザクションがコミットされて初めて、
トランザクションの SQL 文による変更内容が確定され、他のユーザーがこれらの変更を参
照できるようになります。このトランザクションよりも後に開始したトランザクションのみ
が、コミットされた変更を参照できます。 

トランザクションを開始する前に、SET TRANSACTION ... NAME文を使用して、トランザク
ションに名前を付けることができます。名前を付けることで、長時間実行のトランザクショ
ンの監視およびインダウト分散トランザクションの解決が容易になります。

文レベルのロールバック文レベルのロールバック文レベルのロールバック文レベルのロールバック
実行中に SQL 文のエラーが発生すると、その文のすべての効果はロールバックされます。 
ロールバックの効果は、その文がまったく実行されなかった場合と同じ状態にすることで
す。この操作が文レベルのロールバック文レベルのロールバック文レベルのロールバック文レベルのロールバックです。

SQL 文の実行中実行中実行中実行中にエラーが検出されると、文レベルのロールバックが発生します。この種の
エラーの一例として、主キーに重複値を挿入しようとした場合があります。1 つのデッドデッドデッドデッド
ロックロックロックロック（同じデータに関する競合）に単一 SQL 文が複数関係している場合も、文レベルの
ロールバックが発生します。 解析中解析中解析中解析中に構文エラーなどのエラーが検出された場合は、まだ
SQL 文は実行されていないため、文レベルのロールバックは発生しません。

SQL 文でエラーが発生した場合は、SQL での実行予定の作業のみが影響を受けます。現行
のトランザクションにおけるこれまでの作業に影響を及ぼすことはありません。文が DDL
文の場合、その文の直前に実行された暗黙的コミットは取り消されません。 

文レベルのロールバックを要求するには、ROLLBACK文を発行する方法もあります。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 16-10 ページ「トランザクションの命名」
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トランザクションの概要
再開可能領域割当て再開可能領域割当て再開可能領域割当て再開可能領域割当て
Oracle では、領域割当てエラーが発生した場合、大規模なデータベース操作の実行を一時停
止および再開することが可能です。このため、Oracle データベース・サーバーからユーザー
にエラーを戻すかわりに、管理者は対処措置を取ることができます。エラー条件が修正され
ると、一時停止中の操作が自動的に再開されます。この機能は、再開可能領域割当て再開可能領域割当て再開可能領域割当て再開可能領域割当てと呼ば
れ、影響を受けた文は再開可能文再開可能文再開可能文再開可能文と呼ばれます。

再開可能モードで文が実行されるのは、クライアントが ALTER SESSION文を使用して、明
示的にセッションの再開可能セマンティクスを使用可能にした場合のみです。

次のような場合、再開可能領域割当ては一時停止されます。

� 領域が足りない場合

� エクステントの 大値に達した場合

� 領域割当て制限を超えた場合

非再開可能領域割当ての場合、これらの条件ではエラーが発生し、文がロールバックされま
す。

文を一時停止すると、トランザクションが自動的に一時停止されます。このため、トランザ
クションのすべてのリソースが、一時停止文および再開文を介して保持されます。

エラー条件が（たとえば、ユーザーの介入、または他の問合せによりソート領域が解放され
た結果として）消滅すると、一時停止中の文が自動的に実行を再開します。

注意注意注意注意 : ユーザーは、ロールバック文の中で暗黙的セーブポイントを直接
参照できません。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 20-20 ページ「デッドロック」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 再開可能領域割当てを使用可能にする方法、修正可能な条件
および再開可能にすることが可能な文については、『Oracle9i データベー
ス管理者ガイド』を参照してください。
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トランザクション管理の概要
トランザクション管理の概要トランザクション管理の概要トランザクション管理の概要トランザクション管理の概要
Oracle でのトランザクションは、 初の実行可能 SQL 文が検出された時点で開始されます。
実行可能実行可能実行可能実行可能 SQL 文文文文は、DML 文や DDL 文など、インスタンスへのコールを生成する SQL 文で
す。 

トランザクションが開始されると、Oracle はそのトランザクションを使用可能な UNDO 表
領域またはロールバック・セグメントに割り当てて、新しいトランザクションのロールバッ
ク・エントリを記録します。

トランザクションは、次のいずれかの状況が発生すると終了します。 

� COMMIT文または ROLLBACK文が、SAVEPOINT句なしで発行される場合。 

� CREATE、DROP、RENAMEまたは ALTERなどの DDL 文が実行される場合。 カレント・ト
ランザクションに DML 文が含まれている場合、Oracle は 初にそのトランザクション
をコミットし、新しい単一文トランザクションとしてその DDL 文を実行し、コミット
します。 

� ユーザーが Oracle の接続を切断する場合。カレント・トランザクションはコミットされ
ます。

� ユーザー・プロセスが異常終了する場合。カレント・トランザクションはロールバック
されます。 

1 つのトランザクションが終了すると、次の実行可能 SQL 文によって次のトランザクション
が自動的に開始されます。 

トランザクションのコミットトランザクションのコミットトランザクションのコミットトランザクションのコミット
トランザクションをコミットコミットコミットコミットするとは、トランザクション内の SQL 文によって実行された
変更を確定する操作のことです。 

データを修正したトランザクションがコミットされる前に、次の処理が完了しています。 

� Oracle により、ロールバック・セグメント・データを格納する SGA 内のバッファに、
ロールバック・セグメント・レコードが生成されます。このロールバック情報には、ト
ランザクションの SQL 文によって変更された古いデータ値が入れられます。 

� Oracle により、SGA の REDO ログ・バッファに REDO ログ・エントリが生成されます。
REDO ログ・レコードには、データ・ブロックおよびロールバック・ブロックに対する
変更内容が含まれています。これらの変更は、トランザクションがコミットされる前に
ディスクに移動することがあります。 

� SGA のデータベース・バッファに変更が加えられます。これらの変更は、トランザク
ションがコミットされる前にディスクに移動することがあります。 

注意注意注意注意 : アプリケーションでは、プログラムを終了する前に、必ず明示的
にトランザクションをコミットまたはロールバックする必要があります。 
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トランザクション管理の概要
トランザクションをコミットすると、次の処理が実行されます。 

1. 対応付けられたロールバック・セグメントの内部トランザクション表にトランザクショ
ンがコミットされたことが記録され、トランザクションの対応する一意のシステム変更
番号（SCN）が割り当てられ、その表に記録されます。 

2. ログ・ライター・プロセス（LGWR）は、SGA の REDO ログ・バッファ内の REDO ロ
グ・エントリをオンライン REDO ログ・ファイルに書き込みます。LGWR は、トラン
ザクションの SCN もオンライン REDO ログ・ファイルに書き込みます。これが、トラ
ンザクションのコミットを構成するアトミック・イベントです。 

3. Oracle により、行と表に対して保持されているロックが解放されます。

4. Oracle により、トランザクションに完了のマークが付けられます。

注意注意注意注意 : コミットされたトランザクションのデータ変更は、SGA のデータ
ベース・バッファに格納されており、バックグラウンド・プロセスである
データベース・ライター（DBWn）によって必ずしも即座にデータ・ファ
イルに書き込まれるわけではありません。データベースにとって も効率
的な時点で書き込まれます。この書込みは、トランザクションがコミット
される前に実行されたり、トランザクションがコミットされた後しばらく
してから実行されます。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 20-4 ページ「ロックのメカニズムの概要」

� バックグラウンド・プロセスである LGWR および DBWn の詳細は、
8-6 ページの「Oracle プロセスの概要」を参照してください。
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トランザクション管理の概要
トランザクションのロールバックトランザクションのロールバックトランザクションのロールバックトランザクションのロールバック
ロールバックロールバックロールバックロールバックとは、コミットされていないトランザクション内の SQL 文によって実行され
たデータ変更を取り消すことを意味します。 Oracle は、UNDO 表領域またはロールバック・
セグメントを使用して古い値を格納します。 REDO ログには、変更の履歴が記録されます。

Oracle では、コミットされていないトランザクション全体をロールバックできます。また、
コミットされていないトランザクションの後半部分をセーブポイントと呼ばれるマーカーま
でロールバックすることもできます。

次のすべてのタイプのロールバックで、同じ手順が使用されます。

� 文レベルのロールバック（文またはデッドロックの実行エラーによる）

� セーブポイントへのロールバック

� ユーザー要求によるトランザクションのロールバック

� プロセスの異常終了によるトランザクションのロールバック

� インスタンスが異常終了したときの、すべての保留中のトランザクションのロールバッ
ク

� リカバリのときの、不完全なトランザクションのロールバック

セーブポイントを参照しないで、トランザクション全体トランザクション全体トランザクション全体トランザクション全体をロールバックした場合、次の処理
が実行されます。 

1. Oracle により、トランザクションのすべての SQL 文によるすべての変更が、対応する
UNDO 表領域またはロールバック・セグメントを使用して取り消されます。 

2. Oracle により、そのトランザクションのすべてのデータ・ロックが解放されます。

3. トランザクションが終了します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 16-9 ページ「トランザクションのセーブポイント」

� 20-4 ページ「ロックのメカニズムの概要」

� リカバリ中にコミット済みかどうかを問わず変更に対して実行される
処理の詳細は、『Oracle9i Recovery Manager ユーザーズ・ガイド』を
参照してください。
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トランザクション管理の概要
トランザクションのセーブポイントトランザクションのセーブポイントトランザクションのセーブポイントトランザクションのセーブポイント
トランザクションのコンテキスト内で、セーブポイントセーブポイントセーブポイントセーブポイントと呼ばれる中間マーカーを宣言でき
ます。セーブポイントは、ロング・トランザクションをいくつかの小さい部分に分割しま
す。 

セーブポイントを使用すると、ロング・トランザクション内の任意のポイントで作業に任意
にマークを設定できます。これにより、そのトランザクション内の宣言されたセーブポイン
トからトランザクション内の現時点までの間に実行された作業を、後でロールバックできる
ようになります。たとえば、大規模で複雑な一連の更新のどこにでもセーブポイントを設定
できるため、エラーが発生してもすべての文を再発行する必要はありません。 

セーブポイントは、アプリケーション・プログラム内でも使用できます。プロシージャにい
くつかのファンクションが含まれている場合は、それぞれのファンクションの開始前にセー
ブポイントを作成できます。 そうすると、あるファンクションが失敗しても、そのファンク
ション開始前の状態にデータを復帰し、パラメータを修正してから再実行したり、リカバリ
作業を実行するのが容易になります。 

セーブポイントまでロールバックすると、Oracle はロールバック文が取得したデータ・ロッ
クを解放します。以前にロックされていたリソースを待機していた他のトランザクション
は、続行できます。以前にロックされていた行を更新しようとする他のトランザクション
は、それらの行を更新できます。 

トランザクションをセーブポイントまでロールバックした場合、次の処理が実行されます。 

1. Oracle により、セーブポイントの後に実行された文のみがロールバックされます。 

2. 指定されたセーブポイントは保持されますが、そのセーブポイントより後に設定された
セーブポイントはすべて失われます。 

3. Oracle により、そのセーブポイントの後に取得された表と行のすべてのロックが解放さ
れますが、そのセーブポイントより前に取得されたすべてのデータ・ロックは保持され
ます。

トランザクションはアクティブであり、継続できます。

注意注意注意注意 : セッションが待機中の場合は、トランザクションをセーブポイン
トまでロールバックした場合でも行のロックは解放されません。トランザ
クションがロックを取得できないときには、異常終了を生じさせないため
に、次を使用します。

FOR UPDATE ... NOWAIT

UPDATEまたは DELETE文を発行する前に行います。
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トランザクション管理の概要
トランザクションの命名トランザクションの命名トランザクションの命名トランザクションの命名
トランザクションの名前には、簡単で覚えやすいテキスト文字列を使用することができま
す。この名前は、トランザクションの目的を連想できるように命名します。分散トランザク
ションのコミット・コメントをトランザクションの名前に置換することには、次の利点があ
ります。

� 名前を付けることで、長時間実行のトランザクションの監視およびインダウト分散トラ
ンザクションの解決が容易になります。

� アプリケーションのトランザクション ID とともにトランザクション名を表示できます。 
たとえば、システムの活動状況を監視する場合、データベース管理者は Enterprise 
Manager 内のトランザクション名を表示できます。

� 互換性が Oracle9i 以上に設定されている場合、トランザクション名は、トランザクショ
ン監査 REDO レコードに書き込まれます。

� LogMiner は、トランザクション名を使用して、REDO ログ内のトランザクション監査
レコードから特定のトランザクションを検索できます。

� トランザクション名を使用して、V$TRANSACTIONなどのデータ・ディクショナリ表内
の特定のトランザクションを検索できます。

トランザクションの命名方法トランザクションの命名方法トランザクションの命名方法トランザクションの命名方法
トランザクションを開始する前に、SET TRANSACTION ... NAME文を使用して、トランザク
ションに名前を付けます。 

トランザクションに名前を付けるときは、ID と対応付けます。トランザクション名は一意
の必要がないので、所有者が複数のトランザクションに同じトランザクション名を付けるこ
とも可能です。トランザクションを識別できるように任意の名前を付けることができます。

コミット・コメントコミット・コメントコミット・コメントコミット・コメント
以前のリリースでは、コミット・コメントを使用してコメントをトランザクションに対応付
けることができました。ただし、コメントをトランザクションに対応付けられるのは、トラ
ンザクションがコミットされているときのみです。

下位互換性を維持するため、コミット・コメントは引き続きサポートされます。 ただし、ト
ランザクション名を使用することをお薦めします。コミット・コメントは名前付きトランザ
クションでは処理されません。

注意注意注意注意 : 将来のリリースでは、コミット・コメントは使用できなくなりま
す。
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トランザクション管理の概要
2 フェーズ・コミット・メカニズムフェーズ・コミット・メカニズムフェーズ・コミット・メカニズムフェーズ・コミット・メカニズム
分散データベースでは、ネットワーク全体でトランザクション制御を調整し、ネットワーク
障害やシステム障害が発生した場合にもデータ整合性が保たれるようにする必要がありま
す。

分散トランザクション分散トランザクション分散トランザクション分散トランザクションとは、分散データベースにおいて複数の異なるノード上でデータを更
新する、1 つ以上の文を含むトランザクションのことです。

2 フェーズ・コミット・メカニズムフェーズ・コミット・メカニズムフェーズ・コミット・メカニズムフェーズ・コミット・メカニズムは、分散トランザクションに関係するすべてのデータ
ベース・サーバーが、そのトランザクション内の文のすべてをコミットするか、またはすべ
てをロールバックするかのどちらか一方のみになるように保証するものです。また、2
フェーズ・コミット・メカニズムは、整合性制約、リモート・プロシージャ・コールおよび
トリガーによって実行される暗黙的 DML 操作も保護します。

Oracle の 2 フェーズ・コミット・メカニズムは、分散トランザクションを発行するユーザー
からはまったく意識されません。事実、ユーザーは、トランザクションが分散していること
も認識する必要はありません。トランザクションの終了を示す COMMIT文は、自動的に 2
フェーズ・コミット・メカニズムをトリガーしてトランザクションをコミットします。デー
タベース・アプリケーション本体に分散トランザクションを含めるのに、コーディングや複
雑な構文の記述は必要ありません。

リカバラ（RECO）・バックグラウンド・プロセスは、インダウト分散トランザクションインダウト分散トランザクションインダウト分散トランザクションインダウト分散トランザクション（シ
ステム障害やネットワーク障害によってコミットが中断された分散トランザクション）の結
果を自動的に解決します。障害が修復され、通信が再確立された後、各ローカル Oracle
サーバーの RECOプロセスが、関係するすべてのノード上でインダウト分散トランザクショ
ンを自動的にコミットするか、またはロールバックします。

長時間にわたる障害が発生した場合、Oracle では、各ローカル管理者が障害によって発生し
たインダウト分散トランザクションを手動でコミット、またはロールバックできます。この
オプションによって、ローカル・データベース管理者は、長時間にわたる障害の結果として
無期限にロックされる可能性のあるリソースを解放できます。

あるデータベースを過去のある時点までリカバリする必要がある場合、Oracle のリカバリ機
能を使用すると、他のサイトのデータベース管理者は、自分のデータベースも過去のその同
じ時点に戻すことができます。この操作により、グローバル・データベースは一貫した状態
に保たれます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 分散トランザクションの詳細は、『Oracle9i データベース管理者ガイ
ド』を参照してください。

� トランザクション命名構文の詳細は、『Oracle9i SQL リファレンス』
を参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle9i Heterogeneous Connectivity 管理者ガイド』 
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ディスクリート・トランザクションの管理
ディスクリート・トランザクションの管理ディスクリート・トランザクションの管理ディスクリート・トランザクションの管理ディスクリート・トランザクションの管理
アプリケーション開発者は、BEGIN_DISCRETE_TRANSACTIONプロシージャを使用して、
小規模な非分散型トランザクションのパフォーマンスを向上させることができます。 このプ
ロシージャにより、トランザクション処理の効率が改善されるため、小規模なトランザク
ションをより高速に実行できるようになります。 

ディスクリート・トランザクションでは、すべてのデータ変更がトランザクションのコミッ
ト時まで遅延されます。当然ながら、同時に実行されているその他のトランザクションは、
ディスクリート・トランザクションであるかどうかにかかわらず、コミットされていない変
更の参照はできません。 

ディスクリート・トランザクション中には、次のイベントが発生します。

1. REDO 情報が生成され、メモリー内の別個の位置に格納されます。 

2. トランザクションがコミット要求を発行すると、REDO 情報が他のグループ・コミット
と一緒に REDO ログ・ファイルに書き込まれます。 

3. データベース・ブロックに対する変更がそのブロックに直接適用されます。

4. コミットが完了すると、アプリケーションに制御が戻されます。 

このトランザクション設計により、トランザクションがコミットされるまでブロックは実際
には修正されず、REDO 情報は REDO ログ・バッファに格納されるため、ロールバック情
報を生成する必要がなくなります。 

常に REDO が生成されるディスクリート・トランザクションと、ダイレクト・パス操作に
のみ適用される NOLOGGINGモードとの間には、相互作用はありません。したがって、ディ
スクリート・トランザクションは、NOLOGGING属性が設定されている表に対して発行でき
ます。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : BEGIN_DISCRETE_TRANSACTIONプロシージャの詳細は、
『Oracle9i PL/SQL パッケージ・プロシージャおよびタイプ・リファレン
ス』を参照してください。
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自律型トランザクション
自律型トランザクション自律型トランザクション自律型トランザクション自律型トランザクション
自律型トランザクションは、他のトランザクションからコールできる、独立したトランザク
ションです。自律型トランザクションにより、コール側トランザクションのコンテキストか
ら出て、なんらかの SQL 操作を実行し、その操作をコミットまたはロールバックしてから、
コール側トランザクションのコンテキストに戻って引き続き実行できます。 

起動後の自律型トランザクションは、コール側のメイン・トランザクションの影響をまった
く受けません。メイン・トランザクションによって加えられたがコミットされていない変更
は取り扱わず、ロックやリソースをメイン・トランザクションと共有することもありませ
ん。自律型トランザクションによって加えられた変更は、自律型トランザクションのコミッ
ト時に他のトランザクションから見えるようになります。 

自律型トランザクションは、相互にコールし合うことができます。自律型トランザクション
をコールできるレベル数には、リソース制限以外の制限はありません。 

自律型トランザクションとコール側トランザクションの間で、デッドロックが発生すること
があります。Oracle は、この種のデッドロックを検出するとエラーを戻します。アプリケー
ション開発者は、デッドロック状況を回避する責任があります。 

自律型トランザクションは、トランザクションのロギングや再試行カウンタなど、コール側
トランザクションでコミットまたはロールバックするかどうかに関係なく、独立して実行す
る必要があるアクションを実装する場合に便利です。 

自律型自律型自律型自律型 PL/SQL ブロックブロックブロックブロック
PL/SQL ブロックから自律型トランザクションをコールできます。 プラグマ AUTONOMOUS_
TRANSACTIONを使用してください。プラグマプラグマプラグマプラグマは、コンパイラ・ディレクティブです。次の
種類の PL/SQL ブロックを、自律型として宣言できます。 

� ストアド・プロシージャまたはファンクション

� ローカル・プロシージャまたはファンクション

� パッケージ

� 型メソッド

� 上位レベルの無名ブロック

自律型 PL/SQL ブロックに入ると、コール元のトランザクション・コンテキストは中断され
ます。この操作により、このブロック（または、そこからコールされる他のブロック）で実
行される SQL 操作は、コール元のトランザクション・コンテキストの状態に依存も影響も
しないことが保証されます。 

自律型ブロックが他の自律型ブロックまたはそれ自身を起動する場合、コールされたブロッ
クが、コール側ブロックとトランザクション・コンテキストを共有することはありません。
ただし、自律型ブロックが自律型でないブロック（つまり、自律型として宣言されていない
ブロック）を起動する場合、コールされたブロックはコール側の自律型ブロックのトランザ
クション・コンテキストを継承します。
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自律型トランザクション
自律型ブロック内のトランザクション制御文自律型ブロック内のトランザクション制御文自律型ブロック内のトランザクション制御文自律型ブロック内のトランザクション制御文
自律型 PL/SQL ブロック内のトランザクション制御文は、現在アクティブになっている自律
型トランザクションにのみ適用されます。この種の文の例は、次のとおりです。 

SET TRANSACTION 
COMMIT 
ROLLBACK 
SAVEPOINT 
ROLLBACK TO SAVEPOINT 

同様に、メイン・トランザクション内のトランザクション制御文は、そのトランザクション
にのみ適用され、コールされる自律型トランザクションには適用されません。たとえば、メ
イン・トランザクションを自律型トランザクションの開始前までロールバックしても、自律
型トランザクションはロールバックされません。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『PL/SQL ユーザーズ・ガイドおよびリファレンス』

関連項目関連項目関連項目関連項目 :  『PL/SQL ユーザーズ・ガイドおよびリファレンス』 
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トリガートリガートリガートリガー

データベース・トリガーについて説明します。データベース・トリガーとは、PL/SQL、
Java または C 言語で記述され、データベースに格納されているプロシージャであり、表ま
たはビューが変更された場合、あるいはなんらかのユーザー・アクションやデータベース・
システム・アクションが発生した場合に、暗黙的に実行（起動）されます。特定のスキー
マ・オブジェクトに関する DML 文の発行、スキーマまたはデータベース内での DDL 文の
発行、ユーザーによるイベントへのログオンまたはイベントからのログオフ、サーバーのエ
ラー、データベースの起動またはインスタンス停止の操作が発生した場合に起動するトリ
ガーを記述できます。 

この章の内容は、次のとおりです。 

� トリガーの概要

� トリガーの各部分

� トリガーのタイプ

� トリガーの実行
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トリガーの概要
トリガーの概要 トリガーの概要 トリガーの概要 トリガーの概要 
Oracle では、表（または、場合によってはビュー）に対して INSERT、UPDATEまたは
DELETE文を発行するか、データベース・システム・アクションが発生したときに暗黙的に
実行されるプロシージャを定義できます。このようなプロシージャをトリガートリガートリガートリガーと呼びます。
これらのプロシージャは、PL/SQL または Java で記述してデータベースに格納するか、C
のコールアウトとして記述できます。 

トリガーは、ストアド・プロシージャに似ています。 データベースに格納されているトリ
ガーには、1 単位として実行可能な SQL や PL/SQL 文を格納することができ、また、トリ
ガーは他のストアド・プロシージャを起動できます。ただし、トリガーとプロシージャとで
は、起動する方法が異なります。 プロシージャは、ユーザー、アプリケーションまたはトリ
ガーによって明示的に実行されます。トリガーは、接続ユーザーや使用中のアプリケーショ
ンに関係なく、トリガー・イベントが発生した時点で暗黙的に起動されます。 

図 17-1 に示すデータベース・アプリケーションには、データベースに格納された複数のトリ
ガーを暗黙のうちに起動する SQL 文がいくつか含まれています。データベースには、トリ
ガーとそれに対応付けられている表が別々に格納されていることに注目してください。 

図図図図 17-1 トリガートリガートリガートリガー

�

アプリケーション�

データベース�

 

トリガーの更新�
 
BEGIN
. . .

 

 

表t

UPDATE t SET . . . ;

INSERT INTO t . . . ;

DELETE FROM t . . . ; 

トリガーの挿入�

BEGIN
. . .

トリガーの削除�

BEGIN
. . .
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トリガーの概要
また、トリガーは C プロシージャをコールアウトし、計算集中型の操作に使用できます。 

トリガーを起動するイベントは、次のとおりです。

� 表中のデータを変更する DML 文（INSERT、UPDATE またはまたはまたはまたは DELETE）。

� DDL 文

� 起動、停止およびエラー・メッセージなどのシステム・イベント

� ログオンやログオフなどのユーザー・イベント

トリガーの使用方法トリガーの使用方法トリガーの使用方法トリガーの使用方法
トリガーは Oracle の標準機能を補い、高度にカスタマイズされたデータベース管理システ
ムを提供します。たとえば、トリガーによって、表に対する DML 操作を通常の業務時間内
のみに制限できます。トリガーには、その他に次のような使用方法があります。 

� 導出列の値の自動的な生成

� 不正なトランザクションの防止

� 複雑なセキュリティ認可の規定

� 分散データベース内の複数ノードにまたがる参照整合性の規定

� 複雑なビジネス・ルールの規定

� 透過的なイベント・ロギングの実現

� 監査の提供

� 表レプリケーションの同期の維持

� 表アクセスについての統計情報の収集

注意注意注意注意 : Oracle Forms でも、種類の違うトリガーを定義、格納および実行
できます。ただし、この章で説明するトリガーと Oracle Forms トリガー
を混同しないでください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� トリガーとストアド・プロシージャの類似点の詳細は、第 14 章
「SQL、PL/SQL および Java」を参照してください。

� 17-7 ページ「トリガー・イベントまたはトリガーを実行する文」
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トリガーの概要
� ビューに対して DML 文が発行された場合の表データの変更

� データベース・イベント、ユーザー・イベントおよび SQL 文に関する情報の、サブスク
ライバ・アプリケーションに対する発行

トリガーの使用上の注意トリガーの使用上の注意トリガーの使用上の注意トリガーの使用上の注意
トリガーはデータベースのカスタマイズに使用すると便利ですが、必要な場合にのみ使用し
てください。トリガーを使用しすぎると相互依存性が複雑になるため、大規模アプリケー
ションのメンテナンスが困難になります。たとえば、トリガーが起動すると、そのトリ
ガー・アクションに含まれる SQL 文によって他のトリガーが起動され、トリガーが連鎖状トリガーが連鎖状トリガーが連鎖状トリガーが連鎖状
態になる態になる態になる態になることがあります。これにより、意図しない影響を生じるおそれがあります。図 17-2
に、この状態を示します。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : トリガーの使用例は、『Oracle9i アプリケーション開発者ガイ
ド - 基礎編』を参照してください。
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トリガーの概要
図図図図 17-2 連鎖的なトリガー連鎖的なトリガー連鎖的なトリガー連鎖的なトリガー

その他�

UPDATE_T2
トリガーの�
起動 

UPDATE_T1�
トリガーの�
起動 

SQL文�
 
UPDATE t1 SET ...;

UPDATE_T2トリガー�

BEFORE INSERT ON t2 
FOR EACH ROW 
BEGIN   

.   

.   
INSERT INTO ... VALUES (...);    
.   
.

END;

UPDATE_T1トリガー�

BEFORE UPDATE ON t1
FOR EACH ROW
BEGIN
   .
   .
   INSERT INTO t2 VALUES (...);
   .
   .
END;
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トリガーの各部分
トリガーと宣言整合性制約との比較トリガーと宣言整合性制約との比較トリガーと宣言整合性制約との比較トリガーと宣言整合性制約との比較
トリガーと整合性制約を併用すると、任意の整合性規則を定義して規定できます。ただし、
トリガーを使用してデータ入力に制約を適用するのは、次の場合に限定してください。

� 子表と親表が分散データベースの別々のノードにあるときに、参照整合性を規定する場
合

� 整合性制約では定義できない複雑なビジネス・ルールを規定する場合

� 必要な参照整合性規則を、次の整合性制約を使用して規定できない場合 

– NOT NULL

– 一意

– 主キー

– 外部キー

– CHECK 

– DELETE CASCADE 

– DELETE SET NULL

トリガーの各部分トリガーの各部分トリガーの各部分トリガーの各部分
トリガーには次の 3 つの基本部分があります。 

� トリガー・イベントまたはトリガーを実行する文

� トリガー制限

� トリガー・アクション

図 17-3 に、トリガーの各部分を示します。この図は、正確な構文を示すためのものではあり
ません。トリガーの各部分については、この後で詳しく説明します。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 整合性制約の詳細は、21-4 ページの「Oracle がデータ整合性
を規定する方法」を参照してください。
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トリガーの各部分
図図図図 17-3 REORDER トリガートリガートリガートリガー

トリガー・イベントまたはトリガーを実行する文トリガー・イベントまたはトリガーを実行する文トリガー・イベントまたはトリガーを実行する文トリガー・イベントまたはトリガーを実行する文
トリガー・イベントまたはトリガーを実行する文とは、トリガーを起動させる SQL 文、
データベース・イベントまたはユーザー・イベントのことです。トリガー・イベントは、次
に示すものの 1 つ以上からなります。 

� 特定の表（または、場合によってはビュー）に対する INSERT、UPDATEまたは DELETE
文

� スキーマ・オブジェクトに対する CREATE、ALTERまたは DROP文

� データベース起動またはインスタンス停止

� 特定または任意のエラー・メッセージ

� ユーザーのログオンまたはログオフ

たとえば、図 17-3 のトリガーを実行する文は次のとおりです。 

... UPDATE OF parts_on_hand ON inventory ... 

 

トリガーを実行する文�

トリガー制限�

AFTER UPDATE OF parts_on_hand ON inventory

WHEN (new.parts_on_hand < new.reorder_point)

FOR EACH ROW
DECLARE
   NUMBER X;
BEGIN
   SELECT COUNT(*) INTO X
   FROM pending_orders
   WHERE part_no=:new.part_no;
 
 
IF x = 0
THEN
   INSERT INTO pending_orders
   VALUES (new.part_no, new.reorder_quantity, sysdate);
 END IF;
END;

/* a dummy variable for counting */

/* query to find out if part has already been */
/* reordered–if yes, x=1, if no, x=0 */

 
 

/* part has not been reordered yet, so reorder */

/* part has already been reordered */

トリガー・アクション�
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トリガーの各部分
この文は、 inventory表の parts_on_hand列を更新すると、トリガーが起動することを
意味します。なお、トリガー・イベントが UPDATE文の場合は、どの列が更新されるとトリ
ガーが起動されるかを示す列リストを指定できます。INSERT文と DELETE文では情報行全
体が処理の対象になるため、それらの文には列のリストを指定できません。 

トリガー・イベントには、次のように複数の SQL 文を指定できます。 

... INSERT OR UPDATE OR DELETE OF inventory ... 

この場合、inventory表に対して INSERT、UPDATEまたは DELETE文を発行すると、ト
リガーが起動されます。複数のタイプの SQL 文でトリガーが起動される場合は、条件述語
を使用して、トリガーを実行する文のタイプを検出できます。 これにより、トリガーを起動
した文のタイプに応じて異なるコードを実行するトリガーを作成できます。 

トリガー制限トリガー制限トリガー制限トリガー制限
トリガー制限にはブール式を指定します。トリガーが起動されるには、このブール式が
trueになる必要があります。 トリガー制限の評価が falseまたは unknownになった場合、
トリガー・アクションは実行されません。この例では、次のようにしてトリガーを制限して
います。

new.parts_on_hand < new.reorder_point 

この場合、引当可能部品の数量が現行の再発注数量より少なくなるまで、トリガーは起動し
ません。

トリガー・アクショントリガー・アクショントリガー・アクショントリガー・アクション
トリガー・アクションは、SQL 文またはコードを含むプロシージャ（PL/SQL ブロック、
Java プログラムまたは C コールアウト）です。これらの SQL 文やコードは、次のイベント
が発生すると実行されます。

� トリガーを実行する文が発行されたとき

� トリガー制限が trueと評価されたとき

ストアド・プロシージャと同様に、トリガー・アクションでは次のことが可能です。

� SQL 文、PL/SQL 文または Java 文の使用

� 変数、定数、カーソル、例外など、PL/SQL の言語構造の定義

� Java 言語構造の定義

� ストアド・プロシージャのコール

トリガーが行トリガーの場合、トリガー・アクション内の文から、トリガーによって処理さ
れている行の列値にアクセスできます。各列の古い値と新しい値には、相関名によってアク
セスできます。 
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トリガーのタイプ
トリガーのタイプトリガーのタイプトリガーのタイプトリガーのタイプ
この項では、様々なタイプのトリガーについて説明します。 

� 行トリガーと文トリガー

� BEFORE トリガーと AFTER トリガー

� INSTEAD OF トリガー

� システム・イベントとユーザー・イベントのトリガー

行トリガーと文トリガー行トリガーと文トリガー行トリガーと文トリガー行トリガーと文トリガー
トリガーを定義するときに、次のようにトリガー・アクションの実行回数を指定できます。 

� 多数の行を更新する UPDATE文によって起動されるトリガーなどの場合、トリガーを実
行する文の影響を受ける行ごとに 1 回ずつ

� 影響を受ける行数に関係なく、トリガーを実行する文ごとに 1 回ずつ

行トリガー行トリガー行トリガー行トリガー
行トリガー行トリガー行トリガー行トリガーは、表がトリガーを実行する文の処理の影響を受けるたびに実行されます。たと
えば、UPDATE文が表の複数の行を更新した場合、UPDATE文が処理する行ごとに 1 つずつ
行トリガーが起動されます。 トリガーを実行する文の影響を受ける行がなければ、行トリ
ガーは実行されません。 

トリガー・アクションのコードが、トリガーを実行する文によって供給されるデータまたは
影響を受ける行数に依存する場合には、行トリガーが便利です。たとえば、図 17-3 は、トリ
ガーを実行する文の影響を受ける各行の値を使用する行トリガーの一例です。 

文トリガー文トリガー文トリガー文トリガー
文トリガー文トリガー文トリガー文トリガーは、トリガーを実行する文の影響を受ける表の行数とは関係なく、また、影響を
受ける行がない場合にも、トリガーを実行する文の実行ごとに 1 回起動されます。たとえ
ば、DELETE文が表の複数の行を削除すると、文レベルの DELETEトリガーが 1 回のみ起動
されます。

トリガー・アクションのコードが、トリガーを実行する文によって供給されるデータや、影
響を受ける行に依存しない場合には、文トリガーが便利です。文トリガーの使用例を次に示
します。

� 現在時刻やカレント・ユーザーについて複雑なセキュリティ・チェックを実行する場合

� 単一の監査レコードを生成する場合
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トリガーのタイプ
BEFORE トリガーとトリガーとトリガーとトリガーと AFTER トリガートリガートリガートリガー
トリガーを定義するときに、トリガーのタイミングトリガーのタイミングトリガーのタイミングトリガーのタイミングを指定できます。これは、トリガー・ア
クションを、トリガーを実行する文の前に実行するのか、後に実行するのかを指定するもの
です。 BEFOREと AFTERは、文トリガーと行トリガーの両方に適用されます。 

DML 文によって起動される BEFOREトリガーと AFTERトリガーは表にのみ定義でき、
ビューには定義できません。 ただし、ビューに対して INSERT、UPDATEまたは DELETE文
を発行すると、そのビューの実表のトリガーが起動されます。DDL 文によって起動される
BEFOREトリガーと AFTERトリガーは、データベースまたはスキーマにのみ定義でき、特
定の表には定義できません。

BEFORE トリガートリガートリガートリガー
BEFOREトリガーは、トリガー文の実行前にトリガー・アクションを実行します。このタイ
プのトリガーは、次のような場合によく使用します。 

� トリガー文を実行してよいかどうかを、トリガー・アクションによって決める場合。
BEFOREトリガーを使用することにより、トリガー・アクションで例外が発生した場合
に、トリガー文で無駄な処理を実行して結果的にロールバックすることになるのを避け
られます。 

� トリガーを実行する INSERTまたは UPDATE文を実行する前に、特定の列値を調べる場
合。 

AFTER トリガートリガートリガートリガー
AFTERトリガーは、トリガー文の実行後にトリガー・アクションを実行します。

トリガー・タイプの組合せトリガー・タイプの組合せトリガー・タイプの組合せトリガー・タイプの組合せ
これまでに説明したオプションを使用して、次の 4 タイプの行トリガーと文トリガーを作成
できます。

� BEFORE 文トリガートリガートリガートリガー

トリガー文を実行する前にトリガー・アクションが実行されます。 

� BEFORE 行トリガートリガートリガートリガー

トリガーを実行する文の影響を受ける各行が修正され、該当する整合性制約の検査の前
に、トリガー条件に違反していないかぎりトリガー・アクションが実行されます。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 17-12 ページ「INSTEAD OF トリガー」

� BEFOREおよび AFTERトリガーを使用してDML文とDDL文に関する
情報を発行する方法は、17-14 ページの「システム・イベントとユー
ザー・イベントのトリガー」を参照してください。
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トリガーのタイプ
� AFTER 行トリガートリガートリガートリガー

トリガーを実行する文の影響を受ける各行が修正され、該当する整合性制約が適用され
た後で、トリガー制限に違反していないかぎり現在行に対してトリガー・アクションが
実行されます。 BEFORE行トリガーと異なり、AFTER行トリガーは、行をロックしま
す。 

� AFTER 文トリガートリガートリガートリガー

トリガー文を実行し、遅延整合性制約を適用した後に、トリガー・アクションが実行さ
れます。 

ある表に対する 1 つの文に、同じタイプのトリガーを複数指定できます。 たとえば、
employees表の UPDATE文に対して BEFORE文トリガーを 2 つ指定できます。同じタイプ
のトリガーを複数指定することにより、同じ表に対してトリガーを持つ複数のアプリケー
ションをモジュール化してインストールできます。 また、Oracle マテリアライズド・
ビュー・ログは AFTER行トリガーを使用するため、Oracle によって定義される AFTER行ト
リガーに加えて、ユーザー独自の AFTER行トリガーを設計できます。

各種 DML 文（INSERT、UPDATEまたは DELETE）に対して、前述のトリガーを必要な数だ
け作成できます。 

たとえば、表 SALで、表がアクセスされる時期と発行される問合せのタイプを確認する場合
を考えます。 次の例は、表 SALに対するアクション（UPDATE、DELETEまたは INSERTな
ど）の時間とタイプ別にその情報を記録するサンプルのパッケージとトリガーを示していま
す。 グローバル・セッション変数 STAT.ROWCNTは、BEFORE文トリガーによって 0（ゼロ）
に初期化されます。 その後、行トリガーが実行されるたびに増やされます。 終的に、
AFTER文トリガーによって、統計情報が表 STAT_TABに保存されます。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : トリガーの適用例は、『Oracle9i アプリケーション開発者ガイ
ド - 基礎編』を参照してください。
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トリガーのタイプ
INSTEAD OF トリガートリガートリガートリガー
INSTEAD OFトリガーを使用すると、DML 文（INSERT、UPDATEおよび DELETE）で直接
変更できないビューを透過的に変更できるようになります。 他のタイプのトリガーとは異な
り、Oracle はトリガー文を実行するかわりにこのトリガーを起動するため、このようなトリ
ガーを INSTEAD OFトリガーと呼びます。 

通常の INSERT、UPDATEおよび DELETE文をビューに対して記述し、それに応じて基礎と
なる表が更新されるように INSTEAD OFトリガーを起動させることができます。 INSTEAD 
OFトリガーは、変更があったビューの行ごとにアクティブ化されます。 

ビューの変更ビューの変更ビューの変更ビューの変更
ビューを変更する操作では、次のように曖昧な結果を生じることがあります。

� ビューで行を削除する操作は、実表から行を実際に削除する操作と、値をいくつか更新
してその行がビューに選択されないようにする操作のどちらかを意味します。 

� ビューに行を挿入する操作は、実表に新しい行を実際に挿入する操作と、既存の行を更
新してビューに表示されるようにする操作のどちらかを意味します。 

� 結合が含まれるビューで列を更新すると、ビューに表示されない別の列の意味が変わっ
てしまうことがあります。

オブジェクト・ビューには、その他にも問題があります。たとえば、オブジェクト・ビュー
の主な使用方法は、マスターとディテールの関連を表すことです。この操作で結合が関係し
てくるのは避けられませんが、結合の変更は本質的に曖昧です。 

その結果、変更可能なビューについては、たくさんの制限事項があります。 INSTEAD OFト
リガーは、それ以外の手段では変更できないリレーショナル・ビューのみでなく、オブジェ
クト・ビューに対しても使用できます。 

ビューが本来は変更可能であっても、挿入、更新または削除する値の妥当性検査を実行する
必要があります。 この場合にも、INSTEAD OFトリガーを使用できます。変更される行の妥
当性チェックがトリガー・コードによって実行され、有効であれば、基礎となる表に変更が
伝播されます。 

INSTEAD OFトリガーにより、OCI を使用してクライアント側のオブジェクト・ビューのイ
ンスタンスを変更することもできます。 オブジェクト・ビューによって具体化されたオブ
ジェクトを、クライアント側のオブジェクト・キャッシュ内で変更し、それを永続的な格納
領域にフラッシュ・バックするには、オブジェクト・ビューが変更可能でない場合は、
INSTEAD OFトリガーを指定する必要があります。ただし、単にオブジェクト・キャッシュ
内のビュー・オブジェクトを確保して読み込む場合、これらのトリガーを定義する必要はあ
りません。 
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トリガーのタイプ
変更不可能なビュー変更不可能なビュー変更不可能なビュー変更不可能なビュー
INSTEAD OFトリガーを使用せずにデータを挿入、更新または削除でき、かつ後述の条件に
一致する場合、このビューは本質的に変更可能本質的に変更可能本質的に変更可能本質的に変更可能です。ビュー問合せに次の構成メンバーが含
まれている場合、そのビューは本質的に変更不可能であるため、そのビューに対しては挿
入、更新または削除を実行できません。 

� 集合演算子

� 集計関数

� GROUP BY句、CONNECT BY句および START WITH句

� DISTINCT演算子 

� 結合（ただし、一部の結合ビューは更新可能）

ビューに疑似列または式が含まれる場合、そのビューを更新する唯一の方法は、その疑似列
または式を参照しない UPDATE文を使用することです。

ネストした表に対するネストした表に対するネストした表に対するネストした表に対する INSTEAD OF トリガートリガートリガートリガー
ビュー内のネストした表の列の要素は、TABLE句で直接変更することはできません。 ただ
し、ビューのネストした表の列に INSTEAD OFトリガーを定義すると、要素を変更できま
す。ネストした表のトリガーは、その表の要素が更新、挿入または削除すると起動し、基礎
となる表に対する実際の変更を処理します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 第 13 章「オブジェクト・データ型とオブジェクト・ビュー」

� 『Oracle Call Interface プログラマーズ・ガイド』 

� INSTEAD OFトリガーの例は、『Oracle9i アプリケーション開発者ガイ
ド - 基礎編』を参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 10-19 ページ「更新可能な結合ビュー」

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 『Oracle9i アプリケーション開発者ガイド - 基礎編』 

� CREATE TRIGGER文の詳細は、『Oracle9i SQL リファレンス』を参照
してください。
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トリガーのタイプ
システム・イベントとユーザー・イベントのトリガーシステム・イベントとユーザー・イベントのトリガーシステム・イベントとユーザー・イベントのトリガーシステム・イベントとユーザー・イベントのトリガー
トリガーを使用すると、データベース・イベントに関する情報を、サブスクライバに対して
発行できます。アプリケーションは、他のアプリケーションからのメッセージにサブスクラ
イブするのと同様に、データベース・イベントにサブスクライブできます。これらのデータ
ベース・イベントは、次のとおりです。 

� システム・イベント

– データベースの起動と停止

– サーバー・エラー・メッセージ・イベント

� ユーザー・イベント

– ユーザーのログオンとログオフ

– DDL 文（CREATE、ALTERおよび DROP）

– DML 文（INSERT、DELETEおよび UPDATE）

システム・イベントのトリガーは、データベース・レベルまたはスキーマ・レベルで定義で
きます。たとえば、データベース停止トリガーは、データベース・レベルで次のように定義
します。 

CREATE TRIGGER register_shutdown 
  ON DATABASE 
  SHUTDOWN 
    BEGIN 
    ...
    DBMS_AQ.ENQUEUE(...); 
    ... 
    END; 
    
DDL 文またはログオン・イベントおよびログオフ・イベントのトリガーも、データベース・
レベルまたはスキーマ・レベルで定義できます。DML 文のトリガーは、表またはビューに
定義できます。データベース・レベルで定義されたトリガーはすべてのユーザーに対して起
動し、スキーマ・レベルまたは表レベルで定義されたトリガーは、トリガー・イベントがそ
のスキーマまたは表に関連する場合にのみ起動します。 
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イベントの発行イベントの発行イベントの発行イベントの発行
イベントの発行では、Oracle アドバンスト・キューイングのパブリッシュ / サブスクライ
ブ・メカニズムが使用されます。キューキューキューキューは、各種サブスクライバに必要な主題を含むメッ
セージ・リポジトリの役割を果たします。トリガーは、特定のシステム・イベントまたは
ユーザー・イベントの発生時に、DBMS_AQパッケージを使用してメッセージをエンキュー
します。 

イベントの属性イベントの属性イベントの属性イベントの属性
各イベントでは、トリガー・テキスト内で属性を使用できます。たとえば、データベース起
動および停止トリガーは、インスタンス番号およびデータベース名の属性を持ち、ログオ
ン・トリガーおよびログオフ・トリガーは、ユーザー名の属性を持ちます。属性をイベント
発生時に発行する場合は、トリガーの作成時に、その属性と同じ名前のファンクションを指
定できます。属性値は、トリガーの起動時にファンクションまたはペイロードに渡されま
す。DML 文のトリガーの場合は、:OLD列の値によって属性値が :NEW列の値に渡されま
す。 

システム・イベントシステム・イベントシステム・イベントシステム・イベント
トリガーを起動できるシステム・イベントは、インスタンスの起動と停止およびエラー・
メッセージに関連しています。起動および停止イベントに対して作成するトリガーは、デー
タベースに対応付ける必要があります。エラー・イベントに対して作成するトリガーは、
データベースまたはスキーマに対応付けることができます。 

� STARTUPトリガーは、インスタンスによってデータベースがオープンされるときに起動
します。この属性には、システム・イベント、インスタンス番号およびデータベース名
があります。 

� SHUTDOWNトリガーは、サーバーがインスタンスの停止操作を開始する直前に起動しま
す。このトリガーを使用して、データベースの停止時にサブスクライバ・アプリケー
ションを完全に停止できます。インスタンスが異常停止する場合、このトリガーは起動
しません。SHUTDOWNトリガーの属性には、システム・イベント、インスタンス番号お
よびデータベース名があります。 

� SERVERERRORトリガーは、特定のエラーの発生時、または、エラー番号を指定しなけ
れば任意のエラーの発生時に起動します。このトリガーの属性には、システム・イベン
トとエラー番号があります。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 『Oracle9i アプリケーション開発者ガイド - アドバンスト・キューイン
グ』 

� 『Oracle9i PL/SQL パッケージ・プロシージャおよびタイプ・リファレ
ンス』 
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ユーザー・イベントユーザー・イベントユーザー・イベントユーザー・イベント
トリガーを起動できるユーザー・イベントは、ユーザー・ログオンとログオフ、DDL 文お
よび DML 文に関連しています。 

LOGON イベントおよびイベントおよびイベントおよびイベントおよび LOGOFF イベントのトリガーイベントのトリガーイベントのトリガーイベントのトリガー  LOGONトリガーおよび LOGOFFトリ
ガーは、データベースまたはスキーマに対応付けることができます。 その属性には、システ
ム・イベントとユーザー名があり、USERIDと USERNAMEについて簡単な条件を指定できま
す。 

� LOGONトリガーは、ユーザーのログオン成功後に起動します。 

� LOGOFFトリガーは、ユーザー・ログオフの開始時に起動します。 

DDL 文のトリガー文のトリガー文のトリガー文のトリガー  DDL トリガーは、データベースまたはスキーマに対応付けることができ
ます。その属性には、システム・イベント、スキーマ・オブジェクトのタイプおよび名前が
あります。 ここでは、スキーマ・オブジェクトの型と名前のみでなく、USERIDや
USERNAMEなどのファンクションについても簡単な条件を指定できます。DDL トリガーに
は、次のタイプのトリガーがあります。

� BEFORE CREATEトリガーおよび AFTER CREATEトリガーは、データベースまたはス
キーマ内でスキーマ・オブジェクトが作成されるときに起動します。 

� BEFORE ALTERトリガーおよび AFTER ALTERトリガーは、データベースまたはスキー
マ内でスキーマ・オブジェクトが変更されるときに起動します。 

� BEFORE DROPトリガーおよび AFTER DROPトリガーは、データベースまたはスキーマか
らスキーマ・オブジェクトが削除されるときに起動します。 

DML 文のトリガー文のトリガー文のトリガー文のトリガー  イベント発行用の DML トリガーは、表に対応付けられます。指定した
DML 操作が発生する各行に対して起動するように、BEFOREトリガーまたは AFTERトリ
ガーを使用できます。 DML 文に関連するイベントの発行には、INSTEAD OFトリガーを使用
できません。かわりに、INSTEAD OFトリガーによってビューの基礎となる表に生じる
DML 操作について、BEFOREトリガーまたは AFTERトリガーを使用してイベントを発行で
きます。 

イベント発行用の DML トリガーの属性には、システム・イベントと、SELECTリストに
ユーザーが定義する列があります。 これにより、スキーマ・オブジェクトの型と名前のみで
なく、ファンクション（UID、USER、USERENVおよび SYSDATE）、疑似列および列につい
ても、簡単な条件を指定できます。列には、接頭辞として新旧の値を示す :OLDと :NEWを
使用できます。DML 文のトリガーを次に示します。

� BEFORE INSERTおよび AFTER INSERTトリガーは、表に挿入される行ごとに起動しま
す。 

� BEFORE UPDATEおよび AFTER UPDATEトリガーは、表中で更新される行ごとに起動し
ます。 
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� BEFORE DELETEおよび AFTER DELETEトリガーは、表から削除される行ごとに起動し
ます。 

トリガーの実行トリガーの実行トリガーの実行トリガーの実行
トリガーには次の 2 つのモードがあります。 

使用可能なトリガーの場合、Oracle は次の処理を自動的に行います。

� 1 つの SQL 文により複数のトリガーが起動される場合は、指定どおりの起動順序で各ト
リガーを実行します。

� 様々なタイプのトリガーに対して、指定された時点で整合性制約のチェックを実行し、
整合性制約の違反を防止します。

� 問合せと制約に対して、読込み一貫性ビューを提供します。

� トリガー・アクションのコードで参照されるトリガーとスキーマ・オブジェクトの間の
依存性を管理します。

� トリガーが分散データベースのリモート表を更新する場合には、2 フェーズ・コミット
を使用します。

� 特定の 1 つの文について同じタイプのトリガーが複数存在する場合、順序不定で各トリ
ガーが起動されます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 17-9 ページ「行トリガー」

� 17-10 ページ「BEFORE トリガーと AFTER トリガー」

� システム・イベントとユーザー・イベントのトリガーを使用したイベ
ント発行の詳細は、『Oracle9i アプリケーション開発者ガイド - 基礎
編』を参照してください。

トリガーのモードトリガーのモードトリガーのモードトリガーのモード 定義定義定義定義

使用可能 使用可能にされているトリガーは、トリガーを実行する文が発行され、ト
リガー条件（指定されている場合）の評価が TRUEである場合に、そのトリ
ガー・アクションを実行します。 

使用禁止 使用禁止にされているトリガーは、トリガーを実行する文が発行され、ト
リガー条件（指定されている場合）の評価が TRUEであっても、そのトリ

ガー・アクションを実行しません。 
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トリガーの実行モデルと整合性制約のチェックトリガーの実行モデルと整合性制約のチェックトリガーの実行モデルと整合性制約のチェックトリガーの実行モデルと整合性制約のチェック
1 つの SQL 文は、 大 4 種類のトリガーを起動します。 

� BEFORE行トリガー

� BEFORE文トリガー

� AFTER行トリガー

� AFTER文トリガー

トリガーを実行する文またはトリガー内の文によって、1 つ以上の整合性制約のチェックが
実施されます。またトリガーには、他のトリガーを起動する文を含めることもできます（連
鎖的なトリガー）。 

Oracle では、次の実行モデルを使用して、複数のトリガーと制約チェックの適切な起動順序
を維持します。

1. その文に適用されるすべての BEFORE文トリガーを実行します。

2. その SQL 文の影響を受ける各行をループします。

a. その文に適用されるすべての BEFORE行トリガーを実行します。

b. 行をロックして変更し、整合性制約チェックを実施します。（トランザクションが
コミットされるまでロックは解除されません）。

c. その文に適用されるすべての AFTER行トリガーを実行します。

3. 遅延整合性制約チェックを完了します。

4. その文に適用されるすべての AFTER文トリガーを実行します。

実行モデルの定義は再帰的です。 たとえば、ある SQL 文によって BEFORE行トリガーを起動
し、整合性制約をチェックできます。 次に、この BEFORE行トリガーが実行する更新によっ
て、整合性制約をチェックし、AFTER文トリガーを起動できます。 この AFTER文トリガー
によって、整合性制約がチェックされます。 この場合、実行モデルでは、次の処理が再帰的
に繰り返し実行されます。 

元の SQL 文が発行されます。 

1. BEFORE行トリガーが起動されます。 

a. BEFORE行トリガー内の UPDATE文により、AFTER文トリガーが起動します。 

i. AFTER文トリガーの文が実行されます。 

ii. AFTER文トリガーによって変更された表の整合性制約がチェックされます。 

b. BEFORE行トリガーの文が実行されます。 

c. BEFORE行トリガーによって変更された表の整合性制約がチェックされます。 

2. SQL 文が実行されます。 
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3. SQL 文から整合性制約がチェックされます。 

この再帰には、次の 2 つの例外があります。 

� トリガーを実行する文が参照制約内で 1 つの表（主キーまたは外部キー表）を変更し、
トリガーされた文が他方の表を変更すると、トリガー文のみが整合性制約をチェックし
ます。これにより、行トリガーで参照整合性を強化できます。 

� DELETE CASCADEおよび DELETE SET NULLによって起動される文トリガーは、個々の
規定文の前後ではなく、ユーザーの DELETE文の前後で起動されます。これにより、こ
の種の文トリガーによる変更エラーの発生が防止されます。 

実行モデルの重要なプロパティは、SQL 文の結果として実行されるアクションとチェックが
すべて成功する必要があることです。トリガー内で発生した例外を明示的に処理できない場
合、元の SQL 文によって実行されたすべてのアクションが、起動されたトリガーによって
実行されたアクションを含めて、ロールバックされます。したがって、トリガーが整合性制
約に違反することはありません。実行モデルは整合性制約を考慮し、宣言整合性制約に違反
するトリガーを認めません。 

たとえば、前述の手順 1 ～ 2 を正しく実行し、手順 3 で整合性制約に違反があったとしま
す。 その違反の結果として、SQL 文によるすべての変更（手順 2）、起動された BEFORE行ト
リガー（手順 1-b）および起動された AFTER文トリガー（手順 1-a-i）がロールバックされ
ます。 

注意注意注意注意 : 各種トリガーは特定の順序で起動されますが、同じ文に対する同
じタイプのトリガーは、特定の順序で起動されるとはかぎりません。 たと
えば、1 つの UPDATE文に対して定義されている BEFORE行トリガーすべ
てが、毎回同じ順序で起動されるとはかぎりません。同じタイプのトリ
ガーが複数ある場合は、その起動順序に依存しないようアプリケーション
を設計してください。
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トリガーのデータ・アクセストリガーのデータ・アクセストリガーのデータ・アクセストリガーのデータ・アクセス
トリガーが起動されると、トリガー・アクション内で参照される表は、他のユーザーのトラ
ンザクション内の SQL 文によって変更されている 中である可能性があります。 トリガー内
で実行される SQL 文は、常に単独の SQL 文と同じ規則に従います。 起動されたトリガーが
読込み（問合せ）または書込み（更新）の対象にする値が、まだコミットされていないトラ
ンザクションによって変更されたものである場合、起動されたトリガーの本体にある SQL
文は、次のガイドラインに従います。 

� 問合せは、参照先の表の読込み一貫性のある現行のマテリアライズド・ビューと、同一
トランザクション内で変更されたデータを参照します。 

� 更新は、既存のデータのロックが解除されるまで待機してから、処理を続行します。 

次に、これらを具体的に説明する例を示します。 

トリガーのデータ・アクセスの例トリガーのデータ・アクセスの例トリガーのデータ・アクセスの例トリガーのデータ・アクセスの例 1  salary_checkトリガー（本体）に、次の SELECT文
が含まれているとします。 

SELECT min_salary, max_salary INTO min_salary, max_salary
  FROM jobs 
  WHERE job_title = :new.job_title; 

この例で、トランザクション T1 に jobs表の max_salary列に対する更新が含まれている
とします。 その更新の時点で、トランザクション T2内の文によって salary_checkトリ
ガーが起動されます。 起動されたトリガー内の SELECT文（T2に由来）は、コミットされて
いないトランザクション T1による更新を参照しません。そのトリガーの問合せは、トラン
ザクション T2の読込み一貫性ポイントの値として、max_salaryの古い値を戻します。 

トリガーのデータ・アクセスの例トリガーのデータ・アクセスの例トリガーのデータ・アクセスの例トリガーのデータ・アクセスの例 2  total_salaryトリガーが、部門内のメンバー全員の
給与総額が格納されている導出列をメンテナンスするものとします。

CREATE TRIGGER total_salary 
AFTER DELETE OR INSERT OR UPDATE OF department_id, salary ON employees
 FOR EACH ROW BEGIN 
  /* assume that department_id and salary are non-null fields */ 
   IF DELETING OR (UPDATING AND :old.department_id != :new.department_id) 
   THEN UPDATE departments
  SET total_salary = total_salary - :old.salary 
  WHERE department_id = :old.department_id; 
   END IF; 
   IF INSERTING OR (UPDATING AND :old.department_id != :new.department_id) 
   THEN UPDATE departments 
    SET total_salary = total_salary + :new.salary 
    WHERE department_id = :new.department_id; 
   END IF; 
   IF (UPDATING AND :old.department_id = :new.department_id AND 
    :old.salary != :new.salary ) 
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   THEN UPDATE departments
    SET total_salary = total_salary - :old.salary + :new.salary 
   WHERE department_id = :new.department_id; 
  END IF; 
 END; 

この例で、第一のユーザーのコミットされていないトランザクションに、departments表
の 1 つの行の total_salary列に対する更新が含まれていたとします。 その更新の時点で、
第二のユーザーの SQL 文によって total_salaryトリガーが起動されます。 第一のユー
ザーのコミットされていないトランザクションに、total_salary列に含まれる関連する
値の更新が含まれている（つまり行ロックがかけられている）ため、行ロックを保持してい
るトランザクションがコミットまたはロールバックされるまで、total_salaryトリガー
による更新は実行されません。このため、第二のユーザーは、第一のユーザーのコミット・
ポイントまたはロールバック・ポイントまで待機します。 

PL/SQL トリガーの記憶域トリガーの記憶域トリガーの記憶域トリガーの記憶域
PL/SQL トリガーは、ストアド・プロシージャと同じように、コンパイル済みの形式で格納
されます。 CREATE TRIGGER文がコミットされると、P コード（疑似コード）と呼ばれるコ
ンパイル済み PL/SQL コードがデータベースに格納され、トリガーのソース・コードは共有
プールからフラッシュされます。

トリガーの実行トリガーの実行トリガーの実行トリガーの実行
Oracle は、プロシージャの実行と同じ手順を使用してトリガーを内部的に実行します。 両者
の唯一の違いは、ユーザーがトリガー文を実行する権限を持っていれば、トリガーを起動す
る権限が付与されることです。 この点を除けば、トリガーはストアド・プロシージャと同じ
方法でチェックされ、実行されます。

トリガーの依存性のメンテナンストリガーの依存性のメンテナンストリガーの依存性のメンテナンストリガーの依存性のメンテナンス
プロシージャと同様に、トリガーも参照しているオブジェクトに依存します。トリガー・ア
クションで参照されるスキーマ・オブジェクトに対するトリガーの依存性は、Oracle によっ
て自動的に管理されます。トリガーの依存性についての問題は、ストアド・プロシージャの
依存性についての問題と同じです。トリガーは、ストアド・プロシージャと同様に扱われま
す。これらは、データ・ディクショナリに挿入されます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : PL/SQL コードのコンパイルと格納の詳細は、『PL/SQL ユー
ザーズ・ガイドおよびリファレンス』を参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : ストアド・プロシージャの詳細は、『PL/SQL ユーザーズ・ガ
イドおよびリファレンス』を参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 第 15 章「スキーマ・オブジェクト間の依存性」
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第第第第 VI 部部部部

パラレルパラレルパラレルパラレル SQL とダイレクト・ロード・とダイレクト・ロード・とダイレクト・ロード・とダイレクト・ロード・

インサートインサートインサートインサート

第 VI 部では、SQL 文のパラレル実行とダイレクト・ロード・インサート機能について説明
します。 第 VI 部には、次の章が含まれています。 

� 第 18 章「SQL 文のパラレル実行」

� 第 19 章「ダイレクト・パス・インサート」





SQL 文のパラ
18

SQL 文のパラレル実行文のパラレル実行文のパラレル実行文のパラレル実行

この章では、SQL 文のパラレル実行について説明します。この章の内容は、次のとおりで
す。

� パラレル実行の概要

� パラレル実行の動作

� パラレル化できる SQL 操作

注意注意注意注意 : この章で説明するパラレル実行機能は、Oracle9i Enterprise Edition
を購入した場合にのみ使用できます。Oracle9i Enterprise Edition の詳細は、

『Oracle9i データベース新機能』を参照してください。
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パラレル実行の概要パラレル実行の概要パラレル実行の概要パラレル実行の概要
Oracle で SQL 文をパラレル実行する場合は、複数のプロセスが同時に作業を実行して、単
一の SQL 文を実行します。 1 つの文を実行するのに必要な作業を複数のプロセスに分けるこ
とにより、1 つのプロセスで文を実行する場合に比べて、Oracle はさらに高速で実行できま
す。これらをパラレル実行パラレル実行パラレル実行パラレル実行またはパラレル処理パラレル処理パラレル処理パラレル処理と呼びます。

パラレル実行では、意思決定支援システム（DSS）およびデータ・ウェアハウスに対応付け
られた大規模なデータベースにおいて、集中データ処理の応答時間が大幅に削減されます。
対称型マルチプロセッサ（SMP）、クラスタ化されたシステムおよび大規模パラレル・プロ
セス（MPP）システムにおいては、パラレル実行を活用して 大のパフォーマンスを引き出
せます。1 つの Oracle システムにある複数の CPU に文の処理を分散させることができるた
めです。特定のタイプのオンライン・トランザクション処理（OLTP）およびハイブリッ
ド・システムに、パラレル実行を実装することもできます。

パラレル化パラレル化パラレル化パラレル化とは、すべての問合せ作業を１つのプロセスで行わずに、多数のプロセスで同時
に行えるように１つの作業を分割する考え方です。たとえば、１つのプロセスで 12 か月分
をすべて処理するかわりに、12 のプロセスが 1 年のそれぞれの月を分担して処理するなどが
この例です。これにより、パフォーマンスの大幅な改善が期待できます。

パラレル実行によって、システムはハードウェア・リソースの使用が 適化され、パフォー
マンスが一段と向上します。システムの CPU とディスク・コントローラの負荷がすでに大
きい場合は、パフォーマンスを改善するため、パラレル実行を使用する前にシステムの負荷
を軽減するか、またはハードウェア・リソースを増やす必要があります。

パラレル実行に適さない作業もあります。たとえば、OLTP 操作の多くは比較的高速であり
数秒以内で完了されるので、全体の実行時間に対し、パラレル実行利用のオーバーヘッドが
大きくなる傾向にあります。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : パラメータ・ファイルとデータベースをチューニングして、
パラレル実行を活用できるようにする方法の詳細は、『Oracle9i データ・
ウェアハウス・ガイド』を参照してください。
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パラレル実行を実装する場合パラレル実行を実装する場合パラレル実行を実装する場合パラレル実行を実装する場合
ほとんどの OLTP システムでは、業務時間中にパラレル実行が使用されることはありませ
ん。ただし、業務時間外には、パラレル実行により大量のバッチ操作が効率的に処理されま
す。たとえば、銀行では、口座への利子の適用に必要な数百万件の更新作業に、パラレル化
バッチ・プログラムを使用できます。

パラレル実行の も一般的な例は DSS での使用です。 非常に大きな表の結合や検索を含む複
合問合せは、パラレルでの実行が 適です。

パラレル実行は、大量のデータにアクセスする様々な操作に有効です。パラレル実行によ
り、次の操作のパフォーマンスが向上します。

� 問合せ

� 大規模な索引の作成

� 大量な挿入、更新および削除

� 集計とコピー

パラレル実行は、次の特長をすべて備えたシステムに有効です。 

� 対称型マルチプロセッサ（SMP）、クラスタまたは大規模パラレル・システム（複数
CPU など）

� 十分な I/O 帯域幅

� 使用率の低い CPU または断続的に使用される CPU（たとえば、CPU の通常の使用率が
30% 未満のシステム）

� ソート、ハッシングおよび I/O バッファなどのメモリー集中型の処理もサポートする十
分なメモリー

現在のシステムがこれらの特長を 1 つでも欠く場合には、パラレル実行による大幅なパ
フォーマンス改善は期待できません。実際、非常に使用率の高いシステムまたは I/O 帯域幅
が十分ではないシステムでは、パラレル実行によりパフォーマンスが低下することがありま
す。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :  パラレル実行を実装する時期に関する詳細は『Oracle9i デー
タ・ウェアハウス・ガイド』を参照してください。
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パラレル実行を実装しない場合パラレル実行を実装しない場合パラレル実行を実装しない場合パラレル実行を実装しない場合
通常、次の場合には、パラレル実行は有用ではありません。

� 通常使用する問合せまたはトランザクションが非常に短い（数秒以下）環境。これには
ほとんどのオンライン・トランザクション・システムが含まれます。パラレル実行サー
バーの調整に関連するコストがかかるため、これらの環境におけるパラレル実行は有用
ではありません。短いトランザクションでは、この調整にかかるコストがパラレル化の
効果を上回ることがあります。 

� CPU、メモリーまたは I/O リソースの利用率が非常に高い環境。パラレル実行は使用可
能なハードウエア・リソースを活用するように設計されています。使用可能なリソース
が存在しない場合は、パラレル実行による効果が得られないばかりかパフォーマンスに
悪影響を及ぼす可能性があります。

パラレル実行の動作パラレル実行の動作パラレル実行の動作パラレル実行の動作
パラレル実行を使用しない場合は、SQL 文の順次実行に必要な処理のすべてを 1 つのサー
バー・プロセスが実行します。 たとえば、全表スキャン（SELECT * FROM employeesな
ど）を実行するには、図 18-1 に示すように、1 つのプロセスで操作全体を実行します。

図図図図 18-1 シリアルの全表スキャンシリアルの全表スキャンシリアルの全表スキャンシリアルの全表スキャン

パラレル実行では、複数のパラレル処理パラレル処理パラレル処理パラレル処理を使用して操作がパラレルで実行されます。パラレパラレパラレパラレ
ル実行コーディネータル実行コーディネータル実行コーディネータル実行コーディネータという 1 つのプロセスが、文の実行を複数のパラレル実行サーバーパラレル実行サーバーパラレル実行サーバーパラレル実行サーバーに
分配し、すべてのサーバー・プロセスからの結果を調整してユーザーに送り返します。

図 18-2 では、表 employeesのスキャンを実行するパラレル実行サーバーを説明していま
す。この表はグラニュルと呼ばれるロード単位に動的に分割され（動的パーティション化動的パーティション化動的パーティション化動的パーティション化）、
各グラニュルは単一のパラレル実行サーバーにより読み込まれます。グラニュルはコーディ
ネータにより生成されます。 各グラニュルの大きさは、表 employeesの物理ブロックの範
囲にあります。実行サーバーへのグラニュルのマッピングは静的に行われるのではなく、実
行時間で決定されます。 実行サーバーがグラニュルに対応する表 employeesの行の読込み
を完了したときにグラニュルが残っている場合は、コーディネータから別のグラニュルを取
得します。 この操作は、すべてのグラニュルが使用されるまで続けられます。すなわち、表
employees全体が読み込まれるまで続けられます。パラレル実行サーバーは結果をパラレ

SELECT *
   FROM EMP;

EMP表�

シリアル・プロセス�
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ル実行コーディネータに送り返し、それぞれの結果が組み立てられて、 終的な全表スキャ
ンになります。 

図図図図 18-2 パラレルの全表スキャンパラレルの全表スキャンパラレルの全表スキャンパラレルの全表スキャン

SQL 問合せの問合せ計画では、まずパラレル実行コーディネータが SQL 問合せ内の各演算
子をパラレル・ピースに分割し、それらを問合せで指定した順序に従って実行します。次
に、演算子を実行するパラレル実行サーバーによって作成された部分的な実行結果を統合し
ます。1 つの操作に割り当てられたパラレル実行サーバーの数が、その操作の並列度

（DOP）となります。同じ SQL 文中の複数の操作の並列度は、すべて同じです。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

�  マルチユーザー環境において作業を分割する方法と DOP を処理する
方法は、『Oracle9i データ・ウェアハウス・ガイド』を参照してくだ
さい。

� グラニュルの詳細は、第 7 章「メモリー・アーキテクチャ」を参照し
てください。

SELECT *
   FROM EMP;

EMP表�

パラレル実行�
コーディネータ�

パラレル実行サーバー�
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パラレル実行の動作
SQL 文のパラレル化文のパラレル化文のパラレル化文のパラレル化
各 SQL 文ごとに、解析時に 適化プロセスおよびパラレル化プロセスが実行されます。こ
のため、データが変更されて、さらに 適な実行計画やパラレル化計画が使用可能になる
と、Oracle はその新しい状況に自動的に対応します。

オプティマイザが文の実行計画を決定した後で、パラレル実行コーディネータは、実行計画
に含まれる各操作のパラレル化の方法を決定します。コーディネータは、操作をパラレルで
実行できるかどうかと、実行する場合のパラレル実行サーバーの数を決定する必要がありま
す。操作に使用するパラレル実行サーバーの数のことを並列度と呼びます。

操作間のパラレル化操作間のパラレル化操作間のパラレル化操作間のパラレル化
イントラ・オペレーション並列化とインター・オペレーション並列化を理解するために、次
の文を考えてみます。

SELECT * FROM employees ORDER BY employee_id;

実行計画では、employees表の全体スキャンと、その後に行う、取り出した行の
employee_id列の値に基づくソート操作が実装されます。 この例では、last_name列には
索引が作成されていないものとします。また、この問合せの並列度は 4 に設定されていると
します。つまり、それぞれの操作について 4 つのパラレル実行サーバーをアクティブにでき
ることになります。

同時に実行される前述の 2 つの操作（スキャンとソート）には、それぞれ専用のパラレル実
行サーバーの集合が用意されます。したがって、両操作はパラレル化されます。個別操作の
パラレル化では、パラレル実行サーバーにより、比較的小さな行集合に同じ操作が行われま
すが、これにより、イントラ・オペレーション並列化イントラ・オペレーション並列化イントラ・オペレーション並列化イントラ・オペレーション並列化と呼ばれるパラレル化が実現します。
ある操作から別の操作にデータが流れるパラレル実行サーバーの複数の集合において、2 つ
の操作が同時に実行されると、インター・オペレーション並列化インター・オペレーション並列化インター・オペレーション並列化インター・オペレーション並列化と呼ばれるパラレル化が実
現します。

Oracle サーバーの操作にはプロデューサ（作成者）およびコンシューマ（使用者）という特
性があるため、特定のツリーに含まれる操作のうち、実行時間を 小にするために同時に実
行する必要がある操作は 2 つのみです。

図 18-3 に、この例の問合せのパラレル実行を示します。
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図図図図 18-3 インター・オペレーション並列化と動的パーティション化インター・オペレーション並列化と動的パーティション化インター・オペレーション並列化と動的パーティション化インター・オペレーション並列化と動的パーティション化

図 18-3 からわかるとおり、並列度は 4 ですが、問合せに実際に関与しているのは 8 つのパラ
レル実行サーバーです。これは、親オペレータと子オペレータを同時に実行できるためです

（インター・オペレーション並列化）。

スキャン操作に含まれるすべてのパラレル実行サーバーが、ソート操作を実行するパラレル
実行サーバーのうちの適切なプロセスに行を送っていることにも注目してください。 パラレ
ル実行サーバーによってスキャンされた行の ename列の内容が A ～ G の間の値であれば、
その行は 初の ORDER BYパラレル実行サーバーへ送られます。スキャン操作が完了する
と、ソート・プロセスはソート結果をコーディネータへ戻し、コーディネータは問合せ結果
の全体をユーザーに戻します。

注意注意注意注意 : 一連のパラレル実行サーバーの操作が完了すると、データ・フ
ローの中で次の順位にある操作に移ります。 たとえば、前述の図で、
ORDER BYの後に別の ORDER BY操作が続いている場合は、表スキャンを
実行しているパラレル実行サーバーが、表スキャン完了後に 2 番目の
ORDER BY操作を実行します。

SELECT *
   FROM emp
   ORDER BY ename;

EMP表�

パラレル�
実行�

コーディネータ�

T - Z

H - M

N - S

A - G

ユーザー・�
プロセス�

ORDER BY操作用の�
パラレル実行�
サーバー�

全表スキャン用の�
パラレル実行�
サーバー�
�

イントラ・�
オペレーション�
並列化�

インター・�
オペレーション�
並列化�

イントラ・�
オペレーション�
並列化�
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パラレル実行の動作
並列度並列度並列度並列度
パラレル実行コーディネータは、1 つの SQL 文の処理のために、そのインスタンスのパラレ
ル実行サーバーを 2 つ以上登録することがあります。1 つの操作に関連付けられたパラレル
実行サーバーの数を並列度並列度並列度並列度と呼びます。 

この並列度が直接適用されるのは、イントラ・オペレーション並列化のみです。インター・
オペレーション並列化が可能であれば、パラレル実行サーバーの合計数は、指定した並列度
の 2 倍になることがあります。 パラレル実行サーバーの 3 つ以上の集合を同時に実行するこ
とはできません。パラレル実行サーバーの各集合は、複数の操作を実行できます。 適なイ
ンター・オペレーション並列化を保証するには、アクティブにするパラレル実行サーバーの
集合を 2 つに限定します。

パラレル実行は、複数の CPU とディスクを効率的に使用して問合せに迅速に応答するよう
に設計されています。複数のユーザーが同時にパラレル実行を使用すると、使用可能な
CPU、メモリーおよびディスク・リソースは急速に消費されます。

Oracle には、次のように、パラレル実行環境に伴うリソース使用状況を管理するために、複
数の方法が用意されています。

� マルチユーザー問合せ調整アルゴリズム ― システムにかかる負荷が大きくなるにつれ
て、並列度を低下させます。 このオプションを切り替えるには、ALTER SYSTEM文また
は初期化パラメータ・ファイルの PARALLEL_ADAPTIVE_MULTI_USERパラメータを使
用します。

� ユーザーのリソース制限とプロファイル ― ユーザーのセキュリティ・ドメインの一部
として、各ユーザーが使用できる各種のシステム・リソースの容量に制限を設定できま
す。

� Database Resource Manager ― 様々なユーザー・グループにリソースを割当てできま
す。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

�  PARALLEL_ADAPTIVE_MULTI_USERについては、『Oracle9i データ
ベース・リファレンス』を参照してください。

� SQL 文 ALTER SYSTEMの構文は、『Oracle9i SQL リファレンス』を参
照してください。

� 『Oracle9i データ・ウェアハウス・ガイド』 
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パラレル問合せのイントラ・オペレーションとインター・オペレーションパラレル問合せのイントラ・オペレーションとインター・オペレーションパラレル問合せのイントラ・オペレーションとインター・オペレーションパラレル問合せのイントラ・オペレーションとインター・オペレーション
の例の例の例の例

パラレル問合せのイントラ・オペレーション並列化とインター・オペレーション並列化の例
として、複雑な問合せを考えてみます。 

SELECT /*+ PARALLEL(employees 4) PARALLEL(departments 4) USE_HASH(employees) ORDERED 
*/
       MAX(salary), AVG(salary) 
FROM employees, departments
WHERE employees.department_id = departments.department_id 
GROUP BY employees.department_id; 

結合順序と結合方法を規定し、表 employeesと departmentsの並列度（DOP）を指定す
るために、問合せ内でヒントが使用されていることに注意してください。通常は、オプティ
マイザにより結合順序と結合方法が決定されます。

この問合せに対応する問合せ計画またはデータ・フロー図式を図 18-4 に示します。
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図図図図 18-4 表の結合のデータ・フロー・ダイアグラム表の結合のデータ・フロー・ダイアグラム表の結合のデータ・フロー・ダイアグラム表の結合のデータ・フロー・ダイアグラム

パラレル実行�
コーディネータ�

FULL SCAN
employees

FULL SCAN
departments

GROUP
BY

SORT

HASH
JOIN
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パラレル実行サーバーの 2 つの集合、SS1 と SS2 では、この計画が次のように実行されま
す。各サーバー集合（SS1 と SS2）には、DOP を指定する問合せ内の PARALLELヒントによ
り 4 つの実行プロセスが与えられます。つまり、パラレル実行サーバーの各集合には 4 つの
プロセスがあるため、DOP は 4 になります。

スレーブ集合の SS1 が 初に表 employeesをスキャンします。SS2 は SS1 から行をフェッ
チして、その行のハッシュ表を構築します。つまり、SS2 内の親サーバーと SS2 内の子サー
バーは次のように同時に作業します。 一方が employeesをパラレルでスキャンして、他方
が SS1 から送られる行を使用してハッシュ結合用のハッシュ表をパラレルで構築します。こ
れがインター・オペレーション並列化の例です。 

SS1 が表 employees全体のスキャンを終了すると（すなわち、employeesのすべてのグラ
ニュルまたはタスク単位が使用される）、表 departmentsをパラレルでスキャンします。
SS1 は行を SS2 内のサーバーに送ります。SS2 はハッシュ結合を完了するため、プローブを
パラレルで実行します。 SS1 は表 departmentsのパラレル・スキャンおよび SS2 への行の
送付を終了すると、GROUP BYのパラレル実行を開始します。これが、2 つのサーバーの集
合を同時に実行して、各操作のパラレル実行によるイントラ・オペレーション並列化を実現
する一方、問合せツリー内の各種演算子に対するインター・オペレーション並列化を実現す
る方法です。

パラレル実行でもう 1 つの重要なのは、あるサーバーが別のサーバーに設定されているとき
に、サーバーから行の送信が行われた場合、行が再パーティション化されることです。 図
18-4 の問合せ計画では、SS1 内のサーバー・プロセスが employeesの行のスキャンを完了
した後、SS2 のどのサーバー・プロセスが行を受け取るのでしょうか。問合せツリーからあ
ふれた行のパーティション化は、行が流入する演算子によって決定されます。 この場合、
employeesのパラレル・スキャンを行う SS1 からあふれた行を、パラレル・ハッシュ結合
を行う SS2 にパーティション化する処理は、結合列の値に基づくハッシュ・パーティション
化によって行われます。 つまり、employeesをスキャンするサーバー・プロセスは、列
employees.employee_idの値のハッシュ関数を計算して、列を受け取る SS2 内のサー
バー・プロセスの数を決定します。パラレル問合せで使用するパーティション化の方法は、
問合せの EXPLAIN PLANに明示的に示されます。実行サーバーの集合間に送られる行の
パーティション化を、ハッシュ、範囲その他の方法によって表の分割が行われる Oracle の
パーティション化機能と混同しないでください。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : パラレル問合せを伴う EXPLAIN PLANの例は、『Oracle9i
データ・ウェアハウス・ガイド』を参照してください。
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パラレル化できるパラレル化できるパラレル化できるパラレル化できる SQL 操作操作操作操作
ほとんどの操作をパラレル化できます。次の項目は、パフォーマンスを改善するために通常
パラレル化されます。

� パラレル問合せ

� パラレル DDL

� パラレル DML

� SQL*Loader

パラレル問合せパラレル問合せパラレル問合せパラレル問合せ
問合せと副問合せは、SELECT文のみでなく、DDL 文と DML 文（INSERT、UPDATEおよ
び DELETE）の問合せ部でパラレル化できます。ただし、リモート・オブジェクトを参照し
ている DDL 文や DML 文の問合せ部は、パラレル化できません。 問合せ部でリモート・オブ
ジェクトを参照するパラレルの DML 文または DDL 文を発行すると、操作は自動的にシリ
アルで実行されます。

パラレルパラレルパラレルパラレル DDL
パラレル DDL は、通常の DDL を使用する環境で使用できます。ただし、データベースの設
計に際し、考慮すべき事項もあります。制限事項として重要なのは、パラレル DDL が、オ
ブジェクトまたは LOB列を持つ表では使用できないことです。

パラレル化できるパラレル化できるパラレル化できるパラレル化できる DDL 文文文文
CREATE TABLE AS SELECT文、CREATE INDEX文および ALTER INDEX REBUILD文をパラ
レル化できます。 表がパーティション化されると、ALTER TABLE MOVEまたは [SPLITまた
は COALESCE] 文もパラレル化できます。 索引がパーティション化されると、ALTER INDEX 
REBUILD [ または SPLIT] のパラレル化も使用できます。

これらのすべての DDL 操作は、パラレル実行でもシリアル実行でも、NOLOGGINGモードで
実行できます。

索引構成表の CREATE TABLE文は、AS SELECT句を使用してもしなくてもパラレル化でき
ます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : パラレル DML の制限事項およびウェアハウス設計の考慮事
項に関する特定の情報は、『Oracle9i データ・ウェアハウス・ガイド』を
参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : パラレル問合せ文の構文と制限の詳細は、『Oracle9i SQL リ
ファレンス』を参照してください。
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操作ごとに異なるパラレル化が使用されます。 パーティション表のパラレル CREATE 
TABLE AS SELECT およびパーティション索引のパラレル CREATE INDEX は、パーティ
ション数と同じ並列度で実行されます。

適なパラレル操作を実行するには、正確な統計が必要です。

パラレルパラレルパラレルパラレル DML
パラレル DML（パラレル INSERT、パラレル UPDATE およびパラレル DELETE）では、パ
ラレル実行メカニズムを使用して、大規模のデータベース表や索引への大がかりな DML 操
作のスピードアップやスケールアップを図ります。 単一の DML 文の一部として INSERT ... 
SELECT文を使用して、複数表へ行を挿入することもできます。パラレル DML は、通常の
DML を使用する環境で使用できます。

通常、データ操作言語（DML）には問合せが含まれますが、パラレル DML は、パラレルで
実行される挿入、更新、アップサートおよび削除のみを指します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� パラレル DDL 文の構文と制限の詳細は、『Oracle9i SQL リファレン
ス』を参照してください。

� LOBの制限事項は、『Oracle9i アプリケーション開発者ガイド - ラー
ジ・オブジェクト』を参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� パラレル DML 文の構文と制限の詳細は、『Oracle9i SQL リファレン
ス』を参照してください。

� パラレル DML の制限事項およびウェアハウス設計の考慮事項に関す
る特定の情報は、『Oracle9i データ・ウェアハウス・ガイド』を参照
してください。
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パラレル化できる SQL 操作
SQL*Loader
大量のデータが定期的に発生する SQL*Loader の使用をパラレル化できます。ロードをス
ピードアップするには、次の例に示すようなパラレル・ダイレクト・パス・ロードを使用し
ます。

SQLLOAD USERID=SCOTT/TIGER CONTROL=LOAD1.CTL DIRECT=TRUE PARALLEL=TRUE
SQLLOAD USERID=SCOTT/TIGER CONTROL=LOAD2.CTL DIRECT=TRUE PARALLEL=TRUE
SQLLOAD USERID=SCOTT/TIGER CONTROL=LOAD3.CTL DIRECT=TRUE PARALLEL=TRUE

パラメータ・ファイルを使用しても同じことができます。

パラレル・ロードの間は索引がメンテナンスされないことに注意してください。

パラレルで実行する文の作成方法パラレルで実行する文の作成方法パラレルで実行する文の作成方法パラレルで実行する文の作成方法
文をパラレルで実行する方法は、パラレル操作のタイプにより異なります。次の 3 つのパラ
レル操作があります。

� パラレル問合せ

� パラレル DDL

� パラレル DML

パラレル問合せパラレル問合せパラレル問合せパラレル問合せ
SQL 問合せ文をパラレル化するには、スキャンされる表の 1 つ以上がパラレル属性を持つ必
要があります。 

パラレルパラレルパラレルパラレル DDL
SQL の DDL 文をパラレル化するには、パラレル句を指定する必要があります。

パラレルパラレルパラレルパラレル DML
シリアル DML とパラレル DML ではロック方法が異なるため、使用前に必ずパラレル DML
を明示的に使用可能にします。SQL の DML 文をパラレル化するには、まずセッション内で
パラレル DML を使用可能にします。

ALTER SESSION ENABLE PARALLEL DML;

これにより、PDML 制限に違反しないかぎり、パラレル属性を持つ表に対して発行されるす
べての DML がパラレル化されます。 次に例を示します。

INSERT INTO mytable SELECT * FROM origtable;

関連項目関連項目関連項目関連項目 : パラレル・ロードの構文と制限の詳細は、『Oracle9i データ
ベース・ユーティリティ』を参照してください。
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パラレル化できる SQL 操作
関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� パラレル化を実装する構文の詳細は、『Oracle9i SQL リファレンス』
を参照してください。

� パラメータ・ファイルからパラレル化を実装するための構文の詳細
は、『Oracle9i データベース・リファレンス』を参照してください。

� パラレル DML の制限に関する特定の情報は、『Oracle9i データ・ウェ
アハウス・ガイド』を参照してください。
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ダイレクト・パス・インサートダイレクト・パス・インサートダイレクト・パス・インサートダイレクト・パス・インサート

この章では、シリアル挿入またはパラレル挿入用の Oracle ダイレクト・パス・インサート
機能について説明します。 ダイレクト・パス・インサートといくつかの DDL 文で使用可能
な NOLOGGING機能についても説明します。この章の内容は、次のとおりです。 

� ダイレクト・パス・インサートの概要

� ダイレクト・パス・インサートの利点

� シリアルおよびパラレルのダイレクト・パス・インサート

� パーティション表および非パーティション表へのダイレクト・パス・インサート

� ダイレクト・パス・インサートとロギング・モード

� ダイレクト・パス・インサートのその他の考慮事項

注意注意注意注意 : この章で説明するパラレル・ダイレクト・パス・インサート機能
は、Oracle9i Enterprise Edition を購入した場合にのみ使用可能です。 詳細
は、『Oracle9i データベース新機能』を参照してください。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� パラレル実行 INSERTの注意点の詳細は、第 18 章「SQL 文のパラレル
実行」を参照してください。

� 『Oracle9i データ・ウェアハウス・ガイド』 
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ダイレクト・パス・インサートの概要
ダイレクト・パス・インサートの概要ダイレクト・パス・インサートの概要ダイレクト・パス・インサートの概要ダイレクト・パス・インサートの概要 
Oracle では、次の 2 種類の方法で表にデータを挿入します。

� 通常の挿入オペレーション通常の挿入オペレーション通常の挿入オペレーション通常の挿入オペレーションの実行中に Oracle は、表内の空き領域を再利用して新しく挿
入されたデータを既存のデータにインターリーブします。この操作の間、Oracle は、参
照整合性制約も維持します。

� ダイレクト・パス・インサート・オペレーションダイレクト・パス・インサート・オペレーションダイレクト・パス・インサート・オペレーションダイレクト・パス・インサート・オペレーションの実行中に Oracle は、表内の既存デー
タの後ろに、挿入されたデータを追加します。データはデータファイルに直接書き込ま
れ、バッファ・キャッシュはバイパスされます。既存データの空き領域は再利用され
ず、参照整合性制約は無視されます。これらの手順を組み合せることでパフォーマンス
を強化できます。

ダイレクト・パス・インサート文または Oracle のダイレクト・パス・ローダー・ユーティ
リティの SQL*Loader の使用により、ダイレクト・パス・インサート・オペレーションを実
装できます。 この項では、ダイレクト・パス・インサートを説明します。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� ダイレクト・パス・ロードと SQL*Loader の詳細は、『Oracle9i データ
ベース・ユーティリティ』を参照してください。

� ダイレクト・パス・インサートの制限事項のリストは、『Oracle9i 
SQL リファレンス』を参照してください。
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ダイレクト・パス・インサートの利点
ダイレクト・パス・インサートの利点ダイレクト・パス・インサートの利点ダイレクト・パス・インサートの利点ダイレクト・パス・インサートの利点
ダイレクト・パス・インサートには、次のようなパフォーマンス上の利点があります。

� ダイレクト・パス・インサートの実行中、REDO および UNDO エントリのロギングを
使用禁止にすることができます。それに比べて、従来の挿入オペレーションでは、これ
らのオペレーションが空き領域を再利用して参照整合性を維持するので、これらのエン
トリに常にログしている必要があります。

� 既存の表にあるデータから新しい表を作成する場合、新しい表を作成してからデータを
挿入する方法か CREATE TABLE ... AS SELECT文を実行する方法を選択できます。表を
作成し、ダイレクト・パス・インサート・オペレーションを使用することにより、挿入
オペレーション中にターゲット表で定義された索引を更新します。 それに比べて、
CREATE TABLE ... AS SELECT文により作成された表では、定義された索引が存在しな
いため、後で定義する必要があります。

� ダイレクト・パス・インサート・オペレーションでは、パラレル・モードで実行される
ときでも、トランザクションのアトム性が保証されます。ただし、パラレル・ダイレク
ト・パス・ロード（SQL*Loader を使用）の実行中は、アトム性は保証されません。 

� パラレル・ダイレクト・パス・ロードの実行中にエラーが発生した場合、索引には、
ロード終了時に UNUSABLEとマークが付けられます。 それに比べ、パラレル・ダイレク
ト・パス・インサートでは、索引の更新時にエラーが発生すると文がロールバックされ
ます。
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シリアルおよびパラレルのダイレクト・パス・インサート
シリアルおよびパラレルのダイレクト・パス・インサートシリアルおよびパラレルのダイレクト・パス・インサートシリアルおよびパラレルのダイレクト・パス・インサートシリアルおよびパラレルのダイレクト・パス・インサート
パラレル DML モードでの挿入では、ダイレクト・パス・インサートがデフォルトです。 パ
ラレル DML モードで実行するには、次の要件を満たしている必要があります。

� Oracle Enterprise Edition がインストールされている必要があります。

� セッション内のパラレル DML を使用可能にする必要があります。 そのため、次の文を
実行します。

ALTER SESSION { ENABLE | FORCE } PARALLEL DML;

� ターゲット表の作成時または作成後も引き続き、ターゲット表にパラレル属性が指定さ
れている必要があります。パラレル属性が指定されていないと、挿入オペレーションご
とに PARALLELヒントを指定する必要があります。

ダイレクト・パス・インサートを使用禁止にするには、各 INSERT文に NOAPPENDヒント
を指定します。これにより、パラレル DML モードがオーバーライドされます。

シリアル・モードでの挿入では、INSERT文の副問合せの INSERTキーワードの直後または
SELECTキーワードの直後の各挿入文に APPENDヒントを指定することで、ダイレクト・パ
ス・インサートをアクティブ化する必要があります。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : ヒントの使用方法の詳細は、『Oracle9i データベース・パ
フォーマンス・チューニング・ガイドおよびリファレンス』を参照してく
ださい。

注意注意注意注意 : ダイレクト・パス・インサートでサポートされるのは INSERT文
の副問合せ構文のみで、VALUES句はサポートされません。 INSERT文の
副問合せ構文の詳細は、『Oracle9i SQL リファレンス』を参照してくださ
い。
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パーティション表および非パーティション表へのダイレクト・パス・インサート
パーティション表および非パーティション表へのダイレクト・パーティション表および非パーティション表へのダイレクト・パーティション表および非パーティション表へのダイレクト・パーティション表および非パーティション表へのダイレクト・
パス・インサートパス・インサートパス・インサートパス・インサート

パーティション表および非パーティション表の両方でダイレクト・パス・インサートを使用
できます。

パーティション表および非パーティション表へのシリアル・ダイレクト・パーティション表および非パーティション表へのシリアル・ダイレクト・パーティション表および非パーティション表へのシリアル・ダイレクト・パーティション表および非パーティション表へのシリアル・ダイレクト・
パス・インサートパス・インサートパス・インサートパス・インサート

シングル・プロセスでは、データは、表のセグメントまたは各パーティションのセグメント
の現行の 高水位標を超えて挿入されます。（ 高水位標高水位標高水位標高水位標は、ブロックがデータ受入れ用に
フォーマットされたことのないレベルです。） COMMITを実行すると、 高水位標が新しい値
に更新され、ユーザーからもデータが見えるようになります。

パーティション表へのパラレル・ダイレクト・パス・インサートパーティション表へのパラレル・ダイレクト・パス・インサートパーティション表へのパラレル・ダイレクト・パス・インサートパーティション表へのパラレル・ダイレクト・パス・インサート
この状況はシリアル・ダイレクト・パス・インサートに類似しています。各パラレル実行
サーバーに 1 つ以上のパーティションが割り当てられ、1 つのパーティションで 1 つのプロ
セスのみ作動します。各パラレル実行サーバーは、割り当てられたパーティション・セグメ
ントのカレント 高水位標を超えてデータを挿入します。 COMMITを実行すると、各パー
ティション・セグメントの 高水位標が新しい値に更新され、ユーザーからもデータが見え
るようになります。

非パーティション表へのパラレル・ダイレクト・パス・インサート非パーティション表へのパラレル・ダイレクト・パス・インサート非パーティション表へのパラレル・ダイレクト・パス・インサート非パーティション表へのパラレル・ダイレクト・パス・インサート
各パラレル実行サーバーが新しい一時セグメントを割り当てて、そこにデータを挿入しま
す。 COMMITを実行すると、パラレル実行コーディネータは新しい一時セグメントを 1 次表
セグメントにマージします。このため、ユーザーからもセグメントが見えるようになりま
す。
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ダイレクト・パス・インサートとロギング・モード
ダイレクト・パス・インサートとロギング・モードダイレクト・パス・インサートとロギング・モードダイレクト・パス・インサートとロギング・モードダイレクト・パス・インサートとロギング・モード
ダイレクト・パス・インサートでは、挿入オペレーション実行中に REDO 情報およびロー
ルバック情報のログを取るかどうかを選択します。 

� 表、パーティション、索引または LOB記憶域へのロギング・モードを、これらの作成時
（CREATE文に）または作成後（ALTER文に）に指定できます。 

� これらの作成時または作成後に、LOGGINGまたは NOLOGGINGを指定しなかった場合
は、次のようになります。

� パーティションのロギング属性のデフォルト値は、その表のロギング属性に設定さ
れます。 

� 表または索引のロギング属性のデフォルト値は、それらが常駐する表領域のロギン
グ属性に設定されます。 

� LOB記憶域に CACHEを指定した場合は、LOB記憶域のロギング属性のデフォルト値
は LOGGINGに設定されます。 CACHEを指定しなかった場合は、ロギング属性のデ
フォルト値は、LOB値が常駐する表領域の値に設定されます。

� 表領域のロギング属性を CREATE TABLESPACEまたは ALTER TABLESPACE文に設定し
ます。

ロギングありのダイレクト・パス・インサートロギングありのダイレクト・パス・インサートロギングありのダイレクト・パス・インサートロギングありのダイレクト・パス・インサート
このモードでは、Oracle は、インスタンスおよびメディア・リカバリ用に完全な REDO ロ
グを実行します。 データベースが ARCHIVELOGモードの場合、オンライン REDO ログを
テープにアーカイブすることができます。 データベースが NOARCHIVELOGモードの場合、
ディスク障害の場合を除きインスタンスのクラッシュをリカバリできます。

ロギングなしのダイレクト・パス・インサートロギングなしのダイレクト・パス・インサートロギングなしのダイレクト・パス・インサートロギングなしのダイレクト・パス・インサート
このモードでは、Oracle は、データは挿入されますが、REDO または UNDO ログは生成し
ません。（ただし、新しいエクステントが無効であることをマークするために 小限のロギ
ングが実行されます。またディクショナリの変更については常にログが記録されます。）こ
のモードでは、パフォーマンスが改善されます。ただし、後でメディア・リカバリを実行す
る必要がある場合は、エクステント無効化レコードにより、論理的な破損としてブロックの
範囲にマークが付けられます。これらの REDO データのログが記録されなかったためです。
したがって、挿入オペレーションなどの後ではデータのバックアップが重要です。 

注意注意注意注意 : データベースまたは表領域が FORCE LOGGINGモードの場合、ダ
イレクト・パス・インサートでは、LOGGINGまたは NOLOGGINGのどち
らを指定していても、常にログが記録されます。
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ダイレクト・パス・インサートのその他の考慮事項
ダイレクト・パス・インサートのその他の考慮事項ダイレクト・パス・インサートのその他の考慮事項ダイレクト・パス・インサートのその他の考慮事項ダイレクト・パス・インサートのその他の考慮事項

ダイレクト・パス・インサートでの索引のメンテナンスダイレクト・パス・インサートでの索引のメンテナンスダイレクト・パス・インサートでの索引のメンテナンスダイレクト・パス・インサートでの索引のメンテナンス
索引が付けられた表（パーティション表または非パーティション表）のダイレクト・パス・
インサート・オペレーションの 後に、Oracle は、索引のメンテナンスを実行します。 この
索引のメンテナンスは、パラレル・ダイレクト・パス・インサートの場合にはパラレル実行
サーバーによって行われ、シリアル・ダイレクト・パス・インサートの場合には単一のプロ
セスによって行われます。INSERTオペレーションの前に索引を削除して後で再作成するこ
とにより、索引メンテナンスによるパフォーマンスの影響を回避できます。

ダイレクト・パス・インサートでの領域に関する考慮事項ダイレクト・パス・インサートでの領域に関する考慮事項ダイレクト・パス・インサートでの領域に関する考慮事項ダイレクト・パス・インサートでの領域に関する考慮事項
ダイレクト・パス・インサートは、セグメントの空きリスト内の既存の領域を使用しないた
め、従来型パス・インサートより多くの領域が必要です。 

すべてのシリアル・ダイレクト・パス・インサート・オペレーションとパーティション表へ
のパラレル・ダイレクト・パス・インサートは、影響を受けたセグメントの 高水位標を超
えてデータを挿入します。この操作には追加の領域が必要です。

非パーティション表へのパラレル・ダイレクト・パス・インサートでは、各並列度ごとに一
時セグメントを作成するため、より多くの領域が必要です。 自動モードでローカルで管理さ
れる表領域内に非パーティション表が存在しない場合は、NEXT記憶域パラメータと
PCTINCREASE記憶域パラメータおよび MINIMUM EXTENT表領域パラメータの値を変更し
て、一時セグメントに対し十分な（しかし、過剰ではない）記憶域を提供します。これらの
パラメータには、次のような値を選択してください。

� 各エクステントが小さくなりすぎない程度のサイズ（1MB 以上）。この設定は、オブ
ジェクト内の合計エクステント数に影響します。

� 各エクステントが、パラレル・インサートによって必要以上に大きいセグメントの領域
を無駄にすることのない程度のサイズ。

ダイレクト・パス・インサート・オペレーションが完了すると、これらのパラメータをシリ
アル操作に対し、より適切な設定にリセットできます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� リカバリ情報は、『Oracle9i バックアップおよびリカバリ概要』を参照
してください。

� 挿入以外のオペレーションでのロギング・モードに関する情報は、
『Oracle9i SQL リファレンス』を参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : これらのパラメータの設定方法は、『Oracle9i SQL リファレン
ス』を参照してください。
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ダイレクト・パス・インサートのその他の考慮事項
ダイレクト・パス・インサートでのロックに関する考慮事項ダイレクト・パス・インサートでのロックに関する考慮事項ダイレクト・パス・インサートでのロックに関する考慮事項ダイレクト・パス・インサートでのロックに関する考慮事項
ダイレクト・パス・インサートの実行中、Oracle は、表（または、パーティション表のすべ
てのパーティション）を排他ロックします。このため、ユーザーは、表に対する挿入、更新
または削除などの操作を同時に実行することはできません。また、索引の作成および構築な
どの操作を同時に行うことも許可されません。問合せの同時実行はサポートされています
が、その問合せで戻されるのは、挿入オペレーション以前の情報のみです。 
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第第第第 VII 部部部部

 データの保護データの保護データの保護データの保護

第 VII 部では、Oracle のデータベース内におけるデータ保護方法、およびデータベース管理
者によってデータ保護をさらに強化する方法について説明します。 

第 VII 部には、次の章が含まれています。 

� 第 20 章「データの並行性と整合性」

� 第 21 章「データ整合性」

� 第 22 章「データベース・アクセスの制御」

� 第 23 章「権限、ロールおよびセキュリティ・ポリシー」

� 第 24 章「監査」





データの並行性と
20

データの並行性と整合性データの並行性と整合性データの並行性と整合性データの並行性と整合性

この章では、マルチユーザー・データベース環境で Oracle がどのようにデータ整合性を維
持するかについて説明します。この章の内容は、次のとおりです。

� マルチユーザー環境におけるデータの並行性と整合性の概要

� データの並行性と整合性の管理方法

� データをロックする方法

� フラッシュバック問合せ
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マルチユーザー環境におけるデータの並行性と整合性の概要
マルチユーザー環境におけるデータの並行性と整合性の概要マルチユーザー環境におけるデータの並行性と整合性の概要マルチユーザー環境におけるデータの並行性と整合性の概要マルチユーザー環境におけるデータの並行性と整合性の概要
シングル・ユーザーのデータベースでは、他のユーザーが同時に同じデータを変更するとい
うことがないため、ユーザーは何も心配せずにデータベース内のデータを変更できます。た
だし、マルチユーザー・データベースでは、複数のトランザクション内の文によって、同じ
データが同時に更新される可能性があります。同時に実行される複数のトランザクションで
は、意味のある一貫した結果を出すことが必要です。したがって、マルチユーザー・データ
ベースではデータの並行性と整合性の制御が重要になります。

� データ並行性データ並行性データ並行性データ並行性とは、多数のユーザーが同時にデータにアクセスできることを意味しま
す。

� データ整合性データ整合性データ整合性データ整合性は、各ユーザーにデータの一貫したビューが表示され、その中にユーザー
自身のトランザクションや他のユーザーのトランザクションによる参照可能な変更も含
まれることを意味します。

複数のトランザクションが同時に実行される場合のトランザクションの首尾一貫した動作を
記述するために、データベース研究者はシリアライズ可能性シリアライズ可能性シリアライズ可能性シリアライズ可能性と呼ばれるトランザクションの
分離モデルを定義してきました。トランザクション動作のシリアル化可能なモードでは、複
数のトランザクションは、同時にではなく 1 つずつ（シリアルに）実行されるように見えま
す。

一般に、この程度までのトランザクションの分離が望ましいとされますが、このモードで多
数のアプリケーションを実行すると、アプリケーションのスループットがかなり低下する可
能性があります。同時に実行される各トランザクションの完全な分離とは、あるトランザク
ションが問合せを実行している表に対して、他のトランザクションが挿入を実行できない状
態を指します。つまり、現実には、トランザクションの完全な分離とパフォーマンスとの間
の妥協点を考慮する必要があります。

Oracle には 2 つの分離レベルがあり、これによってアプリケーションの開発者は、一貫性を
保ちながら高いパフォーマンスを実現する各操作モードを使用できます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : データベースに対応付けられたビジネス・ルールを規定する
データ整合性の詳細は、第 21 章「データ整合性」を参照してください。
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マルチユーザー環境におけるデータの並行性と整合性の概要
回避可能な現象とトランザクション分離レベル回避可能な現象とトランザクション分離レベル回避可能な現象とトランザクション分離レベル回避可能な現象とトランザクション分離レベル
ANSI/ISO SQL 規格（SQL-92）ではトランザクションの 4 つの分離レベルが定義されてお
り、それぞれトランザクション処理のスループットに与える影響の度合いが異なります。こ
れらの分離レベルは、複数のトランザクションを同時に実行する場合に防ぐ必要がある 3 つ
の現象という観点から定義されています。 

3 つの回避可能な現象とは、次のものです。 

� 内容を保証しない読込み : まだコミットされていないトランザクションが書き込んだ
データを、別のトランザクションが読み込む現象 

� 非リピータブル・リード（ファジー読込み）: あるトランザクションが以前に読み込ん
だデータをもう一度読み込んだときに、コミットされた別のトランザクションによって
そのデータが変更または削除されたことが明らかになる現象

� 仮読込み : あるトランザクションが検索条件を満たす一連の行を戻す問合せを二度実行
する間に、コミットされた別のトランザクションによってその条件を満たす新しい行が
挿入されたことが明らかになる現象

SQL-92 では、それぞれの分離レベルで実行されるトランザクションで起こり得る現象とい
う観点で 4 つの分離レベルを定義しています。表 20-1 に、各分離レベルを示します。 
 

Oracle で使用できる分離レベルは、SQL-92 の一部ではない読取り専用モードと、コミット
読込みおよびシリアル化可能です。デフォルトはコミット読込みです。

表表表表 20-1 分離レベル別による回避可能な読込み現象分離レベル別による回避可能な読込み現象分離レベル別による回避可能な読込み現象分離レベル別による回避可能な読込み現象

分離レベル分離レベル分離レベル分離レベル
内容を保証しない内容を保証しない内容を保証しない内容を保証しない
読込み読込み読込み読込み

非リピータブル・非リピータブル・非リピータブル・非リピータブル・
リードリードリードリード 仮読込み仮読込み仮読込み仮読込み

非コミット読込み あり あり あり

コミット読込み なし あり あり

リピータブル・リード なし なし あり

シリアル化可能 なし なし なし

関連項目関連項目関連項目関連項目 : コミット読込みとシリアル化可能な分離レベルの詳細は、
20-5 ページの「データの並行性と整合性の管理方法」を参照してくださ
い。
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マルチユーザー環境におけるデータの並行性と整合性の概要
ロックのメカニズムの概要ロックのメカニズムの概要ロックのメカニズムの概要ロックのメカニズムの概要
一般に、マルチユーザー・データベースでは、なんらかのデータ・ロックを使用してデータ
の並行性、一貫性、および整合性の問題を解決しています。ロックロックロックロックは、同じリソースにアク
セスしている複数のトランザクションの間で破壊的な相互作用が起きないようにするメカニ
ズムです。 

リソースには、次の 2 つの一般的なタイプのオブジェクトが含まれます。 

� ユーザー・オブジェクト。たとえば、表と行（構造体とデータ）。

� ユーザーには見えないシステム・オブジェクト。たとえば、メモリー内の共有データ構
造やデータ・ディクショナリ行。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : ロックの詳細は、20-18 ページの「データをロックする方法」
を参照してください。
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データの並行性と整合性の管理方法
データの並行性と整合性の管理方法データの並行性と整合性の管理方法データの並行性と整合性の管理方法データの並行性と整合性の管理方法
Oracle は、マルチバージョン一貫性モデルや、様々なタイプのロックおよびトランザクショ
ンを使用することによって、マルチユーザー環境でのデータ整合性を維持します。この項の
内容は、次のとおりです。

� マルチバージョン並行性制御

� 文レベルの読込み一貫性

� トランザクション・レベルの読込み一貫性

� Real Application Clusters における読込み一貫性

� Oracle の分離レベル

� コミット読込み分離とシリアル化可能な分離の比較

� 分離レベルの選択

マルチバージョン並行性制御マルチバージョン並行性制御マルチバージョン並行性制御マルチバージョン並行性制御
Oracle では、ある問合せで参照されるデータのすべてが同一時点でのデータになるように、
問合せに対して自動的に読込み一貫性が提供されます（文レベルの読込み一貫性文レベルの読込み一貫性文レベルの読込み一貫性文レベルの読込み一貫性）。 読込み一
貫性は、1 つのトランザクション内のすべての問合せに対しても提供できます（トランザクトランザクトランザクトランザク
ション・レベルの読込み一貫性ション・レベルの読込み一貫性ション・レベルの読込み一貫性ション・レベルの読込み一貫性）。 

Oracle は、これらの一貫したデータの参照を実現するために、ロールバック・セグメント内
に保持される情報を使用します。ロールバック・セグメントは、コミットされていないトラ
ンザクション、または 近コミットされたトランザクションによって変更されたデータの古
い値が含まれています。図 20-1 に、Oracle がロールバック・セグメント内のデータを使用
して、文レベルの読込み一貫性をどのように提供するかを示します。 
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データの並行性と整合性の管理方法
図図図図 20-1 トランザクションと読込み一貫性トランザクションと読込み一貫性トランザクションと読込み一貫性トランザクションと読込み一貫性

問合せが実行段階に入ると、現行のシステム変更番号（SCN）が決定されます。 図 20-1 で
は、このシステム変更番号が 10023 になっています。 問合せのためにデータ・ブロックを読
み込むと、監視されたシステム変更番号（SCN）が書き込まれたブロックが使用されます。
変更されたデータを含むブロック（もっと後の SCN）があると、それらはロールバック・セ
グメント内のデータに基づいて再構成され、問合せには再構成されたデータが戻されます。
そのため、問合せを実行するたびに、問合せの実行開始時点で記録された SCN に関してコ
ミット済みのすべてのデータが戻されます。問合せの実行中に発生する他のトランザクショ
ンの変更は参照されません。このようにして、各問合せに対して一貫性のあるデータが戻さ
れることが保証されます。 

SELECT . . . 
(SCN 10023)

10021

10021

10024

10008

10024

10011

10021

10008

10021

データ・�
ブロック�

スキャン・パス�

ロールバック・�
セグメント�
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データの並行性と整合性の管理方法
文レベルの読込み一貫性文レベルの読込み一貫性文レベルの読込み一貫性文レベルの読込み一貫性
Oracle では、常に文レベル文レベル文レベル文レベルの読込み一貫性が保たれています。これによって、1 つの問合せ
によって戻されるすべてのデータは、その問合せが開始された時点のものであることが保証
されます。そのため、問合せは、内容が保証されないデータも、その問合せの実行中にコ
ミットされたトランザクションによって変更されたデータもまったく参照しません。問合せ
の実行中にその問合せで参照できるのは、その問合せが開始される前にコミットされたデー
タのみです。問合せは、文の実行の開始後にコミットされた変更は参照しません。 

あらゆる問合せに対して一貫した結果セットが保証され、これによって、データ整合性が保
証されます。この際、ユーザーは何もする必要がありません。 SQL 文の SELECT、副問合せ
を伴う INSERT、UPDATEおよび DELETEは、いずれも明示的または暗黙的にデータの問合
せを実行し、一貫性のあるデータを戻します。 これらの文は、問合せを使用して、処理

（SELECT、INSERT、UPDATEまたは DELETE）の対象となるデータを決定します。 

SELECT文は明示的な問合せであり、ネストした問合せや結合操作を持つこともあります。
INSERT文では、ネストした問合せを使用できます。UPDATE文と DELETE文では、WHERE
句や副問合せを使用し、表のすべての行ではなく、一部の行を処理の対象にすることができ
ます。 

INSERT文、UPDATE文および DELETE文で使用される問合せでは、一貫した結果セットの
取得が保証されます。ただし、その DML 文そのものによって加えられる変更は見えません。
つまり、そのような操作での問合せは、その操作によって変更される前のデータの状態を参
照します。

トランザクション・レベルの読込み一貫性トランザクション・レベルの読込み一貫性トランザクション・レベルの読込み一貫性トランザクション・レベルの読込み一貫性
Oracle では、トランザクション・レベルの読込み一貫性トランザクション・レベルの読込み一貫性トランザクション・レベルの読込み一貫性トランザクション・レベルの読込み一貫性を保つこともできます。シリアル化
可能なモードでトランザクションが実行されている場合は、そのトランザクションが開始さ
れた時点でのデータベースの状態が、そのすべてのデータ・アクセスに反映されます。つま
り、シリアル化可能トランザクションが発行した問合せではそのトランザクション自身が実
行した変更が参照されるという点を除けば、同一のトランザクション内にあるどの問合せで
参照されるデータも、1 つの時点を基準とした一貫性が保たれているということです。トラ
ンザクション・レベルの読込み一貫性によってリピータブル・リードが実現され、問合せで
実体のないデータが検索されることもありません。

Real Application Clusters における読込み一貫性における読込み一貫性における読込み一貫性における読込み一貫性
Real Application Clusters では、読込み一貫性のあるブロックのイメージをインスタンス間
で転送する際に、キャッシュ・フュージョンというキャッシュ間のブロック転送メカニズム
を使用します。 Real Application Clusters では、データ・ブロックに対するリモート要求に対
応するため、高速で待機時間の短いインターコネクトを使用してこれを行います。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 :  詳細は、『Oracle9i Real Application Clusters 概要』を参照し
てください。
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データの並行性と整合性の管理方法
Oracle の分離レベルの分離レベルの分離レベルの分離レベル
Oracle には次のトランザクション分離レベルがあります。

 

分離レベルの設定分離レベルの設定分離レベルの設定分離レベルの設定
アプリケーション・デザイナ、アプリケーション開発者およびデータベース管理者は、アプ
リケーションとワークロードに応じて、それぞれのトランザクションに適した分離レベルを
選択できます。トランザクションの分離レベルは、トランザクションの開始時に次の文のい
ずれかを使用して設定できます。 

SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED; 

SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE; 

SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ ONLY; 

各トランザクションを SET TRANSACTION文で開始する場合のネットワーキングおよび処理
のコストを節約するために、ALTER SESSION文を使用して、後続のすべてのトランザク
ションのトランザクション分離レベルを設定することもできます。

分離レベル分離レベル分離レベル分離レベル 説明説明説明説明

コミット読込み デフォルトのトランザクション分離レベル。あるトランザク
ションによって実行されるそれぞれの問合せで参照されるのは、
その問合せ（トランザクションではなく）が開始される前にコ
ミットされたデータのみです。Oracle の問合せでは、内容が保

証されない（コミットされていない）データが読み込まれるこ
とはありません。 

Oracle では、問合せで読み込まれたデータを他のトランザク

ションで変更できるため、問合せを 2 回実行する間に 初の問

合せデータを他のトランザクションが変更する可能性がありま
す。このため、1 つの問合せを 2 回実行するトランザクションで

は、非リピータブル・リードと仮読込み（実体のない読込み）
の現象の両方が起こり得ます。

シリアル化可能 シリアル化可能トランザクションでは、そのトランザクション
を開始した時点でコミット済みの変更と、そのトランザクショ
ン自身が INSERT文、UPDATE文および DELETE文で実行した

変更のみが参照されます。シリアル化可能トランザクションで
は、非リピータブル・リードや仮読込みの現象は起きません。

読取り専用 読取り専用トランザクションでは、そのトランザクションを開
始した時点でコミット済みの変更のみが参照され、INSERT文、

UPDATE文および DELETE文は使用できません。
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データの並行性と整合性の管理方法
ALTER SESSION SET ISOLATION_LEVEL SERIALIZABLE; 

ALTER SESSION SET ISOLATION_LEVEL READ COMMITTED; 

コミット読込み分離コミット読込み分離コミット読込み分離コミット読込み分離
Oracle のデフォルト分離レベルは、コミット読込みです。このレベルの分離は、競合するト
ランザクションの数が少ない環境に適しています。問合せごとに、それぞれ独自のマテリア
ライズド・ビュー時間を基準として実行されます。このため、ある問合せを複数回実行する
間に非リピータブル・リードと仮読込みが発生することもありますが、高いスループットが
得られます。コミット読込み分離は、競合するトランザクションの数が少ない環境に適した
分離レベルです。 

シリアル化可能な分離シリアル化可能な分離シリアル化可能な分離シリアル化可能な分離
シリアル化可能な分離は、次のような環境に適しています。 

� 大規模データベースを使用し、短いトランザクションでごく少数の行しか更新しない環
境。

� 2 つの同時実行トランザクションが同一の行を更新するようなことが比較的少ない環境。

� 比較的長時間にわたって実行されるトランザクションが主に読取り専用である環境。

シリアル化可能な分離では、同時実行トランザクションが実行できる変更は、トランザク
ションが順に 1 つずつ実行される場合に実行できるデータベース変更のみです。特に、シリ
アル化可能トランザクションでデータ行を変更できるのは、その行に対するそれ以前の変更
が、シリアル化可能トランザクションの開始時にすでにコミットされていたトランザクショ
ンによるものであると決定できる場合のみです。 

この決定の効率をよくするために、データ・ブロック内に格納されている制御情報、つまり
ブロック内の行のうち、どの行にコミットされた変更が含まれていて、どの行にコミットさ
れてない変更が含まれているかを示す情報が使用されます。ある意味で、ブロックには、ブ
ロック内の各行に影響を与えたトランザクションの 新の履歴が含まれていると考えられま
す。 ここに保存される履歴の量は、CREATE TABLEおよび ALTER TABLEの INITRANSパラ
メータによって制御されます。

場合によっては、ごく 近のトランザクションで行が更新されたかどうかを決定するには履
歴情報が不十分である場合もあります。これは、多数のトランザクションが同時に同じデー
タ・ブロックを変更している場合や、非常に短い期間にそのような操作が実行されている場
合に起きることがあります。 多数のトランザクションが同一のブロックを更新するような表
については、INITRANSの値を大きく設定しておくことにより、この状況を回避できます。
それにより、ブロックにアクセスした 新のトランザクションの履歴を記録するのに十分な
記憶域が各ブロックに割り当てられます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : これらの SQL 文の詳細は、『Oracle9i SQL リファレンス』を
参照してください。
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シリアル化可能トランザクションが、その開始後にコミットされたトランザクションによっ
て変更されたデータを更新または削除しようとすると、次のようなエラーが生成されます。

ORA-08177:このトランザクションのアクセスをシリアル化できません。

シリアル化可能トランザクションが失敗し、「アクセスをシリアル化できません。」というエ
ラーが出た場合、アプリケーションは次のいずれかのアクションを実行できます。

� 実行した作業をそのポイントまでコミットします。

� 追加の（異なる）文を実行します（トランザクション内で以前に設定したセーブポイン
トまでロールバックした後など）。

� トランザクション全体をロールバックします。

図 20-2 に、「アクセスをシリアル化できません。」というエラーになったトランザクションを
ロールバックして再試行するアプリケーションの例を示します。 

図図図図 20-2 シリアル化可能トランザクションの失敗シリアル化可能トランザクションの失敗シリアル化可能トランザクションの失敗シリアル化可能トランザクションの失敗

ループおよび再試行�

 

トランザクション分離レベルを�
シリアル化可能に設定 

SELECT...

SELECT...

UPDATE...

反復問合せでは、別の同時ユーザー�
による変更があった場合も�
同じデータが参照される 

 

このトランザクションの開始後に�
別のトランザクションによって�
変更およびコミットされた行を�
更新しようとすると失敗する 
 

  
「アクセスをシリアル化できません。」�
というエラーが生成された場合、�
ロールバックする。 
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コミット読込み分離とシリアル化可能な分離の比較コミット読込み分離とシリアル化可能な分離の比較コミット読込み分離とシリアル化可能な分離の比較コミット読込み分離とシリアル化可能な分離の比較
Oracle では、異なる特性を持つ 2 つのトランザクション分離レベルのどちらかを選択できま
す。コミット読込みとシリアル化可能のどちらの分離レベルでも、高度な一貫性と並行性が
提供されます。どちらの分離レベルでも、Oracle の読込み一貫性によるマルチバージョン並
行性制御モデルと、排他的な行レベルのロッキングが実装されることによって競合が削減さ
れます。これらの分離レベルは、実際のアプリケーションの配置を考慮して設計されていま
す。 

トランザクション集合の一貫性トランザクション集合の一貫性トランザクション集合の一貫性トランザクション集合の一貫性
Oracle におけるコミット読込みとシリアル化可能な分離レベルを理解するため、次のような
使用例を考えます。データベースの表の集合（またはデータの任意の集合）があり、それら
の表内の行を特定の順序で何度か読み込み、一連のトランザクションをある特定の時点でコ
ミットするとします。ある操作（問合せまたはトランザクション）のどの読込みでも、コ
ミット済みのトランザクションの同一の集合によって書き込まれたデータが戻される場合、
その操作にはトランザクション集合の一貫性トランザクション集合の一貫性トランザクション集合の一貫性トランザクション集合の一貫性があります。一部の読込みにはあるトランザク
ション集合による変更が反映されており、他の読込みには別のトランザクション集合による
変更が反映されている場合、その操作にはトランザクション集合の一貫性がありません。ト
ランザクション集合の一貫性のない操作では、事実上、コミット済みの 1 つのトランザク
ション集合が反映された状態のデータベースを一貫して参照できません。

Oracle では、コミット読込みモードで実行されるトランザクションには文単位でのトランザ
クション集合の一貫性が提供されます。 シリアル化可能なモードでは、トランザクション単
位でのトランザクション集合の一貫性が提供されます。 

表 20-2 に、Oracle でのコミット読込みトランザクションとシリアル化可能トランザクショ
ンの主な違いをまとめます。

 

表表表表 20-2 コミット読込みトランザクションとシリアル化可能トランザクションコミット読込みトランザクションとシリアル化可能トランザクションコミット読込みトランザクションとシリアル化可能トランザクションコミット読込みトランザクションとシリアル化可能トランザクション

コミット読込みコミット読込みコミット読込みコミット読込み シリアル化可能シリアル化可能シリアル化可能シリアル化可能

内容を保証しない書込み なし なし

内容を保証しない読込み なし なし

非リピータブル・リード あり なし

仮読込み あり なし

ANSI/ISO SQL 92 への準拠 あり あり

マテリアライズド・ビュー読込み時間 文 トランザクション

トランザクション集合の一貫性 文レベル トランザクション・
レベル

行レベル・ロック あり あり

読込みが書込みをブロックするか なし なし
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行レベル・ロック行レベル・ロック行レベル・ロック行レベル・ロック
コミット読込みトランザクションとシリアル化可能トランザクションは、どちらも行レベル
のロックを使用します。また、コミットされていない同時トランザクションによって更新さ
れた行を変更しようとすると、待ち状態になります。ある行を 2 番目に更新しようとしたト
ランザクションは、 初のトランザクションがコミットまたはロールバックされてロックが
解除されるまで、待ち状態になります。この 初のトランザクションがロールバックした場
合、どの分離モードでも、待ち状態のトランザクションは 初のトランザクションが存在し
なかったかのように、以前にロックされた行を変更できるようになります。

ただし、阻止している 初のトランザクションがコミットされてロックが解除された場合、
コミット読込みトランザクションは、目的の更新処理を続行します。また、シリアル化可能
トランザクションの場合には、そのシリアル化可能トランザクションの開始後になされた変
更を他のトランザクションがコミットしているため、エラー、「アクセスをシリアル化でき
ません。」を出して失敗します。

参照整合性参照整合性参照整合性参照整合性
Oracle は、読込み一貫性トランザクションでもシリアル化可能トランザクションでも読込み
ロックを使用しないため、あるトランザクションで読み込んだデータが別のトランザクショ
ンによって上書きされる可能性があります。アプリケーション・レベルでデータベースの一
貫性のチェックを実行するトランザクションでは、データの変更がトランザクションから見
えなくても、読み込んだデータがトランザクションの実行中に変更されることはないとは想
定しないでください。このことを考慮してアプリケーション・レベルの一貫性チェックを
コーディングしないかぎり、シリアル化可能トランザクションを使用しても、データベース
の一貫性が損なわれることがあります。 

書込みが読込みをブロックするか なし なし

別の行の書込みが書込みをブロックするか なし なし

同一行の書込みが書込みをブロックするか あり あり

阻止しているトランザクションを待機するか あり あり

「アクセスをシリアル化できません。」が発生
するか

なし あり

阻止しているトランザクションの終了後にエ
ラーが発生するか

なし なし

阻止しているトランザクションのコミット後
にエラーが発生するか

なし あり

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 参照整合性とシリアル化可能トランザクションの詳細は、
『Oracle9i アプリケーション開発者ガイド - 基礎編』を参照してください。

表表表表 20-2 コミット読込みトランザクションとシリアル化可能トランザクションコミット読込みトランザクションとシリアル化可能トランザクションコミット読込みトランザクションとシリアル化可能トランザクションコミット読込みトランザクションとシリアル化可能トランザクション（続き）（続き）（続き）（続き）

コミット読込みコミット読込みコミット読込みコミット読込み シリアル化可能シリアル化可能シリアル化可能シリアル化可能
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分散トランザクション分散トランザクション分散トランザクション分散トランザクション
分散データベース環境では、一部のノードのみがコミットされることがないように、複数の
物理データベースが 2 フェーズ・コミットによって保護され、1 つのトランザクションに
よって複数の物理データベースのデータが更新されます。そのような環境では、Oracle かど
うかを問わず、シリアル化可能シリアル化可能シリアル化可能シリアル化可能トランザクションに関与するすべてのサーバーで、シリアル
化可能な分離モードがサポートされている必要があります。 

シリアル化可能トランザクションをサポートしていないサーバーによって管理されている
データベース内のデータをシリアル化可能トランザクションが更新しようとすると、そのト
ランザクションにはエラーが戻されます。トランザクションがロールバックして再試行でき
るのは、リモート・サーバーがシリアル化可能トランザクションをサポートしている場合の
みです。 

これとは対照的に、コミット読込みコミット読込みコミット読込みコミット読込みトランザクションでは、シリアル化可能トランザクショ
ンをサポートしていないサーバーで分散トランザクションを実行できます。

分離レベルの選択分離レベルの選択分離レベルの選択分離レベルの選択
アプリケーション・デザイナおよびアプリケーション開発者は、アプリケーションのコー
ディング以外にアプリケーションのパフォーマンスと一貫性のニーズに基づいて分離レベル
を選択する必要があります。

多数の同時実行ユーザーが次々にトランザクションを送る環境では、トランザクションの予
想到着率および応答時間の要求の面から、トランザクションのパフォーマンス要件を評価す
る必要があります。高いパフォーマンスが必要な環境では、分離レベルを選択する際に一貫
性と並行性とのバランスを考慮する必要がよくあります。

データベースの一貫性のチェックを実行するアプリケーションのロジックでは、どちらの
モードでも読込みによっては書込みがブロックされないという点を考慮する必要がありま
す。

Oracle の 2 つの分離モードは、行レベル・ロックと Oracle のマルチバージョン並行性制御
システムとの組合せによって、高水準の一貫性、並行性およびパフォーマンスを提供しま
す。Oracle では、読込み側と書込み側が互いに処理をブロックしません。そのため、問合せ
で一貫性のあるデータが参照される一方で、コミット読込みとシリアル化可能などちらの分
離レベルでも、コミットされていない（内容が保証されない）データを読むことなく、高パ
フォーマンスを実現する高水準の並行性を提供します。 

注意注意注意注意 : Real Application Clusters では、コミット読込みトランザクション
とシリアル化可能トランザクションの両方の分離レベルを使用できます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle9i データベース管理者ガイド』
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コミット読込み分離コミット読込み分離コミット読込み分離コミット読込み分離
多くのアプリケーションでは、コミット読込みが 適な分離レベルです。コミット読込み分
離では、並行性が大幅に向上する一方で、一部のトランザクションでは、仮読込みや非リ
ピータブル・リードのために、一貫性のない結果が生じる危険性が多少高くなります。 

トランザクションの到着率が高く、高いパフォーマンスが求められる多くの環境では、シリ
アル化可能な分離レベルによって実現されるよりも大きなスループットと高速な応答時間が
必要になる場合があります。サポートするユーザーが少数で、トランザクション到着率が非
常に低い環境では、仮読込みおよび非リピータブル・リードによって間違った結果が生じる
危険性が非常に低くなります。コミット読込み分離は、いずれの環境にも適しています。 

Oracle のコミット読込み分離では、すべての問合せについてトランザクション集合の一貫性
が提供されます。つまり、どの問合せでも一貫性のある状態のデータが参照されます。した
がって、マルチバージョン並行性制御を使用しない他のデータベース管理システム上で実行
される場合にはさらに高水準の分離を必要とするようなアプリケーションでも、多くの場
合、コミット読込み分離で十分に対応できます。

コミット読込み分離モードでは、アプリケーションのロジックで「アクセスをシリアル化で
きません。」というエラーをトラップしたり、処理をロールバックしてトランザクションを
再起動する必要はありません。大部分のアプリケーションでは、同じ問合せを 2 回繰り返し
て発行するという機能的必要があるトランザクションはごく少数のため、仮読込みおよび非
リピータブル・リードの防止は重要ではありません。したがって、前述のようなエラー・
チェックや再試行のコードを各トランザクションで記述する必要を避けるために、多くの開
発者はコミット読込みを選択します。

シリアル化可能な分離シリアル化可能な分離シリアル化可能な分離シリアル化可能な分離
Oracle のシリアル化可能な分離は、2 つの同時トランザクションが同じ行を更新する機会が
比較的少なく、長時間にわたって実行されるトランザクションが主に読取り専用である環境
に適しています。この分離モードが も適しているのは、大規模なデータベースを使用し、
短いトランザクションでごく少数の行のみが更新される環境です。

シリアル化可能な分離モードは、仮読込みと非リピータブル・リードを防止することによっ
てある程度まで一貫性を向上できるため、読込み / 書込みトランザクションが 1 つの問合せ
を複数回実行する場合に重要になることがあります。 

他の処理系のシリアル化可能な分離では書込みのみでなく読込みについてもブロックがロッ
クされるのに対し、Oracle では非ブロッキング問合せときめ細かい行レベル・ロックが提供
され、それらによって書込み / 読込みの競合が少なくなります。読込み / 書込みの競合が多
く発生するアプリケーションでは、Oracle のシリアル化可能な分離は、他のシステムより大
幅に高いスループットを提供します。このため、Oracle 上ではシリアル化可能な分離に適し
ていても、他のシステムではシリアル化可能な分離に適さないアプリケーションもありま
す。

Oracle のシリアル化可能トランザクション内のすべての問合せは、一時点でのデータベース
を参照するため、読込み / 書込みトランザクションで複数の一貫した問合せを発行する必要
がある場合は、この分離レベルが適しています。 シリアル化可能なモードでは、READ ONLY
トランザクションで実現される一貫性が確保される一方で、INSERT、UPDATEおよび
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DELETEトランザクションも実行できるため、サマリー・データを生成してそのデータを
データベースに格納する報告書作成アプリケーションでは、シリアル化可能なモードを使用
してください。 

アプリケーション開発者がシリアル化可能トランザクションをコーディングする場合には、
「アクセスをシリアル化できません。」のエラーのチェックとトランザクションのロールバッ
クおよび再試行のために、追加の作業が必要になります。他のデータベース管理システムで
デッドロックを管理する際にも、同様の追加コーディングが必要です。社内標準を遵守する
場合や、複数のデータベース管理システム上で実行するアプリケーションを作成する場合に
は、シリアル化可能なモードに対応したトランザクションの設計が必要なことがあります。
シリアル化の可能性エラーをチェックして、再試行するトランザクションは、Oracle のコ
ミット読込みモード、つまりシリアル化の可能性エラーを生成しないモードで使用できま
す。

シリアル化可能なモードにあまり適さないのは、大量の短い更新トランザクションでアクセ
スするのと同じ行を、比較的長いトランザクションで更新する環境です。このような環境で
は、長時間実行のトランザクションが行を 初に変更するという可能性は低いため、頻繁な
ロールバックが必要となり、作業が無駄になります。従来型の読込みをロックしたシリアル
化可能なモードの即時実行であり、この環境には適していません。長時間実行されるトラン
ザクションは、読込みトランザクションであっても、短い更新トランザクションの処理を阻
止したり、逆に短いトランザクションが長時間実行のトランザクションの処理を阻止する場
合があるためです。 
アプリケーション開発者は、シリアル化可能なモードを使用するときはトランザクションの
ロールバックと再試行に要するコストを考慮する必要があります。 デッドロックが頻繁に発
生する読込みロックのシステムと同様に、シリアル化可能なモードを使用するときには、終
了したトランザクションによって実行された処理をロールバックし、再実行する必要が生じ
ます。競合が頻繁に発生する環境では、このアクティビティでリソースが著しく使用されま
す。 

ほとんどの環境では、「アクセスをシリアル化できません。」のエラーを受け取った後で再起
動されたトランザクションと別のトランザクションの間で、二度目の競合が発生することは
めったにありません。このため、他のトランザクションと競合する可能性の高い文は、シリ
アル化可能トランザクション内の可能なかぎり前の部分で実行するとよい場合があります。
ただし、そのトランザクションが正常に完了する保証はないため、再試行の回数を制限する
ようにアプリケーションをコーディングしておく必要があります。

Oracle のシリアル化可能なモードには SQL-92 との互換性があり、読込みロックの処理系と
比較して多くの利点がありますが、意味としてはそれらのシステムと同じではありません。
アプリケーション設計者は、Oracle での読込みは、他のシステムとは違って、書込みをブ
ロックしないという点を考慮する必要があります。 データベースの一貫性をアプリケーショ
ン・レベルでチェックするトランザクションでは、SELECT FOR UPDATEなどのコーディン

注意注意注意注意 : 副問合せを持つ DML 文を含むトランザクションは、読込み一貫
性を保証するためにシリアル化可能な分離を使用する必要があります。 
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データの並行性と整合性の管理方法
グ技法を使用することが必要な場合があります。シリアル化可能なモードを使用しているア
プリケーションを他の環境から Oracle に移植する場合には、この問題を検討する必要があ
ります。

データベースの静止データベースの静止データベースの静止データベースの静止
システムを静止状態静止状態静止状態静止状態にできます。 SYSと SYSTEM以外のアクティブなセッションがない場合
は、システムは静止状態になっています。 アクティブなセッションは、現行のトランザク
ション、問合せ、フェッチ、PL/SQL プロシージャの中にあるセッション、または現在いず
れかの共有リソース（エンキューなど）を保持しているセッションとして定義されていま
す。データベース管理者は、システムが静止状態にある際に進行処理のできる唯一のユー
ザーです。 

データベース管理者は、システムが静止状態でなければ安全に行えない特定のアクションを
実行できます。このアクションには次のようなものがあります。

� 同時のユーザー・トランザクションや問合せがあると失敗する可能性のあるアクショ
ン。たとえば、同時トランザクションが同じ表にアクセスしている場合は、データベー
ス表のスキーマを変更できません。

� 同時のユーザー・トランザクションや問合せに対して、好ましくない中間効果を持つ可
能性のあるアクション。 次に例を示します。

1. データベース表のスキーマを変更する。 

2. PL/SQL プロシージャを、このデータベース表の新しいスキーマを使用する新しい
バージョンに更新する。 

手順 1 と 2 の間には、新しい表のスキーマは PL/SQL プロシージャの実装と一貫性があ
りません。この非一貫性のため、PL/SQL プロシージャを同時に実行しようとするユー
ザーに不都合な影響が出ます。

継続的に操作する必要のあるシステムでは、このようなアクションをデータベースを停止せ
ずに実行する機能は重要です。

Database Resource Manager は、システムの静止中に SYSまたは SYSTEM以外のユーザーが
開始したアクションをすべてブロックします。これらのアクションは、システムが通常の

（静止中でない）状態に戻ると実行されます。ユーザーに対して、静止状態によるそれ以外
のエラー・メッセージはありません。
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データの並行性と整合性の管理方法
データベースの静止方法データベースの静止方法データベースの静止方法データベースの静止方法  データベース管理者は、ALTER SYSTEM QUIESCE RESTRICTED文
を使用してデータベースを静止させます。 ALTER SYSTEM QUIESCE RESTRICTED文を発行
できるのは、ユーザー SYSおよび SYSTEMのみです。この文を発行すると、オープンして
いるデータベースのすべてのインスタンスに対して、次のような影響があります。

� Oracle はすべてのインスタンスの Database Resource Manager に、アクティブでないす
べてのセッション（SYSと SYSTEM以外）がアクティブにならないように指示します。 
SYSと SYSTEM以外のユーザーは、新しいトランザクション、問合せ、フェッチまたは
PL/SQL 操作を開始できません。

� Oracle は、SYSと SYSTEM以外のユーザーが開始した、すべてのインスタンスの既存ト
ランザクションがすべて終了（コミットまたは終了）するまで待機します。 また、SYS
と SYSTEM以外のユーザーが開始した、トランザクション外部にあるすべてのインスタ
ンスの実行中の問合せ、フェッチおよび PL/SQL プロシージャがすべて終了するまで待
機します。ただし、問合せが連続する複数の OCI フェッチによって実行されている場
合、Oracle はそのすべての終了までは待機しません。現在実行中のフェッチのみを終了
させ、次のフェッチはブロックします。 また、共有リソース（エンキューなど）を保持
するすべてのセッション（SYSと SYSTEMのセッション以外）が、そのリソースを解放
するまで待機します。 これらの操作がすべて終了した後、Oracle はデータベースを静止
状態にして、QUIESCE RESTRICTED文の実行を完了します。

� 共有サーバー・モードでインスタンスが実行中の場合、Oracle は Database Resource 
Manager に、そのインスタンスに対するログイン（SYSと SYSTEM以外）をブロック
するよう指示します。インスタンスが共有サーバー・モード以外で実行中の場合は、そ
のインスタンスに対するユーザーのログインは制限されません。

静止状態の間は、インスタンスのリソース・マネージャ・プランは変更できません。 

ALTER SYSTEM UNQUIESCE文を発行すると、実行中のすべてのインスタンスが通常モード
に戻り、ブロックされたアクションがすべて実行可能になります。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 『Oracle9i SQL リファレンス』 

� 『Oracle9i データベース管理者ガイド』 
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データをロックする方法
データをロックする方法データをロックする方法データをロックする方法データをロックする方法
ロックは、同じリソースリソースリソースリソース、つまりユーザー・オブジェクト（表や行など）またはユーザーに
は見えないシステム・オブジェクト（メモリー内の共有データ構造やデータ・ディクショナ
リ行など）のどちらかにアクセスする複数のトランザクションの間で、破損を招く相互作用
を回避するためのメカニズムです。

どのような状況でも、SQL 文が実行されると、Oracle によって必要なロックが自動的に取得
されます。そのため、ユーザーがそのような詳細事項にかかわる必要はありません。Oracle
は、 も高度なデータ並行性とフェイルセーフなデータ整合性を同時に実現するために、
も低いレベルの制限でデータを自動的にロックします。また、必要に応じて、手動でもデー
タをロックできます。

トランザクションとデータ並行性トランザクションとデータ並行性トランザクションとデータ並行性トランザクションとデータ並行性
Oracle ではロック・メカニズムを使用して、トランザクション間のデータの並行性と整合性
を実現します。Oracle のロック・メカニズムはトランザクション制御と密接に結び付けられ
ているため、アプリケーション・デザイナがトランザクションを適切に定義するだけで、
ロックは Oracle によって自動的に管理されます。

Oracle のロックは完全に自動化されていて、ユーザー・アクションを必要としません。すべ
ての SQL 文について暗黙的ロックが発生するため、データベース・ユーザーがリソースを
明示的にロックする必要はありません。Oracle のデフォルトのロック・メカニズムは、 高
度のデータ並行性を実現しながら、データ整合性を保証するために、 も低い制限レベルで
データをロックします。 

ロックのモードロックのモードロックのモードロックのモード
Oracle では、マルチユーザー・データベースで 2 つのロック・モードを使用します。 

� 排他ロック・モードは、関連リソースが共有されないようにします。このロック・モー
ドはデータを変更するために取得します。リソースを排他的にロックした 初のトラン
ザクションは、その排他ロックが解除されるまで、そのリソースを変更できる唯一のト
ランザクションになります。

� 共有ロック・モードでは、操作の種類に応じて、関連するリソースの共有が可能です。
データの読込みを実行する複数のユーザーはそのデータを共有でき、また共有ロックを
保持することによって、排他ロックを必要とする書込みユーザーの同時アクセスを防ぎ
ます。複数のトランザクションが同じリソースについて共有ロックを取得できます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 20-22 ページ「ロックの種類」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 20-34 ページ「明示的（手動）データ・ロック」
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ロックの期間ロックの期間ロックの期間ロックの期間
あるトランザクション内の文によって取得されたすべてのロックは、そのトランザクション
の継続時間中は保持され、同時実行のトランザクションによる有害な干渉（内容を保証しな
い読込み、更新内容の消失、有害な DDL 操作など）が防止されます。 あるトランザクショ
ンの SQL 文によって加えられた変更を参照できるのは、そのトランザクションがコミット
された後に開始される別のトランザクションのみです。 

トランザクションをコミットまたはロールバックすると、そのトランザクション内の文に
よって取得されたすべてのロックが解除されます。また、セーブポイントまでロールバック
した場合には、そのセーブポイントより後で取得されたロックが解除されます。ただし、
ロックを解除されて使用可能となったリソースに対してロックを取得できるのは、ロック中
だったリソースを待機していなかったトランザクションのみです。ロック中のリソースを待
機していたトランザクションは、元のトランザクションが完全にコミットされるかロール
バックされるまで待機し続けます。 

データ・ロック変換とロックの段階的拡大の比較データ・ロック変換とロックの段階的拡大の比較データ・ロック変換とロックの段階的拡大の比較データ・ロック変換とロックの段階的拡大の比較
トランザクションは、トランザクション内で挿入、更新または削除の対象になる行すべてに
対して排他ロックを保持します。行ロックは、制限の も高い程度で取得されるため、ロッ
ク変換はまったく必要なく、実行されません。 

Oracle は、低い制限の表ロックを、より高い制限の適切な表ロックに自動的に変換します。 
たとえば、トランザクションが表の行をロックするために、FOR UPDATE句を指定した
SELECT文を使用する場合を考えます。その結果、排他行ロックとその表に対する行共有表
ロックが取得されます。後で、トランザクションがロック中の 1 つ以上の行を更新する場
合、行共有表ロックは自動的に行排他表ロックに変換されます。

ロックの段階的拡大ロックの段階的拡大ロックの段階的拡大ロックの段階的拡大が発生するのは、あるレベル（行レベルなど）で多数のロックが保持さ
れている場合に、各ロックをデータベースが上位レベル（表レベルなど）の別のロックに変
更した場合です。たとえば、あるユーザーが表の中の多数の行をロックした場合、データ
ベースによっては、そのユーザーが保持する複数の行ロックを単一の表ロックに自動的に拡
大する場合があります。ロックの数は少なくなりますが、ロックされている対象の制限は大
きくなります。 

Oracle では、ロックの段階的拡大が発生することはありません。ロックの段階的拡大はデッ
ドロックの可能性を大幅に増します。たとえば、システムがトランザクション T1 のために
ロックを拡大しようとしますが、トランザクション T2 によって保持されているロックのた
めに拡大できないものとします。トランザクション T2 の処理を進めるのに同じデータの
ロックの段階的拡大が必要な場合、デッドロックが発生します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 20-24 ページ「表ロック（TM）」
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データをロックする方法
デッドロックデッドロックデッドロックデッドロック
デッドロックデッドロックデッドロックデッドロックが発生するのは、2 人以上のユーザーが、相手がロックしているデータを待機
している場合です。デッドロックが発生すると、一部のトランザクションは処理を継続でき
なくなります。図 20-3 に、デッドロック状態になっている 2 つのトランザクションを示しま
す。 

図 20-3 において、各トランザクションはそれ自体が更新しようとする行に対して行ロックを
保持するため、時刻 A では問題は存在しません。各トランザクションの処理は、終了せずに
進行します。ただし、各トランザクションは、次に、他方のトランザクションが現在保持し
ている行を更新しようとします。したがって、どちらのトランザクションも処理の進行や終
了に必要となるリソースを取得できないため、結局、時刻 B でデッドロックが発生します。
デッドロックになるのは、それぞれのトランザクションがいくら待機しても、競合するロッ
クが保持されるためです。 

図図図図 20-3 デッドロック状態のデッドロック状態のデッドロック状態のデッドロック状態の 2 つのトランザクションつのトランザクションつのトランザクションつのトランザクション

UPDATE emp
  SET sal = sal*1.1
  WHERE empno = 1000;

UPDATE emp
  SET sal = sal*1.1
  WHERE empno = 2000;

ORA–00060:
  deadlock detected while
  waiting for resource

UPDATE emp
  
  WHERE empno = 2000;

UPDATE emp
  SET mgr = 1342
  WHERE empno = 1000;

  SET mgr = 1342

A

B

C

トランザクション1 （T1）� 時刻� トランザクション2 （T2）�
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デッドロックの検出デッドロックの検出デッドロックの検出デッドロックの検出
Oracle は、デッドロック状況を自動的に検出し、そのデッドロックに含まれる文の 1 つを
ロールバックして、競合する一連の行ロックを解放することにより、デッドロックを解決し
ます。また、対応するメッセージが、文レベルのロールバックの対象となったトランザク
ションに戻されます。ロールバックされる文は、デッドロックが検出されたトランザクショ
ンに属しています。通常、通知されたトランザクションは明示的にロールバックする必要が
ありますが、待機した後でロールバック文を再試行できます。

デッドロックが も頻繁に発生するのは、トランザクションが Oracle のデフォルト・ロッ
クを明示的にオーバーライドする場合です。Oracle 自体はロックの段階的拡大を実行せず、
また、問合せに読込みロックを使用せず、また行レベルのロック（ページ・レベルのロック
ではありません）を使用するため、Oracle ではデッドロックはまれにしか起こりません。

デッドロックの回避デッドロックの回避デッドロックの回避デッドロックの回避
多くの場合、複数表のデッドロックは、複数の同じ表にアクセスする複数のトランザクショ
ンが、暗黙的ロックまたは明示的ロックを通じて各表を同じ順序でロックすれば回避できま
す。たとえば、すべてのアプリケーション開発者は、マスター表とディテール表の両方を更
新するときに、まずマスター表をロックしてからディテール表をロックするという規則に
従ってください。この規則を適切に設計し、すべてのアプリケーションがそれに従えば、
デッドロックが起こる可能性はかなり低くなります。 

あるトランザクションについて一連のロックが必要となることがわかっているときは、 も
排他的な（ も共存不能な）ロックが 初に取得されるように考慮してください。 

注意注意注意注意 : 分散トランザクションの場合、ローカル・デッドロックは待機グ
ラフを分析することによって検出され、グローバル・デッドロックはタイ
ムアウトによって検出されます。いったん検出されると、非分散デッド
ロックも分散デッドロックも、データベースとアプリケーションによって
同じように処理されます。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 手動によるロックの取得の詳細は、20-34 ページの「明示的
（手動）データ・ロック」を参照してください。
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ロックの種類ロックの種類ロックの種類ロックの種類
Oracle は、データへの同時アクセスを制御し、各ユーザー間の有害な干渉を防止するため
に、様々なタイプのロックを自動的に使用します。Oracle は、トランザクションのためにリ
ソースを自動的にロックし、他のトランザクションが同じリソースの排他的アクセスを要求
する処理を行うことを防止します。なんらかのイベントが発生し、トランザクションがその
リソースを必要としなくなると、ロックは自動的に解除されます。 

全操作を通じて、Oracle はロックされるリソースと実行される操作に応じて、様々な制限レ
ベルの様々なタイプのロックを自動的に取得します。 

Oracle のロックは次の 3 つのうちいずれか 1 つに分類されます。

次の各項では、DML ロック、DDL ロックおよび内部ロックについて説明します。 

DML ロックロックロックロック
DML（データ）ロックの目的は、複数のユーザーが同時にアクセスするデータの整合性を保
証することです。 DML ロックは、同時に実行される矛盾する複数の DML 操作または DDL
操作の破損を招く干渉を防ぎます。たとえば、Oracle の DML ロックでは、一度に 1 つのト
ランザクションのみが表の中の特定の行を更新すること、また、コミットされていないトラ
ンザクションに表への挿入操作が含まれている場合はその表が削除されないことが保証され
ます。 

DML 操作では、2 つの異なるレベルでデータ・ロックを取得できます。1 つは特定の行に対
するロック、もう 1 つは表全体に対するロックです。 

ロックロックロックロック 説明説明説明説明

DML ロック（データ・ロッ

ク）

DML ロックはデータを保護します。たとえば、表ロックは表全

体をロックし、行ロックは選択された行をロックします。 

DDL ロック（ディクショナ

リ・ロック）

DDL ロックは、スキーマ・オブジェクトの構造、たとえば表と

ビューの定義を保護します。 

内部ロックとラッチ 内部ロックとラッチは、データ・ファイルなどの内部データ
ベース構造を保護します。内部ロックとラッチは完全に自動的
です。 

注意注意注意注意 : それぞれのタイプのロックまたはロック・モードの後のカッコ内
にある頭字語は、Enterprise Manager の Lock Monitor で使用される略称
です。 Enterprise Manager では、表ロックのモード（RS や SRX など）が
示されるかわりに、すべての表ロックに TM と表示される可能性がありま
す。 
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行ロック（行ロック（行ロック（行ロック（TX））））
Oracle が自動的に取得する DML ロックは、行レベルのロックのみです。1 つの文またはト
ランザクションで保持できる行ロックの数に制限はありません。また、Oracle が行レベルの
ロックからロックの単位を拡大することはありません。行ロックでは、 もきめの細かい
ロックが実現されるため、 高の並行性とスループットが得られます。 

マルチバージョン並行性制御と行レベル・ロックを組み合せると、同じデータに関して複数
のユーザーが競合するのは、同じ行にアクセスする場合のみになります。特に、次のような
場合です。

� データの読込みが、同じデータ行の書込みを待機しない場合。 

� データの書込みが、同じデータ行の読込みを待機しない場合。ただし、読込みのロック
を要求する SELECT ... FOR UPDATEを使用していない場合。 

� 他の書込みが同時に同じ行を更新しようとする場合にかぎり、書込みは他の書込みを待
機します。 

INSERT文、UPDATE文、DELETE文、および FOR UPDATE句を含む SELECT文のいずれか
で変更された行ごとに、トランザクションは排他 DML ロックを取得します。 

変更された行は、ロックを保持しているトランザクションがコミットされるかロールバック
されるまで、他のユーザーがその行を変更できないように常に常に常に常に排他的にロックされます。た
だし、インスタンス障害のためにトランザクションが終了すると、トランザクション全体が
リカバリされる前に、ブロック・レベルのリカバリによって行が使用可能になります。前述
の文の結果として、行ロックは、常に Oracle によって自動的に取得されます。 

ある行について行ロックを取得したトランザクションは、その行に対応する表についての表
ロックも取得します。表ロックがあると、カレント・トランザクション内のデータ変更を
オーバーライドする DDL 操作の競合が回避されます。

注意注意注意注意 : 保留中の分散トランザクションにおける非常に特殊な状況では、
データを読み込むために、同じデータ・ブロックへの書込みの待機が必要
になることもあります。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 20-31 ページ「DDL ロック」
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表ロック（表ロック（表ロック（表ロック（TM））））
INSERT文、UPDATE文、DELETE文、FOR UPDATE 句付きの SELECT文および LOCK 
TABLE文の各 DML 文で表が変更される場合、トランザクションは表ロックを取得します。 
これらの DML 操作が表ロックを必要とするのは、トランザクションのために表への DML
アクセスを確保すること、およびトランザクションと競合する可能性がある DDL 操作を防
止するという 2 つの目的のためです。すべての表ロックは同じ表に対する排他 DDL ロック
を防止するため、そのようなロックを必要とする DDL 操作も防止されます。たとえば、コ
ミットされていないトランザクションが、ある表について表ロックを保持している場合、そ
の表を変更したり削除することはできません。

表ロックは、行共有（RS）、行排他（RX）、共有（S）、共有行排他（SRX）、および排他（X）
のいずれかのモードで保持できます。表ロックのモードの制限は、他の表ロックが同じ表に
ついて取得し、保持できるモードを決定します。 

表 20-3 に、文が取得する表ロックのモードと、各ロックで許可されている操作と禁止されて
いる操作を示します。
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この後、制限レベルの低いものから高いものという順序で、表ロックの各モードについて説
明します。また、トランザクションがそのモードで表ロックを取得する原因となるアクショ
ンや、そのモードのロックで他のトランザクションに許可されるアクションと禁止されるア
クションについても説明します。

表表表表 20-3 表ロックのまとめ表ロックのまとめ表ロックのまとめ表ロックのまとめ 

SQL 文文文文
表ロックの表ロックの表ロックの表ロックの
モードモードモードモード

 許可されるロック・モード許可されるロック・モード許可されるロック・モード許可されるロック・モード

RS RX S SRX X

SELECT...FROM table... なし 可 可 可 可 可

INSERT INTO table ... RX 可 可 否 否 否

UPDATE table ... RX 可 * 可 * 否 否 否

DELETE FROM table ... RX 可 * 可 * 否 否 否

SELECT ... FROM table 
FOR UPDATE OF ...

RS 可 * 可 * 可 * 可 * 否

LOCK TABLE table IN 
ROW SHARE MODE

RS 可 可 可 可 否

LOCK TABLE table IN 
ROW EXCLUSIVE MODE

RX 可 可 否 否 否

LOCK TABLE table IN 
SHARE MODE

S 可 否 可 否 否

LOCK TABLE table IN 
SHARE ROW EXCLUSIVE 
MODE

SRX 可 否 否 否 否

LOCK TABLE table IN 
EXCLUSIVE MODE

X 否 否 否 否 否

RS: 行共有

RX: 行排他

S: 共有

SRX: 共有行排他

X: 排他

* 別のトランザクションによって、競
合する行ロックが保持されていない場
合。そうでない場合は待機が発生。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 20-34 ページ「明示的（手動）データ・ロック」
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行共有表ロック（行共有表ロック（行共有表ロック（行共有表ロック（RS））））  行共有表ロック（副共有表ロック、副共有表ロック、副共有表ロック、副共有表ロック、SS とも呼ぶ）は、この表ロック
を保持しているトランザクションが、その表の行をロックし、それらの行を更新する予定で
あることを示します。 次の SQL 文のいずれかが実行された場合は、表の行共有表ロックが自
動的に取得されます。

SELECT ... FROM table ... FOR UPDATE OF ... ;  

LOCK TABLE table IN ROW SHARE MODE; 

行共有表ロックは、 も制限の緩やかなモードの表ロックであり、 高度の並行性を表に提
供します。 

許可される操作 : トランザクションによって保持される行共有表ロックでは、他のトランザ
クションは、同じ表の中の行に対して問合せ、挿入、更新、削除またはロックを同時に実行
できます。そのため他のトランザクションは、同じ表について同時に行共有ロック、行排他
ロック、共有ロックおよび共有行排他ロックを取得できます。 

禁止される操作 : トランザクションによって保持される行共有表ロックは、他のトランザク
ションが次の文のみを使用して同じ表に排他書込みアクセスを実行するのを防止します。 

LOCK TABLE table IN EXCLUSIVE MODE;

行排他表ロック（行排他表ロック（行排他表ロック（行排他表ロック（RX））））  行排他表ロック（副排他表ロック、副排他表ロック、副排他表ロック、副排他表ロック、SX とも呼ぶ）は、一般に、この
ロックを保持しているトランザクションが、表の中の行に対して 1 つ以上の更新を行ったこ
とを示します。 行排他表ロックは、次のタイプの文によって修正される表について自動的に
取得されます。 

INSERT INTO table ... ; 

UPDATE table ... ; 

DELETE FROM table ... ;  

LOCK TABLE table IN ROW EXCLUSIVE MODE; 

行排他表ロックでは、行共有表ロックよりも少し多くの制限が課されます。 

許可される操作 : トランザクションによって保持される行排他表ロックでは、他のトランザ
クションは、同じ表の中の行に対して問合せ、挿入、更新、削除またはロックを同時に実行
できます。そのため、行排他表ロックによって、複数のトランザクションが同時に、同じ表
について行排他ロックと行共有表ロックを取得できます。 
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禁止される操作 : トランザクションによって保持される行排他表ロックは、他のトランザク
ションが排他的な読込みや書込みを実行するために表を手動でロックすることを防止しま
す。そのため、他のトランザクションは、次の文を使用して同時に表をロックすることはで
きません。 

LOCK TABLE table IN SHARE MODE;  

LOCK TABLE table IN SHARE EXCLUSIVE MODE; 

LOCK TABLE table IN EXCLUSIVE MODE; 

共有表ロック（共有表ロック（共有表ロック（共有表ロック（S））））  共有表ロックは、次の文で指定される表について自動的に取得されます。 

LOCK TABLE table IN SHARE MODE; 

許可される操作 : トランザクションによって保持される共有表ロックでは、他のトランザク
ションは、表の問合せ、SELECT ... FOR UPDATE文による特定行のロック、または LOCK 
TABLE ... IN SHARE MODE文の実行のみが許可されます。他のトランザクションによる更新
は許可されません。複数のトランザクションが、同じ表について同時に共有表ロックを保持
できます。 ただし、この場合、トランザクションは表を更新できません（FOR UPDATE句を
指定した SELECT文の結果として行ロックを保持できたとしても更新できません）。そのた
め、共有表ロックを保持しているトランザクションがその表を更新できるのは、他のトラン
ザクションが同じ表について共有表ロックを保持していない場合のみです。 

禁止される操作 : トランザクションによって保持される共有表ロックは、他のトランザク
ションが同じ表を変更するのを禁止します。また、他のトランザクションが次の文を実行す
ることも禁止します。 

LOCK TABLE table IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE; 

LOCK TABLE table IN EXCLUSIVE MODE; 

LOCK TABLE table IN ROW EXCLUSIVE MODE; 

共有行排他表ロック（共有行排他表ロック（共有行排他表ロック（共有行排他表ロック（SRX））））  共有行排他表ロック（共有副排他表ロック、共有副排他表ロック、共有副排他表ロック、共有副排他表ロック、SSX とも呼ぶ）は、
共有表ロックよりも多くの制限を課します。 共有行排他表ロックは、次の文で指定された表
について取得されます。 

LOCK TABLE table IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE; 

許可される操作 : 一度に 1 つのトランザクションのみが、特定の表の共有行排他表ロックを
取得できます。 トランザクションによって保持される共有行排他表ロックでは、他のトラン
ザクションは、問合せ、または FOR UPDATE句を指定した SELECT文による特定行のロック
を許可されますが、表の更新は許可されません。 

禁止される操作 : トランザクションによって保持される共有行排他表ロックは、他のトラン
ザクションによる行排他表ロックの取得、および同じ表の変更を防止します。また、共有行
排他表ロックでは、他のトランザクションが共有ロック、共有行排他ロックおよび排他表
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ロックを取得することが禁止されます。つまり、他のトランザクションが次の文を実行でき
なくなります。 

LOCK TABLE table IN SHARE MODE; 

LOCK TABLE table IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE; 

LOCK TABLE table IN ROW EXCLUSIVE MODE; 

LOCK TABLE table IN EXCLUSIVE MODE; 

排他表ロック（排他表ロック（排他表ロック（排他表ロック（X））））  排他表ロックは、 も多くの制限が課されるモードの表ロックであり、
ロックを保持するトランザクションが表に排他的に書込みアクセスすることを許可します。 
排他表ロックは、次の文で指定された表について取得されます。 

LOCK TABLE table IN EXCLUSIVE MODE; 

許可される操作 : 1 つのトランザクションのみが、表の排他表ロックを取得できます。排他
表ロックでは、他のトランザクションは同じ表に対する問合せのみを実行できます。 

禁止される操作 : トランザクションによって保持されている排他表ロックは、他のトランザ
クションによる DML 文の実行とその表に対するロックの適用を禁止します。 

DML 文について自動的に取得される文について自動的に取得される文について自動的に取得される文について自動的に取得される DML ロックロックロックロック
これまで、各種データ・ロックのタイプと、どのモードで保持できるか、いつ取得できる
か、いつ取得されるか、何を禁止するかについて説明しました。この後の項では、各種の
DML 操作を実行するために Oracle がどのようにデータを自動的にロックするかをまとめま
す。 

表 20-4 に、次の項で説明する情報をまとめておきます。 
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問合せのデフォルト・ロック問合せのデフォルト・ロック問合せのデフォルト・ロック問合せのデフォルト・ロック  問合せはデータを読み込むのみであるため、他の SQL 文に対
してほとんど干渉しない SQL 文です。 INSERT文、UPDATE文および DELETE文には、文の
一部として暗黙的問合せが含まれている場合があります。問合せには、次の種類の文が含ま
れます。 

SELECT 

INSERT ... SELECT ... ; 

UPDATE ... ; 

DELETE ... ; 

次の文は含まれません含まれません含まれません含まれません。 

SELECT ... FOR UPDATE OF ... ; 

表表表表 20-4 DML 文が取得するロック文が取得するロック文が取得するロック文が取得するロック

DML 文文文文 行ロック行ロック行ロック行ロック 表ロックのモード表ロックのモード表ロックのモード表ロックのモード

SELECT ... FROM table

INSERT INTO table ... X RX

UPDATE table ... X RX

DELETE FROM table ... X RX

SELECT ... FROM table ...  
FOR UPDATE OF ...

X RS

LOCK TABLE table IN ...

   ROW SHARE MODE RS

   ROW EXCLUSIVE MODE RX

   SHARE MODE S

   SHARE EXCLUSIVE MODE SRX

   EXCLUSIVE MODE X

X: 排他

RX: 行排他

RS: 行共有

S: 共有

SRX: 共有行排他
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次の特性は、FOR UPDATE句を使用しないすべての問合せに当てはまります。 

� 問合せはデータ・ロックを取得しません。そのため、特定の行に対して問合せが実行さ
れる場合も含め、問合せが実行されている表を、他のトランザクションが問い合せて更
新することができます。 FOR UPDATE句が指定されていない問合せでは、データ・ロッ
クが取得されないので他の操作はブロックされないため、Oracle ではこの問合せを非ブ非ブ非ブ非ブ
ロック化問合せロック化問合せロック化問合せロック化問合せと呼ぶことがあります。 

� 問合せでは、データ・ロックの解除を待つ必要がなく、常に処理を進めることができま
す。（待ち状態の分散トランザクションがある場合、ごくまれに、問合せにデータ・
ロックの待機が必要な場合があります。） 

INSERT、、、、UPDATE、、、、DELETE およびおよびおよびおよび SELECT ... FOR UPDATE のデフォルト・ロックのデフォルト・ロックのデフォルト・ロックのデフォルト・ロック  INSERT文、
UPDATE文、DELETE文および SELECT ... FOR UPDATE文のロックの特性は次のとおりです。 

� DML 文を含むトランザクションは、その文の修正対象の行に対して排他行ロックを取
得します。ロックしているトランザクションがコミットまたはロールバックされるま
で、その他のトランザクションは、ロックされている行の更新や削除は実行できませ
ん。 

� DML 文を含むトランザクションは、副問合せや暗黙的問合せ（WHERE句の中にある問
合せ）によって選択される行に対して行ロックを取得する必要がありません。DML 文
の中の副問合せや暗黙的問合せは、問合せの開始時点での一貫性が保証され、元の
DML 文自体の影響を参照しません。 

� トランザクション内の問合せは、同じトランザクション内の前の位置にある DML 文に
よって加えられた変更を参照できますが、そのトランザクションより後で開始されたそ
の他のトランザクションの変更は参照できません。 

� DML 文を含むトランザクションは、必要な排他行ロックに加えて、処理の対象となる
行を含む表に対して少なくとも行排他表ロックを取得します。トランザクションがその
表について、共有ロック、共有行排他ロックまたは排他表ロックをすでに保持している
場合、行排他表ロックは取得されません。トランザクションが行共有表ロックをすでに
保持している場合、Oracle はこのロックを行排他表ロックに自動的に変換します。 
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DDL ロックロックロックロック
処理中のデータ・ディクショナリ・ロック（DDL）操作によってスキーマ・オブジェクトが
影響を受けたり参照される間、そのオブジェクトの定義は DDL ロックによって保護されま
す。DDL 文がトランザクションを暗黙のうちにコミットすることに注意してください。た
とえば、ユーザーがプロシージャを作成する場合を考えます。そのユーザーの単一文トラン
ザクションのために、Oracle はプロシージャ定義で参照されるすべてのスキーマ・オブジェ
クトについての DDL ロックを自動的に取得します。その DDL ロックにより、プロシージャ
のコンパイル完了前に、プロシージャで参照されるオブジェクトの変更または削除が防止さ
れます。 

Oracle は、ディクショナリ・ロックを必要とする DDL トランザクションのために、ディク
ショナリ・ロックを自動的に取得します。ユーザーは DDL ロックを明示的に要求できませ
ん。DDL 操作中には、修正や参照の対象となる個々のスキーマ・オブジェクトのみがロッ
クされます。データ・ディクショナリ全体がロックされることはありません。 

DDL ロックは、排他 DDL ロック、共有 DDL ロックおよびブレーク可能解析ロックの 3 つ
に分類されます。 

排他排他排他排他 DDL ロックロックロックロック
次の項の共有 DDL ロックに示されている DDL 操作を除き、ほとんどの DDL 操作では、同
じスキーマ・オブジェクトの変更や参照を実行する可能性のある他の DDL 操作によって破
壊的な干渉が起きないように、リソースの排他 DDL ロックが必要です。 たとえば ALTER 
TABLE操作で表に列を追加している間は、DROP TABLE操作でその表を削除できません。そ
の逆も同様です。 

排他 DDL ロックの取得では、別の操作によってすでにそのスキーマ・オブジェクトに対し
て別の DDL ロックが保持されている場合、その取得は古い DDL ロックが解除されるまで待
機し、その後に処理されます。 

また、DDL 操作は変更対象のスキーマ・オブジェクトに対する DML ロック（データ・ロッ
ク）も取得します。 

共有共有共有共有 DDL ロックロックロックロック
ある種の DDL 操作では、競合する DDL 操作によって破壊的な干渉が起きないようにし、か
つ一方では類似の DDL 操作についてデータの並行性を確保するため、リソースの共有 DDL
ロックが必要です。 たとえば CREATE PROCEDURE文の実行時には、その文を含むトランザ
クションは、参照されるすべての表について共有 DDL ロックを取得します。他のトランザ
クションは同じ表を参照するプロシージャを同時に作成できるため、同じ表について同時実
行の共有 DDL ロックを取得できます。ただし、参照中の表について排他 DDL ロックを取得
できるトランザクションはありません。また、参照中の表を変更または削除できるトランザ
クションはありません。その結果、共有 DDL ロックを保持するトランザクションでは、参
照中のスキーマ・オブジェクトの定義がそのトランザクションの継続時間にわたって変化し
ないことが保証されます。 
データの並行性と整合性 20-31



データをロックする方法
スキーマ・オブジェクトに対する共有 DDL ロックは、AUDIT、NOAUDIT、COMMENT、
CREATE [OR REPLACE] VIEW/ PROCEDURE/PACKAGE/PACKAGE BODY/FUNCTION/ 
TRIGGER、CREATE SYNONYM、CREATE TABLE（CLUSTERパラメータが含まれていない場
合）などの DDL 文に対して取得されます。 

ブレーク可能解析ロックブレーク可能解析ロックブレーク可能解析ロックブレーク可能解析ロック
共有プール内の SQL 文（または PL/SQL プログラム・ユニット）は、参照される各スキー
マ・オブジェクトについて解析ロックを保持します。参照オブジェクトが変更されたり削除
されたりした場合に、対応する共有 SQL 領域を無効にできるようにするため、解析ロック
が取得されます。解析ロックは、どのような DDL 操作も拒否せず、矛盾する DDL 操作も許
可するためにブレーク（中断）できるため、ブレーク可能解析ロックブレーク可能解析ロックブレーク可能解析ロックブレーク可能解析ロックと呼ばれます。 

解析ロックは SQL 文の実行の解析フェーズで取得され、共有プールの中にその文の共有
SQL 領域が残っているかぎり保持されます。

DDL ロックの継続時間ロックの継続時間ロックの継続時間ロックの継続時間
DDL ロックの継続時間は、DDL ロックの種類によって異なります。排他ロックと共有 DDL
ロックは、DDL 文実行の継続中と自動コミット中ずっと存続します。解析ロックは、対応
する SQL 文が共有プールに残っているかぎり存続します。 

DDL ロックとクラスタロックとクラスタロックとクラスタロックとクラスタ
クラスタに対する DDL 操作は、クラスタおよびそのクラスタ内のすべての表とマテリアラ
イズド・ビューに対して排他 DDL ロックを取得します。クラスタ内の表やマテリアライズ
ド・ビューに対する DDL 操作は、その表やマテリアライズド・ビューに対する共有 DDL
ロックまたは排他 DDL ロックに加えて、そのクラスタに対する共有ロックも取得します。
クラスタに対する共有 DDL ロックは、 初の操作の処理中に、別の操作がそのクラスタを
削除するのを防止します。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 第 15 章「スキーマ・オブジェクト間の依存性」
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ラッチと内部ロックラッチと内部ロックラッチと内部ロックラッチと内部ロック
ラッチと内部ロックは、内部データベース構造とメモリー構造を保護します。ユーザーは、
それらの出現や継続時間を制御する必要がないため、そのいずれもユーザーからはアクセス
できません。 次の項の説明内容は、Enterprise Manager または SQL*Plus を使用したロック
とラッチの監視について理解する上で役立ちます。 

ラッチラッチラッチラッチ
ラッチは、システム・グローバル領域（SGA）内の共有データ構造を保護するための単純な
下位レベルのシリアル化メカニズムです。たとえば、ラッチは現在データベースにアクセス
しているユーザーのリストと、バッファ・キャッシュ内のブロックを説明しているデータ構
造を保護します。サーバー・プロセスまたはバックグラウンド・プロセスは、これらの構造
の 1 つを操作したり参照する、非常に短い間のみラッチを取得します。ラッチのインプリメ
ンテーション（特に、プロセスがラッチを待機するかどうか、およびどれくらいの時間待機
するか）は、オペレーティング・システムに依存します。 

内部ロック内部ロック内部ロック内部ロック
内部ロックは、ラッチよりも高水準で複雑なメカニズムであり、いろいろな目的のために機
能します。 

ディクショナリ・キャッシュ・ロックディクショナリ・キャッシュ・ロックディクショナリ・キャッシュ・ロックディクショナリ・キャッシュ・ロック  これらのロックの継続時間は非常に短く、ディク
ショナリ・キャッシュ内のエントリが修正されたり使用されている間、そのエントリについ
て保持されます。これらのロックは、解析されている文が矛盾したオブジェクト定義を参照
しないことを保証します。 

ディクショナリ・キャッシュ・ロックは、共有または排他で保持されます。共有ロックは、
解析が完了すると解除されます。排他ロックは、DDL 操作が完了すると解除されます。 

ファイルとログの管理ロックファイルとログの管理ロックファイルとログの管理ロックファイルとログの管理ロック  これらのロックは様々なファイルを保護します。たとえば、
あるロックは制御ファイルを保護し、一度に 1 つのプロセスのみがそれを変更できるように
します。別のロックは、REDO ログ・ファイルの使用とアーカイブを調整します。データ
ベースを複数インスタンスが共有モードでマウントしたり、1 つのインスタンスが排他モー
ドでマウントすることを保証するために、データ・ファイルがロックされます。ファイルと
ログのロックはファイルの状態を示すため、必然的に長い間保持されます。 

表領域とロールバック・セグメントのロック表領域とロールバック・セグメントのロック表領域とロールバック・セグメントのロック表領域とロールバック・セグメントのロック  これらのロックは、表領域とロールバック・
セグメントを保護します。たとえば、データベースにアクセスするすべてのインスタンス
は、表領域のオンライン / オフラインの状態について一致することが必要です。ロールバッ
ク・セグメントは、1 つのセグメントに 1 つのインスタンスしか書き込めないようにロック
されています。 
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明示的（手動）データ・ロック明示的（手動）データ・ロック明示的（手動）データ・ロック明示的（手動）データ・ロック
データの並行性、整合性および文レベルの読込み一貫性を確保するために、Oracle は常に自
動的にロックを実行します。ただし、デフォルトのロック・メカニズムを置き換えることも
できます。デフォルト・ロックの置換えは、次のような状況で有効です。 

� アプリケーションで、トランザクション・レベルの読込み一貫性またはリピータブル・リピータブル・リピータブル・リピータブル・
リードリードリードリードが必要な場合。つまり、アプリケーション内の問合せによって作成されるデータ
が、他のトランザクションによる変更を反映せず、そのトランザクションの継続時間に
わたって一貫性を維持する必要がある場合。トランザクション・レベルの読込み一貫性
は、明示的ロック、読取り専用トランザクションまたはシリアル化可能トランザクショ
ンを使用するか、デフォルトのロックをオーバーライドすると実現できます。 

� アプリケーションで、あるトランザクションが他のトランザクションの完了まで待機せ
ずに済むように、そのトランザクションがリソースに排他的アクセスできるようにする
必要がある場合。 

Oracle の自動ロックは、トランザクション・レベルまたはセッション・レベルでオーバーラ
イドできます。

トランザクション・レベルでは、次の SQL 文を含むトランザクションによって Oracle のデ
フォルト・ロックがオーバーライドされます。 

� SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL文

� LOCK TABLE文（表をロックする文、またはビューを使用するときにその基礎となる実
表をロックする文）

� SELECT ... FOR UPDATE文 

これらの文で取得されたロックは、トランザクションがコミットまたはロールバックされた
後で解除されます。 

セッション・レベルでは、ALTER SESSION文を使用して必要なトランザクション分離レベ
ルを設定できます。

注意注意注意注意 : Oracle のデフォルト・ロックを任意のレベルで置き換える場合、
データベース管理者やアプリケーション開発者は、ロック置換の手順が確
実に正しく実行されるようにしてください。 ロックの手順は、データ整合
性が保証される、データ並行性が許容範囲内である、デッドロックは発生
する可能性がないかまたは適切に処理される、などの基準を満たすものに
する必要があります。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 :  SQL 文 LOCK TABLEおよび SELECT ... FOR UPDATEの詳細
は、『Oracle9i SQL リファレンス』を参照してください。
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明示的なロックの下でのデータ並行性の例明示的なロックの下でのデータ並行性の例明示的なロックの下でのデータ並行性の例明示的なロックの下でのデータ並行性の例
LOCK TABLE文や FOR UPDATE句を指定した SELECT文が使用されるときに、Oracle がデー
タの並行性、整合性および一貫性をどのように維持するかを次に示します。

注意注意注意注意 : 簡潔にするため、ORA-00054のメッセージ・テキストは記載しま
せん。そのメッセージ・テキストは「リソース・ビジー、NOWAITが指定
されていました。」というものです。ユーザーが入力するテキストは太字太字太字太字
になっています。 

トランザクショントランザクショントランザクショントランザクション 1 時点時点時点時点 トランザクショントランザクショントランザクショントランザクション 2

LOCK TABLE scott.dept 
  IN ROW SHARE MODE; 
Statement processed

 1

 2 DROP TABLE scott.dept; 
DROP TABLE scott.dept 
              * 
ORA-00054
(exclusive DDL lock not possible 
because of T1's table lock)

 3 LOCK TABLE scott.dept 
  IN EXCLUSIVE MODE NOWAIT; 
ORA-00054

 4 SELECT LOC 
  FROM scott.dept 
  WHERE deptno = 20 
  FOR UPDATE OF loc; 
LOC 
- - - - - - - 
DALLAS 
1 row selected

UPDATE scott.dept 
  SET loc = 'NEW YORK' 
    WHERE deptno = 20; 
(waits because T2 has locked same 
rows)

 5

 6 ROLLBACK; 
(releases row locks)

1 row processed. 
ROLLBACK; 

 7
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データをロックする方法
LOCK TABLE scott.dept 
  IN ROW EXCLUSIVE MODE; 
Statement processed.

 8

 9 LOCK TABLE scott.dept 
  IN EXCLUSIVE MODE 
  NOWAIT; 
ORA-00054 

10 LOCK TABLE scott.dept 
   IN SHARE ROW EXCLUSIVE 
   MODE NOWAIT; 
ORA-00054 

11 LOCK TABLE scott.dept 
  IN SHARE ROW EXCLUSIVE 
  MODE NOWAIT; 
ORA-00054 

12 UPDATE scott.dept 
  SET loc = 'NEW YORK' 
  WHERE deptno = 20;  
1 row processed. 

13 ROLLBACK; 

SELECT loc 
  FROM scott.dept 
  WHERE deptno = 20 
  FOR UPDATE OF loc;   
LOC 
- - - - - - 
DALLAS 
1 row selected. 

14

15 UPDATE scott.dept 
  SET loc = 'NEW YORK' 
  WHERE deptno = 20; 
(waits because T1 has locked same 
rows)

ROLLBACK; 16

17 1 row processed. 
(conflicting locks were released) 
ROLLBACK;

トランザクショントランザクショントランザクショントランザクション 1 時点時点時点時点 トランザクショントランザクショントランザクショントランザクション 2
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LOCK TABLE scott.dept 
  IN SHARE MODE 
Statement processed

18

19 LOCK TABLE scott.dept 
  IN EXCLUSIVE MODE NOWAIT; 
ORA-00054 

20 LOCK TABLE scott.dept 
  IN SHARE ROW EXCLUSIVE 
  MODE NOWAIT; 
ORA-00054 

21 LOCK TABLE scott.dept 
  IN SHARE MODE;   
Statement processed. 

22 SELECT loc 
  FROM scott.dept 
  WHERE deptno = 20;   
LOC 
- - - - - - 
DALLAS 
1 row selected. 

23 SELECT loc 
  FROM scott.dept 
  WHERE deptno = 20 
  FOR UPDATE OF loc; 
LOC 
- - - - - - 
DALLAS 
1 row selected. 

24 UPDATE scott.dept 
  SET loc = 'NEW YORK' 
  WHERE deptno = 20; 
(waits because T1 holds conflicting 
table lock)

ROLLBACK; 25

26 1 row processed. 
(conflicting table lock released)  
ROLLBACK; 

トランザクショントランザクショントランザクショントランザクション 1 時点時点時点時点 トランザクショントランザクショントランザクショントランザクション 2
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LOCK TABLE scott.dept 
  IN SHARE ROW 
  EXCLUSIVE MODE; 
Statement processed.

27

28 LOCK TABLE scott.dept 
  IN EXCLUSIVE MODE 
  NOWAIT; 
ORA-00054 

29 LOCK TABLE  scott.dept 
  IN SHARE ROW 
  EXCLUSIVE MODE 
  NOWAIT; 
ORA-00054 

30 LOCK TABLE scott.dept 
  IN SHARE MODE NOWAIT; 
ORA-00054 

31 LOCK TABLE scott.dept 
  IN ROW EXCLUSIVE 
  MODE NOWAIT; 
ORA-00054 

32 LOCK TABLE scott.dept 
  IN SHARE MODE NOWAIT; 
ORA-00054 

33 SELECT loc 
  FROM scott.dept 
  WHERE deptno = 20;   
LOC 
- - - - - -  
DALLAS 
1 row selected. 

34 SELECT loc 
  FROM scott.dept 
  WHERE deptno = 20 
  FOR UPDATE OF loc; 
LOC 
- - - - - - 
DALLAS 
1 row selected. 

トランザクショントランザクショントランザクショントランザクション 1 時点時点時点時点 トランザクショントランザクショントランザクショントランザクション 2
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35 UPDATE scott.dept 
  SET loc = 'NEW YORK' 
  WHERE deptno = 20;  
(waits because T1 holds conflicting 
table lock)

UPDATE scott.dept 
  SET loc = 'NEW YORK' 
  WHERE deptno = 20; 
(waits because T2 has locked same 
rows)

36
(deadlock)

Cancel operation 
ROLLBACK;

37

38 1 row processed. 

LOCK TABLE scott.dept 
  IN EXCLUSIVE MODE;

39

40 LOCK TABLE scott.dept 
  IN EXCLUSIVE MODE; 
ORA-00054 

41 LOCK TABLE scott.dept 
  IN ROW EXCLUSIVE MODE 
  NOWAIT; 
ORA-00054 

42 LOCK TABLE scott.dept 
  IN SHARE MODE; 
ORA-00054 

43 LOCK TABLE  scott.dept 
  IN ROW EXCLUSIVE 
  MODE NOWAIT; 
ORA-00054 

44 LOCK TABLE  scott.dept 
  IN ROW SHARE MODE 
  NOWAIT; 
ORA-00054 

トランザクショントランザクショントランザクショントランザクション 1 時点時点時点時点 トランザクショントランザクショントランザクショントランザクション 2
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45 SELECT loc 
  FROM scott.dept 
  WHERE deptno = 20; 
LOC 
- - - - - - 
DALLAS 
1 row selected. 

46 SELECT loc 
  FROM scott.dept 
  WHERE deptno = 20 
  FOR UPDATE OF loc; 
(waits because T1 has conflicting 
table lock)

UPDATE scott.dept 
  SET deptno = 30 
  WHERE deptno = 20; 
1 row processed.

47

COMMIT; 48

49 0 rows selected. 
(T1 released conflicting lock)

SET TRANSACTION READ ONLY; 50

SELECT loc 
  FROM scott.dept 
  WHERE deptno = 10; 
LOC 
- - - - - - 
BOSTON 

51

52 UPDATE scott.dept 
  SET loc = 'NEW YORK' 
  WHERE deptno = 10; 
1 row processed.

SELECT loc 
  FROM scott.dept 
  WHERE deptno = 10; 
LOC 
- - - - - - 
BOSTON 
(T1 does not see uncommitted data)

53

54 COMMIT; 

トランザクショントランザクショントランザクショントランザクション 1 時点時点時点時点 トランザクショントランザクショントランザクショントランザクション 2
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Oracle のロック・マネージメント・サービスのロック・マネージメント・サービスのロック・マネージメント・サービスのロック・マネージメント・サービス
アプリケーションの開発者は、Oracle のロック・マネージメント・サービスを使用して次の
ような処理をする文を PL/SQL ブロックに含めることができます。 

� 特定のタイプのロックを要求します。

� そのロックに、同一のインスタンスまたは別のインスタンス内にある別のプロシージャ
からも識別できる、一意の名前を指定します。

� ロック・タイプを変更します。

� ロックを解除します。

確保したユーザー・ロックは、Oracle ロックと同一とみなされるため、デッドロックの検出
などの Oracle ロックの機能をすべて備えています。 ユーザー・ロックは接頭辞 ULで識別さ
れるため、Oracle ロックと矛盾することはありません。 

Oracle のロック・マネージメント・サービスは、DBMS_LOCKパッケージ内のプロシージャ
を介して利用できます。 

SELECT loc 
  FROM scott.dept 
  WHERE deptno = 10; 
LOC 
- - - - - - 
(same results seen even after T2 
commits)

55

COMMIT; 56

SELECT loc 
  FROM scott.dept 
  WHERE deptno = 10; 
LOC 
- - - - - - 
NEW YORK 
(committed data is seen)

57

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� Oracle ロック・マネージメント・サービスの詳細は、『Oracle9i アプ
リケーション開発者ガイド - 基礎編』を参照してください。

� DBMS_LOCKの詳細は、『Oracle9i PL/SQL パッケージ・プロシージャ
およびタイプ・リファレンス』を参照してください。

トランザクショントランザクショントランザクショントランザクション 1 時点時点時点時点 トランザクショントランザクショントランザクショントランザクション 2
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フラッシュバック問合せ
フラッシュバック問合せフラッシュバック問合せフラッシュバック問合せフラッシュバック問合せ
フラッシュバック問合せを使用すると、履歴データを表示および修復できます。 特定の実時
間またはユーザー指定のシステム変更番号（SCN）による、データベースへの問合せを実行
できます。 

フラッシュバック問合せでは、Oracle のマルチバージョン読込み一貫性機能を使用してお
り、必要に応じて UNDO を適用することでデータをリストアします。 管理者は、UNDO を
データベースに保存する期間を指定するだけで、UNDO 保存を構成できます。 フラッシュ
バック問合せを使用すると、ユーザーは今朝、昨日または先週のデータベースの状態を問い
合せることができます。この操作のスピードは、問い合せるデータの量と、そのデータを元
へ戻すための変更の回数にのみ依存します。

表示する日付と時間を設定します。 次に SQL 問合せを実行すると、設定した時間における
データに対して問合せが行われます。 権限を持つユーザーは、管理者の介入なしにエラーを
訂正したりリストアされたデータをバック・アウトできます。

SQL の AS OF句を使用すると、問合せで表ごとに異なるスナップショットを選択できます。 
スナップショットを表に関連付ける操作は、表の修飾と呼ばれます。 表をスナップショット
で修飾しない場合は、デフォルトのスナップショットが使用されます。 スナップショットが
指定されていない表はすべて、同じデフォルト・スナップショットを取得します。

たとえば、過去 1 時間以内に作成されたすべての新規顧客アカウントを検索する問合せを作
成するとします。 異なる AS OF句で修飾された同じ表の 2 つのインスタンスに対して、集合
演算を実行できます。

DML 操作と DDL 操作では、表の修飾を使用して、副問合せ内でスナップショットを選択で
きます。 INSERT TABLE AS SELECTや CREATE TABLE AS SELECTなどの操作を副問合せで
表の修飾とともに使用して、行が誤って削除された表を修復できます。 表の修飾には、バイ
ンド変数、定数、文字列、日付の演算など、任意の式を使用できます。 カーソルをオープン
し、スナップショット値（タイムスタンプまたは SCN）を動的にバインドし、表を修飾でき
ます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : AS OF句の詳細は、『Oracle9i SQL リファレンス』を参照して
ください。
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フラッシュバック問合せの利点フラッシュバック問合せの利点フラッシュバック問合せの利点フラッシュバック問合せの利点
� アプリケーションの透過性

レポート生成ツールなど、問合せのみを行うパッケージ・アプリケーションは、ログオ
ン・トリガーを使用してフラッシュバック問合せモードで実行できます。アプリケー
ションは、コードを変更することなく、透過的に実行できます。 フラッシュバック問合
せ時の、データベースの一貫したバージョンがあるため、アプリケーションのすべての
制約は意識することなく確実に遵守されます。

� アプリケーションのパフォーマンス

アプリケーションにリカバリ処理が必要な場合は、SCN を保存し、その SCN にフラッ
シュバックしてリカバリを実行できます。これは、アプリケーションが明示的なバー
ジョニングを実行した場合に、データ・セットを保存して後にリストアするよりもはる
かに容易で高速です。 フラッシュバック問合せを使用すると、明示的なバージョニング
によって発生するロギングのコストを排除できます。

� オンライン操作

フラッシュバック問合せはオンラインで行う操作です。 オブジェクトがフラッシュバッ
ク問合せ内で問合せを受けている間、他のセッションから同時実行される DML や問合
せが許可されます。それらの操作のスピードは影響を受けません。 さらに、別のセッ
ションが同じオブジェクトの異なる時間や SCN に同時にフラッシュバックすることも
できます。 フラッシュバック問合せ自体のスピードは、問合せが過去にさかのぼる時間
の長さに比例して適用される UNDO の量に依存します。

� 管理の容易さ

ユーザー側では、適切な保存間隔の設定や必要な権限の保持などの他に、追加の管理は
必要ありません。 また、過去のバージョンは必要に応じて自動的に構成されるため、追
加のロギングを実施する必要もありません。
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フラッシュバック問合せ
フラッシュバック問合せの用途フラッシュバック問合せの用途フラッシュバック問合せの用途フラッシュバック問合せの用途

セルフサービス修復セルフサービス修復セルフサービス修復セルフサービス修復
偶然、表から重要な行を数行削除してしまい、それをリカバリするとします。 修復するには、
時間をさかのぼって削除した行を探し、それを現在の表に挿入します。 

E メール・アプリケーションやボイス・メール・アプリケーションメール・アプリケーションやボイス・メール・アプリケーションメール・アプリケーションやボイス・メール・アプリケーションメール・アプリケーションやボイス・メール・アプリケーション
過去に、メールを削除した経験がある場合は、 フラッシュバック問合せを使用すると、時間
をさかのぼって削除したメールを現在のメッセージ・ボックスに再度挿入して、この削除し
たメールをリストアできます。

口座残高口座残高口座残高口座残高
以前の口座残高を、特定の日付で表示できます。

注意注意注意注意 :

� フラッシュバック問合せは UNDO は行いません。これはあくまでも
問合せのメカニズムです。 UNDO は、フラッシュバック問合せの出力
を取得してから、独自に様々な状況で実行できます。

� フラッシュバック問合せでは、変更を知らせるメッセージは表示され
ません。この処理は LogMiner が行います。

� フラッシュバック問合せは、過去に戻す必要のある行がわかっている
場合には、変更の取消しに使用でき、非常に効率的です。理論的に
は、フラッシュバック問合せを使用して表全体を過去に戻すことがで
きますが、これには表全体のコピーが必要になるため、表が大きい場
合は非常にコストがかかります。

� フラッシュバック問合せは、列の変更または表の削除や切捨てを行う
DDL 操作では機能しません。

� LogMiner は変更履歴の取得には大変便利ですが、変更はデルタ（挿
入、更新、削除）で通知され、行の変更前と変更後のイメージでは通
知されません。これはアプリケーションによっては処理が難しくなり
ます。
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フラッシュバック問合せ
パッケージ・アプリケーションパッケージ・アプリケーションパッケージ・アプリケーションパッケージ・アプリケーション
パッケージ・アプリケーション（レポート生成ツールなど）では、アプリケーション・ロ
ジックに変更を加えることなく、フラッシュバック問合せを利用できます。ユーザーに対し
て、特定の時間または SCN におけるデータベースの一貫したバージョンが示されるため、
アプリケーションで必要となる制約はすべて確実に遵守されます。

また、監査情報の検査後にフラッシュバック問合せを使用して、データのビフォア・イメー
ジを確認できます。 DSS 環境では、OLTP システムから一貫した時点でのデータを抽出する
ために使用できます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� フラッシュバック問合せの使用方法の詳細は、『Oracle9i アプリケー
ション開発者ガイド - 基礎編』を参照してください。

� DBMS_FLASHBACKパッケージの説明は、『Oracle9i PL/SQL パッケー
ジ・プロシージャおよびタイプ・リファレンス』を参照してくださ
い。

� UNDO 表領域と保存期間の設定については、『Oracle9i データベース
管理者ガイド』を参照してください。
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データ整合性データ整合性データ整合性データ整合性

この章では、整合性制約を使用してデータベースに関連するビジネス・ルールを規定し、表
への無効な情報入力を防止する方法について説明します。この章の内容は、次のとおりで
す。

� データ整合性の概要

� 整合性制約の概要

� 整合性制約のタイプ

� 制約チェックのメカニズム

� 遅延制約チェック

� 制約の状態
整合性 21-1



データ整合性の概要
データ整合性の概要データ整合性の概要データ整合性の概要データ整合性の概要
データが、データベース管理者やアプリケーションの開発者によって事前に定義された規則
に準拠しているのは重要なことです。 データ整合性の例として、図 21-1 に示す employees
表と departments表、およびこれらの各表の情報に関するビジネス・ルールについて考え
てみましょう。 

図図図図 21-1 データ整合性の例データ整合性の例データ整合性の例データ整合性の例

それぞれの表のある列には、その列に入っているデータに制約をかける固有の規則があるこ
とに注意してください。 

表DEPT

EMPNO ENAME SAL COMM DEPTNO

表EMP

DEPTNO DNAME LOC

各行にはENAME列の値が�
必須である�

DNAME列の各値は�
一意にする�

DEPTNO列の各値は
departments表の�
DEPTNO列と合致させる�

各行にはEMPNO列の�
一意の値が必須である�

SAL列の各値は�
10,000未満にする�

... その他の列 ...

20
30

RESEARCH
SALES

DALLAS
CHICAGO

6666
7329
7499
7521

MULDER
SMITH
ALLEN
WARD

5500.00
9000.00
7500.00
5000.00

100.00
200.00
400.00

20
20
30
30

7566 JONES 2975.00 30
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データ整合性の概要
データ整合性のタイプデータ整合性のタイプデータ整合性のタイプデータ整合性のタイプ
この項では、様々な種類のデータ整合性を規定するために表の列に適用できる規則について
説明します。

NULL 規則規則規則規則
NULL は、単一の列に対して定義される規則で、その列に NULL が入っている（値がない）
行の挿入や更新を許可または禁止します。 

一意の列値一意の列値一意の列値一意の列値
列（または列の集合）に対して定義される一意の列値は、その列（または列の集合）に含ま
れる値が一意である場合に限って、行の挿入または更新を許可します。 

主キー値主キー値主キー値主キー値
キー（列または列の集合）に対して定義される主キー値は、表の中の各行がキーの値によっ
て一意に識別できることを指定します。 

参照整合性規則参照整合性規則参照整合性規則参照整合性規則
1 つの表のキー（列または列の集合）に対して定義される規則であり、そのキーの値が関連
する表のキーの値（参照値）と一致することを保証します。 

また、参照整合性には、参照先のデータに対してどのようなタイプのデータ操作を許可する
か、およびその操作の結果として依存データがどのような影響を受けるかについて指示する
規則が含まれています。参照整合性に関連する規則は、次のとおりです。

� RESTRICT: 参照先のデータの更新または削除を禁止します。 

� SET NULL:  参照先のデータが更新または削除されると、対応する依存データがすべて
NULLに設定されます。 

� SET DEFAULT: 参照先のデータが更新または削除されると、対応する依存データがすべ
てデフォルト値に設定されます。 

� CASCADE: 参照先のデータが更新されると、対応する依存データもすべて更新されま
す。参照先の行が削除されると、対応する依存行もすべて削除されます。 

� NO ACTION: 参照先のデータの更新または削除を禁止します。これは、文の 後に
チェックされるか、または制約が遅延されている場合はトランザクションの 後に
チェックされるという点が RESTRICT とは異なります。（Oracle はデフォルト・アク
ションとして NO ACTION を使用します。） 

複雑な整合性チェック複雑な整合性チェック複雑な整合性チェック複雑な整合性チェック
複雑な整合性チェックは、列（または列の集合）に対して設定されるユーザー定義の規則で
あり、その列の値に基づいて、行の挿入、更新、削除を許可または禁止します。 
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データ整合性の概要
Oracle がデータ整合性を規定する方法がデータ整合性を規定する方法がデータ整合性を規定する方法がデータ整合性を規定する方法
Oracle では、前述のデータ整合性規則をそれぞれ定義し、規定できます。これらの規則のほ
とんどは、整合性制約またはデータベース・トリガーを使用して簡単に定義できます。 

整合性制約の説明整合性制約の説明整合性制約の説明整合性制約の説明
整合性制約は、表の列に規則を定義する宣言手法です。Oracle では、次の整合性制約をサ
ポートしています。 

� NOT NULL 制約。列に含まれる NULL に関連した規則です。

� 一意キー制約。一意の列値に関連した規則です。 

� 主キー制約。プライマリ識別値に関連した規則です。

� 外部キー制約。参照整合性に対応付けられた規則です。 Oracle では、次の参照整合性ア
クションを定義する際に外部キー制約の使用をサポートしています。

– UPDATE NO ACTION と DELETE NO ACTION

– DELETE CASCADE 

– DELETE SET NULL

� CHECK 制約。複雑な整合性規則の場合に使用します。 

データベース・トリガーデータベース・トリガーデータベース・トリガーデータベース・トリガー
Oracle では、データベース・トリガー（挿入、更新または削除の各操作で自動的に起動され
るストアド・データベース・プロシージャ）を使用することによって、非宣言アプローチの
整合性規則を規定できます。

注意注意注意注意 : 子表と親表が分散データベースの別のノードにある場合、宣言整
合性制約を使用して参照整合性の規定はできません。ただし、データベー
ス・トリガーを使用して、分散データベースで参照整合性を規定すること
はできます（後述）。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : データ整合性の規定に使用されるトリガーの例は、第 17 章
「トリガー」を参照してください。
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整合性制約の概要
整合性制約の概要整合性制約の概要整合性制約の概要整合性制約の概要
Oracle では、データベースの実表に無効なデータが入力されないようにするため、整合性制
約を使用します。整合性制約を定義することによって、データベースの情報に関連付けるビ
ジネス・ルールを規定できます。DML 文を実行した結果が整合性制約に違反すると、
Oracle はその文をロールバックし、エラーを戻します。 

たとえば、employees表の salary列に整合性制約を定義するとします。この表では、ど
の行でもこの列に 10,000 より大きい数値を入れないという規則を、整合性制約として規定し
ます。INSERT文または UPDATE文がこの整合性制約に違反すると、Oracle はその文をロー
ルバックし、通知エラー・メッセージを戻します。 

Oracle で実装されている整合性制約は、ANSI X3.135-1989 と ISO 9075-1989 の標準規格に完
全に準拠しています。 

整合性制約の利点整合性制約の利点整合性制約の利点整合性制約の利点
この項では、整合性制約が他の代替方法よりも優れている点をいくつか説明します。代替方
法には次のようなものがあります。 

� データベース・アプリケーションのコードでビジネス・ルールを規定します。

� ストアド・プロシージャを使用してデータへのアクセスを完全に制御します。

� トリガーされるストアド・データベース・プロシージャを使用してビジネス・ルールを
規定します。

宣言の容易さ宣言の容易さ宣言の容易さ宣言の容易さ
整合性制約は、SQL 文を使用して定義します。表を定義したり変更したりするときに追加の
プログラミングをする必要はありません。SQL 文は記述が容易で、プログラミングのエラー
を避けられます。Oracle は SQL 文の機能を制御します。これらの理由で、宣言整合性制約
は、アプリケーション・コードやデータベース・トリガーよりも優れています。また、スト
アド・プロシージャを使用してデータ・アクセスを制御することによってデータ整合性を解
決するという方法もありますが、整合性制約の場合は非定型のデータ・アクセスという柔軟
性を犠牲にすることがないため、宣言アプローチを使用するほうがストアド・プロシージャ
より優れています。 

注意注意注意注意 : ビュー（および表のシノニム）に対する操作は、基礎となる実表
に定義されている整合性制約に従います。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 第 17 章「トリガー」
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整合性制約の概要
規則の集中化規則の集中化規則の集中化規則の集中化
整合性制約は、表に対して（アプリケーションに対してではなく）定義され、データ・ディ
クショナリに格納されます。どのアプリケーションから入力されるデータも、表に対応付け
られている同じ整合性制約を遵守する必要があります。ビジネス・ルールをアプリケーショ
ン・コードから集中管理された整合性制約に移行することにより、どのデータベース・アプ
リケーションが情報を操作したとしても、データベース表には有効なデータが入っているこ
とが保証されます。ストアド・プロシージャには、集中管理された規則を表に格納する場合
のような利点がありません。また、データベース・トリガーでは、規則を集中管理できると
いう利点はありますが、それを実現する方法は、整合性制約で使用されている宣言アプロー
チよりはるかに複雑です。 

アプリケーション開発の生産性の 大化アプリケーション開発の生産性の 大化アプリケーション開発の生産性の 大化アプリケーション開発の生産性の 大化
整合性制約によって規定されるビジネス・ルールを変更する場合、管理者が整合性制約を変
更するだけで、すべてのアプリケーションは変更後の制約を自動的に遵守するようになりま
す。それに対して、それぞれのデータベース・アプリケーションのコードでビジネス・ルー
ルを規定する場合、開発者はすべてのアプリケーションのソース・コードを修正して、その
修正したアプリケーションを再コンパイルし、デバッグしてテストする必要があります。 

ユーザーへの即時フィードバックユーザーへの即時フィードバックユーザーへの即時フィードバックユーザーへの即時フィードバック
Oracle は、各整合性制約ごとに、特定の情報をデータ・ディクショナリに格納します。
Oracle が SQL 文を実行しチェックする前でも、データベース・アプリケーションは、その
情報を使用して整合性制約の違反をユーザーに即時にフィードバックするように、データ
ベース・アプリケーションを設計できます。たとえば SQL*Forms アプリケーションは、文
を発行する前でも、データ・ディクショナリに格納されている整合性制約の定義を使用し
て、フォームのフィールドに入力される値の違反をチェックできます。 

優れたパフォーマンス優れたパフォーマンス優れたパフォーマンス優れたパフォーマンス
整合性制約宣言の意味は明確に定義されており、個々の宣言規則ごとにパフォーマンスの
適化が実現されます。Oracle 問合せオプティマイザは、宣言を使用して、データをより詳細
に認識し、問合せのパフォーマンスを全体として向上させます。（また、アプリケーション・
コードとデータベース・トリガーから整合性規則を取り去ることによって、必要なときのみ
チェックが行われることが保証されます。） 

データ・ロードの柔軟性と整合性違反の識別データ・ロードの柔軟性と整合性違反の識別データ・ロードの柔軟性と整合性違反の識別データ・ロードの柔軟性と整合性違反の識別
大量のデータをロードする場合、制約チェックによるオーバーヘッドをなくすために、整合
性制約を一時的に使用禁止にできます。データのロードが完了した後、整合性制約を使用可
能にするのは簡単であり、整合性制約に違反した新しい行を別の例外表に自動的にレポート
させることもできます。 
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整合性制約のタイプ
整合性制約のパフォーマンス・コスト整合性制約のパフォーマンス・コスト整合性制約のパフォーマンス・コスト整合性制約のパフォーマンス・コスト
データ整合性の規則を規定することによる利点は、パフォーマンスを多少犠牲にして初めて
獲得できます。一般に、整合性制約を組み込む場合のコストは、多くても、制約を評価する
SQL 文を実行するのと同じです。 

整合性制約のタイプ整合性制約のタイプ整合性制約のタイプ整合性制約のタイプ
列値の入力時の制限として課すことのできる整合性制約には、次のものがあります。 

� NOT NULL 制約

� 一意キー制約

� 主キー制約

� 参照整合性制約

� CHECK 制約

NOT NULL 制約制約制約制約
デフォルトでは、表のすべての列で NULL を使用できます。NULL は、値がないことを意
味します。 NOT NULL 制約がある場合、表の列値が NULL でないということが求められま
す。 たとえば、employees表のすべての行で last_name列に必ず値を入力するように求め
る NOT NULL 制約を定義できます。 

図 21-2 に、NOT NULL 制約を示します。

図図図図 21-2 NOT NULL 制約制約制約制約

EMPNO ENAME JOB MGR HIREDATE SAL COMM DEPTNO

NOT NULL制約�
（この列の行にはNULLを�
使用できない）�
 

NOT NULL制約なし�
（この列のどの行にでも�
NULLを使用できる） 

表EMP

7329
7499
7521
7566

SMITH
ALLEN
WARD
JONES

CEO
VP_SALES
MANAGER
SALESMAN

7329
7499
7521

17–DEC–85
20–FEB–90
22–FEB–90
02–APR–90

9,000.00
7,500.00
5,000.00
2,975.00

100.00
200.00
400.00

20
30
30
30
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整合性制約のタイプ
一意キー制約一意キー制約一意キー制約一意キー制約
一意キー制約では、列または列の集合（キー）のすべての値が一意である必要があります。
つまり、指定した列または列の集合について、表の 2 つの行の値が重複することは許されま
せん。 

たとえば、図 21-3 では、departments表の DNAME列に一意キー制約が定義されており、
複数の行での部門名の重複を禁止しています。 

図図図図 21-3 一意キー制約一意キー制約一意キー制約一意キー制約

 

一意キー一意キー一意キー一意キー
一意キー制約の定義に含まれている列を、一意キー一意キー一意キー一意キーと呼びます。一意キー一意キー一意キー一意キーという用語は、
誤って一意キー制約一意キー制約一意キー制約一意キー制約や一意索引一意索引一意索引一意索引のシノニムとして使用されることがあります。ただし、キーキーキーキー
という用語は整合性制約の定義に使用されている列または列の集合のみを指して使用される
ため、注意してください。 

一意キーが 2 つ以上の列で構成されている場合、列のそのグループのことを複合一意キー複合一意キー複合一意キー複合一意キーと
呼びます。 たとえば、図 21-4 の例では、customer表の複合一意キー（area列と phone
列）に対して一意キー制約が定義されています。 

INSERT
INTO

表DEPT
DEPTNO DNAME LOC

一意キー制約�
（行では制約列に重複値は�
許可されない）� 

「SALES」がすでに他の行に存在しているため、�
この行は一意キー制約に違反している。�
したがって、表には挿入できない。�
 

DNAME列にNULL値が入力されているため、�
この行は挿入できる。�
ただし、DNAME列にNOT NULLも�
定義されている場合は、この行は挿入できない。  

  

20
30
40

RESEARCH
SALES
MARKETING

DALLAS
NEW YORK 
BOSTON

50

60

SALES NEW YORK

BOSTON
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整合性制約のタイプ
図図図図 21-4 複合一意キー制約複合一意キー制約複合一意キー制約複合一意キー制約

この場合の一意キー制約では、同じ市外局番と電話番号を何回でも入力できますが、市外局
番と電話番号の特定の組合せを同じ表の中に重複しては入力できません。これにより、誤っ
て電話番号が重複するのを避けられます。 

一意キー制約と索引一意キー制約と索引一意キー制約と索引一意キー制約と索引
Oracle は、索引を使用して一意の整合性制約を規定します。たとえば、図 21-4 で、Oracle
は、複合一意キーに対する一意索引を暗黙的に作成することにより、一意キー制約を規定し
ています。 したがって、複合一意キー制約には、コンポジット索引に対して課されているの
と同じ制限があります。複合一意キーを構成する 大列数は 32 個です。 

注意注意注意注意 : 互換性が Oracle9i 以上に設定されている場合、キー値のバイトで
示される合計サイズはブロック・サイズに近くなります。以前のリリース
では、キーのサイズは対応するデータベースのブロック・サイズのおよそ
半分を超えることはできませんでした。 

INSERT
INTO

CUSTNO CUSTNAME AREA PHONE

表CUSTOMER

複合一意キー制約�
（行では、キー値の集合の�
重複は許可されない）

 

「415/506-7000」はすでに別の行に�
存在しているため、この行は�
一意キー制約に違反している。�
したがって、表には挿入できない。�

AREA列にはNULL値が入力�
されているため、この行は�
挿入できる。ただし、AREA列に�
NOT NULL制約も定義されている�
場合は、この行は挿入できない。    

230
245
257

OFFICE SUPPLIES 
ORACLE CORP
INTERNAL SYSTEMS

303
415
303

506–7000
506–7000
341–8100

268

270

AEA CONSTRUCTION

WW MANUFACTURING 

415 506–7000

506–7000

... その他の列 ...
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整合性制約のタイプ
一意キー制約が作成されたときに使用できる索引がある場合、制約は新しい索引を暗黙的に
作成するかわりにその索引を使用します。

一意キー制約と一意キー制約と一意キー制約と一意キー制約と NOT NULL 制約との組合せ制約との組合せ制約との組合せ制約との組合せ
図 21-3 と図 21-4 では、同じ列に NOT NULL 制約も定義しないかぎり、一意キー制約は
NULL の入力を許可します。 実際、NULL はどの値とも等しいとみなされないため、NOT 
NULL 制約のない列では、その列が NULL である行が何行存在してもかまいません。1 つの
列に NULL がある（または複合一意キーのすべての列に NULL がある）場合は、一意キー
制約はいつも満たされます。 

一意キーと NOT NULL 制約の両方が指定された列が、一般的に使用されます。これらの組
合せにより、ユーザーは一意キーに必ず値を入力することになり、さらに新しい行データが
既存の行データと衝突することもなくなります。 

主キー制約主キー制約主キー制約主キー制約
データベースのそれぞれの表には、 大 1 つの主キー制約を指定できます。この制約が指定
されている 1 つ以上の列グループの値は、その行の一意識別子を構成します。つまり、それ
ぞれの行は、その主キー値によって指定されます。

Oracle に実装されている主キー制約では、次の 2 つのことが保証されます。 

� 表の指定された列または列の集合の中に、2 つの行が重複する値を持つことはありませ
ん。 

� 主キー列では、NULL は許可されません。つまり、それぞれの行の主キー列には値が必
ず存在します。 

主キー主キー主キー主キー
表の主キー制約の定義に含まれている列を、主キーと呼びます。主キーは必須ではありませ
んが、次の利点を考慮して、すべての表に主キーを指定してください。

� 表のそれぞれの行を一意に識別できます。

� 重複する行が表に存在しません。

図 21-5 に、departments表での主キー制約と、制約に違反する行の例を示します。 

注意注意注意注意 : 2 つ以上の列に対する一意制約の検索メカニズムにより、一部が
NULL の複合一意キー制約の非 NULL 列で同一の値は許されません。 
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整合性制約のタイプ
図図図図 21-5 主キー制約主キー制約主キー制約主キー制約

主キー制約と索引主キー制約と索引主キー制約と索引主キー制約と索引
Oracle では、すべての主キー制約が索引を使用して規定されます。 図 21-5 では、
department_id列に対して作成された主キー制約は、次の暗黙的な作成によって規定され
ます。

� その列に対して一意の索引

� その列に対する NOT NULL 制約

Oracle は、索引を使用して主キー制約を規定し、コンポジット主キー制約は、コンポジット
索引に課されるのと同じ 32 以下の列という制限を受けます。この索引の名前は、制約の名
前と同じ名前です。 また、制約を作成に使用する CREATE TABLE文または ALTER TABLE文
に ENABLE句を組み込んで、この索引に記憶領域オプションを指定することもできます。主
キー制約の作成時に使用できる索引がある場合、主キー制約は新しい索引を暗黙的に作成す
るかわりにその索引を使用します。

INSERT
INTO

表DEPT

DEPTNO DNAME LOC

主キー制約
（行ではキー値の重複が許可されず、�
NULL値は使用できない）�

この行は、「20」が主キーの既存の値と�
重複するため挿入できない�

この行は、主キーにNULL値が�
含まれているため挿入できない 

20
30

RESEARCH
SALES

DALLAS
CHICAGO

20 MARKETING

FINANCE

DALLAS

NEW YORK
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整合性制約のタイプ
参照整合性制約参照整合性制約参照整合性制約参照整合性制約
リレーショナル・データベースの中の異なる表は共通の列で関連付けることができ、列の関
係を管理する規則が守られていることが必要です。参照整合性規則により、これらの関係が
保たれることが保証されます。 

参照整合性制約に関連する用語は、次のとおりです。

参照整合性制約では、表の各行の外部キー値は親表の値と一致している必要があります。 

図 21-6 に、employees表の department_id列に対して定義された外部キーを示します。 
これにより、この列のすべての値が departments表の主キー（すなわち department_id
列）の値と一致することが保証されます。 このため、employees表の department_id列
に間違った部門番号が存在することはありません。 

外部キーは、複数列として定義できます。ただし、コンポジット外部キーの列数とデータ型
は、参照先のコンポジット主キーまたは一意キーと同じであることが必要です。コンポジッ
ト主キーおよび一意キーは 32 列までに制限されているため、コンポジット外部キーも 32 列
までに制限されます。 

用語用語用語用語 定義定義定義定義

外部キー 参照整合性制約の定義に含まれている列または列の集合のうち、
参照キーを参照するもの。 

参照キー 同じ表または別の表の一意キーまたは主キーで、外部キーに
よって参照されるキー。 

依存表または子表 外部キーを含む表。この表は、参照される一意キーまたは主
キーにある値に依存しています。 

参照表または親表 子表の外部キーが参照する表。この表の参照キーによって、子
表に対する特定の挿入または更新が許可されるかどうかが決ま
ります。 
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整合性制約のタイプ
図図図図 21-6 参照整合性制約参照整合性制約参照整合性制約参照整合性制約

7571

7571

FORD

FORD

MANAGER

MANAGER

7499

7499

23–FEB–90

23–FEB–90

5,000.00

5,000.00

200.00

200.00

40

INSERT
INTO

DEPT

DEPTNO DNAME LOC

親キー�
参照表の主キー 

EMPNO ENAME JOB MGR HIREDATE SAL COMM DEPTNO

表EMP

依存表または�
子表�

外部キー�
（依存表内の値は、�
参照表の一意キーまたは�
主キーの値と一致する�
必要がある）�

この行は、「40」が参照表の�
主キーに存在しないため�
参照制約違反となる。�
したがって、�
この行は表に挿入できない。 

この行は、DEPTNO列に�
NULL値が入力されているため�
表に挿入できる。�
ただし、この列にNOT NULL制約も�
定義されている場合、�
この行は挿入できない�

20
30

RESEARCH
SALES

DALLAS
CHICAGO

7329
7499
7521
7566

SMITH
ALLEN
WARD
JONES

CEO
VP–SALES
MANAGER
SALESMAN

7329
7499
7521

17–DEC–85
20–FEB–90
22–FEB–90
02–APR–90

9,000.00
300.00
500.00

100.00
200.00
400.00

20
30
30
20

参照表または�
親表�
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整合性制約のタイプ
自己参照型整合性制約自己参照型整合性制約自己参照型整合性制約自己参照型整合性制約
図 21-7 に示す別のタイプの参照整合性制約のことを、自己参照型整合性制約と呼びます。こ
のタイプの外部キーは、同じ表の親キーを参照します。 

図 21-7 では、参照整合性制約によって、employees表の manager_id列のすべての値は、
必ずしも同じ行でなくても、同じ表の employee_id列に現在存在する値と一致することが
保証されます。これは、すべての管理職は従業員でもある必要があるためです。 この整合性
制約により、間違った従業員番号が manager_id列に存在する可能性はなくなります。 

図図図図 21-7 単一表の参照制約単一表の参照制約単一表の参照制約単一表の参照制約

NULL と外部キーと外部キーと外部キーと外部キー
リレーショナル・モデルでは、外部キーの値が、参照主キーか一意キーの値、または NULL
のどちらかに一致することが許されています。コンポジット外部キーのいずれかの列が
NULL の場合、そのキーの NULL 以外の部分は、親キーの対応部分と一致している必要は
ありません。

INSERT
INTO

EMPNO ENAME JOB MGR HIREDATE SAL COMM DEPTNO

表EMP

依存表または�
子表�参照表または�

親表� 

この行は、「7331」が参照表の�
主キーに存在しないため、�
参照制約違反となる。�
したがって、この行は�
表に挿入できない。�

7329
7499
7521
7566

SMITH
ALLEN
WARD
JONES

CEO
VP–SALES
MANAGER
SALESMAN

7329
7329
7499
7521

9,000.00
7,500.00
5,000.00
2,975.00

100.00
200.00
400.00

20
30
30
30

主キー�
参照表の主キー�

外部キー�
（依存表内の値は、参照表の一意キー�
または主キーの値と一致する必要がある）�

7571 FORD MANAGER 7331 23–FEB–90 5,000.00 200.00 30
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整合性制約のタイプ
参照整合性制約によって定義されるアクション参照整合性制約によって定義されるアクション参照整合性制約によって定義されるアクション参照整合性制約によって定義されるアクション
参照整合性制約では、参照先の親キー値が修正された場合に子表の依存行に対して実行され
る特定のアクションを指定できます。 Oracle の外部キー制約によってサポートされる参照ア
クションは、UPDATE NO ACTION、DELETE NO ACTION および DELETE CASCADE で
す。 

UPDATE NO ACTION とととと DELETE NO ACTION  NO ACTION（デフォルト）オプションは、結果の
データが参照整合性制約に違反する場合に参照キー値を更新または削除できないことを指定
します。たとえば、主キー値が外部キーの中の値によって参照されている場合は、依存デー
タであるため、参照先の主キー値を削除できません。 

DELETE CASCADE  参照キー値を含む行が削除された場合に、子表のうち依存している外部
キー値を含むすべての行も削除されます。たとえば、親表の行が削除され、この行の主キー
値が子表の 1 つ以上の外部キー値によって参照されている場合は、子表の中のこの主キー値
を参照する行も子表から削除されます。 

DELETE SET NULL  参照キー値を含む行が削除された場合に、子表のうち依存している外部
キー値を含むすべての行の値が NULL に設定されます。 たとえば、employee_idが TMP表
内の manager_idを参照する場合は、管理者を削除すると、その管理者の部下である従業
員全員の行の manager_id値が NULL に設定されます。

参照アクションに関する参照アクションに関する参照アクションに関する参照アクションに関する DML 制限制限制限制限   表 21-1 に、親表の主キー値または一意キー値および子表
の外部キー値に対する異なる参照アクションごとに可能な DML 文の概要を示します。 

注意注意注意注意 : Oracle の外部キー制約でサポートされていない他の参照アクショ
ンは、データベース・トリガーを使用して規定できます。 

詳細は、第 17 章「トリガー」を参照してください。

表表表表 21-1 UPDATE NO ACTION とととと DELETE NO ACTION で許可されるで許可されるで許可されるで許可される DML 文文文文

DML 文文文文 親表に対して発行親表に対して発行親表に対して発行親表に対して発行 子表に対して発行子表に対して発行子表に対して発行子表に対して発行

INSERT 親キー値が一意であれば常に発行できま
す。

外部キーの値が親キーに存在
するか、外部キーの一部また
はすべてが NULL の場合にの

み発行できます。

UPDATE NO ACTION 文の実行後に、参照される親キー値のな
い行が子表内に残らない場合は発行でき
ます。

文の実行後も新しい外部キー
値によって参照キー値が参照
される場合は発行できます。

DELETE NO ACTION 子表のどの行も親キー値を参照していな
い場合は発行できます。

常に発行できます。
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整合性制約のタイプ
同時実行性制御、索引および外部キー同時実行性制御、索引および外部キー同時実行性制御、索引および外部キー同時実行性制御、索引および外部キー
外部キーには、ほぼ常に索引を付けます。唯一の例外は、対応する一意キーまたは主キーの
更新や削除が発生しないことが確実な場合です。

Oracle は、親キーと依存している外部キー値に関して、並行性制御を 適化します。両者の
関連性の維持に使用される並行性のためのメカニズムを制御できるので、状況によっては、
これが大きな利点をもたらすことがあります。ここでは、考えられる状況と個々の推奨事項
について説明します。 

外部キーの索引がない場合外部キーの索引がない場合外部キーの索引がない場合外部キーの索引がない場合  図 21-8 は、外部キーの索引が定義されていない場合と、親表の
行が更新または削除される場合に、Oracle で使用されるロック・メカニズムを示していま
す。親表に対する挿入の場合、子表のロックは必要ありません。

Oracle では、主キーの更新または削除を行う際、索引なしの外部キーに共有ロックは必要あ
りません。表レベルの共有ロックは従来どおり取得されますが、すぐに解放されます。複数
の主キーを更新または削除する場合、ロックは各行につき一度ずつ取得され解放されます。

以前のリリースでは、親表に対する DELETE文を含むトランザクションがコミットされるま
では、子表全体の共有ロックが必要でした。 外部キーで ON DELETE CASCADEが指定された
場合、DELETE文では子表に表レベルの共有副排他ロックが発生していました。また、子表
で参照される列に影響する親表に対して UPDATE文を発行する場合も、子表全体の共有ロッ
クが必要でした。共有ロックでは読込みしかできません。 そのため、UPDATEまたは
DELETEを含むトランザクションがコミットされるまでは、子表に対して INSERT、UPDATE
または DELETE文は発行できませんでした。子表に対する問合せは可能でした。

子表に対する INSERT、UPDATEおよび DELETE文は親表のロックを取得しませんが、
INSERT文と UPDATE文は親表の索引の行ロックが解放されるまで待機します。

DELETE CASCADE 常に発行できます。 常に発行できます。

DELETE SET NULL 常に発行できます。 常に発行できます。

表表表表 21-1 UPDATE NO ACTION とととと DELETE NO ACTION で許可されるで許可されるで許可されるで許可される DML 文（続き）文（続き）文（続き）文（続き）

DML 文文文文 親表に対して発行親表に対して発行親表に対して発行親表に対して発行 子表に対して発行子表に対して発行子表に対して発行子表に対して発行
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整合性制約のタイプ
図図図図 21-8 外部キーに索引が定義されていない場合のロック・メカニズム外部キーに索引が定義されていない場合のロック・メカニズム外部キーに索引が定義されていない場合のロック・メカニズム外部キーに索引が定義されていない場合のロック・メカニズム

外部キーの索引外部キーの索引外部キーの索引外部キーの索引  図 21-9 は、外部キーの索引が定義されており、子表に新規行が挿入される
か、更新または削除される場合に、Oracle で使用されるロック・メカニズムを示していま
す。

挿入、更新または削除が発生しても、親表またはその索引については、どんな種類の表ロッ
クも取得されないことに注目してください。したがって、親表には、INSERT、UPDATE、
DELETEおよび問合せなど、任意の DML 文を発行できます。

この状況が望ましいのは、子表に対する更新処理の発生中に、親表に対する更新または削除
処理が発生する場合です。親表に対する INSERT、UPDATEおよび DELETEには子表のロッ
クは必要ありませんが、UPDATEおよび DELETEは、子表の索引に対する行レベルのロック
が解放されるまで待機します。

Row 1 Key 1 

親表�

Row 2 Key 2 

Row 4 Key 4 

Row 1 Key 1 

子表�

Row 2 Key 1

Row 3 Key 3 

Row 4 Key 2 

Key 1

索引�

Key 2

Key 4

排他行ロックを取得�

新規に更新される行�

Row 5 Key 2

Key 3Row 3 Key 3 

共有ロックを取得�
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整合性制約のタイプ
図図図図 21-9 外部キーに索引が定義されている場合のロック・メカニズム外部キーに索引が定義されている場合のロック・メカニズム外部キーに索引が定義されている場合のロック・メカニズム外部キーに索引が定義されている場合のロック・メカニズム

子表で ON DELETE CASCADEが指定されている場合、親表から削除すると子表からも削除さ
れることがあります。この場合、待機とロックに関するルールは、親表からの DELETEを実
行した後に子表から自身を削除した場合と同じです。
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整合性制約のタイプ
CHECK 制約制約制約制約
列または列の集合に対する CHECK 制約では、その表のすべての行について、指定した条件
が TRUE または UNKNOWN であることが必要です。 DML 文の結果で CHECK 制約の条件
が FALSE に評価される場合、その文はロールバックされます。 

チェック条件チェック条件チェック条件チェック条件
CHECK 制約を使用すると、チェック条件を指定することによって、特定の目的の整合性規
則を規定できます。CHECK 制約の条件には次のような制限があります。

� 挿入または更新する行の値を使用して評価されるブール式であることが必要です。

� 副問合せ、順序、SQL ファンクション SYSDATE、UID、USERまたは USERENV、あるい
は疑似列 LEVELまたは ROWNUMを含むことはできません。 

文字列リテラルまたはグローバリゼーション・サポート・パラメータを引数に指定した SQL
ファンクション（TO_CHAR、TO_DATEおよび TO_NUMBERなど）が組み込まれている
CHECK 制約を評価する際、デフォルトでは Oracle はデータベースのグローバリゼーショ
ン・サポート設定を使用します。 これらのデフォルトは、CHECK 制約定義の中でそれらの
ファンクションにグローバリゼーション・サポート・パラメータを明示的に指定すれば、
オーバーライドできます。 

複数の複数の複数の複数の CHECK 制約制約制約制約
単一の列に、定義の中でその列を参照する複数の CHECK 制約を指定できます。1 つの列に
対して定義できる CHECK 制約の数に制限はありません。 

単一の列に対して複数の CHECK 制約を作成する場合は、その目的が競合しないように慎重
に設計してください。また、条件が特定の順序で評価されるとは考えないでください。
CHECK の条件が矛盾しないかどうかは検証されません。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : グローバリゼーション・サポート機能の詳細は、『Oracle9i 
Database グローバリゼーション・サポート・ガイド』を参照してくださ
い。
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制約チェックのメカニズム
制約チェックのメカニズム制約チェックのメカニズム制約チェックのメカニズム制約チェックのメカニズム
制約が存在する場合に許可されるアクションのタイプを把握する上で、Oracle が実際に制約
をチェックするタイミングを理解しておくと役立ちます。このことを具体的に説明するた
め、いくつかの例を紹介します。この例では、次のような状況を想定します。 

� employees表は、21-14 ページの図 21-7 で定義されたものです。

� 自己参照型制約によって、manager_id列のエントリが employee_id列の値に依存し
ています。 わかりやすくするため、これ以降の説明では、employees表の employee_
id列と manager_id列のみを対象にします。 

employees表に 初の行を挿入する場合を考えます。 現在は行が存在しません。manager_
id列が employee_id列の既存の値を参照できない場合に行を入力する方法について考え
てみます。この操作を実行するには、次の 3 つの方法が考えられます。

� manager_id列に NOT NULL 制約が定義されていない場合には、第 1 行の manager_
id列に NULL を入力できます。外部キーには NULL が許されるため、この行は表に正
しく挿入されます。

� employee_id列と manager_id列の両方に同じ値を入力できます。 このことから、
Oracle が文の実行完了後に制約チェックを実行することがわかります。 親キーと外部
キーに同じ値を指定した行の入力を許可するために、Oracle は、文を実行（つまり、新
しい行を挿入）してから、その新しい行の manager_id列に対応する employee_id
が入っている行がその表に含まれているかどうかをチェックします。 

� SELECT文のネストを伴う INSERT文など、複数行を挿入する INSERT文により、相互
に参照しあう行を挿入できます。 たとえば、 初の行は employee_id列が 200 で
manager_id列が 300、2 番目の行は employee_id列が 300 で manager_id列が 200
という挿入を実行できます。

このことから、制約チェックは文の実行が完了するまで遅延されていることがわかりま
す。すべての行が挿入されてから、制約違反がないかどうかすべての行が調べられま
す。また、トランザクショントランザクショントランザクショントランザクションが完了するまで制約のチェックを遅延させることもできま
す。

同じ自己参照型の整合性制約に関して、次の使用例を考えます。会社が買収された。この買
収に伴い、すべての従業員番号の現在の設定値に 5000 を加算して、新しい会社の従業員番
号と調和させる必要があります。管理職番号は実際には従業員番号であるため、これらの値
にも 5000 を加算する必要があります（図 21-10 を参照）。 
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制約チェックのメカニズム
図図図図 21-10 更新前の更新前の更新前の更新前の EMP 表表表表

UPDATE employees 
  SET employee_id = employee_id + 5000, 
      manager_id = manager_id + 5000; 

制約は、各 manager_id値が employee_id値と一致するかどうかを検証するように定義
されていますが、Oracle では文の完了後に制約チェックが効率的に実行されるため、この文
は有効です。図 21-11 に、制約チェックの前に SQL 文全体のアクションが実行される流れを
示します。 

図図図図 21-11 制約チェック制約チェック制約チェック制約チェック

この項の例は、INSERT文と UPDATE文を実行した場合の制約チェックのメカニズムを示し
ています。 UPDATE文、INSERT文および DELETE文など、すべてのタイプの DML 文でも、
同じメカニズムを使用しています。 

また、これらの例は、自己参照型整合性制約を使用してチェックのメカニズムを示すもので
した。これと同じメカニズムが、次にあげるすべてのタイプの制約に使用されます。

� NOT NULL

� 一意キー

� 主キー

� すべてのタイプの外部キー

� CHECK
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遅延制約チェック
デフォルト列値と整合性制約チェックデフォルト列値と整合性制約チェックデフォルト列値と整合性制約チェックデフォルト列値と整合性制約チェック
デフォルト値は、文の解析前に INSERT文の一部として組み込まれます。このため、デフォ
ルトの列値はすべての整合性制約チェックの対象になります。 

遅延制約チェック遅延制約チェック遅延制約チェック遅延制約チェック
制約の妥当性のチェックは、トランザクション終了時まで遅延遅延遅延遅延できます。 

� 遅延制約遅延制約遅延制約遅延制約では、制約が満たされているかどうかのチェックがコミット時にしか実行され
ません。遅延制約違反があると、コミット時にそのトランザクションはロールバックさ
れます。 

� 即時制約即時制約即時制約即時制約の場合（つまり遅延制約でない場合）、チェックはそれぞれの文が終わった時
点で実行されます。制約違反があると、その文は即時にロールバックされます。 

制約によってアクションアクションアクションアクション（DELETE CASCADE など）が発生する場合は、遅延制約か即時制
約かに関係なく、そのアクションは、アクションを発生させた文の一部として実行されま
す。 

制約の属性制約の属性制約の属性制約の属性
制約は、遅延可能遅延可能遅延可能遅延可能または遅延不可遅延不可遅延不可遅延不可、および初期遅延初期遅延初期遅延初期遅延または初期即時初期即時初期即時初期即時のどちらかに定義できま
す。これらの属性は、制約ごとに異なるものを指定できます。それらの定義は、
CONSTRAINT句の中で次のキーワードを使用して指定します。 

� DEFERRABLEまたは NOT DEFERRABLE

� INITIALLY DEFERREDまたは INITIALLY IMMEDIATE 

制約について、追加、削除、使用可能と使用禁止の切替え、または妥当性チェックを実行で
きます。また、制約の属性も変更できます。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 21-22 ページ「遅延制約チェック」

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 制約属性とそのデフォルト値の詳細は、『Oracle9i SQL リファレンス』
を参照してください。

� 21-24 ページ「制約の状態」

� 21-25 ページ「制約の状態変更」
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遅延制約チェック
SET CONSTRAINTS モードモードモードモード
SET CONSTRAINTS文は、特定のトランザクションのために、制約を DEFERREDまたは
IMMEDIATEのどちらかに指定します（構文的にも意味的にも ANSI SQL-92 規格に準拠）。 
この文を使用すると、制約名のリストまたはすべての制約（ALL）を指定して、そのモード
を設定できます。

SET CONSTRAINTSモードは、トランザクションの継続時間中、または別の SET 
CONSTRAINTS文によってモードが再設定されるまで有効です。 

SET CONSTRAINTS ... IMMEDIATEは、指定された制約を各制約文の実行直後にチェックす
るように指示します。CHECK 制約が一貫しており、他に SET CONSTRAINTS 文が発行され
ない場合、Oracle はまずトランザクション内で事前に遅延されている制約をチェックし、次
にそのトランザクション内のそれ以降の文の制約を即時にチェックします。制約チェックが
失敗すると、エラーが通知されます。この場合、COMMITを発行するとトランザクション全
体がロールバックされます。 

ALTER SESSION文にも、SET CONSTRAINTS IMMEDIATEまたは DEFERREDの句がありま
す。これらの句では、暗黙的にすべての遅延制約が設定されます（つまり、制約名のリスト
は指定できません）。 これらのオプションを指定することは、カレント・セッションで各トラ
ンザクションの 初に SET CONSTRAINTS文を発行することと同じ意味を持ちます。 

COMMITが成功するかどうかを調べる 1 つの方法は、トランザクションの 後に即時即時即時即時制約を
設定することです。トランザクションの 後の文で制約を IMMEDIATEに設定すれば、予期
しないロールバックを回避できます。いずれかの制約がチェックを通らなかった場合は、エ
ラーを訂正してから、トランザクションをコミットできます。

SET CONSTRAINTS文は、トリガー内では許可されていません。 

SET CONSTRAINTSは分散型の文としても有効です。 SET CONSTRAINTS ALL文が出現する
と、処理中のトランザクションがある既存のデータベース・リンクにそのことが知らされ、
新しいリンクはトランザクションを開始すると同時にその文が出現したことを認識します。 

一意制約と一意索引一意制約と一意索引一意制約と一意索引一意制約と一意索引
あるユーザーのトランザクションで制約の矛盾（一意索引内に重複値が含まれているなど）
が生成された場合、そのユーザーにはそのような制約の矛盾がわかります。 

マテリアライズド・ビューに対して遅延一意制約および遅延外部キー制約を設定すれば、リ
フレッシュ操作を高速かつ完全に完了できます。

遅延可能な一意制約は、常に一意でない索引を使用します。遅延可能制約を削除しても、そ
の索引は残ります。制約を使用禁止にしても格納情報は残るため、この方法は便利です。遅
延可能でない一意制約と主キーは、制約が規定される前に一意でない索引がキー列に置かれ
る場合には、一意でない索引も使用します。 
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制約の状態
制約の状態制約の状態制約の状態制約の状態
CREATE TABLE文または ALTER TABLE文を使用すると、整合性制約を表レベルで使用可能
または使用禁止にできます。 また、次のように、制約を VALIDATEまたは NOVALIDATEに
設定し、ENABLEまたは DISABLEと組み合せることもできます。

� ENABLEを指定すると、入ってくるすべてのデータが制約に準拠していることが保証さ
れます。

� DISABLEを指定すると、入ってくるデータは、制約に準拠しているかどうかに関係なく
許可されます。

� VALIDATEを指定すると、既存のデータが制約に準拠していることが保証されます。

� NOVALIDATEは、一部の既存データが制約に準拠していない可能性があることを意味し
ます。

さらに、次のようになります。

� ENABLE VALIDATEは ENABLEと同じです。制約がチェックされ、すべての行が保持さ
れることが保証されます。 

� ENABLE NOVALIDATEは、制約はチェックされますが、すべての行について TRUE でな
くても許されることを意味します。これにより、既存の行が制約に違反することは許さ
れ、しかも、新しい行や変更した行に対してはすべて有効であることが保証されます。 

ALTER TABLE文の ENABLE NOVALIDATEオプションを使用すると、表内のすべての
データの妥当性を 初にチェックせずに、使用禁止にした制約について制約チェックを
再開できます。 

� DISABLE NOVALIDATEは DISABLEと同じです。制約はチェックされず、TRUE でなく
てもかまいません。 

� DISABLE VALIDATEを指定すると制約が使用禁止になり、制約の索引が削除され、対
象となる列の変更は許されなくなります。 

一意制約の場合、DISABLE VALIDATE状態では、ALTER TABLE文の EXCHANGE 
PARTITION句を使用して、非パーティション表からパーティション表にデータを効率
よくロードできます。 

これらの状態間の遷移は、次の規則で制御されます。 

� NOVALIDATEが指定されていない場合、ENABLEは暗黙的に VALIDATEを意味します。 

� VALIDATEが指定されていない場合、DISABLEは暗黙的に NOVALIDATEを意味します。 

� VALIDATEと NOVALIDATEには、ENABLE状態と DISABLE状態に関するデフォルトの
含意はありません。 
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制約の状態
� 一意キーまたは主キーが DISABLE状態から ENABLE状態に移る場合に、既存の索引が
なければ一意キーが自動的に作成されます。同様に、一意キーまたは主キーが ENABLE
から DISABLEに移る場合に、一意索引で使用可能にされていれば、一意索引は削除さ
れます。 

� 制約が NOVALIDATE状態から VALIDATE状態に移った場合は、すべてのデータを
チェックする必要があります。（この操作は、きわめて低速の場合があります。）ただ
し、VALIDATEから NOVALIDATEに移っても、データがチェックされたことが無視さ
れるだけです。 

� 単一の制約を ENABLE NOVALIDATE状態から ENABLE VALIDATE状態に移動すると、読
込み、書込みまたは他の DDL 文はブロックされません。パラレルに実行できます。 

制約の状態変更制約の状態変更制約の状態変更制約の状態変更
ALTER TABLE文の MODIFY CONSTRAINT句を使用すると、次の制約の状態を変更できます。 

� DEFERRABLEまたは NOT DEFERRABLE

� INITIALLY DEFERREDまたは INITIALLY IMMEDIATE 

� RELYまたは NORELY

� USING INDEX ... 

� ENABLEまたは DISABLE

� VALIDATEまたは NOVALIDATE

� EXCEPTIONS INTO ... 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : ENABLE、DISABLE、VALIDATEおよび NOVALIDATE 
CONSTRAINT句の使用方法の詳細は、『Oracle9i データベース管理者ガイ
ド』を参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : これらの制約の状態の詳細は、『Oracle9i SQL リファレンス』
を参照してください。
データ整合性 21-25



制約の状態
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データベース・アクセス
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データベース・アクセスの制御データベース・アクセスの制御データベース・アクセスの制御データベース・アクセスの制御

この章では、Oracle データベースへのアクセスを制御する方法を説明します。この項の内容
は、次のとおりです。

� データベース・セキュリティの概要

� スキーマ、データベース・ユーザーおよびセキュリティ・ドメイン

� ユーザー認証

� Oracle Internet Directory

� ユーザー表領域の設定と割当て制限

� ユーザー・グループ PUBLIC

� ユーザー・リソースの制限とプロファイル
の制御 22-1



データベース・セキュリティの概要
データベース・セキュリティの概要データベース・セキュリティの概要データベース・セキュリティの概要データベース・セキュリティの概要
データベース・セキュリティには、データベースとデータベースに格納されているオブジェ
クトに対するユーザー・アクションを許可したり禁止する機能が関係しています。Oracle で
は、スキーマとセキュリティ・ドメインを使用して、データへのアクセスを制御したり、
様々なデータベース・リソースの使用を制限します。 

Oracle では、包括的な任意アクセス制御が提供されています。任意アクセス制御任意アクセス制御任意アクセス制御任意アクセス制御は、特定の
オブジェクトに対するすべてのユーザー・アクセスを、権限によって調整します。権限と
は、特定のオブジェクトに規定の方法でアクセスするための許可です。たとえば、表への問
合せを実行する許可はその一例です。権限は、他のユーザーの裁量で任意に付与されるもの
であるため、任意アクセス制御任意アクセス制御任意アクセス制御任意アクセス制御という語を使用しています。

スキーマ、データベース・ユーザーおよびセキュリティ・ドメインスキーマ、データベース・ユーザーおよびセキュリティ・ドメインスキーマ、データベース・ユーザーおよびセキュリティ・ドメインスキーマ、データベース・ユーザーおよびセキュリティ・ドメイン
ユーザーユーザーユーザーユーザー（ユーザー名ユーザー名ユーザー名ユーザー名とも呼ぶ）は、データベース内で定義されている名前であり、この名
前を使用してオブジェクトに接続したりアクセスできます。スキーマスキーマスキーマスキーマは、表、ビュー、クラ
スタ、プロシージャおよびパッケージなどのオブジェクトの集合に名前を付けたものです。
スキーマとユーザーは、データベース管理者がデータベース・セキュリティを管理するのに
役立ちます。 

エンタープライズ・ユーザーエンタープライズ・ユーザーエンタープライズ・ユーザーエンタープライズ・ユーザーはディレクトリ内で管理されるユーザーで、各データベース内
でアカウントやスキーマを作成しなくても、複数のスキーマおよびデータベースへのアクセ
ス権を取得できます。これによりユーザーや DBA の処理をより簡単にし、また、その権限
を一元的に変更できるため、セキュリティが改善されます。

新たにデータベースを作成したり、既存のデータベースを変更する場合、セキュリティ管理
者は、ユーザーのセキュリティ・ドメインについていくつか決定する必要があります。 たと
えば、次のようなことを決定します。 

� ユーザー認証情報を、データベース、オペレーティング・システムまたはネットワーク
認証サービスのどれを使用して維持管理するか。

� ユーザーのデフォルト表領域と一時表領域の設定。

� ユーザーがアクセス可能な表領域のリスト（存在する場合）と、そのリストに含まれて
いる表領域に対応付ける割当て制限。

� ユーザーのリソース制限プロファイル。ユーザーが使用できるシステム・リソースの量
を制限します。

� データベース操作の実行に必要な、オブジェクトへの適切なアクセス権をユーザーに提
供する権限、ロールおよびセキュリティ・ポリシー。

この章では、このうち 初の 4 つのセキュリティ・ドメイン・オプションについて説明しま
す。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 第 23 章「権限、ロールおよびセキュリティ・ポリシー」
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スキーマ、データベース・ユーザーおよびセキュリティ・ドメイン
注意注意注意注意 : この章の情報は、ユーザー定義データベースのすべてのユーザー
に適用されます。 特殊なデータベース・ユーザーである SYSおよび
SYSTEMには適用されません。これらの特殊なユーザーのセキュリティ・
ドメインの設定は、絶対に変更しないでください。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 第 23 章「権限、ロールおよびセキュリティ・ポリシー」

� エンタープライズ・ユーザーの詳細は、『Oracle Advanced Security 管
理者ガイド』を参照してください。

� 特別なユーザーである SYSおよび SYSTEMの詳細と、セキュリティ管
理者の詳細は、『Oracle9i データベース管理者ガイド』を参照してく
ださい。
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ユーザー認証
ユーザー認証ユーザー認証ユーザー認証ユーザー認証
データベース・ユーザー名が無許可で使用されないようにするため、Oracle では次のように
複数の異なる方法で標準データベース・ユーザーの妥当性をチェックします。認証は次のも
のによって実行できます。

� オペレーティング・システム

� ネットワーク・サービス

� 対応付けられた Oracle データベース

� ユーザーに代ってトランザクションを実行する中間層アプリケーションの Oracle データ
ベース

� Secure Socket Layer（SSL）プロトコル

通常は、検査を簡素化するため、前述のどれか 1 つの方法を使用してデータベースのすべて
のユーザーを認証します。ただし、Oracle では、同じデータベース・インスタンス内で前述
の方法をすべて使用できます。 

さらに、Oracle では、ネットワーク認証のセキュリティを確実にするため、送信時にパス
ワードが暗号化されます。

データベース管理者は特別なデータベース操作を実行するため、データベース管理者に対し
ては特別な認証手順が必要になります。

オペレーティング・システムによる認証オペレーティング・システムによる認証オペレーティング・システムによる認証オペレーティング・システムによる認証
一部のオペレーティング・システムでは、オペレーティング・システムの維持している情報
を、Oracle がユーザーの認証のために使用できます。オペレーティング・システムによる認
証の利点は、次のとおりです。

� ユーザーがより簡単に Oracle に接続できます。ユーザー名やパスワードを指定する必要
はありません。たとえば、ユーザーは SQL*Plus を起動する際に次のように入力して、
ユーザー名とパスワードのプロンプトを省略できます。

SQLPLUS / 

� ユーザー認証はオペレーティング・システムで集中管理されます。Oracle がユーザー・
パスワードを格納したり管理する必要がなくなります。ただし、ユーザー名は Oracle
データベース内に保持されます。 

� データベースのユーザー名エントリと、オペレーティング・システムの監査証跡が対応
します。 

データベース・ユーザーの認証にオペレーティング・システムを使用する場合は、分散デー
タベース環境とデータベース・リンクに関していくつかの特別な考慮事項があります。 
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ユーザー認証
ネットワークによる認証ネットワークによる認証ネットワークによる認証ネットワークによる認証
Oracle は、後述のようにネットワークによる複数の認証方法をサポートしています。

サードパーティベースの認証テクノロジサードパーティベースの認証テクノロジサードパーティベースの認証テクノロジサードパーティベースの認証テクノロジ
ネットワーク認証サービス（DCE、Kerberos または SESAME など）を使用できる場合、
Oracle はこれらのネットワーク・サービスによる認証を受け入れることができます。Oracle
でネットワーク認証サービスを使用するには、Oracle9i Enterprise Edition と Oracle 
Advanced Security が必要です。 

公開鍵インフラストラクチャベースの認証公開鍵インフラストラクチャベースの認証公開鍵インフラストラクチャベースの認証公開鍵インフラストラクチャベースの認証
公開鍵暗号化システムに基づく認証システムは、ユーザー・クライアントにデジタル証明書
を発行します。ユーザー・クライアントはそれを使用し、認証サーバーを直接関与させない
で、社内のサーバーを直接認証します。Oracle は、公開鍵と証明書を使用するための公開鍵
インフラストラクチャ（PKI）を提供します。PKI のコンポーネントは、次のとおりです。

� Secure Sockets Layer（SSL）による認証および保護セッション・キー管理。

� Oracle Call Interface（OCI）および PL/SQL ファンクション。ユーザー指定のデータに
秘密鍵と証明書を使用してシグネチャを付け、信頼できる証明書を使用してデータのシ
グネチャを検証します。

� 信頼できる証明書信頼できる証明書信頼できる証明書信頼できる証明書。信頼できるサード・パーティの識別です。信頼できるとは、実在者
との同一性が確認された時に使用されます。一般的に、信頼されている認証局によって
ユーザーの証明書が発行されます。複数レベルの信頼できる証明書がある場合、証明連
鎖における下位レベルの信頼できる証明書は、それより上のレベルの証明書をすべて再
検証する必要はありません。 

� Oracle Wallet。これは、ユーザーの秘密鍵、ユーザー証明書および一連のトラスト・ポ
イント（ユーザーが信頼するルート証明書のリスト）を含むデータ構造です。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 『Oracle9i データベース管理者ガイド 』

� オペレーティング・システムによる認証の詳細は、オペレーティン
グ・システム固有の Oracle マニュアルを参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� ネットワーク認証の詳細は、『Oracle9i データベース管理者ガイド』を
参照してください。ネットワーク認証サービスを使用する場合は、
ネットワーク・ロールとデータベース・リンクについて特別な考慮事
項があります。

� Oracle Advanced Security オプションの詳細は、『Oracle Advanced 
Security 管理者ガイド』を参照してください。
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ユーザー認証
� Oracle Wallet Manager。Oracle Wallet 内のセキュリティ資格証明の管理および編集に
使用される、スタンドアロンの Java アプリケーションです。Wallet Manager には、次
のような機能があります。

� ユーザー・キーを保護します。

� Oracle のクライアントとサーバー上で X.509v3 証明書を管理します。

� 公開鍵と秘密鍵のペアを生成し、認証局に提出する証明書要求を作成します。

� エンティティの証明書をインストールします。

� エンティティの信頼できる証明書を構成します。

� Wallet をオープンして、PKI ベースのサービスにアクセスできるようにします。

� Oracle Enterprise Login Assistant でオープンできる Wallet を作成します。

� X.509v3 証明書。Oracle 外部の認証局から取得します。この証明書は、エンティティの
公開鍵が、信頼されているエンティティ（Oracle 外部の認証局）によって署名されたと
きに有効となります。この証明書は、そのエンティティの情報が正しいこと、および公
開鍵がそのエンティティに属していることを保証します。証明書が Oracle Wallet に
ロードされ、認証が使用可能になります。

� Oracle Enterprise Security Manager。管理を容易にし、セキュリティ・レベルを高める
ために、集中的な権限管理を提供します。 ロールが Lightweight Directory Access 
Protocol（LDAP）をサポートしている場合は、Oracle Enterprise Security Manager に
より、Oracle Internet Directory にロールを格納し、取り出すことができます。また、
ロールが Oracle スキーマと関連アクセス制御リストのインストールをサポートする場
合は、そのロールを他の LDAP v3 準拠のディレクトリ・サーバーに格納できます。

� Oracle Internet Directory。Oracle9i データベース上に作成された LDAP v3 準拠のディ
レクトリです。 X.509 証明書を使用して認証されたユーザーについて、セキュリティ属
性や権限など、ユーザーおよびシステム構成環境を管理できます。Oracle Internet 
Directory は認証レベルのアクセス制御を規定します。これにより、特定のユーザー

（社内のセキュリティ管理者など）のみに、ディレクトリの特定の属性の読込み、書込
みまたは更新権限を限定できます。また、SSL 暗号化を介したディレクトリの問合せと
応答の保護と認証もサポートしています。

� Oracle Enterprise Login Assistant。ユーザーの Wallet のオープンとクローズを行って、
アプリケーションによる安定した SSL ベースの通信の使用を可能または不可能にする
Java ベースのツールです。このツールには、Oracle Wallet Manager で有効性が確認さ
れる機能のサブセットがあります。Wallet を事前に Oracle Wallet Manager で構成する
必要があります。

図 22-1 に、Oracle の公開鍵インフラストラクチャを示します。
22-6　Oracle9i データベース概要               



ユーザー認証
図図図図 22-1 Oracle の公開鍵インフラストラクチャの公開鍵インフラストラクチャの公開鍵インフラストラクチャの公開鍵インフラストラクチャ

リモート認証リモート認証リモート認証リモート認証
Oracle は、Remote Authentication Dial-In User Service（RADIUS）を介したユーザーのリ
モート認証をサポートしています。RADIUS は、ユーザー認証、許可およびアカウント処理
に使用される標準軽量プロトコルです。 

注意注意注意注意 : Oracle で公開鍵インフラストラクチャベースの認証を使用するに
は、Oracle9i Enterprise Edition と Oracle Advanced Security が必要です。 

注意注意注意注意 : Oracle で RADIUS を介したユーザーのリモート認証を使用するに
は、Oracle9i Enterprise Edition と Oracle Advanced Security が必要です。
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ユーザー認証
Oracle データベースによる認証データベースによる認証データベースによる認証データベースによる認証
Oracle では、データベースに格納されている情報を使用して、データベースに接続しようと
するユーザーを認証できます。

Oracle でデータベースによる認証を使用する場合は、対応するパスワードを指定してそれぞ
れのユーザーを作成します。ユーザーは、接続の確立時に正しいパスワードを入力します。
この方法により、データベースの無許可使用が防止されます。ユーザーのパスワードは、暗
号化された形式でデータ・ディクショナリに格納されます。ユーザーは、いつでも自分のパ
スワードを変更できます。 

接続時のパスワード暗号化接続時のパスワード暗号化接続時のパスワード暗号化接続時のパスワード暗号化
パスワードの機密性を保護するため、Oracle ではネットワーク（クライアント / サーバーお
よびサーバー / サーバー）接続時にパスワードを暗号化できます。クライアントおよびサー
バーのマシンでこの機能を使用可能にすると、パスワードは修正 DES（データ暗号化規格）
アルゴリズムを使用して暗号化され、その後ネットワーク経由で送信されます。パスワード
をネットワークへの侵入者から保護するために、接続のパスワード暗号化を使用可能にする
ことをお薦めします。

アカウントのロックアカウントのロックアカウントのロックアカウントのロック
指定された試行回数の範囲内でユーザーがシステムにログインできない場合、ユーザーのア
カウントがロックされることがあります。アカウントの構成方法によって、一定の時間の後
に自動的にロックが解除されるか、またはデータベース管理者がロックを解除する必要があ
ります。 

CREATE PROFILE文は、ユーザーが試行できるログインの失敗回数、および自動ロック解除
前にアカウントがロックされたままになっている時間を構成するために使用します。 

データベース管理者は、手動でアカウントをロックすることもできます。その場合、アカウ
ントは自動的にはロック解除されないため、データベース管理者による明示的なロック解除
が必要です。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : Oracle Advanced Security の詳細は、『Oracle Advanced 
Security 管理者ガイド』を参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : ネットワーク・システムにおけるパスワード暗号化の詳細は、
『Oracle9i データベース管理者ガイド』を参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 22-20 ページ「プロファイル」
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パスワードの存続期間と期限切れパスワードの存続期間と期限切れパスワードの存続期間と期限切れパスワードの存続期間と期限切れ
パスワードの存続期間と時間切れのオプションを使用すると、データベース管理者はパス
ワードの存続期間を指定できます。その期間を過ぎると、パスワードは期限切れになり、そ
のアカウントにログインする前にパスワードを変更する必要があります。パスワードの期限
が切れた後にデータベース・アカウントへの 初のログイン試行で、ユーザーのアカウント
は猶予期間に入り、その猶予期間が終わるまで、ユーザーがログインするたびに警告メッ
セージが発行されます。 

ユーザーは、猶予期間内にパスワードを変更するよう求められます。パスワードが猶予期間
内に変更されなければ、そのアカウントはロックされ、それ以降、そのアカウントにはデー
タベース管理者の介入がなければログインできなくなります。 

また、データベース管理者がパスワードの状態を時間切れに設定することもできます。 この
場合は、ユーザーのアカウントの状態が時間切れに変更され、そのユーザーがデータベース
にログインするには、自分で、またはデータベース管理者に依頼してパスワードを変更する
必要があります。 

パスワード履歴パスワード履歴パスワード履歴パスワード履歴
パスワード履歴オプションは、新しく指定される各パスワードを調べて、指定された期間内
に、または指定されたパスワード変更回数の間に、同じパスワードが再利用されないように
するためのものです。 データベース管理者は、CREATE PROFILE文を使用してパスワードの
再利用のルールを構成できます。 

パスワードの複雑度の検証パスワードの複雑度の検証パスワードの複雑度の検証パスワードの複雑度の検証
複雑度の検証は、パスワードを推定してシステムに入ろうとする侵入者に対して、各パス
ワードが十分保護可能な複雑なものであることをチェックすることです。 

Oracle において、デフォルトのパスワード複雑度検証ルーチンでは、各パスワードに次の条
件が求められます。 

� 4 文字以上の長さ。

� ユーザー ID と同じでないこと。

� 少なくとも 1 文字のアルファベット、1 文字の数字および 1 文字の句読点が含まれている
こと。

� welcome、account、database、user など、簡単な語からなる内部リストにある単語と一
致しないこと。

� 前のパスワードと 3 文字以上異なっていること。
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複数層の認証と認可複数層の認証と認可複数層の認証と認可複数層の認証と認可
複数層環境では、Oracle は権限を制限し、すべての層を通じてクライアント識別を保持し、
クライアントのために実行されるアクションを監査することによって、中間層アプリケー
ションのセキュリティを制御します。トランザクション処理モニターなど、大規模な中間層
を使用するアプリケーションでは、中間層に接続するクライアントの識別性を維持できるこ
とが重要です。ただし、中間層が持つ利点の 1 つに接続プーリング接続プーリング接続プーリング接続プーリングがあります。これによ
り、複数のユーザーが個別に接続しなくても 1 つのデータ・サーバーにアクセスできます。
この種の環境では、接続を迅速に確立および切断できる機能が必要です。Oracle は、これら
の環境で Oracle Call Interface を介して軽量セッション軽量セッション軽量セッション軽量セッションを作成する機能を提供します。これ
らの軽量セッションにより、各ユーザーをデータベース・パスワードで認証でき、個別の
データベース接続によるオーバーヘッドは生じません。また、中間層を介して実際のユー
ザーの識別性が保たれます。

パスワードあり、またはパスワードなしで軽量セッションを作成できます。中間層が外部ま
たはファイアウォールにある場合は、軽量ユーザー・セッションごとに、パスワードを伴う
軽量セッションを確立する方法が適しています。内部アプリケーション・サーバーの場合
は、パスワードを必要としない軽量セッションを作成する方法が適しています。

クライアント、アプリケーション・サーバーおよびデータベース・サークライアント、アプリケーション・サーバーおよびデータベース・サークライアント、アプリケーション・サーバーおよびデータベース・サークライアント、アプリケーション・サーバーおよびデータベース・サー
バーバーバーバー
複数層アーキテクチャ環境では、アプリケーション・サーバーはクライアントにデータを提
供し、クライアントと 1 つ以上のデータベース・サーバーとの間のインタフェースとして機
能します。 

このアーキテクチャでは、アプリケーション・サーバーを使用して Web ブラウザなどのク
ライアントの資格証明を検査できます。また、データベース・サーバーは、アプリケーショ
ン・サーバーが自身のために実行する操作と、クライアントのためにアプリケーション・
サーバーが実行する操作を監査できます。たとえば、前者の操作はデータベース・サーバー
への接続要求などで、後者の操作はクライアント上で表示する情報の要求などです。

複数層環境における認証は、次のようなトラスト領域に基づいています。 

� クライアントは、通常はパスワードまたは X.509 証明書を使用して、アプリケーショ
ン・サーバーに認証の証明を提供します。

� アプリケーション・サーバーは、クライアント認証を検査し、自身をデータベース・
サーバーに対して認証します。

� データベース・サーバーは、アプリケーション・サーバー認証をチェックし、クライア
ントが存在するかどうかを検証し、アプリケーション・サーバーがこのクライアントへ
の接続権限を持っているかどうかを検証します。

アプリケーション・サーバーは、接続中のクライアントのロールを使用可能にすることもで
きます。また、これらのロールは、認証リポジトリとして機能するディレクトリから取得で
きます。アプリケーション・サーバーが要求できるのは、これらのロールを使用可能にする
ことだけです。データベースは、次のことを検証します。
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ユーザー認証
� クライアントがこれらのロールを付与されているかどうか、内部のロール・リポジトリ
をチェックします。

� アプリケーション・サーバーは、ユーザーのロールを使用して、そのユーザーのために
接続する権限を付与されているかどうかをチェックします。

図 22-2 に、複数層認証の例を示します。

図図図図 22-2 複数層の認証複数層の認証複数層の認証複数層の認証
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ユーザー認証
中間層アプリケーションのセキュリティの問題中間層アプリケーションのセキュリティの問題中間層アプリケーションのセキュリティの問題中間層アプリケーションのセキュリティの問題
中間層アプリケーションには、次のようにセキュリティ上の問題が多数あります。 

� アカウンタビリティ : データベース・サーバーは、クライアントのアクションと、アプ
リケーションがクライアントに代って実行するアクションを区別できる必要がありま
す。この両方のアクションを監査できることが必要です。

� 区別 : データベース・サーバーは、Web サーバー・トランザクション、ブラウザ・クラ
イアントのための Web サーバー・トランザクションおよびデータベースに直接アクセ
スするクライアントを、区別できる必要があります。

� 小限度の権限 : ユーザーと中間層には、そのジョブを実行するための必要 小限度の
権限を与える必要があります。

複数層環境における識別の問題複数層環境における識別の問題複数層環境における識別の問題複数層環境における識別の問題
複数層アプリケーションは、すべての接続層を通じてクライアントの識別をメンテナンスし
ます。この操作を必要とするのは、要求元クライアントの識別が失われると、有効な監査レ
コードをメンテナンスできなくなるためです。また、アプリケーション・サーバーがクライ
アントのために実行する操作と、アプリケーション自身のための操作を区別できなくなりま
す。

複数層環境における制限付きの権限複数層環境における制限付きの権限複数層環境における制限付きの権限複数層環境における制限付きの権限
複数層環境での権限は、要求された操作の実行に必要な権限に限定されます。

クライアントの権限クライアントの権限クライアントの権限クライアントの権限  クライアントの権限は、複数層環境では 小限度になります。操作は、
クライアントにかわってアプリケーション・サーバーが実行します。 

アプリケーション・サーバーの権限アプリケーション・サーバーの権限アプリケーション・サーバーの権限アプリケーション・サーバーの権限  複数層環境におけるアプリケーション・サーバーの権
限は、クライアント操作の実行中に望ましくない操作や不要な操作を実行できないように制
限されます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 複数層認証の詳細は、『Oracle9i データベース管理者ガイド』
を参照してください。
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ユーザー認証
Secure Socket Layer プロトコルによる認証プロトコルによる認証プロトコルによる認証プロトコルによる認証
Secure Socket Layer（SSL）プロトコルは、アプリケーション・レイヤー・プロトコルです。
SSL は、Oracle Internet Directory でのグローバル・ユーザー管理とは関係なく、データベー
スに対するユーザー認証に使用できます。つまり、ユーザーは SSL を使用してデータベース
を認証でき、そのディレクトリ・アクセスについて何も暗黙的に指定する必要がありませ
ん。ただし、エンタープライズ・ユーザー機能を使用してユーザーとその権限をディレクト
リ内で管理する場合、ユーザーは SSL を使用してデータベースを認証する必要があります。
SSL の使用は、初期化ファイルのパラメータで指定されます。

データベース管理者の認証データベース管理者の認証データベース管理者の認証データベース管理者の認証
データベース管理者は、通常のデータベース・ユーザーが実行できない特別な操作（データ
ベースの停止や起動など）を実行します。Oracle では、データベース管理者のユーザー名に
対して、さらに安全性の高い認証方式を使用します。

データベース管理者の認証方式として、オペレーティング・システムによる認証とパスワー
ド・ファイルによる認証のどちらを使用するかを選択できます。 

図 22-3 に、データベースをローカルに（データベースが存在する同じマシン上で）管理する
か、1 つのリモート・クライアントから多数の異なるデータベース・マシンを管理するかに
応じた、データベース管理者の認証方式の選択肢を示します。

図図図図 22-3 データベース管理者の認証方式データベース管理者の認証方式データベース管理者の認証方式データベース管理者の認証方式
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Oracle Internet Directory
ほとんどのオペレーティング・システムでは、データベース管理者のオペレーティング・シ
ステム認証には、データベース管理者のオペレーティング・システム・ユーザー名を特別な
グループ（UNIX システムでは dba グループ）に入れること、またはそのオペレーティン
グ・システム・ユーザー名に特別な処理を実行する権利を与えることが含まれます。 

データベースは、パスワード・ファイルを使用することによって、SYSDBAまたは SYSOPER
権限を付与されたデータベース・ユーザー名を追跡します。 

� SYSOPERの権限があると、データベース管理者は STARTUP、SHUTDOWN、ALTER 
DATABASE OPEN/MOUNT、ALTER DATABASE BACKUP、ARCHIVE LOGおよび RECOVER
を実行できます。また、RESTRICTED SESSION権限もこの権限に含まれます。

� SYSDBA権限には、ADMIN OPTIONおよび SYSOPERシステム権限とともに、すべてのシ
ステム権限が含まれます。 CREATE DATABASEと時間ベースのリカバリを許可します。

Oracle Internet Directory

Oracle Internet Directory は、Oracle データベース上のアプリケーションとして実装されて
いるディレクトリ・サービスです。分散ユーザーおよびネットワーク・リソースの情報を検
索できます。 Oracle Internet Directory は、オープンなインターネット規格のディレクトリ・
アクセス・プロトコルである Lightweight Directory Access Protocol（LDAP）バージョン 3
に、Oracle サーバーが提供する高パフォーマンス、拡張性、耐久性および可用性を組み合せ
たものです。 

Oracle Internet Directory には、次のものが含まれます。 

� 要員およびリソースに関する情報を求めるクライアントの要求に応答し、TCP/IP 上の
複数層アーキテクチャ・ディレクトリを使用してこれらの情報を更新する Oracle ディ
レクトリ・サーバー

� Oracle ディレクトリ・サーバー間で LDAP データをレプリケートする Oracle ディレクト
リ・レプリケーション・サーバー

� Graphical User Interface（GUI）管理ツールの Oracle Directory Manager

� 各種コマンドライン管理ツールおよびデータ管理ツール

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� データベース管理者のオペレーティング・システム認証の詳細は、オ
ペレーティング・システム固有の Oracle マニュアルを参照してくだ
さい。

� 『Oracle9i データベース管理者ガイド 』

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Internet Directory 管理者ガイド』
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ユーザー表領域の設定と割当て制限
ユーザー表領域の設定と割当て制限ユーザー表領域の設定と割当て制限ユーザー表領域の設定と割当て制限ユーザー表領域の設定と割当て制限
データベース管理者は、すべてのユーザーのセキュリティ・ドメインの一部として、表領域
の使用についていくつかのオプションを設定できます。 

� デフォルト表領域のオプション

� 一時表領域のオプション

� 表領域のアクセスと割当て制限

デフォルト表領域のオプションデフォルト表領域のオプションデフォルト表領域のオプションデフォルト表領域のオプション
ユーザーがオブジェクトを入れる表領域を指定しないでスキーマ・オブジェクトを作成する
と、そのオブジェクトはそのユーザーのデフォルト表領域に格納されます。ユーザーのデ
フォルト表領域は、ユーザー作成時に設定し、ユーザー作成後に変更できます。 

一時表領域のオプション一時表領域のオプション一時表領域のオプション一時表領域のオプション
一時セグメントの作成を必要とする SQL 文をユーザーが実行すると、ユーザーの一時表領
域にそのセグメントが割り当てられます。 

表領域のアクセスと割当て制限表領域のアクセスと割当て制限表領域のアクセスと割当て制限表領域のアクセスと割当て制限
データベースのどの表領域についても、ユーザーごとに表領域割当て制限表領域割当て制限表領域割当て制限表領域割当て制限を設定できます。
これにより、次の 2 つのことが可能になります。 

� ユーザーが適切な権限を付与されている場合は、そのユーザーが指定された表領域を使
用してスキーマ・オブジェクトを作成することを許可できます。 

� 指定された表領域にあるユーザーのスキーマ・オブジェクトの記憶域に割り当てられた
スペースの量を制限できます。 

デフォルトでは、各ユーザーはデータベースの表領域での割当て制限を課されていません。
このため、ユーザーになんらかのタイプのスキーマ・オブジェクトを作成する権限がある場
合、そのユーザーには、オブジェクトを作成するときの表領域割当て制限が設定されている
か、十分な表領域割当て制限を設定されている別のユーザーのスキーマにそのオブジェクト
を作成する権限も必要になります。 

ユーザーには、2 種類の表領域割当て制限を設定できます。1 つは表領域内のディスク領域
を特定の量に制限する割当て制限（バイト、キロ・バイトまたはメガ・バイト単位）、もう 1
つは表領域内のディスク領域を無制限とする割当て制限です。ユーザーのオブジェクトが表
領域内の領域を使用しすぎないように、特定量の割当て制限を設定する必要があります。 

表領域の割当て制限および一時セグメントは、相互に影響し合いません。 
データベース・アクセスの制御 22-15



ユーザー・グループ PUBLIC
� 一時セグメントが作成されても、それはユーザーに課されている割当て制限の領域には
加算されません。Oracle によって一時セグメントに自動的に作成されるスキーマ・オブ
ジェクトは、SYSの所有となるため、割当て制限は適用されません。 

� 一時セグメントは、ユーザーが割当て制限を課されていない表領域内に作成できます。 

ユーザーの表領域の割当て制限は、そのユーザーの作成時に設定できます。その割当て制限
を変更したり、後で別の割当て制限を追加できます。

ユーザーの表領域アクセスを取り消すには、そのユーザーの現行の割当て制限を 0（ゼロ）
に変更します。割当て制限を 0（ゼロ）にすると、そのユーザーのオブジェクトは取り消し
たその表領域内に残りますが、それらのオブジェクトに新しい領域を割り当てることはでき
ません。 

ユーザー・グループユーザー・グループユーザー・グループユーザー・グループ PUBLIC
各データベースには、PUBLICというユーザー・グループがあります。PUBLICユーザー・
グループは、表やビューなど、特定のスキーマ・オブジェクトへのパブリック・アクセスを
提供し、すべてのユーザーに特定のシステム権限を提供します。すべてのユーザーは、自動
的に PUBLICユーザー・グループに所属します。 

PUBLICのメンバーとして、ユーザーは接頭辞が USERおよび ALLであるすべてのデータ・
ディクショナリ表を参照（SELECT FROM）できます。 さらに、ユーザーは PUBLICに対し
て権限やロールを付与できます。 すべてのユーザーは、PUBLICに付与されている権限を使
用できます。 

PUBLICには、任意のシステム権限、オブジェクト権限またはロールを付与または取消しで
きます。 ただし、アクセス権に対する厳密なセキュリティを維持するため、PUBLICに付与
する権限とロールは、すべてのユーザーに関係のあるもののみにしてください。 

PUBLICに対してなんらかのシステム権限やオブジェクト権限を付与するか取り消すと、
データベース中のすべてのビュー、プロシージャ、ファンクション、パッケージおよびトリ
ガーが再コンパイルされます。 

PUBLICには次の制限があります。 

� PUBLICに対して表領域割当て制限は設定できませんが、UNLIMITED TABLESPACEシ
ステム権限は設定できます。 

� データベース・リンクおよびシノニムは、（CREATE PUBLICDATABASE LINK/SYNONYM
を使用して）PUBLICとして作成できますが、その他のスキーマ・オブジェクトを
PUBLICの所有とすることはできません。たとえば、次の文は無効です。 

CREATE TABLE public.employees ... ; 
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ユーザー・リソースの制限とプロファイル
 

ユーザー・リソースの制限とプロファイルユーザー・リソースの制限とプロファイルユーザー・リソースの制限とプロファイルユーザー・リソースの制限とプロファイル
ユーザーのセキュリティ・ドメインの一部として、各ユーザーが使用できる各種のシステ
ム・リソースの容量に制限を設定できます。これにより、CPU タイムなどの貴重なシステ
ム・リソースが無制限に浪費されるのを防止できます。 

システム・リソースに多額の費用がかかる大規模なマルチ・ユーザー・システムにおいて、
このリソース制限機能はたいへん有効です。1 人以上のユーザーが過度にリソースを使用す
ると、データベースの他のユーザーに有害な影響を及ぼす可能性があります。シングル・
ユーザー・データベースまたは小規模のマルチ・ユーザー・データベースの場合、ユーザー
がシステム・リソースを消費してもそれほど有害な影響はないため、システム・リソース機
能はそれほど重要ではありません。 

ユーザーのリソース制限とパスワード管理の作業環境は、そのユーザーのプロファイルを使
用して管理します。プロファイルとは、そのユーザーに割り当てることができる一連のリ
ソース制限に名前を付けたものです。それぞれの Oracle データベースに指定できるプロ
ファイルの数に、制限はありません。Oracle において、セキュリティ管理者は、プロファイ
ルによるリソース制限の規定を全体的に使用可能または使用禁止に設定できます。 

リソース制限を設定した場合、ユーザーがセッションを作成すると、パフォーマンスがわず
かに低下します。これは、ユーザーがデータベースに接続した時点で、そのユーザーのすべ
てのリソース制限データがロードされるためです。

注意注意注意注意 : キーワード PUBLICを指定してロールバック・セグメントを作成
することはできますが、そのセグメントは PUBLICユーザー・グループが
所有することにはなりません。 すべてのロールバック・セグメントは SYS
が所有します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 第 2 章「データ・ブロック、エクステントおよびセグメント」

� 第 23 章「権限、ロールおよびセキュリティ・ポリシー」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : セキュリティ管理者の詳細は、『Oracle9i データベース管理者
ガイド』を参照してください。
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システム・リソースのタイプと制限システム・リソースのタイプと制限システム・リソースのタイプと制限システム・リソースのタイプと制限
Oracle では、CPU タイムと論理読込みを含め、いくつかのタイプのシステム・リソースの
使用を制限できます。 一般に、それぞれのリソースは、セッション・レベル、コール・レベ
ル、またはその両方で制御できます。

� セッション・レベル

ユーザーがデータベースに接続するたびに、セッションが作成されます。それぞれの
セッションは、Oracle を実行するコンピュータの CPU タイムとメモリーをコンシュームし
ます。複数のリソース制限をセッション・レベルで設定できます。 

ユーザーがセッション・レベルのリソース制限を超えると、現行の文は終了（ロール
バック）し、セッションの制限に達したことを示すメッセージが戻されます。 この時点
では、カレント・トランザクション内のそれ以前のすべての文の結果はそのまま残って
います。ユーザーが実行できる操作は、COMMIT、ROLLBACKまたは接続の切断（この
場合、カレント・トランザクションはコミットされます）のみです。それ以外の操作を
実行すると、エラーが発生します。トランザクションがコミットまたはロールバックさ
れた後も、カレント・セッションではユーザーはどんな作業も完了できません。 

� コール・レベル

SQL 文が実行されるたびに、いくつかのステップが実行されて文が処理されます。この
処理では、データベースに対して複数のコールが異なる実行フェーズの一部として発行
されます。 1 回のコールで過度にシステムが使用されないように、複数のリソース制限
をコール・レベルで設定できます。 

ユーザーがコール・レベルのリソース制限を超えると、Oracle は文の処理を停止し、そ
の文をロールバックし、エラーを戻します。ただし、カレント・トランザクションのそ
れ以前の文の結果はそのまま残り、そのユーザーのセッションは接続されたままになり
ます。 

CPU タイムタイムタイムタイム
SQL 文やその他のタイプのコールが Oracle に発行されると、そのコールを処理するために
一定量の CPU タイムが必要になります。平均的なコールであれば、わずかな CPU タイムで
すみます。ただし、大量のデータや冗長な問合せを伴う SQL 文は CPU タイムを大量にコン
シュームすることがあるため、他の処理に使用できる CPU タイムが少なくなります。 

CPU タイムが無制限に消費されないようにするため、1 回のコール当たりの CPU タイムと、
1 つのセッション中に Oracle コールに使用される CPU タイムの合計を制限できます。これ
らの制限は、コールやセッションに使用される 1/100 秒（0.01 秒）単位の CPU タイムで設
定し、測定されます。 
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Logical Reads（論理読取り）（論理読取り）（論理読取り）（論理読取り）
入出力（I/O）は、データベース・システムで もリソースの使用量が多い操作の 1 つです。
I/O を集中的に実行する SQL 文は、メモリーとディスクの使用を独占することがあるため、
他のデータベース操作がこれらのリソースをめぐって競合する原因になる可能性がありま
す。 

単一の原因による過度の I/O が発生しないようにするため、Oracle では、1 コール当たり、
および 1 セッション当たりの論理データ・ブロック読込み数を制限できます。論理データ・
ブロック読込みには、メモリーとディスクの両方からの論理データ・ブロック読込みが含ま
れます。これらの制限は、1 コールまたは 1 セッション中に実行されるブロック読込みの数
として設定し、測定されます。 

その他のリソースその他のリソースその他のリソースその他のリソース
Oracle では、さらに、その他のいくつかのセッション・レベルのリソース制限が提供されて
います。 

� ユーザー当たりの同時実行セッション同時実行セッション同時実行セッション同時実行セッション数の制限。各ユーザーは、事前に定義された数ま
で同時実行セッションを作成できます。 

� セッションのアイドル時間アイドル時間アイドル時間アイドル時間の制限。1 つのセッションでの Oracle コールと Oracle コール
の間隔がアイドル制限時間に達すると、カレント・トランザクションはロールバックさ
れ、セッションは異常終了し、そのセッションのリソースはシステムに戻されます。次
のコールは、ユーザーがインスタンスから切断されたことを示すエラーを受け取りま
す。この制限は、分単位の経過時間として設定します。 

� セッション当たりの経過接続時間の制限。セッションの持続時間が経過制限時間を超え
ると、カレント・トランザクションがロールバックされ、セッションが削除され、その
セッションのリソースがシステムに戻されます。この制限は、分単位の経過時間として
設定します。 

注意注意注意注意 : セッションがアイドル時間の制限を超えたために異常終了すると、
その少し後に、異常終了したセッションの後処理としてプロセス・モニ
ター（PMON）・バックグラウンド・プロセスがクリーン・アップを実行
します。PMON がこのプロセスを完了するまでは、異常終了したセッ
ションも、セッションまたはユーザー・レベルのリソース制限に加算され
ます。 
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� セッションのプライベート SGA 領域（プライベート SQL 領域に使用）の容量の制限。
この制限が重要になるのは、共有サーバーの構成を使用するシステムの場合のみです。
それ以外のシステムの場合、プライベート SQL 領域は PGA 内にあります。この制限
は、インスタンスの SGA に使用するメモリーのバイト数として設定します。KB または
MB で指定するには、K または M の文字を使用します。 

プロファイルプロファイルプロファイルプロファイル
プロファイルとは、Oracle データベースの有効なユーザー名に対して割り当てることができ
るリソース制限に名前を付けた集合です。プロファイルを使用すると、リソース制限を簡単
に管理できます。また、パスワード方針を管理する手段としても使用できます。

プロファイルを使用する場合プロファイルを使用する場合プロファイルを使用する場合プロファイルを使用する場合
ユーザー・プロファイルを作成して管理する必要があるのは、リソース制限がデータベー
ス・セキュリティ・ポリシーの要件になっている場合のみです。プロファイルを使用するに
は、まずデータベース内の関連のあるユーザーを、いくつかのタイプに分類します。関連す
るユーザーの権限を管理するためにロールを使用するのと同様に、関連するユーザーのリ
ソース制限を管理するためにプロファイルを使用します。データベースのすべてのタイプの
ユーザーを網羅するのに必要なプロファイルの数を決定し、それぞれのプロファイルに適切
なリソース制限を決定します。 

プロファイルのリソース制限の値の決定プロファイルのリソース制限の値の決定プロファイルのリソース制限の値の決定プロファイルのリソース制限の値の決定
プロファイルを作成し、そのプロファイルに含めるリソース制限を決定する前に、各リソー
ス制限について適切な値を決定する必要があります。これらの値は、典型的なユーザーが実
行する操作のタイプを基準として決定できます。たとえば、あるクラスのユーザーが通常は
大量の論理データ・ブロック読込みを実行しない場合、LOGICAL_READS_PER_SESSIONお
よび LOGICAL_READS_PER_CALLの制限は控えめに設定してください。 

通常、ユーザー・プロファイルの適切なリソース制限値を決定するには、それぞれのタイプ
のリソースの使用状況について履歴情報を収集するのが 善です。 たとえば、データベース
管理者やセキュリティ管理者は、AUDIT SESSION句を使用すると、CONNECT_TIME、

注意注意注意注意 : Oracle は、経過アイドル時間や経過接続時間を絶えず監視してい
るわけではありません。絶えず監視するとすれば、システム・パフォーマ
ンスが低下します。そのかわり数分ごとにチェックします。このため、
Oracle がこの制限を規定してからセッションを異常終了させるまでの間
に、セッションはこの制限をわずかに（5 分など）超える可能性がありま
す。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : リソース制限を使用可能および使用禁止にする手順は、
『Oracle9i データベース管理者ガイド』を参照してください。
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LOGICAL_READS_PER_SESSIONおよび LOGICAL_READS_PER_CALLの制限値についての
情報を収集できます。 

その他の制限値の統計情報は、Oracle Enterprise Manager（または SQL*Plus）のモニター
機能、特に統計モニターを使用して収集できます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 第 24 章「監査」
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権限、ロールおよびセキュリティ・ポリシー権限、ロールおよびセキュリティ・ポリシー権限、ロールおよびセキュリティ・ポリシー権限、ロールおよびセキュリティ・ポリシー

この章では、ユーザーが実行できるシステム操作とスキーマ・オブジェクトに対して実行で
きるアクセスを、権限、ロールおよびセキュリティ・ポリシーによって制御する方法につい
て説明します。この章の内容は、次のとおりです。

� 権限の概要

� ロールの概要

� ファイングレイン・アクセス・コントロール 

� アプリケーション・コンテキスト 

� 保護アプリケーション・ロール
リシー 23-1



権限の概要
権限の概要権限の概要権限の概要権限の概要
権限権限権限権限は、特定のタイプの SQL 文を実行するため、または別のユーザーのオブジェクトにア
クセスするための権利です。たとえば、次のことをする権利が権限です。

� データベースに接続する権利（セッションを作成する権利）

� 表を作成する権利

� 他のユーザーの表から行を選択する権利

� 他のユーザーのストアド・プロシージャを実行する権利

権限をユーザーに付与すると、それらのユーザーが業務で必要な作業を実行できるようにな
ります。なお、権限は、必要な作業を実行する上で本当にその権限を必要としているユー
ザーにのみ付与します。必要でない権限まで付与すると、セキュリティを維持できなくなる
可能性があります。ユーザーは次の 2 つの方法で権限を受け取ることができます。 

� 権限を明示的にユーザーに付与します。 たとえば、employees表にレコードを挿入する
権限を、ユーザー SCOTTに明示的に付与できます。 

� 権限をロール（名前付きの権限グループ）に付与した上で、そのロールを 1 人以上の
ユーザーに付与します。 たとえば、employees表からレコードを選択、挿入、更新お
よび削除する権限を、clerkという名前のロールに付与し、このロール CLERK をユー
ザー scottや brianに付与できます。 

ロールを使用することによって権限の管理が容易になり、改善されるため、通常、権限は
個々のユーザーではなくロールに付与します。 

権限は次の 2 つに分類できます。 

� システム権限

� スキーマ・オブジェクト権限

関連項目関連項目関連項目関連項目 : すべてのシステム権限およびスキーマ・オブジェクト権限の
詳細リストと、権限管理の手順は、『Oracle9i データベース管理者ガイド』
を参照してください。
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システム権限システム権限システム権限システム権限
システム権限とは、特定のアクションを実行する権限、または特定のタイプのスキーマ・オ
ブジェクトに対してアクションを実行する権限のことです。たとえば、表領域を作成する権
限や、データベース内の任意の表から行を削除する権限などがシステム権限です。システム
権限には 60 以上の種類があります。 

システム権限の付与と取消しシステム権限の付与と取消しシステム権限の付与と取消しシステム権限の付与と取消し
システム権限は、ユーザーやロールに対して付与したり取り消すことができます。システム
権限をロールに付与すると、そのロールを使用してシステム権限を管理できます。たとえ
ば、ロールを使用すると権限を選択的に使用できるようになります。 

次のどちらかを使用して、ユーザーやロールにシステム権限を付与したり、その権限を取り
消します。 

� Oracle Enterprise Manager のコンソール

� SQL 文 GRANTおよび REVOKE

システム権限を付与または取消しできるユーザーシステム権限を付与または取消しできるユーザーシステム権限を付与または取消しできるユーザーシステム権限を付与または取消しできるユーザー
他のユーザーにシステム権限を付与したり、他のユーザーのシステム権限を取り消すことが
できるのは、ADMIN OPTIONによって特定のシステム権限を付与されているユーザー、ある
いは GRANT ANY PRIVILEGEまたは GRANT ANY OBJECT PRIVILEGEシステム権限を付与さ
れているユーザーのみです。 

注意注意注意注意 : 通常、システム権限は管理者やアプリケーション開発者にのみ付
与するようにしてください。エンド・ユーザーは一般的に、システム権限
に関連する機能を必要としません。 
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スキーマ・オブジェクト権限スキーマ・オブジェクト権限スキーマ・オブジェクト権限スキーマ・オブジェクト権限
スキーマオブジェクト権限スキーマオブジェクト権限スキーマオブジェクト権限スキーマオブジェクト権限とは、次のように特定のスキーマ・オブジェクトに対して特定の
アクションを実行する権限です。

� 表

� ビュー

� 順序

� プロシージャ

� ファンクション

� パッケージ

各タイプのスキーマ・オブジェクトごとに、異なるオブジェクト権限があります。 たとえば、
departments表から行を削除する権限は、1 つのオブジェクト権限です。 

クラスタ、索引、トリガーおよびデータベース・リンクなど、一部のスキーマ・オブジェク
トには、対応付けられたオブジェクト権限はありません。これらのオブジェクトの使用は、
システム権限によって決定されます。 たとえば、クラスタを変更するには、ユーザーはその
クラスタを所有しているか、または ALTER ANY CLUSTERシステム権限が必要です。 

スキーマ・オブジェクトとそのシノニムは、権限に関しては等価です。つまり、表、
ビュー、順序、プロシージャ、ファンクションまたはパッケージについて付与されるオブ
ジェクト権限は、その基礎となるオブジェクトを名前で参照するかシノニムを使用するかに
かかわらず、適用されます。 

たとえば、jward.empという表があり、それに jward.employeeというシノニムがある
場合に、ユーザー jwardが次の文を発行するとします。 

GRANT SELECT ON emp TO swilliams; 

ユーザー swilliamsは、名前またはシノニム jward.employeeを使用して表を参照する
ことによって、jward.empを問い合せることができます。 

SELECT * FROM jward.emp; 
SELECT * FROM jward.employee; 

表、ビュー、プロシージャ、ファンクションまたはパッケージに対するオブジェクト権限
を、そのオブジェクトのシノニムシノニムシノニムシノニムに付与した場合、結果はシノニムを使用しない場合と同じ
です。 たとえば、jwardが emp表に対する SELECT権限を swilliamsに付与する場合、
jwardは次のどちらの文でも使用できます。 

GRANT SELECT ON emp TO swilliams; 
GRANT SELECT ON employee TO swilliams; 

シノニムが削除された場合、そのシノニムを指定して権限が付与されていた場合でも、基礎
になるスキーマ・オブジェクトに対して付与された権限はすべて有効なままです。 
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スキーマ・オブジェクト権限の付与と取消しスキーマ・オブジェクト権限の付与と取消しスキーマ・オブジェクト権限の付与と取消しスキーマ・オブジェクト権限の付与と取消し
スキーマ・オブジェクト権限は、ユーザーやロールに対して付与したり取り消すことができ
ます。オブジェクト権限をロールに付与する場合、その権限を選択的に使用可能にできま
す。ユーザーやロールのオブジェクト権限を付与したり取り消すには、次のものを使用しま
す。 

� SQL 文 GRANTおよび REVOKE

� Oracle Enterprise Manager 

スキーマ・オブジェクト権限を付与できるユーザースキーマ・オブジェクト権限を付与できるユーザースキーマ・オブジェクト権限を付与できるユーザースキーマ・オブジェクト権限を付与できるユーザー
ユーザーは、自分のスキーマに含まれているスキーマ・オブジェクトに関しては、自動的に
すべてのオブジェクト権限が付与されています。ユーザーは、自分が所有するスキーマ・オ
ブジェクトに対するオブジェクト権限を、他のユーザーまたはロールに付与できます。 
GRANT ANY OBJECT PRIVILEGE権限を付与されているユーザーは、GRANT文の GRANT 
OPTION句を使用してもしなくても、他のユーザーに対して指定したオブジェクト権限を付
与したり取り消すことができます。 この句を指定しない場合、権限受領者はその権限を使用
できますが、別のユーザーには権限を付与できません。 

たとえば、ユーザー SCOTTが表 t2の所有者の場合：

SQL>GRANT grant any object privilege TO U1; 
SQL> connect u1/u1 
Connected. 
SQL> GRANT select on scott.t2 TO U2; 
SQL> SELECT GRANTEE, OWNER, GRANTOR, PRIVILEGE, GRANTABLE FROM DBA_TAB_PRIVS 
 WHERE TABLE_NAME = 'employees'; 

GRANTEE                        OWNER 
------------------------------ ------------------------------ 
GRANTOR                        PRIVILEGE                                GRA 
------------------------------ ---------------------------------------- --- 
U2                             SCOTT 
SCOTT                          SELECT                                   NO  

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle9i SQL リファレンス』
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表のセキュリティ表のセキュリティ表のセキュリティ表のセキュリティ
表に対するスキーマ・オブジェクト権限は、DML および DDL 操作のレベルで表のセキュリ
ティ機能を実現します。 

データ操作言語（データ操作言語（データ操作言語（データ操作言語（DML）操作）操作）操作）操作
表またはビューに対する DELETE、INSERT、SELECTおよび UPDATE DML 操作を使用する
権限を付与できます。これらの権限は、表のデータを問い合せたり変更する必要があるユー
ザーとロールにのみ付与してください。 

表に対する INSERTと UPDATEの各権限は、表の特定の列に制限できます。 選択的な
INSERT権限を付与されたユーザーは、選択された列の値を行に挿入できます。その他の列
には、NULLまたはその列のデフォルト値が挿入されます。 選択的な UPDATE権限によって、
ユーザーは行の特定の列に限ってその値を更新できます。機密データに対するユーザー・ア
クセスを制限するには、INSERT権限と UPDATE権限を選択的に使用します。 

たとえば、データ入力者が employees表の salary列を変更しないようにするには、
salary列を含めずに、選択的な INSERT権限または UPDATE権限を付与します。 （また、
salary列を含まないようにしたビューを使用すると、同じことをさらに高いセキュリ
ティ・レベルで実現できます。）

データ定義言語（データ定義言語（データ定義言語（データ定義言語（DDL）操作）操作）操作）操作
ALTER、INDEXおよび REFERENCESの各権限は、表に対する DDL 操作の実行を許可しま
す。これらの権限によって、他のユーザーは表の依存性を変更または作成できるようになる
ため、この権限は慎重に付与する必要があります。表に対して DDL 操作を実行するユー
ザーには、さらにその他のシステム権限やオブジェクト権限が必要です。 たとえば、表にト
リガーを作成するには、その表に対する ALTER TABLEオブジェクト権限と CREATE 
TRIGGERシステム権限の両方が必要です。 

INSERT権限および UPDATE権限と同じように、表の特定の列に REFERENCES権限を付与
できます。REFERENCES権限を付与されたユーザーは、付与の対象となった表を、自分の表
の中に作成する外部キーの親キーとして使用できます。外部キーが存在すると、親キーに対
して実行される可能性のあるデータ操作や表の変更が制限されるため、この動作は特殊な権
限によって制御されます。列固有の REFERENCES権限によって、権限受領者が使用できるの
は、指定された列（当然、親表の主キーまたは一意キーを 低 1 つ含む）に制限されます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : これらの DML 操作の詳細は、『Oracle9i SQL リファレンス』
を参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 主キー、一意キーおよび整合性制約の詳細は、第 21 章「デー
タ整合性」を参照してください。
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権限の概要
ビューのセキュリティビューのセキュリティビューのセキュリティビューのセキュリティ
ビューに対するスキーマ・オブジェクト権限は、ビューの導出元の実表に実際に影響する
様々な DML 操作を許可します。表に対する DML オブジェクト権限は、ビューに対しても
同じように適用されます。 

ビューの作成に必要な権限ビューの作成に必要な権限ビューの作成に必要な権限ビューの作成に必要な権限
ビューを作成するには、次の要件を満たしている必要があります。 

� 次のどちらかのシステム権限が、明示的に、またはロールを介して付与されている必要
があります。

– CREATE VIEWシステム権限（自分のスキーマ内にビューを作成するため）

– CREATE ANY VIEWシステム権限（別のユーザーのスキーマ内にビューを作成する
ため）

� 次のいずれかの権限が明示的に付与されている必要があります。

– ビューの基礎となるすべてのベース・オブジェクトに対する SELECT、INSERT、
UPDATEまたは DELETEオブジェクト権限

– SELECT ANY TABLE、INSERT ANY TABLE、UPDATE ANY TABLEまたは DELETE 
ANY TABLEシステム権限

� さらに、ビューに対するアクセス権を他のユーザーに付与する場合は、ベース・オブ
ジェクトに対するオブジェクト権限が GRANT OPTION句付きで付与されているか、ま
たは ADMIN OPTION句によって適切なシステム権限が付与されている必要があります。
これらの権限がなければ、権限受領者はビューにアクセスできません。

ビューによる表セキュリティの強化ビューによる表セキュリティの強化ビューによる表セキュリティの強化ビューによる表セキュリティの強化
ビューを使用するのに必要な権限は、そのビュー自体に対する適切な権限のみです。ビュー
の基礎となるベース・オブジェクトに対する権限は必要ありません。 

ビューを使用することにより、表に対してさらに 2 つのセキュリティ・レベル（列レベルの
セキュリティと値ベースのセキュリティ）が追加されます。 

� ビューは、実表の中から選択した列のアクセスを提供できます。 たとえば、employees
表の中から employee_id、last_nameおよび manager_idの 3 列のみを表示するよ
うにビューを定義できます。 

CREATE VIEW employees_manager AS 
    SELECT last_name, employee_id, manager_id FROM employees; 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle9i SQL リファレンス』
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� ビューにより、表の情報に対して、値ベースのセキュリティを実現できます。ビュー定
義の中に WHERE句を使用すると、実表の中から選択した行のみが表示されます。次の 2
つの例を考えてみます。 

CREATE VIEW lowsal AS 
    SELECT * FROM employees 
    WHERE salary < 10000; 

LOWSALビューでは、employees表のうち給与値が 10000 未満のすべての行にアクセ
スできます。LOWSALビューでは、employees表のすべての列にアクセスできること
に注目してください。 

CREATE VIEW own_salary AS 
    SELECT last_name, salary 
    FROM employees 
    WHERE last_name = USER; 

own_salaryビューでは、last_nameがビューの現行のユーザーに一致している行に
のみアクセスできます。 own_salaryビューは user関数を使用します。この関数の値
は、常に現行のユーザーを参照します。なお、このビューでは、列レベルのセキュリ
ティと値ベースのセキュリティを併用しています。 

プロシージャのセキュリティプロシージャのセキュリティプロシージャのセキュリティプロシージャのセキュリティ
スタンドアロン・プロシージャ、ファクションおよびパッケージを含め、プロシージャに対
するスキーマ・オブジェクト権限スキーマ・オブジェクト権限スキーマ・オブジェクト権限スキーマ・オブジェクト権限は、EXECUTEのみです。この権限は、プロシージャの実
行、またはそのプロシージャをコールする他のプロシージャのコンパイルを必要とするユー
ザーにのみ付与してください。 

プロシージャの実行とセキュリティ・ドメインプロシージャの実行とセキュリティ・ドメインプロシージャの実行とセキュリティ・ドメインプロシージャの実行とセキュリティ・ドメイン
特定のプロシージャに対する EXECUTEオブジェクト権限を持っているユーザーは、そのプ
ロシージャを実行したり、それを参照するプログラム・ユニットをコンパイルできます。こ
のプロシージャがコールされるときには、実行時権限チェックは実行されません。 EXECUTE 
ANY PROCEDUREシステム権限を付与されているユーザーは、データベース内の任意のプロ
シージャを実行できます。 

プロシージャの実行権限は、ロールを通してユーザーに付与できます。 

実行者権限プロシージャの場合は、参照オブジェクトに対する追加の権限が必要ですが、定
義者権限プロシージャの場合は不要です。

定義者権限定義者権限定義者権限定義者権限  定義者権限プロシージャのユーザーに必要なのは、そのプロシージャを実行す
る権限のみで、そのプロシージャがアクセスする基礎となるオブジェクトの権限は不要で
す。これは、定義者権限プロシージャは、その実行者に関係なく、所有者のセキュリティ・

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 23-21 ページ「PL/SQL ブロックとロール」
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権限の概要
ドメインで動作するからです。プロシージャの所有者は、参照オブジェクトに対する必要な
オブジェクト権限をすべて持つ必要があります。定義者権限プロシージャのユーザーに付与
する権限が少ないほど、データベース・アクセスを厳密に制御できます。 

定義者権限プロシージャを使用して、プライベート・データベース・オブジェクトへのアク
セスを制御し、データベースのセキュリティ・レベルを強化できます。定義者権限プロシー
ジャを記述し、ユーザーには EXECUTE権限のみを付与することにより、ユーザーがそのプ
ロシージャを介さなければ参照オブジェクトにアクセスできないようにできます。 

実行時には、定義者権限ストアド・プロシージャの所有者の権限が、常にそのプロシージャ
を実行する前にチェックされます。参照オブジェクトに対して必要な権限が、定義者権限プ
ロシージャの所有者から取り消されていると、所有者もその他のユーザーも、そのプロシー
ジャを実行できません。 

実行者権限実行者権限実行者権限実行者権限  実行者権限プロシージャは、実行者のすべての権限で実行されます。実行者権
限プロシージャが定義者権限プロシージャによって直接または間接的にコールされた場合で
なければ、ロールが使用可能になります。実行者権限プロシージャのユーザーには、そのプ
ロシージャが実行者のスキーマ内で解決される外部参照を介してアクセスする、オブジェク
トに対する権限が（直接、またはロールを介して）必要です。 

実行者には、DML 文または動的 SQL 文に埋め込まれているプログラム参照にアクセスする
権限が実行時に必要です。これは、この種のプログラム参照は実質的に実行時に再コンパイ
ルされるためです。

PL/SQL ファンクション・コールなど、その他のすべての外部参照の場合、所有者の権限は
コンパイル時にチェックされ、実行時チェックは行われません。したがって、実行者権限プ
ロシージャのユーザーには、DML 文や動的 SQL 文の外側にある外部参照に対する権限は不
要です。また、実行者権限プロシージャの開発者による権限の付与は、実行者権限プロシー
ジャによって直接参照されるすべてのオブジェクトに対してではなく、プロシージャ自体に
対する権限を自分に付与するだけでよいことになります。 

ほとんどの DBMS_*パッケージなど、Oracle が提供する多数のパッケージは、実行者権限で
実行されます。つまり、所有者（SYS）ではなく現行のユーザーとして実行されます。ただ
し、DBMS_RLSパッケージなど、いくつか例外があります。 

複数のプログラム・ユニットからなるソフトウェア・バンドルを作成し、一部のプログラ
ム・ユニットには定義者権限を付与し、残りのプログラム・ユニットには実行者権限を付与
して、プログラムのエントリ・ポイントを限定できます（コントロール・ステップインコントロール・ステップインコントロール・ステップインコントロール・ステップイン）。

注意注意注意注意 : トリガーの実行には、定義者権限プロシージャと同じパターンが
適用されます。ユーザーは、実行する権限を付与されている SQL 文を実
行できます。SQL 文の実行結果として、トリガーが起動されます。トリ
ガー・アクション内の文は、トリガーを所有するユーザーのセキュリ
ティ・ドメインで実行されます。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 第 17 章「トリガー」
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権限の概要
エントリ・ポイント・プロシージャを実行する権限を持つユーザーは、内部プログラム・ユ
ニットを間接的に実行できますが、内部プログラムを直接コールすることはできません。

プロシージャの作成または変更に必要なシステム権限プロシージャの作成または変更に必要なシステム権限プロシージャの作成または変更に必要なシステム権限プロシージャの作成または変更に必要なシステム権限
プロシージャを作成するには、ユーザーには CREATE PROCEDUREまたは CREATE ANY 
PROCEDURE システム権限システム権限システム権限システム権限が必要です。 プロシージャを変更する、つまりプロシージャを手
動で再コンパイルするには、そのプロシージャを所有しているか、ALTER ANY PROCEDURE 
システム権限を持っている必要があります。 

プロシージャを所有するユーザーは、プロシージャ本体で参照されるスキーマ・オブジェク
トに対する権限も持っている必要があります。プロシージャを作成するには、プロシージャ
によって参照されるすべてのオブジェクトに対して、必要な権限（システム権限やオブジェ
クト権限）を明示的に付与されている必要があります。ロールを介してはそれらの権限を取
得できません。これには、作成するプロシージャ内からコールするプロシージャに対する
EXECUTE権限も含まれます。 

また、トリガーでは、参照オブジェクトに対する権限をトリガーの所有者に対して明示的に
付与することが必要です。権限が明示的に、またはロールを介して付与されていても、無名
PL/SQL ブロックは任意の権限を使用できます。 

パッケージとパッケージ・オブジェクトパッケージとパッケージ・オブジェクトパッケージとパッケージ・オブジェクトパッケージとパッケージ・オブジェクト
パッケージに対する EXECUTEオブジェクト権限を付与されているユーザーは、パッケージ
内の任意のパブリック・プロシージャまたはファンクションを実行したり、任意のパブリッ
ク・パッケージ変数の値をアクセスまたは変更できます。パッケージの構成メンバーに対し
て特定の EXECUTE権限は付与できません。したがって、データベース・アプリケーション
のプロシージャ、ファンクションおよびパッケージを開発する場合は、セキュリティの確立
に関して 2 つの選択肢を考慮してください。これらの選択肢について、次に示す例で具体的
に説明します。 

パッケージとパッケージ・オブジェクトパッケージとパッケージ・オブジェクトパッケージとパッケージ・オブジェクトパッケージとパッケージ・オブジェクト : 例例例例 1  この例では、2 つのパッケージの本体の中に
4 つのプロシージャを作成します。

CREATE PACKAGE BODY hire_fire AS 
  PROCEDURE hire(...) IS 
    BEGIN 
      INSERT INTO employees . . . 
    END hire; 
  PROCEDURE fire(...) IS 

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 23-24 ページ「ファイングレイン・アクセス・コントロール」

�  オラクル社が提供するパッケージの詳細は、『Oracle9i PL/SQL パッ
ケージ・プロシージャおよびタイプ・リファレンス』を参照してくだ
さい。
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    BEGIN 
      DELETE FROM employees . . . 
    END fire; 
END hire_fire; 

CREATE PACKAGE BODY raise_bonus AS 
  PROCEDURE give_raise(...) IS 
    BEGIN 
      UPDATE employees SET salary = . . . 
    END give_raise; 
  PROCEDURE give_bonus(...) IS 
    BEGIN 
      UPDATE employees SET bonus = . . . 
    END give_bonus; 
END raise_bonus; 

このプロシージャを実行するためのアクセス権限を付与するには、次の文を使用して、パッ
ケージに対する EXECUTE権限を付与します。 

GRANT EXECUTE ON hire_fire TO big_bosses; 
GRANT EXECUTE ON raise_bonus TO little_bosses; 

つまり、EXECUTE権限はパッケージに対して付与されるため、これによってパッケージ・
オブジェクト全体にわたる一様なアクセスが提供されます。 

パッケージとパッケージ・オブジェクトパッケージとパッケージ・オブジェクトパッケージとパッケージ・オブジェクトパッケージとパッケージ・オブジェクト : 例例例例 2  この例では、単一のパッケージ本体にある 4
つのプロシージャ定義を示します。さらに 2 つのスタンドアロン・プロシージャと 1 つの
パッケージを作成し、メイン・パッケージ内で定義したプロシージャへのアクセスを提供し
ます。 

CREATE PACKAGE BODY employee_changes AS 
  PROCEDURE change_salary(...) IS BEGIN ... END; 
  PROCEDURE change_bonus(...) IS BEGIN ... END; 
  PROCEDURE insert_employee(...) IS BEGIN ... END; 
  PROCEDURE delete_employee(...) IS BEGIN ... END; 
END employee_changes; 
 
CREATE PROCEDURE hire 
  BEGIN 
    employee_changes.insert_employee(...) 
  END hire; 
 
CREATE PROCEDURE fire 
  BEGIN 
    employee_changes.delete_employee(...) 
  END fire; 
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PACKAGE raise_bonus IS 
  PROCEDURE give_raise(...) AS 
    BEGIN 
      employee_changes.change_salary(...) 
    END give_raise; 
 
  PROCEDURE give_bonus(...) 
    BEGIN 
      employee_changes.change_bonus(...) 
    END give_bonus; 

この方法を使用すると、実際に作業を実行するプロシージャ（employee_changesパッ
ケージ内のプロシージャ）は 1 つのパッケージ内で定義され、宣言されたグローバル変数や
カーソルなどを共有できます。 トップ・レベルのプロシージャの hireと fire、および追加
のパッケージ raise_bonusを宣言することにより、選択的な EXECUTE権限をメイン・
パッケージ内のプロシージャに対して付与できます。 

GRANT EXECUTE ON hire, fire TO big_bosses; 
GRANT EXECUTE ON raise_bonus TO little_bosses; 

型のセキュリティ型のセキュリティ型のセキュリティ型のセキュリティ
この項では、型、メソッドおよびオブジェクトに対する権限について説明します。

名前付きの型に対するシステム権限名前付きの型に対するシステム権限名前付きの型に対するシステム権限名前付きの型に対するシステム権限
Oracle では、名前付きの型（オブジェクト型、VARRAYおよびネストした表）について、表
23-1 のシステム権限が定義されています。

CONNECTロールと RESOURCEロールには、CREATE TYPEシステム権限が含まれています。
DBA ロールには、これらの権限すべてが含まれています。

表表表表 23-1 名前付きの型に対するシステム権限名前付きの型に対するシステム権限名前付きの型に対するシステム権限名前付きの型に対するシステム権限

権限権限権限権限 許可される操作許可される操作許可される操作許可される操作

CREATE TYPE 自分のスキーマ内で名前付きの型を作成します。 

CREATE ANY TYPE 任意のスキーマ内で名前付きの型を作成します。 

ALTER ANY TYPE 任意のスキーマ内で名前付きの型を変更します。 

DROP ANY TYPE 任意のスキーマ内で名前付きの型を削除します。

EXECUTE ANY TYPE 任意のスキーマ内で名前付きの型を使用および参照します。
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オブジェクト権限オブジェクト権限オブジェクト権限オブジェクト権限
名前付きの型に適用されるオブジェクト権限は、EXECUTEのみです。名前付きの型に対す
る EXECUTE権限があれば、ユーザーはその型を使用して次の操作を実行できます。

� 表を定義します。

� リレーショナル表に列を定義します。

� 名前付きの変数またはパラメータを宣言します。

EXECUTE権限により、ユーザーは、型コンストラクタを含め、その型のメソッドを起動で
きます。これは、ストアド PL/SQL プロシージャに対する EXECUTE権限と同じです。

メソッド実行モデルメソッド実行モデルメソッド実行モデルメソッド実行モデル
メソッドの実行は、他のストアド PL/SQL プロシージャと同じです。

型の作成と型を使用した表の作成に必要な権限型の作成と型を使用した表の作成に必要な権限型の作成と型を使用した表の作成に必要な権限型の作成と型を使用した表の作成に必要な権限
型を作成するには、次の要件を満たしている必要があります。 

� 自分のスキーマ内で型を作成するには CREATE TYPEシステム権限が、他のユーザーの
スキーマ内で型を作成するには CREATE ANY TYPEシステム権限が必要です。この 2 つ
の権限は、明示的に、またはロールを介して取得できます。 

� 型の所有者には、その型の定義で参照されている他のすべての型にアクセスするための
EXECUTEオブジェクト権限が明示的に付与されているか、EXECUTE ANY TYPEシステ
ム権限が付与されている必要があります。所有者が、ロールを介して必要な権限を取得
することはできません。

� 型の所有者が他のユーザーに型へのアクセス権を付与する場合は、GRANT OPTIONの参
照された型への EXECUTE権限、または ADMIN OPTIONの EXECUTE ANY TYPEシステ
ム権限が必要になります。どちらかの権限がない場合は、権限不足のため、型の所有者
は型へのアクセス権を他のユーザーに付与できません。

型を使用して表を作成するには、表の作成要件のみでなく、次の要件を満たす必要がありま
す。 

� 表の所有者には、その表で参照されているすべての型にアクセスするための EXECUTE
オブジェクト権限が明示的に付与されているか、EXECUTE ANY TYPEシステム権限が付
与されている必要があります。所有者が、ロールを介して必要な権限を取得することは
できません。

� 表の所有者が他のユーザーに表へのアクセス権を付与する場合は、GRANT OPTIONの参
照された型への EXECUTE権限、または ADMIN OPTIONの EXECUTE ANY TYPEシステ
ム権限が必要になります。どちらかの権限がない場合は、権限不足のため、表の所有者
は型へのアクセス権を他のユーザーに付与できません。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 23-8 ページ「プロシージャのセキュリティ」
権限、ロールおよびセキュリティ・ポリシー 23-13



権限の概要
型の作成と型を使用した表の作成に必要な権限の例型の作成と型を使用した表の作成に必要な権限の例型の作成と型を使用した表の作成に必要な権限の例型の作成と型を使用した表の作成に必要な権限の例
CONNECTおよび RESOURCEロールを持つユーザーが存在するとします。 

� user1 

� user2 

� user3 

User1は、自分のスキーマで次の DDL を実行します。

CREATE TYPE type1 AS OBJECT (
  attr1 NUMBER);

CREATE TYPE type2 AS OBJECT (
  attr2 NUMBER);

GRANT EXECUTE ON type1 TO user2;
GRANT EXECUTE ON type2 TO user2 WITH GRANT OPTION;

User2は、自分のスキーマで次の DDL を実行します。

CREATE TABLE tab1 OF user1.type1;
CREATE TYPE type3 AS OBJECT (
  attr3 user1.type2);
CREATE TABLE tab2 (
  col1 user1.type2);

次の文は、正常に実行されます。user2は、user1の TYPE2に対して GRANT OPTION付き
の EXECUTE権限を持っているためです。

GRANT EXECUTE ON type3 TO user3;
GRANT SELECT on tab2 TO user3;

ただし、次の権限付与は正しく実行されません。user2は、user1の TYPE1に対して
GRANT OPTION付きの EXECUTEを持っていないためです。

GRANT SELECT ON tab1 TO user3;

User3は、次の文を正常に実行できます。

CREATE TYPE type4 AS OBJECT (
  attr4 user2.type3);
CREATE TABLE tab3 OF type4;

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 表の作成要件については、23-6 ページの「表のセキュリティ」
を参照してください。
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権限の概要
型アクセスおよびオブジェクト・アクセスの権限型アクセスおよびオブジェクト・アクセスの権限型アクセスおよびオブジェクト・アクセスの権限型アクセスおよびオブジェクト・アクセスの権限
DML 文について列レベルと表レベルの権限が存在する場合は、列オブジェクトと行オブ
ジェクトの両方に適用されます。 Oracle では、オブジェクト表について、表 23-2 の権限が定
義されています。

同様に、列オブジェクトには表権限と列権限が適用されます。インスタンスを検索するだけ
では、型情報は明らかになりません。ただし、クライアントは、型インスタンスのイメージ
を解釈するために、名前付きの型の情報にアクセスする必要があります。クライアントから
この種の型情報を要求されると、Oracle は型の EXECUTE権限をチェックします。

次のスキーマを考えてみます。

CREATE TYPE emp_type (
    eno NUMBER, ename CHAR(31), eaddr addr_t);
CREATE TABLE emp OF emp_t;

さらに、次の 2 つの問合せについて考えます。

SELECT VALUE(emp) FROM emp;
SELECT eno, ename FROM emp;

どちらの問合せの場合も、Oracle は、emp表に対するユーザーの SELECT権限をチェックし
ます。 初の問合せの場合、ユーザーは、emp_typeの型情報を取得してデータを解釈する
必要があります。 問合せによって emp_type型がアクセスされると、Oracle はユーザーの
EXECUTE権限をチェックします。

ただし、2 番目の問合せを実行しても、名前付きの型が含まれていないため、Oracle は型の
権限をチェックしません。

さらに、前の項のスキーマを使用して、user3は、次の問合せを実行できます。

SELECT tab1.col1.attr2 FROM user2.tab1 tab1;
SELECT attr4.attr3.attr2 FROM tab3;

user3は基礎となる型に対する明示的な権限を持っていませんが、USER3 によるどちらの
SELECT文も成功するので注意してください。型および表の所有者が、GRANT OPTION付き
の必要な権限を持っているためです。

表表表表 23-2 オブジェクト表に対する権限オブジェクト表に対する権限オブジェクト表に対する権限オブジェクト表に対する権限

権限権限権限権限 許可される操作許可される操作許可される操作許可される操作

SELECT 表からオブジェクトとその属性にアクセスします。

UPDATE 表の行を構成するオブジェクトの属性を変更します。

INSERT 表に新規オブジェクトを作成します。

DELETE 行を削除します。
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権限の概要
Oracle は、次のイベントに対する権限をチェックし、クライアントがそのアクションに必要
な権限を持っていなければエラーを戻します。

� オブジェクトの REF値を使用してオブジェクト・キャッシュ内でオブジェクトを確保す
るときには、Oracle は、そのオブジェクトを含んでいるオブジェクト表に対する
SELECT権限をチェックします。 

� 既存のオブジェクトを修正したり、オブジェクト・キャッシュからオブジェクトをフ
ラッシュするときには、Oracle は目的のオブジェクト表に対する UPDATE権限をチェッ
クします。 

� 新しいオブジェクトをフラッシュするときには、Oracle は目的のオブジェクト表に対す
る INSERT権限をチェックします。 

� オブジェクトを削除するときには、Oracle は目的の表に対する DELETE権限をチェック
します。 

� 名前付きの型のオブジェクトを確保するときには、Oracle はそのオブジェクトに対する
EXECUTE権限をチェックします。

クライアントの 3GL アプリケーション内でオブジェクトの属性を変更するときには、Oracle
はオブジェクト全体を更新します。 したがって、ユーザーにはオブジェクト表に対する
UPDATE権限が必要です。アプリケーションがオブジェクト表の特定の列に対応する属性を
変更する場合でも、その列のみに対する UPDATE権限では不十分です。したがって、Oracle
は、オブジェクト表に対する列レベルの権限はサポートしていません。

型の依存性型の依存性型の依存性型の依存性
プロシージャや表などのストアド・オブジェクトと同様に、他のオブジェクトから参照され
る型を、依存性があると呼びます。表が型に依存する特殊な問題点がいくつかあります。ア
クセス時に型定義に依存するデータが表に含まれている場合は、その型を変更すると、その
表に格納されているすべてのデータにアクセスできなくなります。変更によってこのような
結果になるのは、型に必要な権限が取り消される場合や、型または依存型が削除される場合
です。このどちらかのアクションが発生すると、表は無効になり、アクセスできなくなりま
す。

必要な権限が再び付与されると、権限がないために無効になった表は自動的に有効になり、
アクセスできるようになります。依存型が削除されていたために無効になった表は、アクセ
ス不能のままで、実行できるアクションは削除のみです。

型に対する権限を取り消したり型を削除すると重大な影響が生じるため、デフォルトでは
SQL 文 REVOKEおよび DROP TYPEの実装は意図的に限定されています。つまり、どちらの
文でも、名前付きの型に表または型が依存していると、エラーが戻されて文は異常終了しま
す。ただし、どちらの文も、FORCE句を使用すると常に正常終了し、表が依存している場合
はその表は無効になります。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : REVOKE、DROP TYPEおよび FORCE句の使用方法の詳細は、
『Oracle9i データベース・リファレンス』を参照してください。
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ロールの概要
ロールの概要ロールの概要ロールの概要ロールの概要
Oracle では、ロールを使用することで簡単かつ制御された権限管理を実現できます。ロールロールロールロール
は、関連する権限のグループに名前を付けたもので、ユーザーまたは他のロールに付与しま
す。ロールは、エンド・ユーザーのシステム権限とスキーマ・オブジェクト権限を容易に管
理できるように設計されています。ただし、ロールは、アプリケーション開発者が使用する
ことを目的としたものではありません。ストアド・プログラム構成メンバーの中からスキー
マ・オブジェクトにアクセスする権限は、直接付与する必要があるからです。

ロールの次のような特性によって、データベース内での権限管理がさらに容易になります。

データベース・アプリケーションについてのロールは、通常、データベース管理者が作成し
ます。DBA は、アプリケーションの実行に必要なすべての権限を保護アプリケーション・
ロールに付与します。その後、DBA は、保護アプリケーション・ロールを別のロールや特
定のユーザーに付与できます。アプリケーションは複数の異なるロールを持つことができま
す。各ロールには、アプリケーションの使用時におけるデータ・アクセスの量を考慮して、
異なる権限の集合を付与します。 

DBA はパスワード付きのロールを作成し、そのロールに付与された権限が無許可で使用さ
れるのを防止できます。通常、アプリケーションは起動時に適切なロールが使用可能になる
ように設計されます。そのため、アプリケーション・ユーザーは、アプリケーション・ロー
ルのパスワードを知る必要がありません。 

プロパティプロパティプロパティプロパティ 説明説明説明説明

権限管理に要する労力の削減 複数のユーザーに対して同一の権限セットを明示的に付与する
かわりに、関連するユーザー・グループのための権限をまとめ
て 1 つのロールに付与しておき、そのグループの各メンバーに

はそのロールを付与するだけですみます。 

動的な権限管理 あるグループの権限の変更が必要な場合、そのロールの権限を
修正するだけですみます。グループのロールを付与した全ユー
ザーのセキュリティ・ドメインには、そのロールに対して加え
られる変更が自動的に反映されます。 

権限の選択的な可用性 あるユーザーに付与したロールを、選択的に使用可能または使
用禁止にできます。この機能によって、どのような状況でも
ユーザー権限を個々に制御できます。 

アプリケーションによる認識 ロールの存在はデータ・ディクショナリに記録されます。した
がって、ユーザーが特定のユーザー名でアプリケーションを実
行したときに、アプリケーションがディクショナリに問い合せ、
自動的に特定のロールを使用可能（または使用禁止）にするよ
うにアプリケーションを設計できます。 

アプリケーション固有のセ
キュリティ

ロールの使用はパスワードを使用して保護できます。正しいパ
スワードを入力するとロールが使用可能になるようなアプリ
ケーションを作成できます。パスワードを知らないユーザーは、
ロールを使用可能にできません。 
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ロールの概要
ロールの一般的な使用方法ロールの一般的な使用方法ロールの一般的な使用方法ロールの一般的な使用方法
通常は、次のどちらかの目的でロールを作成します。 

� データベース・アプリケーションに対する権限の管理

� ユーザー・グループに対する権限の管理

図 23-1 とその後の項で、ロールの 2 通りの使用方法について説明します。 

図図図図 23-1 ロールの一般的な使用方法ロールの一般的な使用方法ロールの一般的な使用方法ロールの一般的な使用方法

アプリケーション・ロールアプリケーション・ロールアプリケーション・ロールアプリケーション・ロール
アプリケーション・ロールには、特定のデータベース・アプリケーションを実行するために
必要な権限をすべて付与します。そして、その保護アプリケーション・ロールを、他のロー
ルや特定のユーザーに対して付与します。1 つのアプリケーションに対して複数の異なる
ロールを設定し、アプリケーション使用時のデータ・アクセスの量や範囲にあわせて異なる
権限セットを各ロールに割り当てることができます。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� プロシージャに関する制限の詳細は、23-22 ページの「データ定義言
語の文とロール」を参照してください。

� アプリケーションからロールを使用可能にする手順は、『Oracle9i アプ
リケーション開発者ガイド - 基礎編』を参照してください。
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ロールの概要
ユーザー・ロールユーザー・ロールユーザー・ロールユーザー・ロール
ユーザー・ロールは、共通の権限要件を持つデータベース・ユーザーのグループのために作
成されるロールです。ユーザーの権限は、保護アプリケーション・ロールと権限をユー
ザー・ロールに付与し、そのユーザー・ロールを適切なユーザーに付与することによって管
理します。 

ロールのメカニズムロールのメカニズムロールのメカニズムロールのメカニズム
データベース・ロールには次の機能があります。

� ロールには、システム権限またはスキーマ・オブジェクト権限を付与できます。 

� ロールには、別のロールを付与できます。ただし、ロールをそのロール自体に付与した
り、循環的に付与することはできません。 たとえば、ロール Bがあらかじめロール Aに
付与されている場合、ロール Aをロール Bには付与できません。 

� 任意のロールを、任意のデータベース・ユーザーに付与できます。 

� ユーザーに付与した各ロールは、任意の時点で使用可能または使用禁止にできます。
ユーザーのセキュリティ・ドメインには、そのユーザーに対して現在使用可能になって
いるすべてのロールの権限が含まれており、ユーザーに対して現在使用禁止になってい
るロールの権限は除外されています。Oracle では、データベース・アプリケーションと
ユーザーがロールを使用可能または使用禁止にできるため、権限を選択的に使用できま
す。 

� 間接的に付与されたロールとは、ロールに対して付与されたロールです。この種のロー
ルは、ユーザーに対して明示的に使用可能または使用禁止にすることができます。ただ
し、別のロールを含んだロールを使用可能にすることによって、直接的に付与された
ロールに含まれる間接的に付与された全ロールは、すべて暗黙のうちに使用可能になり
ます。 

ロールの付与と取消しロールの付与と取消しロールの付与と取消しロールの付与と取消し
ユーザーや別のロールに対してロールを付与したり取り消すには、次の方法があります。 

� Oracle Enterprise Manager

� SQL 文 GRANTおよび REVOKE

ロールに対して権限を付与または取り消す場合にも同じオプションを使用します。また、
ロールは、Oracle を実行しているオペレーティング・システムや、ネットワーク・サービス
を使用することによっても、ユーザーに対して付与したり取り消したりできます。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : ロール管理の詳細は、『Oracle9i データベース管理者ガイド』
を参照してください。
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ロールの概要
ロールの付与と取消しを実行できるユーザーロールの付与と取消しを実行できるユーザーロールの付与と取消しを実行できるユーザーロールの付与と取消しを実行できるユーザー 
GRANT ANY ROLEシステム権限を付与されたユーザーは、グローバル・ロールを除き、他の
ユーザーの任意のロールまたはデータベースのロールの付与または取消しを実行できます。
このシステム権限は非常に強力であるため、付与するときは注意が必要です。 

ADMIN OPTION付きでロールを付与されたユーザーは、データベースの他のユーザーやロー
ルに対してロールを付与したりそのロールを取り消すことができます。つまり、このオプ
ションにより、選択的なロールの管理が可能になります。

ロール名ロール名ロール名ロール名
各ロール名はデータベース内で一意にする必要があり、ユーザー名とロール名を同一にする
ことはできません。スキーマ・オブジェクトとは異なり、ロールはスキーマに含まれている
わけではありません。そのため、ロールを作成したユーザーを削除しても、そのロールに影
響はありません。 

ロールとユーザーのセキュリティ・ドメインロールとユーザーのセキュリティ・ドメインロールとユーザーのセキュリティ・ドメインロールとユーザーのセキュリティ・ドメイン
各ロールと各ユーザーは、それぞれ独自のセキュリティ・ドメインを持っています。ロール
のセキュリティ・ドメインには、ロールそのものに付与されている権限と、そのロールに付
与されたロールに対して付与されている権限が含まれます。 

ユーザーのセキュリティ・ドメインには、対応するスキーマ内のすべてのスキーマ・オブ
ジェクトの権限、そのユーザーに対して付与されている権限、およびそのユーザーに対して
付与されていて現在使用可能現在使用可能現在使用可能現在使用可能になっているロールの権限が含まれます。（1 つのロールをある
ユーザーに対して使用可能にし、別のユーザーに対しては使用禁止にすることもできます。） 
さらに、ユーザーのセキュリティ・ドメインには、ユーザー・グループ PUBLICに対して付
与されている権限とロールも含まれます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : グローバル・ロールについては、『Oracle9i データベース管理
者ガイド』を参照してください。
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ロールの概要
PL/SQL ブロックとロールブロックとロールブロックとロールブロックとロール
PL/SQL ブロック内でのロールの使用方法は、それが無名ブロックであるか名前付きブロッ
ク（ストアド・プロシージャ、ファンクションまたはトリガー）であるか、および定義者権
限と実行者権限のどちらで実行されるかに応じて異なります。 

定義者権限を持つ名前付きブロック定義者権限を持つ名前付きブロック定義者権限を持つ名前付きブロック定義者権限を持つ名前付きブロック
定義者権限で実行される名前付き PL/SQL ブロック（ストアド・プロシージャ、ファンク
ションまたはトリガー）では、すべてのロールは使用禁止になっています。ロールは権限
チェックに使用されず、定義者権限プロシージャ内ではロールを設定できません。 

SESSION_ROLESビューは、現在使用可能になっているすべてのロールを示します。 定義者
権限で実行される名前付き PL/SQL ブロックが SESSION_ROLESを問い合せると、問合せ
は行を戻しません。

実行者権限と無名ブロック実行者権限と無名ブロック実行者権限と無名ブロック実行者権限と無名ブロック
実行者権限で実行される名前付き PL/SQL ブロックと、無名 PL/SQL ブロックは、使用可
能になっているロールを通じて付与された権限に基づいて実行されます。実行者権限を持つ
PL/SQL ブロック内での権限チェックにはカレント・ロールが使用され、動的 SQL を使用
してセッション中にロールを設定できます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle9i データベース・リファレンス』

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 実行者権限と定義者権限の説明は、『PL/SQL ユーザーズ・ガイドお
よびリファレンス』を参照してください。

� 14-19 ページ「PL/SQL の動的 SQL」
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ロールの概要
データ定義言語の文とロールデータ定義言語の文とロールデータ定義言語の文とロールデータ定義言語の文とロール
ユーザーがデータ定義言語（DDL）文を正常に実行するには、その文に応じて 1 つ以上の権
限が必要になります。 たとえば、表を作成するには、CREATE TABLEまたは CREATE ANY 
TABLEシステム権限が必要です。 別のユーザーの表のビューを作成するには、CREATE 
VIEWまたは CREATE ANY VIEWシステム権限のみでなく、その表に対する SELECTオブ
ジェクト権限または SELECT ANY TABLEシステム権限も必要です。 

Oracle では、特定の DDL 文での特定の権限の使用を制限することによって、ロールを介し
て受け取った権限への依存性を回避します。次の規則は、DDL 文に対する権限の制限を示
しています。 

� DDL 操作の実行をユーザーに許可するすべてのシステム権限およびスキーマ・オブジェ
クト権限は、ロールを介して受け取った場合でも使用可能。 たとえば、次のようなもの
があります。

– システム権限 : CREATE TABLE、CREATE VIEWおよび CREATE PROCEDURE権限。 

– スキーマ・オブジェクト権限 : 表に対する ALTERおよび INDEXの各権限。 

例外 : 表に対する REFERENCESオブジェクト権限は、それがロールを介して付与された
場合には、表の外部キー定義には使用できません。 

� DDL 文の発行に必要な DML 操作の実行をユーザーに許可するすべてのシステム権限お
よびオブジェクト権限は、ロールを介して受け取った場合は使用不可。 次に例を示しま
す。

– 表に対する SELECT ANY TABLEシステム権限や SELECTオブジェクト権限がロー
ルを介して付与されている場合、それらの権限を使用して別のユーザーの表に基づ
くビューを作成することはできません。 

ロールを介して受け取った権限の使用許可と使用制限について、次の例で具体的に説明しま
す。 

次のようなユーザーを想定します。

� CREATE VIEWシステム権限を持つロールが付与されています。

� employees表の SELECTオブジェクト権限を含むロールが付与されていますが、この
employees表の SELECTオブジェクト権限は間接的に付与されています。

� departments表に対する SELECTオブジェクト権限が直接付与されています。

前述の権限がこのユーザーに直接的および間接的に付与されているとすると、 

� このユーザーは employees表と departments表の両方に対して SELECT文を発行で
きます。 
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ロールの概要
� このユーザーには employees表の CREATE VIEW権限と SELECT権限がロールを介して
付与されていますが、employees表の SELECTオブジェクト権限がロールを介して付
与されているため、employees表に基づく使用可能なビューは作成できません。作成
されたビューにアクセスすると、エラーになります。

� CREATE VIEW権限がロールを介して付与され、departments表の SELECT権限が直接
付与されているため、departments表のビューは作成できます。 

事前定義済みのロール事前定義済みのロール事前定義済みのロール事前定義済みのロール
次のロールは、Oracle データベースに対して自動的に定義されます。

� CONNECT

� RESOURCE

� DBA

� EXP_FULL_DATABASE

� IMP_FULL_DATABASE 

これらのロールは、旧バージョンの Oracle との下位互換のために提供されており、Oracle
データベース内の他のロールと同じ方法で変更できます。 

オペレーティング・システムとロールオペレーティング・システムとロールオペレーティング・システムとロールオペレーティング・システムとロール
環境によっては、オペレーティング・システムでデータベース・セキュリティを管理できる
場合もあります。オペレーティング・システムを使用して、データベース・ロールの付与と
取消しや、パスワードの認証を管理できます。この機能は、すべてのオペレーティング・シ
ステムで利用できるとは限りません。 

分散環境におけるロール分散環境におけるロール分散環境におけるロール分散環境におけるロール
分散データベース環境でロールを使用する場合は、必要なすべてのロールを分散（リモー
ト）セッションのデフォルト・ロールとして設定する必要があります。ローカル・データ
ベース・セッション内からリモート・データベースに接続しているときは、ロールを使用可
能にできません。たとえば、リモート・サイトでロールを使用可能にしようとするリモー
ト・プロシージャは実行できません。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : オペレーティング・システムによるロールの管理方法の詳細
は、オペレーティング・システム固有の Oracle マニュアルを参照してく
ださい。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle9i Heterogeneous Connectivity 管理者ガイド』 
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ファイングレイン・アクセス・コントロール
ファイングレイン・アクセス・コントロールファイングレイン・アクセス・コントロールファイングレイン・アクセス・コントロールファイングレイン・アクセス・コントロール
ファイングレイン・アクセス・コントロールにより、ファンクションにセキュリティ・ポリ
シーを適用し、セキュリティ・ポリシーを表、ビューまたはシノニムに対応付けることがで
きます。これらのセキュリティ・ポリシーは、データがアクセスされるかどうか（非定型問
合せなど）に関係なく、データベース・サーバーによって自動的に規定されます。 

次のことができます。

� SELECT、INSERT、UPDATEおよび DELETEに異なるポリシーを使用します。

� 必要な場合（給与情報など）にのみセキュリティ・ポリシーを使用します。

� パッケージ化されたアプリケーションの 上位に基本ポリシーを作成するなど、各表に
複数のポリシーを使用します。

� 異なるアプリケーションのポリシーは、ポリシー・グループを使用して区別します。各
ポリシー・グループは、1 つのアプリケーションに属するポリシーの集合を表します。 

データベース管理者は駆動コンテキストと呼ばれるアプリケーション・コンテキストを指定
して、有効になっているポリシー・グループを示します。 表、ビューまたはシノニムにアク
セスすると、ファイングレイン・アクセス・コントロールのエンジンが駆動コンテキストを
検索して有効なポリシー・グループを決定し、そのポリシー・グループの対応付けられたポ
リシーすべてを規定します。

PL/SQL パッケージ DBMS_RLSを使用すると、セキュリティ・ポリシーを管理できます。こ
のパッケージを使用して、作成したポリシーを追加、削除、使用可能と使用禁止の切替えお
よびリフレッシュを行います。

動的な述語動的な述語動的な述語動的な述語
作成したセキュリティ・ポリシーを実現するファンクションまたはパッケージは、述語

（WHERE条件）を戻します。この述語によって、ポリシーで設定されたとおりにアクセスが
制御されます。再書込みされた問合せは、完全に 適化され、共有可能になります。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� パッケージのインプリメンテーションの詳細は、『Oracle9i PL/SQL
パッケージ・プロシージャおよびタイプ・リファレンス』を参照して
ください。

� セキュリティ・ポリシーの設定方法と例は、『Oracle9i アプリケーショ
ン開発者ガイド - 基礎編』を参照してください。
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アプリケーション・コンテキスト
アプリケーション・コンテキストアプリケーション・コンテキストアプリケーション・コンテキストアプリケーション・コンテキスト
アプリケーション・コンテキストにより、ファイングレイン・アクセス・コントロールの実
現が容易になります。 また、ファンクションにセキュリティ・ポリシーを実装し、そのセ
キュリティ・ポリシーをアプリケーションに対応付けることができます。各アプリケーショ
ンには、固有のコンテキストを対応付けることができます。ユーザーは、そのコンテキスト
を任意に（SQL*Plus などを通じて）変更することは許されません。

アプリケーション・コンテキストにより、アプリケーションに関係する属性に基づき、パラ
メータベースの柔軟なアクセス制御が可能になります。たとえば、人事管理アプリケーショ
ンのコンテキスト属性には「職位」、「部門」および「国」などを含め、受注管理アプリケー
ションの属性には「顧客番号」や「営業地区」などを含めることができます。

次のことができます。 

� コンテキスト値のベースに述語を使用します。

� 述語内でコンテキスト値をバインド変数として使用します。

� ユーザー属性を設定します。

� ユーザー属性にアクセスします。

アプリケーション・コンテキストを定義する手順

1. アプリケーションのコンテキストを検査して設定する関数を使用して、PL/SQL パッ
ケージを作成します。ログイン時にイベント・トリガーを使用して、ログイン・ユー
ザーの初期コンテキストを設定できます。

2. CREATE CONTEXTを使用して一意のコンテキスト名を指定し、作成した PL/SQL パッ
ケージに対応付けます。

3. 次のどちらかの操作を行います。

� ファイングレイン・アクセス・コントロールを実装するポリシー関数内で、アプリ
ケーション・コンテキストを参照します。

� ログイン時にイベント・トリガーを使用して、ユーザーの初期コンテキストを設定
します。たとえば、ユーザーの従業員番号を問い合せて、「従業員番号」コンテキ
スト値として設定できます。

4. アプリケーション・コンテキストを参照します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 『PL/SQL ユーザーズ・ガイドおよびリファレンス』 

� 『Oracle9i PL/SQL パッケージ・プロシージャおよびタイプ・リファレ
ンス』

� 『Oracle9i アプリケーション開発者ガイド - 基礎編』
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保護アプリケーション・ロール
保護アプリケーション・ロール保護アプリケーション・ロール保護アプリケーション・ロール保護アプリケーション・ロール
Oracle では、保護アプリケーション・ロールが用意されています。このロールは、認可され
た PL/SQL パッケージでのみ有効にできます。このメカニズムは、アプリケーションを起動
するロールの有効化を制限します。

以前のリリースでは、パスワードはソース・コードに埋め込まれるか、または表に格納され
ていました。このリリースでは、アプリケーション開発者はパスワードをアプリケーション
内に埋め込んでロールを保護する必要がなくなります。そのかわり、保護アプリケーショ
ン・ロールを作成して、ロールの有効化を認可する PL/SQL パッケージを指定します。パッ
ケージの識別は、ロールを有効化するのに十分な権限があるかどうかの決定に使用します。
アプリケーションはロールを有効化する前に、認証を実行します。

ロールの有効化の前に、アプリケーションはユーザーがプロキシを介して接続しているかを
チェックするなどの、カスタマイズ認可を実行できます。

保護アプリケーション・ロールの作成保護アプリケーション・ロールの作成保護アプリケーション・ロールの作成保護アプリケーション・ロールの作成
保護アプリケーション・ロールは、CREATE ROLE ... IDENTIFIED USING文を使用して作成
します。次に例を示します。

CREATE ROLE admin_role IDENTIFIED USING hr.admin;

この例から次のようなことがわかります。

� 作成される admin_roleは、保護アプリケーション・ロールです。

� このロールは、PL/SQL パッケージ hr.admin内で定義されたモジュールによってのみ
有効化できます。

この文を実行するには、システム権限 CREATE ROLEが必要になります。

実行者権限プロシージャ内で有効化されたロールは、プロシージャの終了後も有効になりま
す。そのため、ロールの有効化を扱う専用プロシージャを作成し、セッションの終了まで使
用することができます。 

注意注意注意注意 : ユーザーが定義者権限プロシージャ内のセキュリティ・ドメイン
を変更できないという制限により、保護アプリケーション・ロールは実行
者権限プロシージャ内でのみ有効化できます。
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保護アプリケーション・ロール
関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 『Oracle9i SQL リファレンス』 

� 『PL/SQL ユーザーズ・ガイドおよびリファレンス』 

� 『Oracle9i PL/SQL パッケージ・プロシージャおよびタイプ・リファレ
ンス』 

� 『Oracle9i アプリケーション開発者ガイド - 基礎編』 
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監査監査監査監査

この章では、Oracle の監査機能について説明します。この章の内容は、次のとおりです。

� 監査の概要

� 文監査

� 権限監査

� スキーマ・オブジェクト監査

� ファイングレイン監査

� 文、権限およびスキーマ・オブジェクトの監査対象の限定

� 複数層環境における監査
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監査の概要
監査の概要監査の概要監査の概要監査の概要
監査監査監査監査とは、選択したユーザー・データベース・アクションを監視して記録する処理のことで
す。監査は、通常次のような目的で使用されます。

� 動作が不審なアクティビティの調査。たとえば、無許可ユーザーが表からデータを削除
しようとした場合、セキュリティ管理者は、そのデータベースへのすべての接続と、そ
のデータベースにあるすべての表からの行の削除（成功および失敗）をすべて監査でき
ます。 

� 特定のデータベース・アクティビティに関するデータの監視と収集。たとえば、データ
ベース管理者は、更新された表、実行された論理 I/O の回数、またはピーク時に接続し
ていた同時実行ユーザーの数などに関する統計を収集できます。 

監査の機能監査の機能監査の機能監査の機能
ここでは、Oracle の監査メカニズムの概要について説明します。 

監査のタイプ監査のタイプ監査のタイプ監査のタイプ
Oracle は次の 3 つのタイプの一般監査機能をサポートします。 
 

監査のタイプ監査のタイプ監査のタイプ監査のタイプ 説明説明説明説明

文監査 SQL 文が処理する特定のスキーマ・オブジェクトではなく、文

のタイプに関してのみ実行する SQL 文の選択的な監査。文監査

のオプションは通常、適用範囲が広く、オプションごとに何種
類かの関連したアクションの使用方法を監査します。 たとえば、

AUDIT TABLEは、それがどの表に対して発行されたかには関係

なく、いくつかの DDL 文を追跡します。文監査は、データベー

スの選択したユーザーまたはすべてのユーザーを監査するよう
に設定できます。 

権限監査 AUDIT CREATE TABLEなど、システム・アクションを実行する

強力なシステム権限の使用方法を監査する選択的な監査。 権限監

査は、対象となる権限の使用方法のみを監査するため、監査対
象が文監査より限定されています。権限監査は、データベース
の選択したユーザーまたはすべてのユーザーを監査するように
設定できます。 

スキーマ・オブジェクト監査 AUDIT SELECT ON employeesなど、特定のスキーマ・オブ

ジェクトの特定の文に対する選択的な監査。スキーマ・オブ
ジェクト監査は対象が非常に限定されており、特定のスキーマ・
オブジェクトに対する特定の文のみを監査します。スキーマ・
オブジェクト監査は、データベースのすべてのユーザーに常に
適用されます。 

ファイングレイン監査 ファイングレイン監査を行うと、データ・アクセスを内容に基
づいて監視できます。
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監査の概要
監査の対象監査の対象監査の対象監査の対象
Oracle では、監査オプションの対象範囲を広くしたり狭くできます。次の監査ができます。 

� 文の正常な実行、失敗した実行、またはその両方

� ユーザー・セッションごと、または文が実行されるごとの文の実行

� すべてのユーザーまたは特定のユーザーのアクティビティ

監査レコードと監査証跡監査レコードと監査証跡監査レコードと監査証跡監査レコードと監査証跡
監査レコードには、監査された操作、操作を実行したユーザーおよび操作の日時などの情報
が記録されます。監査レコードは、データベース監査証跡データベース監査証跡データベース監査証跡データベース監査証跡と呼ばれるデータ・ディクショナ
リ表か、オペレーティング・システムの監査証跡のどちらかに格納できます。 

データベース監査証跡は、各 Oracle データベースのデータ・ディクショナリの SYSスキー
マにある SYS.AUD$という名前の単一の表です。この表の情報を使用しやすくするため、複
数の事前定義済のビューが提供されています。 

監査対象のイベントと設定されている監査オプションに応じて、監査証跡には様々な種類の
情報が記録されます。ただし、次の情報は、特定の監査アクションにとって意味がある場
合、それぞれの監査証跡レコードに常に記録されます。

� ユーザー名

� セッション識別子

� 端末識別子

� アクセスされたスキーマ・オブジェクトの名前

� 実行または試行された操作

� 操作の完了コード

� 日時のタイム・スタンプ

� 使用されたシステム権限

オペレーティング・システム監査証跡はコード化されていて読むことはできませんが、デー
タ・ディクショナリ・ファイルとエラー・メッセージにデコードできます。

� アクション・コードアクション・コードアクション・コードアクション・コードは、実行または試行された操作の記述です。これらのコードとその
記述のリストは、AUDIT_ACTIONSデータ・ディクショナリ表にあります。

� 使用された権限使用された権限使用された権限使用された権限は、操作の実行に使用されたシステム権限の記述です。これらのコード
とその記述は、SYSTEM_PRIVILEGE_MAP表にあります。

� 完了コード完了コード完了コード完了コードは、試行された操作の結果の記述です。成功した操作からは、値 0（ゼロ）
が戻されます。失敗した操作からは、操作が異常終了した理由を説明する Oracle エ
ラー・コードが戻されます。
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監査の概要
監査機能のメカニズム監査機能のメカニズム監査機能のメカニズム監査機能のメカニズム
この項では、Oracle の監査機能で使用されているメカニズムについて説明します。 

監査レコードが生成される場合監査レコードが生成される場合監査レコードが生成される場合監査レコードが生成される場合
監査情報の記録機能は、使用可能または使用禁止にできます。この機能により、許可された
データベース・ユーザーは監査オプションをいつでも設定できますが、監査情報の記録を制
御する操作はセキュリティ管理者のために確保されています。 

データベースの監査機能が使用可能になっている場合、監査レコードは文実行の実行フェー
ズで生成されます。 

PL/SQL プログラム・ユニット内の SQL 文は、プログラム・ユニットの実行時に必要に応
じて監査されます。 

監査証跡レコードの生成と挿入は、ユーザーのトランザクションからは独立して実行されま
す。そのため、ユーザーのトランザクションがロールバックされても、監査証跡レコードは
コミットされたままになります。 
 

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 事前定義済のビューの作成方法と使用方法は、『Oracle9i データベース
管理者ガイド』を参照してください。

�  完了コードのリストは、『Oracle9i データベース・エラー・メッセー
ジ』を参照してください。

注意注意注意注意 : SYSユーザーや、SYSDBAまたは SYSOPERを介して接続したユー
ザーによる操作は、AUDIT_SYS_OPERATIONS初期化パラメータを使用し
て完全に監査できます。 SYSにより実行され、正常終了した SQL 文は、常
に監査対象となります。

ユーザー SYSによって確立されたセッションや管理者権限での接続の場
合、生成された監査レコードはオペレーティング・システムの位置に送ら
れます。SYSスキーマ内の通常のデータベース監査証跡から分離された 位
置への送信により、監査のセキュリティが向上します。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 監査を使用可能および使用禁止にする手順は、『Oracle9i データベース
管理者ガイド』を参照してください。

� SQL 文処理の様々なフェーズや共有 SQL については、第 14 章「SQL、
PL/SQL および Java」を参照してください。
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監査の概要
オペレーティング・システムの監査証跡に必ず記録されるイベントオペレーティング・システムの監査証跡に必ず記録されるイベントオペレーティング・システムの監査証跡に必ず記録されるイベントオペレーティング・システムの監査証跡に必ず記録されるイベント
データベース監査が使用可能であるかどうかに関係なく、Oracle はある種のデータベース関
連アクションをオペレーティング・システムの監査証跡に常に記録します。 

� インスタンス起動時には、インスタンスを起動したオペレーティング・システム・ユー
ザー、そのユーザーの端末識別子、日時のタイム・スタンプ、およびデータベース監査
が使用可能になっていたかどうかを記述した監査レコードが生成されます。データベー
ス監査証跡は起動が正常に完了しないと使用可能にならないため、この情報はオペレー
ティング・システム監査証跡に記録されます。起動時のデータベース監査の状態も記録
されるため、管理者が、データベース監査使用禁止の状態のままデータベースを再起動
して、監査されないアクションを実行できないようになっています。

� インスタンス停止時には、インスタンスを停止したオペレーティング・システム・ユー
ザー、そのユーザーの端末識別子および日時のタイム・スタンプを記述した監査レコー
ドが生成されます。

� 管理者権限による接続時には、Oracle に管理者権限によって接続したオペレーティン
グ・システム・ユーザーの詳細を記述した監査レコードが生成されます。この監査レ
コードにより、管理者権限によって接続したユーザーに関する情報が提供されます。

監査証跡が Oracle からはアクセスできるようになっていないオペレーティング・システム
の場合、これらの監査証跡レコードは、バックグラウンド・プロセスのトレース・ファイル
と同じディレクトリにある Oracle 監査証跡ファイルに格納されます。

監査オプションが有効になるタイミング監査オプションが有効になるタイミング監査オプションが有効になるタイミング監査オプションが有効になるタイミング
データベース・ユーザーがデータベースに接続した時点で有効になっていた文監査オプショ
ンと権限監査オプションは、そのセッションの持続期間中は有効です。文監査または権限監
査のオプションの設定または変更の結果は、セッション中には有効になりません。修正した
文監査オプションまたは権限監査オプションは、カレント・セッションを終了し、新しい
セッションを作成する時点で有効になります。一方、オブジェクト監査オプションについて
変更した内容は、カレント・セッションでただちに有効になります。 

分散データベースの監査分散データベースの監査分散データベースの監査分散データベースの監査
監査機能には、サイト自律性があります。インスタンスは、直接接続しているユーザーが発
行する文のみを対象に監査します。ローカル Oracle ノードは、リモート・データベースで
発生するアクションを監査できません。リモート接続はデータベース・リンクのユーザー・
アカウントを介して確立されるため、リモート Oracle ノードはデータベース・リンクの接
続を介して発行された文を監査します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : オペレーティング・システムの監査証跡の詳細は、オペレー
ティング・システム固有の Oracle マニュアルを参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle9i データベース管理者ガイド』 
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監査の概要
オペレーティング・システム監査証跡に対する監査オペレーティング・システム監査証跡に対する監査オペレーティング・システム監査証跡に対する監査オペレーティング・システム監査証跡に対する監査
オペレーティング・システムの監査証跡が使用可能になっている場合に、Oracle は監査証跡
レコードをオペレーティング・システムの監査証跡に送ることができます。その他のオペ
レーティング・システムの場合、これらの監査レコードが、他の Oracle トレース・ファイ
ルと似た形式でデータベース外のファイルに書き込まれることもあります。

Oracle では、オペレーティング・システムの監査証跡（または監査レコードを含むオペレー
ティング・システム・ファイル）に監査レコードを記録できない場合にも、常に特定のアク
ションを引き続き監査できます。オペレーティング・システムの監査証跡に記録できないの
は、多くの場合、オペレーティング・システムの監査証跡またはファイル・システムがいっ
ぱいになっており、新しいレコードが入らないことが原因です。 

オペレーティング・システム監査を構成するシステム管理者は、監査証跡またはファイル・
システムがいっぱいにならないようにしてください。ほとんどのオペレーティング・システ
ムでは、このような状況を回避できるように十分な情報と警告が管理者に提供されます。た
だし、データベースの監査証跡を使用するように監査を構成すれば、その危険性を回避でき
ることに注意してください。監査証跡が文に関するデータベース監査レコードを受け入れら
れない場合には、監査されているイベントの発生が Oracle サーバーによって防止されるた
めです。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : この機能がオペレーティング・システムで実装されているか
どうかを調べるには、オペレーティング・システム固有の Oracle マニュ
アルを参照してください。
24-6　Oracle9i データベース概要               



権限監査
文監査文監査文監査文監査
文監査とは、関連する文のグループに対する選択的な監査のことです。文は、次の 2 つに分
類できます。 

� 特定のタイプのデータベース構造やスキーマ・オブジェクトに関する DDL 文。ただし、
監査の対象として特定の構造やスキーマ・オブジェクトを指定することはできません

（たとえば、 AUDIT TABLEはすべての CREATE TABLE文と DROP TABLE文を監査しま
す）。

� 特定のタイプのデータベース構造やスキーマ・オブジェクトに関する DML 文。ただし、
監査の対象として特定の構造やスキーマ・オブジェクトを指定することはできません

（たとえば、 AUDIT SELECT TABLEは、表やビューとは無関係に、すべての SELECT ... 
FROM TABLE/VIEW文を監査します）。 

文監査では、監査の対象範囲を広げてすべてのデータベース・ユーザーのアクティビティを
監査したり、範囲を限定して特定のデータベース・ユーザーのアクティビティのみを監査で
きます。 

権限監査権限監査権限監査権限監査
権限監査は、システム権限の使用を許可されている文を選択的に監査します。 たとえば、
SELECT ANY TABLEシステム権限の監査は、SELECT ANY TABLEシステム権限を使用して実
行されるユーザーの文を監査します。任意のシステム権限の使用を監査できます。 

権限監査では、システム権限の監査の前に、所有者権限とスキーマ・オブジェクト権限が必
ず検査されます。所有者権限とスキーマ・オブジェクト権限がアクションを許可するのに十
分である場合、そのアクションは監査されません。 

類似の文監査オプションと権限監査オプションを両方設定しても、監査レコードは 1 つしか
生成されません。 たとえば、文の句 TABLEとシステム権限の CREATE TABLEの両方を監査
すると、表が作成されるたびに監査レコードが 1 つのみ生成されます。 

権限監査のそれぞれのオプションでは、特定のタイプの文のみが監査され、関連する一連の
文が監査されるわけではないため、権限監査の対象は文監査よりも限定されます。 たとえば、
文監査句 TABLEでは CREATE TABLE、ALTER TABLEおよび DROP TABLE文が監査されます
が、権限監査オプション CREATE TABLEでは CREATE TABLE文のみが監査されます。 これ
は、CREATE TABLE権限を必要とするのが CREATE TABLE文のみであるためです。 

文監査と同様に、権限監査では、すべてのデータベース・ユーザーのアクティビティを監査
したり、特定のデータベース・ユーザーのアクティビティを監査できます。 
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スキーマ・オブジェクト監査
スキーマ・オブジェクト監査スキーマ・オブジェクト監査スキーマ・オブジェクト監査スキーマ・オブジェクト監査
スキーマ・オブジェクト監査は、特定のスキーマ・オブジェクトの特定の DML 文（問合せ
を含む）、および GRANT文と REVOKE文の選択的な監査です。スキーマ・オブジェクト監査
では、特定の表に対する SELECT文や DELETE文など、スキーマ・オブジェクト権限によっ
て許可される操作と、それらの権限を制御する GRANT文と REVOKE文が監査されます。 

表、ビュー、順序、スタンドアロンスタンドアロンスタンドアロンスタンドアロンのストアド・プロシージャとストアド・ファンクション
およびパッケージを参照する文を監査できます。パッケージ内のプロシージャは、個別には
監査できません。 

クラスタ、データベース・リンク、索引またはシノニムを参照する文は、直接監査できませ
ん。ただし、実表に影響を与える操作を監査することにより、これらのスキーマ・オブジェ
クトへのアクセスを間接的に監査できます。 

スキーマ・オブジェクト監査オプションは、常にすべてのデータベース・ユーザーに対して
設定されます。これらのオプションは、特定のユーザーのリストに対しては設定できませ
ん。監査可能なすべてのスキーマ・オブジェクトに対して、デフォルトのスキーマ・オブ
ジェクト監査オプションを設定できます。 

ビューとプロシージャのスキーマ・オブジェクト監査オプションビューとプロシージャのスキーマ・オブジェクト監査オプションビューとプロシージャのスキーマ・オブジェクト監査オプションビューとプロシージャのスキーマ・オブジェクト監査オプション
ビューとプロシージャ（ストアド・ファンクション、パッケージおよびトリガーを含む）
は、その定義の基礎を形成するスキーマ・オブジェクトを参照します。そのため、ビューと
プロシージャに関する監査には、いくつかの固有の特性があります。ビューやプロシージャ
を使用すると、その結果として複数の監査レコードが生成されます。ビューやプロシージャ
の使用は、使用可能になっている監査オプションに依存します。ビューやプロシージャを使
用した結果として発行される SQL 文は、ベース・スキーマ・オブジェクトの使用可能監査
オプション（デフォルトの監査オプションも含む）に依存します。 

次の一連の SQL 文について考えます。 

AUDIT SELECT ON employees; 
 
CREATE VIEW employees_departments AS 
  SELECT employee_id, last_name, department_id
    FROM employees, departments
    WHERE employees.department_id = departments.department_id;
 
AUDIT SELECT ON employees_departments; 
 
SELECT * FROM employees_departments; 

この employees_departmentsに対する問合せの結果、2 つの監査レコードが生成されま
す。 1 つは employees_departmentsビューの問合せについての監査レコード、もう 1 つ

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 監査できるスキーマ・オブジェクトの詳細は、『Oracle9i SQL
リファレンス』を参照してください。
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スキーマ・オブジェクト監査
は実表 employeesの問合せ（employees_departmentsビューを介した間接的な問合せ）
についての監査レコードです。 実表の SELECT監査オプションが使用可能になっていないた
め、実表 departmentsに対して問合せを実行しても監査レコードは生成されません。 すべ
ての監査レコードは、employees_departmentsビューの問合せを発行したユーザーに属
します。 

ビューやプロシージャの監査オプションは、そのビューまたはプロシージャを 初に使用し
て共有プールに配置する時点で、判別されます。そのビューまたはプロシージャをいったん
フラッシュして共有プールに再配置するまで、これらの監査オプションは設定されたままに
なります。スキーマ・オブジェクトを監査すると、キャッシュ内のスキーマ・オブジェクト
が無効になるため、スキーマ・オブジェクトを再ロードすることになります。ベース・ス
キーマ・オブジェクトの監査オプションに対する変更は、共有プール内のビューとプロシー
ジャには認識されません。 

前述の例の続きとして、employees表に対する SELECT文の監査をオフにすると、
employees_departmentsビューを使用しても employees表の監査レコードは生成され
なくなります。 
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ファイングレイン監査
ファイングレイン監査ファイングレイン監査ファイングレイン監査ファイングレイン監査
ファイングレイン監査を行うと、データ・アクセスを内容に基づいて監視できます。データ
ベースのビルトインの監査メカニズムにより、ユーザーは監査を回避できません。 Oracle の
トリガーでは、INSERT、UPDATEおよび DELETEなどの DML 処理を監視することもでき
ます。 ただし、SELECTで監視を行うとコストもかかり、場合によっては有効に機能しない
こともあります。 また、ユーザーは単に監査証跡に監査レコードを挿入するだけでなく、独
自の警告アクションを定義する場合もあります。この機能は、表やビューの SELECT文を監
査する、拡張可能なインタフェースを提供します。

DBMS_FGAパッケージは、このような値ベースの監査方針を管理します。 セキュリティ管理
者は DBMS_FGAを使用して、ターゲット表の監査方針を作成します。 問合せブロックから戻
された行のいずれかが監査条件に一致した場合（その行は関連関連関連関連行として参照されます）、
ユーザー名、SQL テキスト、バインド変数、ポリシー名、セッション ID、タイム・スタン
プ、およびその他の属性を含む監査イベント・エントリが、監査証跡に挿入されます。拡張
フレームワークの一環として、管理者はイベントの処理のためにオプションで適切なイベン
ト・ハンドラ、監査イベント・ハンドラ監査イベント・ハンドラ監査イベント・ハンドラ監査イベント・ハンドラを定義することもできます。たとえば、監査イベン
ト・ハンドラは管理者に警告ページを送ります。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle9i アプリケーション開発者ガイド - 基礎編』
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文、権限およびスキーマ・オブジェクトの監査対象の限定
文、権限およびスキーマ・オブジェクトの監査対象の限定文、権限およびスキーマ・オブジェクトの監査対象の限定文、権限およびスキーマ・オブジェクトの監査対象の限定文、権限およびスキーマ・オブジェクトの監査対象の限定
Oracle では、文、権限およびスキーマ・オブジェクトのそれぞれの監査の対象を、次の 3 つ
の分野に限定できます。 

� 監査される SQL 文の正常な実行と失敗した実行

� BY SESSION監査と BY ACCESS監査

� データベースの特定のユーザーまたはすべてのユーザー（文監査と権限監査のみ）

文の正常な実行と失敗した実行の監査文の正常な実行と失敗した実行の監査文の正常な実行と失敗した実行の監査文の正常な実行と失敗した実行の監査
文、権限およびスキーマ・オブジェクトの監査では、文の正常な実行、失敗した実行、また
はその両方の文実行を選択的に監査できます。このため、監査する文が成功しなかった場合
にも、アクションを監視できます。 

失敗した文の実行を監査できるのは、有効な SQL 文を実行しても適切な認可がないために
失敗した場合や、存在しないスキーマ・オブジェクトを参照したために失敗した場合のみで
す。有効でなかったために失敗した文は監査できません。 たとえば、失敗した文の実行を監
査するように権限監査オプションが設定されている場合は、対象のシステム権限を使用して
も他の原因で失敗した文が監査されます（たとえば CREATE TABLEを設定したが、指定し
た表領域に対する割当て制限を設定していなかったために CREATE TABLE文が失敗した場
合など）。 

どちらの形式の AUDIT文にも、次の句を指定できます。

� WHENEVER SUCCESSFUL句。監査対象の文の正常な実行のみを監査する場合に使用しま
す。

� WHENEVER NOT SUCCESSFUL句。監査対象の文の失敗した実行のみを監査する場合に使
用します。

� 前述のどちらの句も使用しません。監査対象の文の正常な実行と失敗した実行の両方を
監査する場合に使用します。
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文、権限およびスキーマ・オブジェクトの監査対象の限定
監査文の監査文の監査文の監査文の BY SESSION 句と句と句と句と BY ACCESS 句句句句
ほとんどの監査オプションでは、1 つのユーザー・セッションで監査対象の文が複数回発行
された場合の監査レコードの生成方法を指定できます。 ここでは、AUDIT文の BY SESSION
句と BY ACCESS句の相違点について説明します。 

BY SESSION
どのタイプの監査（スキーマ・オブジェクト、文、権限）の場合も、BY SESSIONは、監査
されるアクションが含まれているセッション中に、ユーザーおよびスキーマ・オブジェクト
当たり 1 つの監査レコードのみを監査証跡に挿入します。

セッションセッションセッションセッションとは、ユーザーが Oracle データベースに接続してから切断するまでの期間です。 

BY SESSION 例例例例 1  この例では、次のような状況を想定します。 

� SELECT TABLE文監査オプションを BY SESSIONに設定します。 

� JWARDでデータベースに接続し、departmentsという表に対して 5 つの SELECT文を
発行した後、そのデータベースとの接続を切断します。 

� SWILLIAMSでデータベースに接続し、employees表に対して 3 つの SELECT文を発行
した後、そのデータベースとの接続を切断します。 

この場合、監査証跡には 8 つの SELECT文に対して 2 件（SELECT文を発行したセッション
ごとに 1 件）の監査レコードが記録されます。 

BY SESSION 例例例例 2  別の例として、次の条件を想定します。 

� SELECT TABLE文監査オプションを BY SESSIONに設定します。 

� JWARDでデータベースに接続し、departmentsという表に対して 5 つの SELECT文、
表 employeesに対して 3 つの SELECT文を発行した後、そのデータベースとの接続を
切断します。 

この場合、監査証跡には、ユーザーがセッション中に SELECT文を発行した各スキーマ・オ
ブジェクトごとに 1 件ずつ、2 件のレコードが記録されます。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle9i SQL リファレンス』

注意注意注意注意 : オペレーティング・システムの監査証跡に監査レコードを記録す
る際に BY SESSION句を使用すると、Oracle ではアクセスするたびに監査
レコードが生成され格納されます。 したがって、この監査構成の場合、BY 
SESSIONは BY ACCESSと等価です。 
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文、権限およびスキーマ・オブジェクトの監査対象の限定
BY ACCESS
監査を BY ACCESSに設定すると、カーソル内で監査対象の操作が実行されるたびに、監査
証跡に監査レコードが 1 つ挿入されます。カーソルを再利用させるイベントは、次のとおり
です。

� カーソルを再利用するためにオープンしておく、Oracle Forms などのアプリケーション

� 新しいバインド変数を使用してカーソルを再実行すること

� PL/SQL ループ内で実行される文で、1 つのカーソルを再利用するために PL/SQL エン
ジンにより文が 適化される場合

監査は、カーソルが共有されているかどうかの影響を受けない受けない受けない受けないことに注意してください。そ
れぞれのユーザーは、カーソルの 初の実行時に自分の監査証跡レコードを作成します。

たとえば、次のような場合を想定します。

� SELECT TABLE文監査オプションを BY ACCESSに設定します。 

� JWARDでデータベースに接続し、departmentsという表に対して 5 つの SELECT文を
発行した後、そのデータベースとの接続を切断します。 

� SWILLIAMSでデータベースに接続し、departments表に対して 3 つの SELECT文を発
行した後、そのデータベースとの接続を切断します。 

1 つの監査証跡に、8 つの SELECT文に対応する 8 件のレコードが記録されます。 

デフォルトと除外される操作デフォルトと除外される操作デフォルトと除外される操作デフォルトと除外される操作
AUDIT文には、BY SESSIONと BY ACCESSのどちらかを指定できます。 ただし、次のよう
な一部の監査オプションでは、BY ACCESSしか設定できません。

� DDL 文を監査するすべての文監査オプション

� DDL 文を監査するすべての権限監査オプション

他のすべての監査オプションでは、デフォルトで BY SESSIONが設定されています。
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複数層環境における監査
ユーザー別の監査ユーザー別の監査ユーザー別の監査ユーザー別の監査
文監査オプションと権限監査オプションでは、任意のユーザーが発行した文を監査するか、
特定のユーザー・リストに含まれるユーザーが発行する文を監査するかを選択できます。特
定のユーザーに限定すると、生成される監査レコードの数は 小限に抑えられます。 

ユーザー別の監査の例ユーザー別の監査の例ユーザー別の監査の例ユーザー別の監査の例  表やビューを問い合せたり更新するためにユーザー SCOTTおよび
BLAKEによって発行される文を監査するには、次の文を発行します。 

AUDIT SELECT TABLE, UPDATE TABLE 
     BY scott, blake;

複数層環境における監査複数層環境における監査複数層環境における監査複数層環境における監査
複数層環境では、Oracle はクライアントの識別情報をすべての階層を通して保持します。こ
れにより、クライアントのために実行された処理を監査できます。 これを行うには、AUDIT
文で BY proxy 句を使用します。 

この句を使用すると、オプションで次のことを実行できます。

� 特定のプロキシのために、そのプロキシによって発行された SQL 文の監査

� 特定のユーザーのために実行された文の監査

� ユーザーのために実行されたすべての文の監査

中間層では、データベースのセッションで軽量のユーザー ID を設定し、監査証跡で表示さ
せることができます。クライアントの識別子の設定には、OCI または PL/SQL を使用しま
す。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : ユーザー別の監査の詳細は、『Oracle9i SQL リファレンス』を
参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 『Oracle9i アプリケーション開発者ガイド - 基礎編』 

� 『Oracle Call Interface プログラマーズ・ガイド』 

� 『PL/SQL ユーザーズ・ガイドおよびリファレンス』 
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オペレーティング・システム固有の
A

オペレーティング・システム固有の情報オペレーティング・システム固有の情報オペレーティング・システム固有の情報オペレーティング・システム固有の情報

このマニュアルでは、特定のオペレーティング・システムで Oracle を使用する際の詳細情
報について、他の Oracle マニュアルに言及していることがあります。正式名称は実際のオ
ペレーティング・システムによって異なりますが、これらの Oracle マニュアルをインストインストインストインスト
レーションおよび構成ガイドレーションおよび構成ガイドレーションおよび構成ガイドレーションおよび構成ガイドと呼びます。

この付録では、このマニュアル内でオペレーティング・システム別の Oracle のマニュアル
を参照しているすべての箇所と、オペレーティング・システムによって異なる初期化パラ
メータのリストを記載します。Oracle を複数のオペレーティング・システムで使用している
場合は、それらのオペレーティング・システム間でアプリケーションの移植性を確保するた
めに、この付録の情報が参考になります。 

次のリストは、このマニュアルのオペレーティング・システム別のトピックを、ページ順に
示したものです。 

� 管理者権限、前提条件 : 5-3 ページの「管理者権限での接続」、接続文字列の構文 : 
『Oracle9i Net Services 管理者ガイド』 

� 監査 : 24-5 ページの「オペレーティング・システムの監査証跡に必ず記録されるイベン
ト」 および 24-6 ページの「オペレーティング・システム監査証跡に対する監査」

� DBA の認証 : 5-3 ページの「管理者権限での接続」 および 22-13 ページの「データベース
管理者の認証」 

� ユーザーの認証 : 22-13 ページの「オペレーティング・システムによる認証」

� バックグラウンド・プロセス、ARCn: 8-14 ページの「アーカイバ・プロセス（ARCn）」
および『Oracle9i バックアップおよびリカバリ概要』 

� バックグラウンド・プロセス、作成 : 8-6 ページの「バックグラウンド・プロセス」 

� バックグラウンド・プロセス、DBWn プロセス : 8-9 ページの「データベース・ライ
ター・プロセス（DBWn）」 

� クライアント / サーバー通信 : 8-22 ページの「専用サーバー構成」

� 通信ソフトウェア : 8-25 ページの「オペレーティング・システムの通信ソフトウェア」
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� Oracle の構成 : 8-3 ページの「プロセスのタイプ」、専用サーバー（2 タスクの Oracle）に
ついては、8-22 ページの「専用サーバー構成」、共有サーバーについては、8-17 ページ
の「共有サーバー・アーキテクチャ」

� データ・ブロック、サイズ : 2-4 ページの「データ・ブロックの概要」 

� データ・ファイル、ファイル・ヘッダーのサイズ : 3-18 ページの「データ・ファイルの
概要」 

� 専用サーバー、管理操作のための要求 : 8-21 ページの「共有サーバーの限定的運用」

� 索引、索引ブロックのオーバーヘッド : 10-34 ページの「索引ブロックの形式」

� オペレーティング・システム監査証跡 : 監査証跡が Oracle からはアクセスできるように
なっていないオペレーティング・システムの場合、これらの監査証跡レコードは、バッ
クグラウンド・プロセスのトレース・ファイルと同じディレクトリにある Oracle 監査
証跡ファイルに格納されます。

オペレーティング・システムの監査証跡が使用可能になっている場合に、Oracle は監査
証跡レコードをオペレーティング・システムの監査証跡に送ることができます。その他
のオペレーティング・システムの場合、これらの監査レコードが、他の Oracle トレー
ス・ファイルと似た形式でデータベース外のファイルに書き込まれることもあります。 

この機能がオペレーティング・システムで実装されているかどうかを調べるには、プ
ラットフォーム固有の Oracle マニュアルを参照してください。

� Oracle Net Services、ネットワーク・ドライバの選択とインストール : 8-25 ページの「プ
ログラム・インタフェース・ドライバ」

� Oracle Net Services、Oracle Net Services ソフトウェア付属のドライバ : 6-8 ページの
「Oracle Net Services の機能」および『Oracle9i Net Services 管理者ガイド』 

� パスワード・ファイルと認証方式 : 22-13 ページの「データベース管理者の認証」

� プログラム・グローバル領域（PGA）: 7-20 ページの「SQL 作業領域」

� オペレーティング・システムによるロール管理 : 23-23 ページの「オペレーティング・シ
ステムとロール」

� ソフトウェア・コード領域、共有または非共有 : 7-23 ページの「ソフトウェア・コード
領域」
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廃止機能に関する情報廃止機能に関する情報廃止機能に関する情報廃止機能に関する情報

この付録の内容は、次のとおりです。

� ディクショナリ管理表領域内でのエクステントの割当て

� ロールバック・セグメントの概要

� PCTFREE、PCTUSED と行連鎖

旧バージョンの Oracle でデータベースを作成した場合は、これらの機能を使用している可
能性があります。 ディクショナリ管理表領域よりローカル管理表領域、ロールバック・セグ
メントを使用する手動 UNDO 領域管理より自動 UNDO 領域管理を使用することをお薦めし
ます。 
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ディクショナリ管理表領域内でのエクステントの割当て
ディクショナリ管理表領域内でのエクステントの割当てディクショナリ管理表領域内でのエクステントの割当てディクショナリ管理表領域内でのエクステントの割当てディクショナリ管理表領域内でのエクステントの割当て
Oracle8i より前のリリースでは、表領域はすべてディクショナリ管理表領域として作成され
ていました。 ディクショナリ管理表領域では、ディクショナリ表に依存して領域の使用率が
追跡されます。 Oracle8i からは、データ・ディクショナリ表のかわりにビットマップを使用
して使用済み領域と空き領域が追跡される、ローカル管理表領域を作成できるようになりま
した。 ローカル管理表領域の方がパフォーマンスと管理性に優れているため、エクステント
管理のタイプを明示的に指定しないかぎり、SYSTEM以外の永続表領域のデフォルトはロー
カル管理となります。 

旧バージョンの Oracle でデータベースを作成した場合は、ディクショナリ管理表領域を使
用できます。 ディクショナリ管理表領域の場合、Oracle は、特定のセグメントに対する増分
エクステントの割当てを次のように制御します。

1. 次のアルゴリズムにより、空き領域（そのセグメントを含む表領域内）を検索し、増分
エクステントより大きいサイズを持つ 初の連続した空きデータ・ブロックの集合を探
します。 

a. 内部的な断片化を少なくするために、新しいエクステントのサイズに 1 ブロックを
加えたサイズと一致する、連続したデータ・ブロックの集合を検索します。（必要
に応じて、そのサイズは表領域の 小エクステント・サイズの単位にまで切り上げ
られます。） たとえば、新しいエクステントに 19 個のデータ・ブロックが必要な場
合は、正確に 20 個の連続したデータ・ブロックを検索します。 ただし、新しいエク
ステントが 5 ブロック以下の場合は、必要なブロック数に余分のブロックは追加し
ません。

b. 完全に一致するブロックの集合が見つからないときは、必要量より大きい連続デー
タ・ブロックの集合を検索します。 必要なエクステントのサイズより 5 ブロック以
上大きい連続ブロックのグループが見つかると、このブロック・グループをそれぞ
れ必要サイズの個々のエクステントに分割します。 必要サイズより大きいブロッ
ク・グループが見つかっても、5 ブロックより大きくなければ、すべての連続ブ
ロックを新しいエクステントに割り当てます。 

この例では、正確に 20 個の連続データ・ブロックの集合が見つからない場合は、
20 個を超える連続データ・ブロックの集合が検索されます。 初に見つかった集合
に 25 個以上のブロックが含まれている場合は、そのブロックが分割され、そのう
ちの 20 個が新しいエクステントに割り当てられ、残りの 5 個以上のブロックは空
き領域として残ります。見つかった 初の集合に 21 ～ 24 個のブロックがある場合
は、すべてのブロックを新しいエクステントに割り当てます。 

注意注意注意注意 : ローカル管理表領域を使用することをお薦めします。
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c. 必要なサイズ以上の連続したデータ・ブロックの集合が見つからない場合は、対応
する表領域内の空いている隣接したデータ・ブロックを結合して、より大きな連続
データ・ブロックの集合を形成します。（SMON バックグラウンド・プロセスも、
連続した空き領域を定期的に結合します。） 表領域のデータ・ブロックを結合した
後、1a および 1b で説明した検索を再度実行します。 

d. この 2 回目の検索の後でもエクステントを割り当てることができない場合には、自
動拡張によりファイルのサイズ変更を試みます。 ファイルのサイズ変更ができない
場合、エラーが戻されます。 

2. 表領域内に必要な空き領域を見つけて割り当てた後、Oracle は、増分エクステントのサ
イズに相当する空き領域の一部を割り当てます。 エクステントに必要な容量よりも大き
な空き領域が見つかった場合、残りは空き領域として残します（5 個以上の連続したブ
ロックの場合）。 

3. 新しいエクステントが割り当てられたことと、その割り当てられた領域が使用できなく
なったことを示すように、セグメント・ヘッダーとデータ・ディクショナリを更新しま
す。 

新しく割り当てられたエクステントのブロックは、空き領域であったとしても、古いデータ
が残っている場合があります。通常、Oracle は、新しく割り当てられたエクステントを使用
し始めるときに、そのエクステントのブロックをフォーマットします。ただし、これは必要
な場合だけです（セグメントの空きリストにあるブロックから始めます）。 例外として、デー
タベース管理者が ALTER TABLE文または ALTER CLUSTER文に ALLOCATE EXTENT句を指
定して増分エクステントの割当てを強制した場合などには、エクステントが割り当てられる
時点でエクステントのブロックがフォーマットされます。
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ロールバック・セグメントの概要
ロールバック・セグメントの概要ロールバック・セグメントの概要ロールバック・セグメントの概要ロールバック・セグメントの概要
旧リリースでは、ロールバック・セグメントを使用して UNDO 領域管理を実行していまし
た。 現行バージョンでは、この方法を手動 UNDO 管理モードと呼んでいます。 また、この
モードはどの互換性レベルでもサポートされます。 新機能を利用するために Oracle9i を実行
する必要があり、まだ自動 UNDO 管理モードに切り替える準備が完了していない場合は、
手動 UNDO 管理モードを使用してください。

各データベースには 1 つ以上のロールバック・セグメントが入っています。ロールバック・
セグメントには、各トランザクションで（コミットされたかどうかに関係なく）変更された
データの古い値が記録されます。 ロールバック・セグメントは、読込み一貫性、トランザク
ションのロールバックおよびデータベースのリカバリに使用されます。 

ロールバック・セグメントの内容ロールバック・セグメントの内容ロールバック・セグメントの内容ロールバック・セグメントの内容
ロールバック・セグメント内の情報は、いくつかのロールバック・エントリロールバック・エントリロールバック・エントリロールバック・エントリで構成されてい
ます。ロールバック・エントリには、たとえば、ブロック情報（変更されたデータのファイ
ル番号とブロック ID）やトランザクション内の操作を実行する前のデータが入っています。
同一トランザクションについてのロールバック・エントリはリンクされるため、トランザク
ションをロールバックする必要が生じたときには、ロールバック・エントリが容易に見つか
ります。

データベース・ユーザーと管理者のいずれも、ロールバック・セグメントへのアクセスや読
取りを実行できません。Oracle のみが書込みや読取りを実行できます。 （ロールバック・セ
グメントは、実際に作成したユーザーとは関係なく、ユーザー SYSによって所有されます。） 

注意注意注意注意 : 手動 UNDO 管理モードはサポートされていますが、自動 UNDO
管理モードでの実行をお薦めします。 

注意注意注意注意 : 自動 UNDO 管理を使用することをお薦めします。この項には、以
前のリリースとの下位互換性についての情報のみが含まれています。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 2-16 ページの「自動 UNDO 管理」

� 読込み一貫性の詳細は、20-5 ページの「マルチバージョン並行性制
御」を参照してください。

� 16-8 ページの「トランザクションのロールバック」
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ロールバック・エントリのログ記録の方法ロールバック・エントリのログ記録の方法ロールバック・エントリのログ記録の方法ロールバック・エントリのログ記録の方法
ロールバック・エントリはロールバック・セグメント内のデータ・ブロックを変更します。
Oracle は、データ・ブロックのすべての変更（ロールバック・エントリを含む）を REDO
ログに記録します。この 2 次的なロールバック情報の記録は、システム・クラッシュの時点
でのアクティブ・トランザクション（まだコミットまたはロールバックされていないトラン
ザクション）にとって非常に重要です。 システム・クラッシュが発生すると、アクティブ・
トランザクションのロールバック・エントリを含むロールバック・セグメント情報は、イン
スタンス・リカバリまたはメディア・リカバリの一部として自動的にリストアされます。 リ
カバリが完了すると、Oracle はシステム・クラッシュの時点でコミットまたはロールバック
されていなかったトランザクションのロールバックを実行します。 

ロールバック情報が必要になる場合ロールバック情報が必要になる場合ロールバック情報が必要になる場合ロールバック情報が必要になる場合
ロールバック・セグメントごとに、Oracle はトランザクション表トランザクション表トランザクション表トランザクション表を保持します。トランザク
ション表は、対応するロールバック・セグメントを使用するすべてのトランザクションと、
それらのトランザクションによって行われた各変更についてのロールバック・エントリのリ
ストです。ロールバック・セグメント内のロールバック・エントリは、トランザクションの
ロールバックを実行したり、問合せに対して読込み一貫性を保った結果を作成するために使
用されます。 

ロールバック・セグメントは、各トランザクションでデータが変更される前に、そのデータ
を記録します。各トランザクションについて、新しい変更がそれぞれ前の変更とリンクされ
ます。 トランザクションをロールバックする必要がある場合は、一連の変更が、データを直
前の状態にリストアするのに必要な順序でデータ・ブロックに適用されていきます。 

同様に、問合せに対して読込み一貫性のある結果の集合を用意する必要があるときは、
Oracle は、ロールバック・セグメント内の情報によって、特定の時点に対応する一貫した
データの集合を作成できます。 

トランザクションとロールバック・セグメントトランザクションとロールバック・セグメントトランザクションとロールバック・セグメントトランザクションとロールバック・セグメント
ユーザーのトランザクションが開始されるたびに、そのトランザクションは次の 2 つの方法
のどちらかによってロールバック・セグメントに割り当てられます。 

� トランザクションは、使用可能な次のロールバック・セグメントに自動的に割り当てら
れます。トランザクションの割当ては、トランザクション内の 初の DML 文または
DDL 文が発行された時点で行われます。 トランザクションが SET TRANSACTION READ 
ONLY文で始まっているかどうかにかかわらず、読取り専用トランザクション（問合せ
のみを含むトランザクション）はロールバック・セグメントに割り当てられません。 

� トランザクションは、アプリケーションによって、特定のロールバック・セグメントに
明示的に割り当てられます。トランザクションの開始時に、アプリケーションの開発者
またはユーザーは、そのトランザクションの実行時に Oracle で使用される特定のロー
ルバック・セグメントを指定できます。これによって、アプリケーションの開発者や
ユーザーは、それぞれのトランザクションに合せて、サイズの異なるロールバック・セ
グメントを選択できます。 
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トランザクションの継続期間中に、対応するユーザー・プロセスは、割り当てられたロール
バック・セグメントのみにロールバック情報を書き込みます。 

トランザクションをコミットした時点で、ロールバック情報は解放されますが、すぐに破棄
されるわけではありません。トランザクションがコミットされる前に開始された問合せに対
して適切なデータの読取り一貫ビューを作成できるようにするために、その情報はロール
バック・セグメントに残っています。そのようなビューのためにロールバック・データを可
能なかぎり長く使用可能にするために、Oracle は、ロールバック・セグメントのエクステン
トを順次方式で書き込みます。ロールバック・セグメントの 後のエクステントがいっぱい
になると、折り返してセグメント内の 初のエクステントに上書きしてロールバック・デー
タの書込みが継続されます。長時間実行のトランザクション（アイドル状態またはアクティ
ブ状態）では、新しいエクステントをロールバック・セグメントに割り当てる必要が生じる
ことがあります。 

トランザクションでロールバック・セグメントのエクステントを使用する方法の詳細は、
B-7 ページの図 B-1、B-8 ページの図 B-2 および B-9 ページの図 B-3 を参照してください。 

各ロールバック・セグメントは、1 つのインスタンスからの一定の数のトランザクションを
処理できます。トランザクションを特定のロールバック・セグメントに明示的に割り当てな
いかぎり、使用可能なロールバック・セグメントへのアクティブ・トランザクションの配分
は、すべてのロールバック・セグメントにほぼ同じ数のアクティブ・トランザクションが割
り当てられるように行われます。この配分は使用可能なロールバック・セグメントのサイズ
には依存しません。したがって、すべてのトランザクションで同じ量のロールバック情報が
生成される場合は、ロールバック・セグメントはすべて同じサイズになります。

ロールバック・セグメントの作成時には、記憶域パラメータを指定して、そのセグメントへ
のエクステントの割当てを制御できます。各ロールバック・セグメントには、 低 2 つのエ
クステントが割り当てられる必要があります。 

1 つのトランザクションは、1 つのロールバック・セグメントに順次方式で書込みを行いま
す。各トランザクションは、どの時点でもロールバック・セグメントの 1 つのエクステント
にのみ書き込みます。多数のアクティブアクティブアクティブアクティブなトランザクションが、同時に 1 つのロールバッ
ク・セグメントに書込みを実行できます。これはロールバック・セグメントの同じエクステ
ントでも同様です。ただし、ロールバック・セグメントのエクステントにある各データ・ブ
ロックに含めることができる情報は、1 つのトランザクションに関するもののみです。 

トランザクションがカレント・エクステント領域をすべて使用し尽くしても書込みを継続す
る必要がある場合、Oracle は、次の 2 つの 方法のどちらかによって、同じロールバック・
セグメントから使用可能なエクステントを見つけます。 

注意注意注意注意 : ロールバック・セグメントで処理できるトランザクションの数は、
オペレーティング・システムによって異なるデータ・ブロックのサイズに
応じて決まります。 

詳細は、オペレーティング・システム固有の Oracle マニュアルを参照し
てください。 
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� すでにロールバック・セグメントに割り当てられているエクステントを再利用します。 

� ロールバック・セグメント用に新しいエクステントを取得します（そして割り当てま
す）。 

ロールバック領域をさらに取得する必要のあるトランザクションは、ロールバック・セグメ
ントの次のエクステントを調べます。ロールバック・セグメントの次のエクステントにアク
ティブなトランザクションからの情報が含まれていない場合、Oracle はそれをカレント・エ
クステントにします。これにより、さらに領域を必要とするすべてのトランザクションは、
新しいカレント・エクステントにロールバック情報を書き込めるようになります。

図 B-1 は、ロールバック・セグメントの第 3 エクステント（E3）への書込みを開始し、続い
て第 4 エクステント（E4）に書き込む、2 つのトランザクション T1 および T2 を示していま
す。

図図図図 B-1 ロールバック・セグメントに割り当てられたエクステントの使用ロールバック・セグメントに割り当てられたエクステントの使用ロールバック・セグメントに割り当てられたエクステントの使用ロールバック・セグメントに割り当てられたエクステントの使用

トランザクションが書込みを継続し、カレント・エクステントがいっぱいになると、Oracle
はロールバック・セグメントにすでに割り当てられている次のエクステントを調べ、そのエ
クステントが使用可能かどうかを判断します。図 B-2 で、E4 が完全にいっぱいであるときに
T1 と T2 がさらに書込みをする場合は、ロールバック・セグメントに割り当てられている次
に使用可能なエクステントに書込みます。この図では、E1 が次のエクステントに相当しま
す。この図は、ロールバック・セグメント内のエクステントが循環的に使用されることを示
しています。
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図図図図 B-2 ロールバック・セグメントに割り当てられたエクステントの循環的な使用ロールバック・セグメントに割り当てられたエクステントの循環的な使用ロールバック・セグメントに割り当てられたエクステントの循環的な使用ロールバック・セグメントに割り当てられたエクステントの循環的な使用

トランザクションのロールバック情報の書込みを継続するときに、Oracle は常にリング内の
次のエクステントを 初に再利用しようとします。 ただし、次のエクステントにアクティ
ブ・トランザクションからのデータが含まれている場合は、新しいエクステントを割り当て
る必要があります。 エクステントの数が、ロールバック・セグメントの記憶域パラメータ
MAXEXTENTSに設定されている値に達するまで、Oracle は、ロールバック・セグメントに
新しいエクステントを割り当てることができます。 

図 B-3 に、ロールバック・セグメントに割り当てられた新しいエクステントを示します。コ
ミットされていないトランザクションが長時間実行されています（アイドル状態、アクティ
ブ状態または永続のインダウト分散トランザクション）。この時点で、トランザクションは
ロールバック・セグメントの第 4 エクステント（E4）に書き込んでいます。しかし、ロール
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バック・セグメントに割り当てられている次のエクステント（E1）にはアクティブなロール
バック・エントリが含まれているため、E4 が完全にいっぱいになると、トランザクション
は書込みを継続できません。そこで、Oracle は、このロールバック・セグメントに新しいエ
クステント（E5）を割り当てて、トランザクションはこの新しいエクステントへの書込みを
継続します。

図図図図 B-3 ロールバック・セグメントへの新しいエクステントの割当てロールバック・セグメントへの新しいエクステントの割当てロールバック・セグメントへの新しいエクステントの割当てロールバック・セグメントへの新しいエクステントの割当て
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ロールバック・セグメントからのエクステントの割当て解除ロールバック・セグメントからのエクステントの割当て解除ロールバック・セグメントからのエクステントの割当て解除ロールバック・セグメントからのエクステントの割当て解除
ロールバック・セグメントを削除すると、そのロールバック・セグメントのエクステントは
すべてその表領域に戻されます。その後、戻されたエクステントは、表領域内の他のセグメ
ントのために使用できるようになります。 

ロールバック・セグメントを作成または変更するときには、記憶域パラメータ OPTIMAL
（ロールバック・セグメントにのみ適用される）を使用して、セグメントの 適サイズをバ
イト単位で指定できます。トランザクションが、ロールバック情報の書込みをロールバッ
ク・セグメント内のあるエクステントから別のエクステントに継続する必要がある場合、
Oracle は、ロールバック・セグメントのカレント・サイズと 適サイズを比較します。ロー
ルバック・セグメントが 適サイズよりも大きく、かついっぱいになったエクステントのす
ぐ後のエクステントがアクティブでない場合、ロールバック・セグメントの全体のサイズ
が、その 適サイズに等しいか、それに近い（が小さくはない）サイズになるまで、Oracle
は、連続するアクティブでないエクステントの割当てをロールバック・セグメントから解除
します。アクティブでないエクステントのうち も古いものは、一貫した読取りで使用され
る可能性が も低いため、Oracle は常にその種のエクステントを解放します。 

ロールバック・セグメントの OPTIMAL 設定は、セグメントの 小数のエクステントに割り
当てられる領域より小さくすることはできません。 次に例を示します。 

(INITIAL + NEXT + NEXT + ... up to MINEXTENTS) bytes 

SYSTEM ロールバック・セグメントロールバック・セグメントロールバック・セグメントロールバック・セグメント
データベースの作成時には、SYSTEMという名前の初期ロールバック・セグメントが必ず作
成されます。この初期ロールバック・セグメントは SYSTEM表領域内に作成され、SYSTEM
表領域のデフォルト記憶域パラメータを使用します。SYSTEMロールバック・セグメントは
削除できません。インスタンスは、必要な他のロールバック・セグメントに加えて、
SYSTEMロールバック・セグメントを常に取得します。 

複数のロールバック・セグメントがある場合、Oracle は特別なシステム・トランザクション
にのみ SYSTEMロールバック・セグメントを使用し、ユーザー・トランザクションをその他
のロールバック・セグメントに分散させようとします。 SYSTEMロールバック・セグメント
以外のロールバック・セグメントに対するトランザクションが多すぎる場合、Oracle は必要
に応じて SYSTEMロールバック・セグメントを使用します。一般には、データベース作成後
に、SYSTEM表領域内に追加のロールバック・セグメントを 低 1 つ作成する必要がありま
す。 
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Oracle インスタンスとロールバック・セグメントのタイプインスタンスとロールバック・セグメントのタイプインスタンスとロールバック・セグメントのタイプインスタンスとロールバック・セグメントのタイプ
Oracle インスタンスは、データベースをオープンするときに、その後のトランザクションに
よって生成されるロールバック情報を処理できるように、1 つ以上のロールバック・セグメ
ントを取得する必要があります。インスタンスは、プライベート・ロールバック・セグメン
トとパブリック・ロールバック・セグメントの両方を取得できます。プライベート・ロールプライベート・ロールプライベート・ロールプライベート・ロール
バック・セグメントバック・セグメントバック・セグメントバック・セグメントは、インスタンスがデータベースをオープンするときに、そのインスタ
ンスによって明示的に取得されます。パブリック・ロールバック・セグメントパブリック・ロールバック・セグメントパブリック・ロールバック・セグメントパブリック・ロールバック・セグメントは、ロール
バック・セグメントを必要とする任意のインスタンスが使用できる、ロールバック・セグメ
ントのプールを形成します。 

プライベート・ロールバック・セグメントとパブリック・ロールバック・セグメントは、
データベース内にいくつ存在してもかまいません。インスタンスは、データベースをオープ
ンするときに、次の規則に従って 1 つ以上のロールバック・セグメントを取得しようとしま
す。 

1. インスタンスは、 低 1 つのロールバック・セグメントを取得する必要があります。
データベースにアクセスしているインスタンスが唯一のインスタンスの場合は、
SYSTEMセグメントを取得します。 あるインスタンスが、Real Application Clusters 環境
のデータベースにアクセスしている複数のインスタンスの 1 つである場合、そのインス
タンスは、SYSTEMロールバック・セグメントと、それ以外に 低 1 つのロールバッ
ク・セグメントを取得します。これらのセグメントを取得できないと、エラーが戻され
て、インスタンスはデータベースをオープンできません。 

2. インスタンスは、少なくとも、次の初期化パラメータの値の比率と等しい数のロール
バック・セグメントを常に取得しようとします。 

CEIL(TRANSACTIONS/TRANSACTIONS_PER_ROLLBACK_SEGMENT) 

CEILは、入力の数値以上の 小の整数を戻す SQL 関数です。前述の例で、
TRANSACTIONSが 155 で、TRANSACTIONS_PER_ROLLBACK_SEGMENTが 10 であれ
ば、インスタンスは 16 個以上のロールバック・セグメントを取得しようとします。（た
だし、インスタンスは、前述の計算によって算出される数のロールバック・セグメント
を取得できなくても、データベースをオープンできます。） 

3. インスタンスは、SYSTEMロールバック・セグメントを取得した後、そのインスタンス
の ROLLBACK_SEGMENTSパラメータに指定されているプライベート・ロールバック・
セグメントを すべて取得しようとします。 Oracle Real Application Clusters 内のインス
タンスがデータベースをオープンして、別のインスタンスがすでに要求しているプライ
ベート・ロールバック・セグメントを取得しようとした場合、ロールバック・セグメン

注意注意注意注意 : TRANSACTIONS_PER_ROLLBACK_SEGMENTパラメータによって、
ロールバック・セグメントを使用できるトランザクションの数が制限され
るわけではありません。このパラメータによって指定されるのは、インス
タンスがデータベースをオープンする時点で取得しようとするロールバッ
ク・セグメントの数です。 
廃止機能に関する情報 B-11



ロールバック・セグメントの概要
トを取得しようとしている 2 番目のインスタンスは起動時にエラーを受け取ります。ま
た、存在しないプライベート・ロールバック・セグメントを取得しようとするインスタ
ンスも、エラーを受け取ります。 

4. インスタンスが、手順 3 で十分な数のプライベート・ロールバック・セグメントを取得
できた場合は、それ以上のアクションは必要ありません。 ただし、さらにロールバッ
ク・セグメントが必要な場合は、インスタンスはパブリック・ロールバック・セグメン
トを取得しようとします。 

一度パブリック・ロールバック・セグメントがインスタンスによって要求されると、そ
のロールバック・セグメントがオフライン化されるか、またはそのロールバック・セグ
メントを要求しているインスタンスが停止するまで、他のインスタンスはこのセグメン
トを使用できません。 

Oracle9i Real Application Clusters が使用するデータベースは、パブリック・セグメントと
プライベート・セグメントの両方を持っています。プライベート・セグメントの使用をお薦
めします。

ロールバック・セグメントの状態ロールバック・セグメントの状態ロールバック・セグメントの状態ロールバック・セグメントの状態
ロールバック・セグメントの状態は、常にいくつかの状態のうちの 1 つに該当します。たと
えば、ロールバック・セグメントがオフラインになっているか、インスタンスによって取得
されているか、未解決のトランザクションにかかわっているか、リカバリを必要としている
か、削除されたかなど状況によって決まります。 その状態に応じて、そのロールバック・セ
グメントをトランザクションで使用できるかどうか、およびデータベース管理者がどの管理
処理を実行できるかが決まります。 

ロールバック・セグメントの状態は、次のとおりです。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

Real Application Clusters でロールバック・セグメントを使用する方法の
詳細は、次のマニュアルを参照してください。

� 『Oracle9i Real Application Clusters 概要』

� 『Oracle9i Real Application Clusters 管理』 

OFFLINE インスタンスによって取得されていません（オンライン化され
ていません）。

ONLINE インスタンスによって取得されています（オンライン化されて
います）。アクティブ・トランザクションのデータが入っている
ことがあります。

NEEDS RECOVERY ロールバックできず（関係するデータ・ファイルにアクセスで
きないため）、コミットされていないトランザクションのデータ
が入っているか、データが破損しています。
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ロールバック・セグメントの概要
データ・ディクショナリ表 DBA_ROLLBACK_SEGSには、各ロールバック・セグメントの状
態と、その他のロールバック情報がリストされます。 

図 B-4 に、ロールバック・セグメントの状態の変化を示します。 

PARTLY AVAILABLE インダウト・トランザクション（つまり、未解決の分散トラン
ザクション）のデータが含まれています。

INVALID 削除されています（このロールバック・セグメントに割り当て
られていた領域は、後の新しいロールバック・セグメントの作
成時に使用されます。）
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ロールバック・セグメントの概要
図図図図 B-4 ロールバック・セグメントの状態と状態遷移ロールバック・セグメントの状態と状態遷移ロールバック・セグメントの状態と状態遷移ロールバック・セグメントの状態と状態遷移

PARTLY AVAILABLE およびおよびおよびおよび NEEDS RECOVERY 状態のロールバック・セグメント状態のロールバック・セグメント状態のロールバック・セグメント状態のロールバック・セグメント  PARTLY 
REMOVE_AVAILABLE状態と NEEDS RECOVERY状態は、ほとんど同じです。通常、どちら
の状態のロールバック・セグメントにも、解決不能なトランザクションからのデータが含ま
れています。 
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OFFLINE INVALID
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データを保持している�
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分散�
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解決される�

ロールバック・�
セグメントが�
オンライン化�
される�
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インダウト・�
トランザクションが�
解決される�

メディア障害のため、�
インダウト・トランザクションが�
保持しているデータはアクセス不可能になる�
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ロールバック・セグメントの概要
� PARTLY REMOVE_AVAILABLEのロールバック・セグメントは、ネットワーク障害が原
因で解決できないインダウト分散トランザクションで使用されています。 NEEDS 
RECOVERYのロールバック・セグメントは、データ・ファイルの欠落や破損などのロー
カルなメディア障害、またはセグメント自体の破損が原因で解決できないトランザク
ション（ローカルまたは分散）で使用されています。 

� Oracle またはデータベース管理者は、PARTLY REMOVE_AVAILABLEロールバック・セ
グメントをオンライン化できます。 それに対して、NEEDS RECOVERYのロールバック・
セグメントをオンライン化するには、そのセグメントをあらかじめ OFFLINEにしてお
く必要があります。 （データベースをリカバリしてトランザクションを解決すると、
NEEDS RECOVERYのロールバック・セグメントの状態は自動的に OFFLINEに変更され
ます。） 

� データベース管理者は、NEEDS RECOVERYのロールバック・セグメントを削除できま
す。 （これによって、データベース管理者は破損したセグメントを削除できます。） 
PARTLY REMOVE_AVAILABLEのセグメントは削除できません。 初にインダウト・ト
ランザクションを、RECO プロセスで自動的に解決するか、手動で解決しておく必要が
あります。 

PARTLY REMOVE_AVAILABLEのロールバック・セグメントをオンライン化する（文を使用
するか、インスタンスの起動時に）と、そのセグメントは新しいトランザクションで使用で
きるようになります。ただし、インダウト・トランザクションがトランザクション表の一部
のエントリをそのまま保持しているため、そのロールバック・セグメントを使用できる新し
いトランザクションの数は制限されます。 

インダウト・トランザクションが解決されるまでは、そのトランザクションがロールバッ
ク・セグメント内に取得したエクステントは保持され続けるため、他のトランザクションは
それらのエクステントを使用できません。そのため、そのロールバック・セグメントは、ア
クティブ・トランザクション用として新しいエクステントを取得する必要が生じて、サイズ
が大きくなる可能性があります。 ロールバック・セグメントの拡大を防ぐため、データベー
ス管理者は、インダウト・トランザクションが解決されるまでは、PARTLY REMOVE_
AVAILABLEのセグメントをオンライン化するよりも、トランザクション用に新しくロール
バック・セグメントを作成できます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 分散トランザクションでの障害の詳細は、『Oracle9i データベース管理
者ガイド』を参照してください。

� トランザクション表の詳細は、B-5 ページの「ロールバック情報が必
要になる場合」を参照してください。
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ロールバック・セグメントの概要
遅延ロールバック・セグメント遅延ロールバック・セグメント遅延ロールバック・セグメント遅延ロールバック・セグメント
表領域がオフラインになったためにトランザクションをすぐにロールバックできない場合、
Oracle は遅延ロールバック・セグメント遅延ロールバック・セグメント遅延ロールバック・セグメント遅延ロールバック・セグメントに書き込みます。遅延ロールバック・セグメントに
は、表領域に適用できなかったロールバック・エントリが入っており、その表領域がオンラ
インに戻ったときに適用できるようになっています。表領域がオンラインに戻ってリカバリ
されると、これらのセグメントは消滅します。遅延ロールバック・セグメントは、SYSTEM
表領域内に自動的に作成されます。 

高水位標高水位標高水位標高水位標
高水位標高水位標高水位標高水位標は、セグメント内の使用済み領域と未使用領域間の境界です。受け取った新しい

空きブロックへの要求が既存の空きリストでは満たせない場合、 高水位標が示すブロック
は使用済みブロックになり、 高水位標は次のブロックに進められます。言い換えると、
高水位標の左にあるセグメント領域は使用済みであり、右にある領域は未使用です。 

図 B-5 は、それぞれの領域が、10K、20K、30K の３つのエクステントで構成されているセ
グメントを示します。 高水位標は、２つめのエクステントの中央にあります。このよう
に、このセグメントには、 高水位標の左に使用済み領域が 20K、右に未使用領域が 40K あ
ります。

図図図図 B-5 高水位標高水位標高水位標高水位標

エクステント1 エクステント3 

10K 30K

UNUSED SPACE = 40K

最高水位標�

セグメント�

20K

エクステント2 
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PCTFREE、PCTUSED と行連鎖
PCTFREE、、、、PCTUSED と行連鎖と行連鎖と行連鎖と行連鎖
手動管理の表領域の場合、PCTFREEおよび PCTUSEDという 2 つの領域管理パラメータで、
空き領域の使用を制御し、特定セグメントのすべてのデータ・ブロック内に行の挿入および
更新を実行できます。これらのパラメータは、表またはクラスタ（専用のデータ・セグメン
トを持つ）を作成または変更するときに指定します。記憶域パラメータ PCTFREEは、索引

（専用の索引セグメントを持つ）を作成または変更するときにも指定できます。 

PCTFREE パラメータパラメータパラメータパラメータ  PCTFREEパラメータは、ブロック内の既存の行を更新する場合に備え
てデータ・ブロック内で空き領域として確保確保確保確保される割合の 小値を設定します。 たとえば、
CREATE TABLE文で次のようにパラメータを指定するとします。 

PCTFREE 20 

これによって、この表のデータ・セグメント内の各データ・ブロックの 20% が空き状態で
維持されます。この空き領域は、各ブロック内の既存の行が更新される場合に使用されま
す。 行データとオーバーヘッドの合計が合計ブロック・サイズの 80% になるまで、新規の行
を行データ領域に追加し、それに対応する情報をオーバーヘッド領域の可変部分に追加でき
ます。図 B-6 は、PCTFREEを示しています。 

注意注意注意注意 : この説明は、LOB データ型（BLOB、 CLOB、NCLOBと BFILE）に
は適用されません。これらのデータ型は、PCTFREE記憶域パラメータや
空きリストを使用しません。 

詳細は、12-13 ページの「LOB データ型」を参照してください。 
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PCTFREE、PCTUSED と行連鎖
図図図図 B-6 PCTFREE

PCTUSED パラメータパラメータパラメータパラメータ  PCTUSEDパラメータは、新しい行をブロックに追加するときに、行
データとオーバーヘッドに使用できるブロックの割合の 小値を設定します。 データ・ブ
ロックが PCTFREEで指定した限界値まで満たされると、そのブロックにおける割合がパラ
メータ PCTUSEDの値を下回るまで、Oracle はそのブロックを新しい行の挿入には使用でき
ないものとみなします。この PCTUSED の値に到達するまでは、データ・ブロックの空き領
域は、すでにデータ・ブロックに入っている行の更新にのみ使用されます。 たとえば、
CREATE TABLE文で次のようにパラメータを指定するとします。 

PCTUSED 40 

この場合、この表のデータ・セグメントとして使用されるデータ・ブロックは、ブロックの
使用領域の総量が 39% 以下になるまでは、新しい行の挿入に使用できないものとみなされ
ます（ブロックの使用領域がそれ以前に PCTFREEに達していたと仮定します）。図 B-7 は、
このことを示しています。

PCTFREE = 20 
データ・ブロック�

20%の空き領域�

ブロックには80%まで�
行を挿入可能。�
残り20%はブロック内の�
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PCTFREE、PCTUSED と行連鎖
図図図図 B-7 PCTUSED

PCTFREE とととと PCTUSED の機能の機能の機能の機能  PCTFREEと PCTUSEDの連動により、データ・セグメント内に
あるエクステントのデータ・ブロック内の領域の使用が 適化されます。図 B-8 は、この 2
つのパラメータの相互作用を示しています。 

61%の�
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使用済み領域が40%未満�
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PCTFREE、PCTUSED と行連鎖
図図図図 B-8 PCTFREE とととと PCTUSED によるデータ・ブロックの空き領域の管理によるデータ・ブロックの空き領域の管理によるデータ・ブロックの空き領域の管理によるデータ・ブロックの空き領域の管理

 

新しく割り当てられたデータ・ブロックでは、挿入に使用できる領域は、ブロック・サイズ
からブロック・オーバーヘッドと空き領域（PCTFREE）の合計を引いた大きさです。既存
データの更新は、ブロック内の使用可能な領域をどれでも使用できます。 このため、更新に
よりブロックの使用可能な領域は、更新用に確保されている領域の PCTFREEより少なくで
きますが、挿入には使用できません。 
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PCTFREE、PCTUSED と行連鎖
各データ・セグメントと索引セグメントについて、Oracle は 1 つ以上の空きリスト空きリスト空きリスト空きリストを維持し
ます。空きリストとは、セグメントのエクステントに割り当てられているデータ・ブロック
で、PCTFREEよりも大きな空き領域があるブロックのリストのことです。これらのブロッ
クは挿入に使用できます。INSERT文を発行すると、表の空きリスト内で 初に使用可能な
データ・ブロックがチェックされ、可能であれば使用されます。 そのブロックの空き領域が
足りないために INSERT文に対応できない場合、そのブロックが PCTUSED以上であれば、
空きリストから外されます。1 つのセグメントに複数の空きリストがあれば、複数の挿入が
同時に行われるときに、空きリストの競合を軽減できます。 

DELETE文または UPDATE文が発行されると、Oracle はその文を処理して、ブロック内の使
用中の領域が PCTUSEDよりも小さくなったかどうかを調べます。 小さい場合、そのブロッ
クはトランザクション空きリストの先頭に登録され、そのトランザクションで 初に使用さ
れる使用可能ブロックになります。トランザクションがコミットされると、ブロック内の空
き領域は他のトランザクションで使用可能になります。 
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用語集用語集用語集用語集

AFTER トリガートリガートリガートリガー （（（（AFTER trigger））））

トリガーの定義時に、トリガーのタイミングを指定できる。トリガー・アクションをトリ
ガー文の前に実行するか、または後に実行するかを指定する。 

AFTERは、トリガー文の実行後にトリガー・アクションを実行する。 

BEFOREと AFTERは、文のトリガーと行のトリガーの両方に適用される。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 「トリガー（trigger）」

BEFORE トリガートリガートリガートリガー （（（（BEFORE trigger））））

トリガーの定義時に、トリガーのタイミングを指定できる。トリガー・アクションをトリ
ガー文の前に実行するか、または後に実行するかを指定する。 

BEFOREは、トリガー文の実行前にトリガー・アクションを実行する。 

BEFOREと AFTERは、文のトリガーと行のトリガーの両方に適用される。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 「トリガー（trigger）」

CHECK 制約制約制約制約 （（（（CHECK constraint））））

列または列の集合に対する CHECK 制約では、その表のすべての行について、指定した条件
が TRUE または UNKNOWN であることが必要。 DML 文の結果で CHECK 制約の条件が
FALSE に評価される場合、その文はロールバックされる。

COMMIT 

データベース内のデータに永続的な変更（挿入、更新、削除）を加える。変更をコミットす
る前は、変更を格納したり、データを以前の状態にリストアできるように新旧両方のデータ
が存在する。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 「ロールバック（roll back）」
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DBTZ 

データベース・タイム・ゾーン。

DDL 

データ定義言語。 データ構造を定義または変更する CREATE/ALTER TABLE/INDEXなどの
文。

DML 

データ操作言語。 表のデータを変更する INSERT、UPDATEおよび DELETEなどの文。

DOP 

操作の並列度。

Enterprise Manager 

異機種間環境を集中管理するための統合ソリューションを提供する Oracle のシステム管理
ツール。 Oracle 製品を管理するためのグラフィカル・コンソール、Oracle Management 
Servers、Oracle Intelligent Agent、共通サービスおよび管理ツールの組合せ。 

LogMiner 

管理者が SQL を使用してログ・ファイルの読取り、分析および解析を行うためのツール。 あ
らゆる REDO ログ・ファイル、オンラインまたはアーカイブでも表示できる。 Oracle 
Enterprise Manager アプリケーションである Oracle9i LogMiner Viewer により、GUI ベー
スのインタフェースが追加される。

NOT NULL 制約制約制約制約 （（（（NOT NULL constraint））））

表の列値が NULL でないことを求めるデータ整合性制約。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 「NULL 値（NULL value）」

NULL 値値値値 （（（（NULL value））））

1 つの行の 1 つの列に値がないこと。 NULL は、欠落しているデータ、不明なデータ、また
は適用できないデータを示す。 他の値（0（ゼロ）など）を暗示する目的では、NULL は使用
できない。

Oracle XA 

Oracle XA ライブラリは、Oracle サーバー以外のトランザクション・マネージャでグローバ
ル・トランザクションを調整できるようにする外部インタフェース。

Oracle アーキテクチャアーキテクチャアーキテクチャアーキテクチャ （（（（Oracle architecture））））

データベースの管理で Oracle サーバーが使用するメモリーとプロセスの構造。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 「データベース（database）」、 「プロセス（process）」、 「サーバー（server）」
用語集用語集用語集用語集 -2



Oracle プロセスプロセスプロセスプロセス （（（（Oracle process））））

Oracle プロセスは、Oracle サーバーのコードを実行する。 プロセスには、サーバー・プロセ
スとバックグラウンド・プロセスがある。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 「プロセス（process）」、 「サーバー・プロセス（server process）」、 「バックグラ
ウンド・プロセス（background process）」、 「ユーザー・プロセス（user process）」

PL/SQL 

オラクル社が開発した、SQL 言語を手続き型に拡張した言語。 PL/SQL を使用すると、SQL
文を手続き型構造と混合して使用できる。 さらに PL/SQL では、プロシージャ、ファンク
ションおよびパッケージなどの PL/SQL プログラム・ユニットを定義して実行できる。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 「SQL」

Real Application Clusters 

Oracle9i Enterprise Edition のオプション。複数の同時インスタンスが 1 つの物理データベー
スを共有できる。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 「インスタンス（instance）」

Recovery Manager （（（（RMAN））））

バックアップおよびリカバリの操作を管理する Oracle ユーティリティ。データベース・
ファイル（データ・ファイル、制御ファイルおよびアーカイブ REDO ログ・ファイル）の
バックアップを作成したり、バックアップを使用してデータベースのリストアやリカバリを
行う。

REDO ログログログログ （（（（redo log））））

データ・ファイルに書き込まれていないメモリー内の変更済みデータベース・データを保護
する一連のファイル。 REDO ログは、オンライン REDO ログとアーカイブ REDO ログの 2
部からなる場合がある。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 「オンライン REDO ログ（online redo log）」、 「アーカイブ REDO ログ
（archived redo log）」

REDO ログ・バッファログ・バッファログ・バッファログ・バッファ （（（（redo log buffer））））

REDO エントリ（データベースに対して行われた変更のログ）を格納するシステム・グロー
バル領域のメモリー構造。 REDO ログ・バッファ内に格納された REDO エントリは、オンラ
イン REDO ログ・ファイルに書き込まれ、データベースのリカバリが必要になったときに
REDO ログ・ファイルが使用される。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 「システム・グローバル領域（system global area: SGA）」

ROWID 

データベース内の行に対するグローバルな一意の識別子。ROWID は、表に行が挿入された
ときに作成され、その行が表から削除されたときに破棄される。
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SDTZ 

カレント・セッション・タイム・ゾーン。

SQL 

Structured Query Language。データにアクセスするための非手続き型言語。 ユーザーが処理
内容を SQL で記述すると、SQL 言語コンパイラは、データベースをナビゲートして指定さ
れたタスクを実行するためのプロシージャを自動的に生成する。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 「SQL*Plus」、 「PL/SQL」

SQL*Plus 

Oracle データベースに対して SQL 文を実行するために使用する Oracle のツール製品。
Oracle SQL には、ANSI/ISO 標準 SQL 言語に対する拡張機能が多数含まれている。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 「SQL」、 「PL/SQL」

Unicode 

世界のすべての言語のすべての文字を表現する方法。文字はコード・ポイントの順序として
定義され、基本的なコード・ポイントの後に任意のサロゲート数が続く。64K のコード・ポ
イントがある。

Unicode 列列列列 （（（（Unicode column））））

Oracle9i 以上の NCHAR、NVARCHAR2または NCLOB型の列。Unicode 列は、Unicode を保持
できることが保証されている。

UTC 

協定世界時。以前は、グリニッジ標準時（GMT）と呼ばれていた。

アーカイブアーカイブアーカイブアーカイブ REDO ログログログログ （（（（archived redo log））））

オンライン REDO ログ・ファイルがいっぱいになった場合、アーカイブ REDO ログを作成
して再利用する前にアーカイブすることもできる。 アーカイブ REDO ログは、アーカイブ済
み（オフライン）REDO ログ・ファイルによって構成される。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 「REDO ログ（redo log）」

アーキテクチャアーキテクチャアーキテクチャアーキテクチャ （（（（architecture））））

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 「Oracle アーキテクチャ（Oracle architecture）」

一意キー制約一意キー制約一意キー制約一意キー制約 （（（（UNIQUE key constraint））））

データ整合性制約。列または列の集合（キー）内のすべての値が一意である（つまり、指定
した列または列の集合内では、表の 2 つの行の値が重複していない）必要がある。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 「整合性制約（integrity constraint）」、 「キー（key）」
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一時セグメント一時セグメント一時セグメント一時セグメント （（（（temporary segment））））

一時セグメントは、SQL 文の実行を完了するために一時的な作業領域が必要なときに、
Oracle によって作成される。 その文の実行が終了すると、一時セグメントのエクステントは
後で使用できるようにシステムに戻される。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 「エクステント（extent）」、 「セグメント（segment）」

インスタンスインスタンスインスタンスインスタンス （（（（instance））））

Oracle インスタンスは、システム・グローバル領域（SGA）および Oracle バックグラウン
ド・プロセスで構成される。データベースを起動するたびに、システム・グローバル領域

（SGA）が割り当てられ、Oracle バックグラウンド・プロセスが起動される。SGA は、イン
スタンスが停止したときに割当てが解除される。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 「バックグラウンド・プロセス（background process）」、 「システム・グローバ
ル領域（system global area: SGA）」

エクステントエクステントエクステントエクステント （（（（extent））））

論理データベース記憶域の第 2 レベル。 特定数の連続したデータ・ブロック。特定のタイプ
の情報を格納するために割り当てられている。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 「データ・ブロック（data block）」、 「セグメント（segment）」

演算子演算子演算子演算子 （（（（operator））））

メモリー管理における演算子とは、ソート、ハッシュ結合またはビットマップ・マージなど
のデータ・フロー演算子を指す。

オブジェクト型オブジェクト型オブジェクト型オブジェクト型 （（（（object type））））

オブジェクト型は仕様部と本体の 2 部からなる。本体は、常に仕様部のタイプに依存する。

オフラインオフラインオフラインオフライン REDO ログログログログ （（（（offline redo log））））

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 「アーカイブ REDO ログ（archived redo log）」

オンラインオンラインオンラインオンライン REDO ログログログログ （（（（online redo log））））

オンライン REDO ログは、2 つ以上のオンライン REDO ログ・ファイルの集合であり、
データベースに対して行われたすべての変更が、コミット済みかどうかを問わず記録され
る。 REDO エントリは、システム・グローバル領域の REDO ログ・バッファに一時的に格納
され、バックグラウンド・プロセス LGWR はこの REDO エントリをオンライン REDO ロ
グ・ファイルに順次書き込む。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 「REDO ログ（redo log）」、 「システム・グローバル領域（system global area: 
SGA）」、 「バックグラウンド・プロセス（background process）」、 「ログ・ライター・プロ
セス（log writer process: LGWR）」
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外部キー外部キー外部キー外部キー （（（（foreign key））））

整合性制約。列または列の集合の値が、それぞれ関連する表の一意または主キーの値と一致
する必要がある。

また、外部キー制約は、参照データが変更された場合に依存データを処理する方法を Oracle
に指示する、参照整合性アクションも定義する。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 「整合性制約（integrity constraint）」、 「主キー（primary key）」

キーキーキーキー （（（（key））））

特定なタイプの整合性制約の定義に含まれる列または列の集合。 キーは、リレーショナル・
データベースの異なる表と列の間の関連を記述するものである。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 「整合性制約（integrity constraint）」、 「外部キー（foreign key）」、 「主キー
（primary key）」

キャラクタ・セマンティクスキャラクタ・セマンティクスキャラクタ・セマンティクスキャラクタ・セマンティクス （（（（character semantics））））

文字列の長さが文字で測定される。

行行行行 （（（（row））））

表内のエンティティまたはレコードに関係する一連の属性または値。 行は、1 つのレコード
に対応する列情報の集まりである。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 「列（column）」、 「表（table）」

共有サーバー共有サーバー共有サーバー共有サーバー （（（（shared server））））

多数のユーザー・プロセスが少数のサーバー・プロセスを共有できるデータベース・サー
バー構成。これにより、サーバー・プロセスの数を 低限に抑え、使用可能なシステム・リ
ソースの使用効率を 大化できる。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 「専用サーバー（dedicated server）」

共有プール共有プール共有プール共有プール （（（（shared pool））））

共有 SQL 領域などの共有メモリー構成メンバーを含むシステム・グローバル領域の一部。 
データベースに送られる一意の SQL 文それぞれを処理するために、共有 SQL 領域が必要に
なる。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 「システム・グローバル領域（system global area: SGA）」、 「SQL」

クライアントクライアントクライアントクライアント / サーバー・アーキテクチャサーバー・アーキテクチャサーバー・アーキテクチャサーバー・アーキテクチャ （（（（client/server architecture））））

2 つの CPU 間で処理を分割するソフトウェア・アーキテクチャ。1 つの CPU は、トランザ
クションでクライアントとして機能し、サービスを要求して受け取る。もう 1 つはトランザ
クションでサービスを提供するサーバーとして機能する。
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クライアントクライアントクライアントクライアント （（（（client））））

クライアント / サーバー・アーキテクチャにおけるフロントエンドのデータベース・アプリ
ケーションで、キーボード、ディスプレイおよびマウスなどのポインティング・デバイスを
使用してユーザーと対話する。クライアント部分ではデータをアクセスしない。クライアン
ト部分は、サーバー部分が管理するデータの要求、処理および提示のみを行う。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 「クライアント / サーバー・アーキテクチャ（client/server architecture）」、 
「サーバー（server）」

クラスタクラスタクラスタクラスタ （（（（cluster））））

表データを格納するためのオプションの構造。クラスタとは、物理的にまとめて格納される
1 つ以上の表のグループ。それらの表は、共通の列を共有しており、通常、一緒に使用され
るため、まとめて格納される。 関連する行が物理的にまとめて格納されているため、ディス
ク・アクセス時間が短縮される。

サーバーサーバーサーバーサーバー （（（（server））））

クライアント / サーバー・アーキテクチャで、Oracle ソフトウェアを実行し、同時実行の共
有データ・アクセスに必要な機能を処理するコンピュータ。 サーバーは、クライアント・ア
プリケーションから発行された SQL 文や PL/SQL 文を受け取って処理する。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 「クライアント（client）」、 「クライアント / サーバー・アーキテクチャ
（client/server architecture）」

サーバー・プロセスサーバー・プロセスサーバー・プロセスサーバー・プロセス （（（（server process））））

サーバー・プロセスは、接続されているユーザー・プロセスからの要求を処理する。 サー
バー・プロセスは、対応付けられたユーザー・プロセスの要求を実行するために、ユー
ザー・プロセスと通信し、Oracle と対話する。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 「プロセス（process）」、 「ユーザー・プロセス（user process）」

索引索引索引索引 （（（（index））））

表とクラスタに関連したオプションの構造。 表の 1 つ以上の列に索引を作成し、その表に対
する SQL 文の実行を高速化できる。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 「クラスタ（cluster）」

索引セグメント索引セグメント索引セグメント索引セグメント （（（（index segment））））

各索引には、そのデータをすべて格納する索引セグメントが 1 つある。 パーティション索引
の場合は、各パーティションに 1 つずつ索引セグメントがある。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 「索引（index）」、 「セグメント（segment）」

索引タイプ索引タイプ索引タイプ索引タイプ （（（（indextype））））

ドメイン索引の管理でサポートされている一連の演算子とルーチンを指定して、新規の索引
付けスキームを登録するオブジェクト。 
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サブタイプサブタイプサブタイプサブタイプ （（（（subtype））））

ユーザー定義データ型の階層におけるサブタイプは、常にそのサブタイプのスーパータイプ
に依存している。

参照整合性参照整合性参照整合性参照整合性 （（（（referential integrity））））

1 つの表のキー（列または列の集合）に対して定義される規則であり、そのキーの値が関連
する表のキーの値（参照値）と一致することを保証する。

また、参照整合性には、参照先のデータに対してどのようなタイプのデータ操作を許可する
か、およびその操作の結果として依存データがどのような影響を受けるかについて指示する
規則が含まれている。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 「キー（key）」

システム・グローバル領域システム・グローバル領域システム・グローバル領域システム・グローバル領域 （（（（system global area: SGA））））

共有メモリー構造のグループ。1 つの Oracle データベース・インスタンスに関するデータと
制御情報が含まれている。 複数のユーザーが同じインスタンスに同時に接続した場合、その
インスタンスの SGA 内のデータはユーザー間で共有される。したがって、SGA は共有グ
ローバル領域と呼ばれることもある。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 「インスタンス（instance）」

シノニムシノニムシノニムシノニム （（（（synonym））））

表、ビュー、順序またはプログラム・ユニットの別名。 

主キー主キー主キー主キー （（（（primary key））））

主キー制約の定義に含まれる列（または列の集合）。 主キーの値は、表内の各行を一意に識別
する。 1 つの表には 1 つの主キーのみが定義できる。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 「主キー制約（PRIMARY KEY constraint）」

主キー制約主キー制約主キー制約主キー制約 （（（（PRIMARY KEY constraint））））

列または列の集合に重複値と NULL を許可しない整合性制約。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 「整合性制約（integrity constraint）」

順序順序順序順序 （（（（sequence））））

データ実表の数値列について、連続する一意の数値のリストを生成する。

スーパータイプスーパータイプスーパータイプスーパータイプ （（（（supertype））））

関連項目関連項目関連項目関連項目 :「サブタイプ（subtype）」
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スキーマスキーマスキーマスキーマ （（（（schema））））

データベース・オブジェクトの集合。ビュー、順序、ストアド・プロシージャ、シノニム、
索引、クラスタおよびデータベース・リンクなどの論理構造が含まれる。スキーマには、そ
のスキーマを制御するユーザーの名前が付いている。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 「論理構造（logical structures）」

制御ファイル制御ファイル制御ファイル制御ファイル （（（（control file））））

データベースの物理構造を記録し、データベース名、関連データベースおよびオンライン
REDO ログ・ファイルの名前と位置、データベース作成のタイムスタンプ、カレント・ログ
順序番号およびチェックポイント情報を含むファイル。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 「物理構造（physical structures）」、 「REDO ログ（redo log）」

整合性整合性整合性整合性 （（（（integrity））））

関連項目関連項目関連項目関連項目 :「データ整合性（data integrity）」

整合性制約整合性制約整合性制約整合性制約 （（（（integrity constraint））））

表の列に対してルールを定義する宣言メソッド。整合性制約によって、データベースに関連
するビジネス・ルールが実施され、表への無効なエントリが防止される。

セグメントセグメントセグメントセグメント （（（（segment））））

論理データベース記憶域の第 3 レベル。セグメントはエクステントの集合で、それぞれ特定
のデータ構造体に割り当てられ、それら全体が同じ表領域に格納されている。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 「エクステント（extent）」、 「データ・ブロック（data block）」

セッションセッションセッションセッション （（（（session））））

ユーザー・プロセスを使用した、ユーザーから Oracle インスタンスへの特定の接続。 セッ
ションは、ユーザーが接続した時点から、接続を切断するかデータベース・アプリケーショ
ンを終了する時点まで続く。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 「接続（connection）」、 「インスタンス（instance）」、 「ユーザー・プロセス
（user process）」

接続接続接続接続 （（（（connection））））

ユーザー・プロセスと Oracle インスタンスとの間の通信経路。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 「セッション（session）」、 「ユーザー・プロセス（user process）」

専用サーバー専用サーバー専用サーバー専用サーバー （（（（dedicated server））））

1 つのサーバー・プロセスが 1 つのユーザー・プロセスの要求を処理するデータベース・
サーバー構成。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 「共有サーバー（shared server）」
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データ整合性データ整合性データ整合性データ整合性 （（（（data consistency））））

多数のユーザーがデータに同時にアクセスできる（並行性）マルチユーザー環境における
データ整合性とは、ユーザー自身および他のユーザーのトランザクションによる変更を表示
可能にし、各ユーザーが整合性のとれたデータのビューを参照することを意味する。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 「並行性（concurrency）」

データ整合性データ整合性データ整合性データ整合性 （（（（data integrity））））

受入れ可能なデータに関する規格を指定するビジネス・ルール。このルールは整合性制約お
よびトリガーを使用してデータベースに適用され、無効なエントリが表に登録されることを
防止する。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 「整合性制約（integrity constraint）」、 「トリガー（trigger）」

データ・セグメントデータ・セグメントデータ・セグメントデータ・セグメント （（（（data segment））））

それぞれの非クラスタ化表には、1 つのデータ・セグメントがある。 表のデータはすべて、
そのデータ・セグメントのエクステントに格納される。 パーティション表の場合は、各パー
ティションに 1 つずつデータ・セグメントがある。

各クラスタには、1 つのデータ・セグメントがある。 クラスタ内のすべての表のデータが、
そのクラスタのデータ・セグメントに格納される。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 「クラスタ（cluster）」、 「エクステント（extent）」、 「セグメント（segment）」

データ・ディクショナリデータ・ディクショナリデータ・ディクショナリデータ・ディクショナリ （（（（data dictionary））））

特定のデータベースに関する読取り専用の参照として使用される中心的な一連の表や
ビュー。データ・ディクショナリには、次の情報が保存される。

� データベースの論理構造と物理構造

� データベースの有効なユーザー

� 整合性制約に関する情報

� スキーマ・オブジェクトに割り当てられている領域の量とその使用率

データ・ディクショナリはデータベースの作成時に作成され、データベースの構造が更新さ
れると自動的に更新される。

データ・ファイルデータ・ファイルデータ・ファイルデータ・ファイル （（（（data file））））

Oracle で作成されたディスク上のオペレーティング・システム物理ファイルで、表や索引な
どのデータ構造が含まれる。データ・ファイルは、1 つのデータベースにのみ属することが
できる。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 「索引（index）」、 「物理構造（physical structures）」
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データ・ブロックデータ・ブロックデータ・ブロックデータ・ブロック （（（（data block））））

Oracle データベース内にあるデータ記憶域の 小論理単位。論理ブロック、Oracle ブロック
またはページとも呼ばれる。 1 つのデータ・ブロックは、ディスク上の特定のバイト数の物
理データベース領域に対応する。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 「エクステント（extent）」、 「セグメント（segment）」

データベースデータベースデータベースデータベース （（（（database））））

1 つの単位として取り扱われるデータの集まり。 データベースの目的は、関連する情報の格
納や取出しである。

データベース・バッファデータベース・バッファデータベース・バッファデータベース・バッファ （（（（database buffer））））

システム・グローバル領域内の情報を格納する各種メモリー構造のタイプの 1 つ。データ
ベース・バッファには、直前に使用されたデータのブロックが格納される。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 「システム・グローバル領域（system global area: SGA）」

データベース・バッファ・キャッシュデータベース・バッファ・キャッシュデータベース・バッファ・キャッシュデータベース・バッファ・キャッシュ （（（（database buffer cache））））

直前に使用されたデータのブロックが格納されるシステム・グローバル領域内のメモリー構
造。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 「システム・グローバル領域（system global area: SGA）」

データベース・ライター・プロセスデータベース・ライター・プロセスデータベース・ライター・プロセスデータベース・ライター・プロセス （（（（database writer process: DBWn））））

データ・ファイルにバッファの内容を書き込む Oracle バックグラウンド・プロセス。 DBWn
プロセスは、データベース・バッファ・キャッシュ内の変更された（使用済み）バッファを
ディスクに書き込む。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 「バッファ・キャッシュ（buffer cache）」

データベース・リンクデータベース・リンクデータベース・リンクデータベース・リンク （（（（database link））））

名前を持つスキーマ・オブジェクト。あるデータベースから別のデータベースへのパスを記
述する。分散データベースでグローバル・オブジェクト名が参照されると、データベース・
リンクが暗黙的に使用される。

ディスパッチャ・プロセスディスパッチャ・プロセスディスパッチャ・プロセスディスパッチャ・プロセス （（（（dispatcher processes: Dnnn））））

オプションのバックグラウンド・プロセス。共有サーバー構成を使用している場合のみ存在
する。 使用中の通信プロトコルごとに、少なくとも 1 つのディスパッチャ・プロセス

（D000、... 、Dnnn）が作成される。 各ディスパッチャ・プロセスは、接続されたユーザー・
プロセスから利用できる共有サーバー・プロセスへの要求の経路を指示し、適切なユー
ザー・プロセスにその応答を戻す。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 「共有サーバー（shared server）」
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問合せブロック問合せブロック問合せブロック問合せブロック （（（（query block））））

表に対する自己完結型 DML。問合せブロックは、トップレベルの DML または副問合せの
場合がある。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 「DML」

トランザクショントランザクショントランザクショントランザクション （（（（transaction））））

1 つ以上の SQL 文を含む論理的な作業単位。トランザクション内のすべての文は、まとめて
コミットまたはロールバックされる。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 「COMMIT」、 「ロールバック（roll back）」

トリガートリガートリガートリガー （（（（trigger））））

表またはビューの変更時に、自動的に起動されるストアド・データベース・プロシージャ。
たとえば、INSERT、UPDATEまたは DELETE操作によって起動される。

パーティションパーティションパーティションパーティション （（（（partition））））

表または索引の下位の管理しやすいピース。

バイト・セマンティクスバイト・セマンティクスバイト・セマンティクスバイト・セマンティクス （（（（byte semantics））））

文字列の長さがバイトで測定される。

バックグラウンド・プロセスバックグラウンド・プロセスバックグラウンド・プロセスバックグラウンド・プロセス （（（（background process））））

バックグラウンド・プロセスでは、各ユーザー・プロセスごとに実行される複数の Oracle
プログラムによって処理されるようなファンクションを統合する。 バックグラウンド・プロ
セスは、I/O を非同期的に実行し、他の Oracle プロセスを監視することにより、並列性を
強化してパフォーマンスおよび信頼性を向上させる。

Oracle は、インスタンスごとに 1 組のバックグラウンド・プロセスを作成する。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 「インスタンス（instance）」、 「プロセス（process）」、 「Oracle プロセス（Oracle 
process）」、 「ユーザー・プロセス（user process）」

バッファ・キャッシュバッファ・キャッシュバッファ・キャッシュバッファ・キャッシュ （（（（buffer cache））））

データベース・バッファ・キャッシュは SGA の一部で、データ・ファイルから読み込んだ
データ・ブロックのコピーを保持する。 インスタンスに同時接続されたユーザー・プロセス
はすべて、データベース・バッファ・キャッシュへのアクセスを共有する。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 「システム・グローバル領域（system global area: SGA）」
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ビュービュービュービュー （（（（view））））

ビューとは、1 つ以上の表のデータをユーザーの必要に合せて調整したデータ表現。 ビュー
は、ストアド・クエリーとみなすこともできる。ビューにデータは実際には含まれていな
い。データは基になる表から導出される。

表の場合と同じように、ビューに対しても、いくつかの制限付きで問合せ、更新、挿入およ
び削除を実行できる。ビュー上で実行する操作は、そのビューの実表に影響を与える。

表表表表 （（（（table））））

Oracle データベースにおけるデータ記憶域の基本単位。表データは、行と列に格納されてい
る。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 「列（column）」、 「行（row）」

表領域表領域表領域表領域 （（（（tablespace））））

関連する論理構造をまとめてグループ化したデータベース記憶域の単位。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 「論理構造（logical structures）」

物理構造物理構造物理構造物理構造 （（（（physical structures））））

データ・ファイル、REDO ログ・ファイルおよび制御ファイルを含めた Oracle データベー
スの物理データベース構造。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 「論理構造（logical structures）」

フラッシュバック問合せフラッシュバック問合せフラッシュバック問合せフラッシュバック問合せ （（（（flashback query））））

Oracle のマルチバージョン読込み一貫性機能を使用しており、必要に応じて取消しを適用す
ることでデータをリストアする。 特定の実時間またはユーザー指定のシステム変更番号

（SCN）による、履歴データの表示、修復およびデータベースへの問合せを実行できる。 

プログラム・グローバル領域プログラム・グローバル領域プログラム・グローバル領域プログラム・グローバル領域 （（（（program global area: PGA））））

サーバー・プロセス用のデータや制御情報を含むメモリー・バッファ。 サーバー・プロセス
の起動時に、Oracle によって作成される。 PGA 内の情報は Oracle の構成によって異なる。

プロセスプロセスプロセスプロセス （（（（process））））

Oracle インスタンスにおける各プロセスは、特定のジョブを実行する。Oracle とデータベー
ス・アプリケーションの作業を複数のプロセスに分割することにより、複数のユーザーやア
プリケーションが同時に 1 つのデータベース・インスタンスに接続できる。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 「Oracle プロセス（Oracle process）」、 「ユーザー・プロセス（user process）」

分散処理分散処理分散処理分散処理 （（（（distributed processing））））

複数のコンピュータを使用するソフトウェア・アーキテクチャ。関連するジョブの集まりを
分割処理する。分散処理により、1 つのコンピュータでのワークロードが軽減する。
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並行性並行性並行性並行性 （（（（concurrency））））

多数のユーザーによる同一のデータへの同時アクセス。マルチユーザー・データベース管理
システムには、データが正しく更新または変更され、データ整合性が維持されるように、適
切な並行性制御が必要である。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 「データ整合性（data consistency）」

マテリアライズド・ビューマテリアライズド・ビューマテリアライズド・ビューマテリアライズド・ビュー （（（（materialized view））））

マテリアライズド・ビューは、問合せ結果を別々のスキーマ・オブジェクトに格納して、表
データへの間接アクセスを提供する。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 「ビュー（view）」

ユーザー・プロセスユーザー・プロセスユーザー・プロセスユーザー・プロセス （（（（user process））））

ユーザー・プロセスは、アプリケーションまたは Oracle のツール製品のコードを実行する。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 「プロセス（process）」、 「Oracle プロセス（Oracle process）」

ユーザー名ユーザー名ユーザー名ユーザー名 （（（（user name））））

Oracle サーバーと他のユーザーがユーザーを識別するための名前。すべてのユーザー名には
パスワードが関連付けられており、Oracle データベースに接続するときはユーザー名とパス
ワードの両方を入力する必要がある。

優先順位逆転優先順位逆転優先順位逆転優先順位逆転 （（（（priority inversion））））

優先順位逆転は、優先順位の高いジョブが優先順位の低いジョブより少ないリソース量で実
行される場合に発生する。したがって、予定した優先順位が逆転する。

読込み一貫性読込み一貫性読込み一貫性読込み一貫性 （（（（read consistency））））

マルチユーザー環境では、Oracle の読込み一貫性によって次の内容が保証される。

� 文が参照する一連のデータは、文の実行中不変である（文レベルの読込み一貫性）。

� データベース・データの読み書きでは、他のユーザーによる同じデータの読み書きを待
機しない。データベース・データへの書込みでは、同時トランザクションで同じ行を更
新している他のユーザーを待機するのみである。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 「並行性（concurrency）」、 「データ整合性（data consistency）」

ラージ・プールラージ・プールラージ・プールラージ・プール （（（（large pool））））

Oracle のバックアップ処理とリストア処理、I/O サーバー・プロセスおよび共有サーバーと
Oracle XA のセッション・メモリー用に、大量のメモリー割当てを提供するシステム・グ
ローバル領域内のオプション領域。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 「システム・グローバル領域（system global area: SGA）」、 「プロセス
（process）」、 「共有サーバー（shared server）」、 「Oracle XA」
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列列列列 （（（（column））））

特定のデータ・ドメインを表すデータベース表内の垂直方向の領域。列には、列名および特
定のデータ型がある。たとえば、従業員情報の表では、すべての従業員の採用年月日は 1 つ
の列で構成される。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 「行（row）」、 「表（table）」

ロールバックロールバックロールバックロールバック （（（（roll back））））

コミットされていないトランザクション内の SQL 文によって実行されたデータ変更を取り
消す。トランザクションをコミットした後は、ロールバックできない。

Oracle は、ロールバック・セグメントを使用して古い値を格納する。 REDO ログには、変更
の履歴が記録される。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 「COMMIT」、 「トランザクション（transaction）」、「 ロールバック・セグメント
（rollback segment）」

ロールバック・セグメントロールバック・セグメントロールバック・セグメントロールバック・セグメント （（（（rollback segment））））

ロールバック情報を一時的に格納するために、データベース管理者が作成した論理データ
ベース構造。ロールバック・セグメントには、コミットされるまでに、トランザクションの
SQL 文で変更された古いデータが格納される。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 「COMMIT」、 「論理構造（logical structures）」、 「セグメント（segment）」

ログ・ライター・プロセスログ・ライター・プロセスログ・ライター・プロセスログ・ライター・プロセス （（（（log writer process: LGWR））））

ログ・ライター・プロセス（LGWR）は、REDO ログ・バッファ管理、つまりディスク上の
REDO ログ・ファイルへの REDO ログ・バッファの書込みを実行する。 LGWR は、 後の
書込み以後にバッファにコピーされた REDO エントリすべてを、REDO ログ・ファイルに
書き込む。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 「REDO ログ（redo log）」

論理構造論理構造論理構造論理構造 （（（（logical structures））））

表領域、スキーマ・オブジェクト、データ・ブロック、エクステントおよびセグメントを含
めた Oracle データベースの論理構造。 物理構造と論理構造が分離されているので、論理的な
記憶構造へのアクセスに影響を与えずに、データの物理的な記憶域を管理できる。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 「物理構造（physical structures）」
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