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ウェアとソフトウェアを事前に組み合

わせ最適化し、最も高性能な仕組みを

最も安価に提供していくことをコンセ

プトにした“Oracle Engineered

Systems”を基軸に展開していくと説

明。そして、地球上で最も包括的なク

ラウドとして“Oracle Cloud”も提供

する。複雑で歪なシステム環境をシン

プル化し、コスト構造を変革すること

を 目 的 に 、 Oracle Engineered

Systemsと、その要素技術により構成

されるOracle Cloudの２つがオラクル

の２大製品カテゴリになると述べた。

三澤氏は、今後１～２年のうちにオラ

クルは相当大きなクラウドプロバイダ

になることは間違いない。しかも

Oracle Engineered Systems上で構成

されるデータベースサービスとJava

ッグデータ戦略と最新のアプライアン

ス製品について日本オラクルの下道か

らご紹介させていただきます」と挨拶

した。

日本オラクルの専務執行役員で製品

事業統括を務める三澤智光氏の講演

は、オラクル・コーポレーションの企

業規模とイノベーションへの投資の紹

介から始まった。三澤氏は、アプリケ

ーションからストレージまでのシステ

ムスタックを垂直統合する製品戦略だ

けでなく、各レイヤが独立した形でベ

ストオブブリードを構成するオープン

スタンダード戦略によってお客様のシ

ステム資産と選択肢を保護する取り組

みも行っている。また、最近ではクラ

ウド関連企業のM&Aに注力している

ほか、ネットワーク仮想化(SDN)技術

を持つXsigo Systems社を買収したこ

とを強調した。売上に占めるR&D投

資は12.1％に上り、IBM、HPを大幅

に上回っていると述べた。

“Oracle Engineered Systems”

による次世代型のコンピューティン

グ環境

オラクルの製品事業戦略は、ハード

日本オラクルは、10月30日・31日

の２日間、約１カ月前に米国で開催し

た「Oracle OpenWorld 2012 San

Francisco」の内容を凝縮して国内向け

に紹介する「Oracle Days Tokyo 2012」

と、製品やサービスに関する顧客の経

験価値を向上する「Oracle Customer

Experience Summit」を開催した。

NTTグループ企業向け特別セミナー

「Oracle Communications Day」は、

本イベントの一環で開催された。

冒頭、日本オラクルの常務執行役員

通信営業統括本部長の三露正樹氏は、

「世界中から約５万人が参加したOracle

OpenWorld 2012 San Franciscoでは、

新製品の発表が目白押しでした。その

サマリー版を日本オラクルの製品の責

任者である三澤からNTTグループ様向

けにご紹介させていただくほか、オラ

クルが満を持して市場投入するデータ

ベース製品の最新版“Oracle Dababase

12c（Oracle DB 12c）”の機能について、

オラクルのデータベース開発総責任者

であるアンディ・メンデルソンから紹

介します。加えて、私どものパートナ

ーであるNTTデータ先端技術の堀尾様

からOracle Exadataを中心としたベン

チマークやPoC（Proof of Concept）の

経験を踏まえた業務への利活用につい

てお話いただき、最後にオラクルのビ

去る10月30日、昨年に続き2回目となるNTTグループ企業向け特別セミナー「Oracle Communications Leaders Day」が開催され
た。本セミナーは、サンフランシスコで開催された米オラクルの年次イベント「Oracle OpenWorld 2012 San Francisco」のエッセ
ンスの紹介に加え、NTTデータ先端技術のオラクル事業及びビッグデータへの取組み、オラクルのビッグデータ戦略と製品・技術
をNTTグループ企業の方々に紹介するというものだ。セミナー当日は、NTTグループ企業10社から70名が聴講に訪れた。

日本オラクル㈱　専務執行役員
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サービスでは、オンプレミスシステム

と、プライベートクラウド、パブリッ

ククラウドとの相互連携が容易になる

ことを強調している。

続いて三澤氏は、Oracle Engineered

Systemsによるイノベイティーブな製品

として、第４世代の「Oracle Exadata

Database Machine X3」を紹介した。

IntelのCPUはこの10年で100倍に性能

が向上しているが、ハードディスクの

速度は1.2倍～1.4倍程度、サーバとスト

レージを結ぶネットワークの速度は４

倍～10倍程度と、頭の回転は良くなっ

ているが手足がついて行かないのが現

在のコンピュータ・アーキテクチャー。

例えば、全件検索の指示を行った時に

は、システムの中で最も進化が遅いハ

ードディスクにアクセスすることにな

る。これをOracle Exadataでは、スト

レージ層にソフトウェアを組み込み、

InfiniBandを活用することで、卓越し

た処理性能を実現している（スライド

1）。Oracle Exadataは世界で唯一、オ

ンライントランザクション処理、デー

タウェアハウス処理、データベースク

ラウドなど、あらゆるワークロードの

統合を可能にした最高速のマシンであ

ると語っている。

O r a c l e

Exadata X3では

「Database In-

Memory」とい

うコンセプトが

採用されている

（スライド 2）。

三澤氏は、X2と

同じ価格であり

ながら、22Tバイトのフラッシュメモリ

を搭載し、データ圧縮テクノロジーが

巨大なメモリ空間をさらなる有効活用

を実現する。また、オラクル独自のソ

フトウェア技術「Smart Flash Cache

Write-Back」で、高負荷なオンライン

処理であっても、より高速に処理でき

るよう機能強化されている。これによ

り、200Tバイトの情報系データを、ま

た60バイトの勘定系データを全てメモ

リ空間上で扱うことが可能となり、さ

らなる高速処理が実現された。Oracle

Exadataは、ハードディスクの遅さに

足を引っ張られることがない処理が可

能になる。製品ファミリーには1/8ラッ

クもラインナップに追加されている。

すでに日本でも様々な用途でOracle

Exadataが導入されており、しかも日

本を代表する企業が導入していると製

品の優位性を強調している。

さらに三澤氏は、アプリケーション

サーバをより高速化するために

InfiniBandを活用したニューミドルウ

ェアマシン「Oracle Exalogic Elastic

Cloud X3」と、Exalogicの導入事例を

紹介したのに続いて、情報分析専用機

「 Oracle Exalytics In-Memory

Machine」でデータベース処理時間や

分析の処理時間を大幅に削減できるこ

とを紹介した。このマシンは、Intel

のCPUコア40コアに1TBのDRAM、

ソフトウェアとしてOracleのBIサー

バとインメモリDB製品「TimesTen」

や多次元DB製品「Essbase」を実装。
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ドを指し、クラウド時代のデータベース

という意味合いが込められている。

メンデルソン氏は、オラクルはクラ

ウド時代のデータベースを支えるイノ

ベーションに継続的に取り組んできた

と前置きし、クラウドにおけるデータ

ベースの主な要件として、データベー

スの「統合」と「圧縮」「編集

（Redaction)」の３つをあげる。そし

て、ある企業におけるサーバ統合やデ

ータベース統合、ストレージ、データ

セキュリティといったシステム上の課

題とそれに対する解決策をストーリー

仕立てのビデオで紹介し、デモストレ

ーションを交えながら、Oracle DB

12cの強みをアピールした。

まず、データベースの統合を効率的

に行うという課題に対して、Oracle DB

12cではストレージやメモリなどのすべ

てのリソースをコンテナ・データベー

ス に 格 納 （ 統 合 ） し 共 有 す る

“Pluggable Database”と呼ぶ新たな仕

組みによって、効率的な統合が可能に

なると説明。例えば、ERP、CRM、

DWHの３つのDBを１つのコンテナに

収納することで、メモリとプロセスを

共有することができるとして、メンデ

ルソン氏はこれを“データベースの仮

想化”と表現した。また、コンテナ部

分にパッチを適用すれば、それに収容

されるすべてのPluggable Databaseに

もパッチが適用されることや、コンテ

ナ単位でバックアップを実行可能な点、

Pluggable Database単位でリソースの

優先度を管理できる点など、メンテナ

ンス性や管理性も強化されていると同

氏は語った。この仕組みにより、同社

の検証では個別データベースの運用と

比較して、ハードウェア・リソースを6

分の1に削減できたほか、スケーラビリ

ティが５倍に向上するなど高い効率性

を確保することができたという。

次に、データベース圧縮の課題に関

しては、Oracle DB 12cでは、利用頻度

によってデータをホット・データ（赤）、

ウォーム・データ（黄）、アーカイブ・

データ（青）の３つに分け、高速アク

セスが可能なデータから高圧縮が必要

なデータまでをヒートマップで効率的

に管理する仕組みを取り入れていると

説明し、ヒートマップの作成はポリシ

ーによって容易に設定可能で、データ

のライフサイクル・マネジメントを自

動化し、ストレージ・フットプリント

の削減につながると強調した。

３ つ 目 の デ ー タ ベ ー ス 編 集

（Redaction）の課題については、デー

タベースセキュリティは最も重視され

ているものであり、機密情報や個人情

報の保護は重要であることを強調。

Oracle DB 12cに実装されているデー

タリダクション（データ編集）機能で

は、例えばコールセンターでは、アプ

リケーション上に表示されるデータを

動的にマスキングできる機能を組み込

んでおり、オペレータには必要な情報

だけが見えるようになる。これにより、

企業が管理している個人情報の保護が

可能になると事例を含めて説明した。

最後にメンデルソン氏は、DB 12cに

移行することで、基本機能もより高いパ

フォーマンスが得られることをアピー

ル。Oracle DB 12cの製品出荷は来年を予

定しているが、すでにオラクル社内では

本番稼動しており、ユーザーからも大き

な期待が集まっているデータベースであ

BIのワークロードで発生するボトルネ

ックの２つの要因（DB処理とBIサー

バ）を解消するために、インメモリ

DBを活用して高速処理する製品であ

る。三澤氏は、ExadataとExalytics

を組み合わせることで、BIのトータル

のワークロードをより高速化するオラ

クルしかないテクノロジーであり、同

時実行数5000で0.5秒のレスポンスと

いう驚異的なパファーマンスを実証し

たことを強調。最後にシカゴ市警察で

SNSを予兆を把握するメディアとして

活用し、治安維持、犯罪抑制につなげ

たビッグデータ管理の事例もデモスト

レーションを交えて紹介した。

クラウド対応を強化した

次世代データベース

「Oracle Database 12c」

続いて、データベース製品開発総責任

者のアンディ・メンデルソン氏は、来年

製品出荷を予定している、クラウド対応

を強化したデータベースの最新版

「Oracle Database 12c（Oracle DB 12c）」

について紹介した。12cの“c”はクラウ
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ると語り、講演を締め括った。

２番目のセッションでは、NTTデ

ータ先端技術の堀尾俊明オラクル事業

部副事業部長が、同社のオラクル事業

及びビッグデータへの取り組みを紹介

した。堀尾氏は、同社のオラクル事業

として、ライセンス販売から製品保守、

技術支援まで、プロフェッショナルに

よる高品質なサービス提供を行ってい

ることを紹介。豊富な経験と実績を持

つ技術スタッフがExadata導入支援、

DB移行支援、DBセキュリティ診断の

３つの技術サービスを提供、オラク

ル・パートナー公認制度で12の製品領

域で“Specialization”に認定されて

いることが専門性の証と強調した。

同社では、「ビッグデータ分析の目

的は、新しい企業価値の創出」と位置

づけ、３つのV（Variety：多様性、

Volume：量、Velocity：速さ）を特

徴とするビッグデータについて分析・

可視化の領域で「Oracle Exadata」と

「Oracle Exalytics」に注力したビジネ

スを展開しているとして導入事例を紹

介した (スライド 4 )。また同社では

「Oracle Engineered Systemラボ」を

設け、デモの展示とユーザー検証環境

を提供しているとして、ユーザー検証

の例も示した。

最後に堀尾氏は、NTTデータ及び

NTTデータ先端技術がビッグデータの

統合ソリューションの実現を支援する

とアピールした。

最後のセッシ

ョンでは、日本

オラクルの戦略

製品ソリューシ

ョン本部の下道

高志氏が、オラ

クルのビッグデ

ー タ 戦 略 と 製

品・技術を説明。

オラクルのビッ

グデータ戦略は、

3つのVにValue

（価値）を加えた4つのVを特徴とする

ビックデータに関し、1つのアーキテ

クチャを設計する戦略で取り組んでい

ると説明。プラットフォームは、

Hadoopを 中 心 と し た Big Data

ApplianceとExadataを高速につない

でデータを流すことを基本にしてお

り、ビッグデータの取得から体系化・

発見、分析、可視化・決定にいたる全

領域でソフトウェア製品を提供してい

ることを強調した。

「Oracle Big Data Appliance」につい

ては、日本オラクル本社ビルへの搬入

時のビデオを見せながら、最高のパフ

ォーマンスを出せるような調整済みの

ソフトウェアがインストール済みで、

しかも40Gb/sのInfiniBandでノード／

ラック間接続が可能といった特長を持

つことから、Hadoopシステムを構築す

る際のセットアップの容易性をアピー

ル。また、「Cloudera準拠のHadoop」、

「Oracle NoSQL Database」、「Oracle

Big Data Connectors」等のソフトウェ

アについても紹介した。
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