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■ 論文要旨 ■ 

 大学受験生が受験する模擬試験や、毎年１月に実施されるセンター試験。その試験

結果・志望動向・志望校別の成績・評価などを集計・分析し、受験者に返却するシス

テムを当社が開発・保守・運用を行っている。 

以前ホストで提供していたこのシステムをオープンシステムにて再構築し、２０１

０年度より運用が開始された。それぞれに性能が要求される毎年１００回以上行われ

る模試処理の中でも、特にセンター試験の結果分析は即時性が強く早期返却が必須要

件となっている。約４０万人の受験生の膨大なデータを集計・分析するこの巨大バッ

チ処理に、再構築後運用初年度である２０１０年度は３４時間の処理時間を要した。   

これを改善すべく原因分析・性能改善を実施し、２０１１年度には１８．３時間に

まで短縮を実現。その過程・実現方式などを紹介する。 
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１． はじめに 

 

 大学受験の第１関門、センター試験が今年も実施される。 

受験生の将来を決定すると言っても過言ではないこの試験。その評価結果を１分１秒で

も早く受験生に返却し、最適な大学を選んで、将来の設計に役立ててもらいたい。その思

いを胸に我々は「センター試験評価処理」を保守・運用している。 

「センター試験評価処理」は「模試成績システム」として運用する「模試」の一つ。 

以前ホストで構築されていたこのシステムは、維持管理作業の効率化、運用費用の削減

を目的とし、２００７年よりオープンシステムへの再構築作業を開始。２０１０年４月に

無事、新システムが始動した。 

 ２０１１年１月、センター試験評価処理が再構築後初めて実施される。センター試験評

価処理の中で中核を占める「集計・分析」の処理で実に３４時間の処理時間を要すること

となる。（センター試験評価処理の全体概要図を図１に示す） 

 ホスト時代の性能約１４時間より大きく落ちたこの処理時間。この性能をホスト時代と

同等まで回復すべく、さまざまな問題点を分析、改善策を講じ、大幅な処理時間削減をめ

ざす。削減を実現するためには ORACLE固有の問題も多くあり、それらを一つずつ克服して

ゆく。この論文では、処理時間を約半分の１８．３時間に削減するまでの過程・実現方式、

特に ORACLE固有の問題に対する対策などを紹介する。 

 

        図１ センター試験評価処理 全体概要図 

 

 

２． 模試成績システムの特徴と問題点 

 

２．１ 模試成績システムの特徴 

 センター試験評価処理の概要（図１参照）は以下のようなものである。 

(1)受験生からの自己採点結果、受験者情報、志望情報を回収する。これは全国の拠点ごと

に行う。 

(2)各拠点ごとに回収したシートを OMR装置で、または、パンチ入力にてデータ化する。 

(3)答案結果の記入ミス・入力ミスのチェック、解答用紙間の整合性チェックなど、エラー

チェックを行う。 
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(4)全国から集まったデータを集計する。科目ごとや志望ごとの得点、偏差値、順位、分布

状況などを集計し、各種分析用の帳票、個人向け・学校向けの帳票などへ編集・出力する。 

(5)帳票を印刷する。 

(6)印刷物を全国の拠点へ配送し、各学校や受験生に配布する。 

 上記は、「センター試験評価処理」の概要であるが、他の「模試成績処理」も大筋は同

様で、入力が自己採点結果ではなく答案そのものであり、マークシートの採点なども行わ

れるのが主な違いである。 

 「模試成績処理」を最も大きく特徴付けるものは、そのデータ量の多さと集計・分析処

理の多彩さ・処理数の多さである。 

  ・DBの表領域全体の大きさは約２テラバイト（空き容量を含まない実使用量） 

  ・模試の数は年間約１００模試。それを５年分保存。 

  ・最も明細数の多いテーブルの件数は下記のとおり。 

「設問テーブル」：全体レコード数は約 4.3億件、内、最も多い模試で約 1200万件。 

   「志望科目テーブル」：全体で約 2.5億件。内、最も多い模試で約 1600万件。  

  ・集計・分析処理の PG数：「センター試験評価処理」の場合、集計・分析処理の中の 

クリティカルパスの処理のみで、約 900本 

 各集計・分析処理の最大の特徴は、各模試ごとのデータを全件読み込んで行う処理がほ

とんどであること。全件を読み込み、平均や偏差値計算、順位付けなどを行う。マスタを

除く全テーブルは、模試毎の全件処理を効率的に行うため、各模試を一意に示す「模試コ

ード」をキーとしたリストパーティション構造としている。（図２参照） 

このパーティションごとに、全件読込やトランケート（全件切捨）、全件インサートを繰

り返しながら処理を進めてゆく。 

受験生情報テーブル 科目テーブル

　・・・・・・

　　　　各処理は模試に毎全件読込
　　　　書込時は該当模試のみを一括書込

　　リストパーティション構造
⇒模試毎にパーティション分割

・・・・

10年第１回記述模試

10年第１回ﾏｰｸ模試

・・・・

10年第１回記述模試

10年第１回ﾏｰｸ模試

       図２ リストパーティション構造 

 

２．２ ２０１０年度の性能問題と対策 

 ２０１０年度の各模試処理の性能状況を鑑み、再構築後初めて実施される２０１１年１

月の「センター試験評価処理」の処理時間が懸念された。少しでも処理時間を短縮すべく、

それまでの性能問題を総括し、対策を実施。その項目は下記のとおり。 

(1) 統計情報取得の省略 

(2) ジョブネットの効率化・再構築 

(3) 物理メモリ増設 

(4) パラレルＳＱＬの採用 

(5) インデックス追加 
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(6) 個別ＳＱＬチューニング、その他 

上記の内、(2),(3),(5),(6)は、可能な範囲で実施、予想された効果はあったと考えられる

が、極めて一般的な性能チューニングであり、ここでは言及しない。以下、(1)と(4)につ

いて述べる。 

 このシステムの DBMS は ORACLE11g リリース１である。オプティマイザは CBO（コストベ

ースオプティマイザ）であり、データ量に応じて ORACLEが最適な実行計画を作成する。こ

の実行計画は大部分の場合において十分に高速なものであり、恐らく RBO（ルールベース

オプティマイザ）にて実行された場合に比べ相当に速い処理速度になっている。ところが、

コストベースであるが故、都度実行計画が再作成される。そのため、ときどき、不適正な

実行計画が作成されてしまうことがある。これを防ぐため、ORACLE は 11g リリース１より、

「ＳＱＬ計画ベースライン」機能を提供している。 

①ＳＱＬ実行1回目 実行計画１

SYSAUX表領域の計画履歴
②ＳＱＬ実行２回目　

　　　　　   計画ベースライン 実行計画１

実行計画２
　　

③データ変更後にＳＱＬ実行

1回目の実行では計画履歴に保存されない

実行計画が計画ベースラインに保存される

新しい実行計画２作成が作成され、計画履歴に

保存されるが、実行されるのは実行計画１

         図３ ＳＱＬ計画ベースライン機能の概要 

 

図３にその概要を示す。①１回目の SQL 実行により作成された「実行計画１」は、実行

計画の保存場所である「計画履歴」には保存されない。②同じ SQL が２回目に実行された

とき、１回目の実行計画１が計画履歴の「計画ベースライン」に保存される。利用される

のも実行計画１である。③次に、データの変更があったとする。データ変更後に同じ SQL

が実行されると、CBO により新しい「実行計画２」が作成される。その実行計画２は計画

履歴には保存されるものの、計画ベースラインには入らない。計画ベースラインに入らな

いため実行計画２は利用されず、計画ベースラインに保存された実行計画１が利用される。

新しい実行計画２を実行させるためには、計画ベースラインへ格納することが必要であり、

そのためには手動で検証しなければならない。と、いうものである。この機能を全 SQL に

適用することにより、テストにて全 SQL の実行計画を検証しておけば、不適正な実行計画

が突然実行されることは防ぐことができる。そのため、当システムではこの SQL 計画ベー

スライン機能を使用することとした。 

一方、CBO の大前提として統計情報を正しくしておくことが必須であるが、統計情報の

取得時間が全体処理時間の内、大きな割合（約３割程度）を占める。上記 SQL 計画ベース

ライン内に、テスト時に検証された実行計画は保存されているため、本番では統計情報取

得処理を省略できると考えた。これが上記対策項目(1)の「統計情報取得の省略」である。

これにより処理時間は３割程度短縮される、はずであった。 

次に「パラレル SQLの採用」について、である。本 DBサーバの CPUは４コア８スレッド
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であるが、通常は複数の模試が多重に実行されることが多いため、初期設計時からパラレ

ル SQL は採用していない。「センター試験評価処理」は基本的に単独で実行されるため、

一部の SQLではあるが、パラレル化を検討することとした。 

上記の対策を総合し、２０１０年度の集計・分析処理の総時間は約２６時間と想定され

た。 

 

２．３ 繰り返す insert 文 

 ２０１１年１月の「センター試験評価処理」の最終テストにてその問題が発覚する。 

 SQLが終わらない・・・・。正確にいうと、同じことを何度も繰り返す。 

 insert～select形式の SQLである。このシステムではこの形式の SQL が非常に多い。 

 

   図４ 一見、完了しているように見えるが完了していない SQLのモニタ画面 

 

図４は、Oracle Enterprize Manager の SQL モニタリング画面である。今、実行計画の

どの部分が実行中であるか、この画面で確認することができる。その問題はこの画面をモ

ニタしている時に発覚した。insert～select 文の「select」部分が終了し「insert」へ移

行しようとするところ、実行計画で言うと「LOAD TABLE CONVENTIONAL」が始まるべきとこ

ろで、この画面の SQL はいきなり正常終了したかのように見える（画面左上に「レ点」が

表示される）。しかし、SQL は終了しておらず、実行計画の初めから、再び処理をやり直

す。つまり、「振り出し」に戻る。 

この振り出しに戻る現象（以後、「ロールバック現象」と呼ぶ）は、いつも必ず発生す
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るとは限らないが、発生したときは、２度３度と、時としては５度６度と同じことを繰り

返した後、ようやく「LOAD TABLE CONVENTIONAL」を実行し、あたかも、何事もなかったの

如く正常終了する。 

 本番でこれがしばしば起きたとすれば、想定時間を大きく超過する。Oracle サポートデ

スクに相談するも、原因は特定できない。問題発覚当初、処理の多重実行や、パラレル

SQLを実行したときに比較的発生しやすい傾向がみられた。 

 このため、２０１０年度の改善対策の内、「パラレル SQLの採用」は中止となった。 

 ロールバック現象の原因特定テストを繰り返す内、原因らしきものが発見される。SQL

計画ベースライン機能を停止して実行したところ、この現象が見られなくなった。これも

Oracle サポートデスクに報告・相談するも、SQL 計画ベースライン機能による当障害の原

因は特定できない。 

さらに、SQL計画ベースライン機能について、新たな別の問題が発覚する。 

SQL計画ベースラインが機能しない。 

 「計画ベースライン」に格納された実行計画は、ACCEPTED=YES,ENABLED=YES という属性

で表現される。「計画履歴」にあるものの、計画ベースラインにない実行計画は、上記ど

ちらかの属性が NO である。本来は、属性 YES-YES の実行計画が存在すれば、YES-YES の実

行計画のみが実行されなければならないが、YES-NO の実行計画が実行されてしまう SQL が

次々と見つかる。 

 これも Oracleサポートデスクに相談したが、明快な答えは返ってこない。 

 

２．４ ２０１１年１月の処理結果 

上記問題に対する有効な対策を取ることができないまま、本番に突入せざるを得なくな

る。本番を乗り切るために取った暫定対策は以下のようなもの。 

 ・統計情報取得時間分の短縮は見込んでいるため、統計情報取得を復活させることは 

できない。そのため SQL計画ベースライン機能は停止しない。 

 ・もし、ロールバック現象が発生したら、その処理実行時のみ SQL計画ベースラインを 

停止、その上で処理再実行する。このとき統計情報は手動で取得する。 

 そして本番が実施された。懸念された通り、ロールバック現象がしばしば発生した。そ

のたび、SQL 計画ベースラインを止める―手動で統計を取得する―処理を再実行する―SQL

計画ベースラインを再稼働する―。 

        図５．2011年 1月の集計・分析処理の処理時間 
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最終的に要した処理時間は・・・予定２６時間を大きく上回る、３４時間であった。 

当処理は「ボーダ前１」「ボーダ前２」「ボーダ後」と３個の処理に大別される。それ

ぞれで、大きく予定時間を超過した。（図５参照） 

 

３．ORACLE問題の現状と対策 

３．１ SQL 計画ベースラインに代えて 

 大きく顧客の期待を裏切ってしまった２０１１年１月。信頼を取り戻すため、改善と試

行錯誤が始まる。サポートデスク経由のみでなく、直接 ORACLE社にアポイントメントを取

り、ORACLE社担当も巻き込んでの検討である。 

 まずは、SQL 計画ベースラインの問題（ロールバック現象、および、本来の固定機能が

発揮できず不適正な実行計画を選んでしまう問題）が最優先にて最大の問題。SQL 計画ベ

ースラインの障害原因は結局特定できず。よって、このまま利用を続けることはできない、

これが第一の結論。そのためにいかにするか。対策方針は以下のとおりである。 

１． ＳＱＬ計画ベースライン機能を停止する 

２． 統計情報の変化による実行計画の変化を防ぐため、統計情報をロックする 

３． 全体テストを実施し、処理遅延が発生したＳＱＬは個別対応を行う 

 ＳＱＬ計画ベースライン機能が狙い通りに動いていなかった SQL があったとは言え、完

全に停止すれば、多くの SQL の実行計画は確実に不安定になる。そのために必要な対策は

統計情報の固定である。ただし統計を固定しただけでは、実行計画がほぼ安定するだけで

あり、今まで SQL 計画ベースラインに保存されていた（ほとんど全ての）SQL の最適な実

行計画を再現することはできない。そこでテストにより、固定された統計だけでは不適切

になってしまう実行計画を見つけ、個別につぶしていく。 

 さて、この「統計情報の固定」であるが、この業務では、ほとんど全てのテーブルで、

テーブル全体の統計情報を固定することができない、という問題がある。その事情がパー

ティションの存在である。 

テーブルＡ テーブルB
    初期状態０件

テーブルAを元にテーブルBを作る。テーブルBの該当パーティションの初期状態は０件。
処理後に初めてテーブルBの該当パーティションにデータができる。

・・・・

10年第１回記述模試

10年第１回ﾏｰｸ模試

・・・・

10年第１回記述模試

10年第１回ﾏｰｸ模試

 

           図６ 基本的なテーブル作成の様子 

 

 図６にあるとおり、処理の始めではパーティション内のデータは０件。この状態では統

計情報を固定できない。テスト環境にても同じ。テスト環境にて、全テーブルについて本

番相当量の全データを使用したテストを全模試について実施し、本番環境へ統計複写でき

ればよいが、全模試について全機能テストすることは事実上不可能。では、統計固定すべ

きデータは、処理前・テスト前にはどこにもないのか？ 本システムは 2010年度に稼働開

始した。現在は 2011 年度。2011年度のデータはなくても 2010年度のデータがある。 
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 そこで、2010年度のパーティションの統計情報を利用することとした。 

 昨年度の統計情報を本年度に複写して、そのパーティション統計をロックする（図７参

照）。これをパーティションテーブル全てに対して、事前に施しておく。もちろん、テス 

       ①10年第１回マーク模試の統計情報を
　　　　11年第１回マーク模試の統計情報へ
　　　　複写

　　　②11年第１回マーク模試の統計情報を
　　　　ロック

・・・・

11年第１回ﾏｰｸ模試

・・・・

10年第１回記述模試

10年第１回ﾏｰｸ模試

 
           図７ 統計情報の複写とロック 

 

ト時にもテスト環境にて同じ条件でテストを行い、昨年度の統計情報にて問題ない性能が

発揮されることを確認、および、チューニングしておく。この方式で、安定した処理時間

を実現できる、はずであった。 

 

３．２ 統計情報の複写・ロックと、SYSAUX 表領域の肥大化 

 前記の方式で実施した最初の模試では、総合テスト、本番とも、十分な処理時間で実施

され、何の問題もなく完了した。ところが、前記の対応をまだとっていない別の模試（統

計情報を複写でなく、取得する必要のある模試）で、処理時間が異常に長くなっている、

との報告が上がった。長くなっていたのは統計情報取得時間であった。これまで数１０秒

から長くても数分で終わっていた統計情報取得時間が、数１０分から酷いものでは１時間

程度かかった。 

 何が起こっているのか・・・。直接の原因は SYSAUX表領域にあった。 

 SYSAUX表領域は、SQL計画履歴や、統計情報の履歴を管理する。運用開始当初から 30ギ

ガバイト未満で推移していたこの表領域は、前記統計情報の複写＆ロックの対応を取った

模試を実施した 2011 年 4 月から突如として増え始め、2011 年 4 月 11 日には 40 ギガバイ

トを超える。後述の対応を開始する直前の 4 月 22 日には、63 ギガバイトを超えていた。。 

 サポートデスクに確認、ORACLE の障害であることが判明する。パーティション間の統計

情報複写を実施後、パーティション統計をロックし、その後で、再度そのテーブルの統計

を取得したとき、SYSAUX 内の、統計情報履歴を格納した下記セグメントが肥大化する。そ

してこのとき、統計取得時間が長大なものとなる。下記表１は、テスト環境にての実験。

ある１テーブルの統計情報を取得した。ただそれだけである。その前後で、問題セグメン

トのサイズは１割前後も増大している。 

 

    表１．SYSAUX内システムセグメントの統計取得前後のサイズ 

セグメント名 統計取得前サイズ 統計取得後サイズ 

SYS.WRI$_OPTSTAT_SYNOPSIS$ 811,008 KB 901,120 KB 

SYS.I_WRI$_OPTSTAT_SYNOPSIS 770,048 KB 901,120 KB 

  

ORACLE 社から修正パッチを作成・提供する、との回答があった。が、提供までに数週間

の時間を要する。状況は緊急を要する。数週間も待ってはいられない。 
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 緊急の対策を協議。対応策は以下のとおりとした。 

 １．パーティション統計のロックは直ちに解除。現在以上の肥大化を回避する。 

 ２．肥大化した SYSAUX表領域は、ロック解除した状態での、各テーブルの統計情報再取 

得した上で、セグメントのリビルドを実施。これにより縮小可能。 

 ３．パーティション統計の複写＆ロックに代わり、以下の方式とする。 

     ロックができないため、不意に統計が変更されてしまう可能性は回避できない。 

     そのため、準備段階で事前にパーティション統計情報複写を行うのではなく、

処理の都度、複写する。 

     プログラム内で、テーブル変更の都度、統計情報を取得するよう組み込まれて

いる「統計情報取得共通関数」を修正。共通関数内で昨年度パーティションか

ら当年度パーティションへ統計情報の複写を行う。 

昨年度の統計は変更されることがないため、ロックしなくてもこの方式が可能。 

（図８参照） 

統計情報取得共通関数

　　　　統計の複写 11年第１回ﾏｰｸ模試10年第１回ﾏｰｸ模試

ロックはしない。他のプロセスが統計情報の取得をしてしまったとして

も、必要なところで統計情報取得共通関数が呼ばれるため、必要に

応じて再度複写される 。そのため、ロック不要。

 

       図８．共通関数によるパーティション統計複写 

 

 なお、統計情報複写に要する時間は、これまでの統計情報取得に要する時間に比べれば、

無視できるほど短い時間のため、統計取得時間の短縮という改善効果もあった。 

 

４．センター試験評価処理の性能改善 

４．１ 処理時間短縮に向け 

 前章の対応により、各模試の処理性能は相当に安定したものとなった。2011 年度の１年

間を通じて、実行計画の不安定さによって発生した性能問題は、年間約１００模試を通じ

てわずかに４件である。これは、SQL 計画ベースラインを使用していて、そして使用して

いたにもかかわらず、属性 YES-YES の実行計画が利用されないなどの問題で、実行計画性

能問題が発生していた 2010年度と比較しても圧倒的に少ない。 

 これで SQL 計画ベースラインに代わる対策は立ったが、まだ、性能が安定したというだ

けで、「センター試験評価処理」の処理時間が短縮された訳ではない。お客様とプロジェ

クトチームを組み、処理時間短縮に向け、取り組む。 

 2011年 6月時点、現状での集計・分析処理全体の性能を再測定した。 

 結果は図９のとおり。１月の実績より、さらに時間は長くなった。原因は主に下記２点。 
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(1)１月実績では SQL計画ベースラインを利用してたために、原則的には統計取得処理 

を止めていた（一部は手動で取得したが）のに対し今回は含まれている。前章の対

応により統計情報取得処理は、統計情報複写処理と変化しているため、時間はかか

らない。だが、これは、データを定常的に格納する「本テーブル」のみである。処

理の途中でのみ一時的にデータが発生しては消える「中間テーブル」については、

昨年度の統計情報を利用することができない。昨年度の最終状態が０件であったり、

一時的なデータ件数の異なる複数の処理に共用される場合があり、処理の最終状態

がいつも正しい状態ではないケースがあるためである。 

 

   図９．2011年６月の集計・分析処理の処理時間、および、目標時間 

 

    (2)今回の統計複写対応により、実行計画は安定したとはいえ、SQL 計画ベースライン 

を停止したために、実行計画自体は１月とは違うものであると考えられる。若干の

違いであっても、全処理で合計してこの時間差になった。 

 実行計画の安定という大きな１歩を前進した代わりに、処理時間という点では１歩後退

からのスタートとなった。プロジェクトチームでは、このクリティカルパスの処理で約９

００本の PGからなる集計・分析処理の、処理時間合計の目標時間を２３．９時間と定めた。

それを実現するため、様々な短縮の可能性を一つ一つ検討する。 

  ・ハードウェアの増強 

  ・ORACLE自体のチューニング 

  ・インデックスの付与 

  ・アプリケーションチューニング 

  ・ユーティリティの活用   等々 

 その中で具体的に効果が見込めるものとして、下記の施策を決定。 

施策１．実行計画の最適化 

適切な統計情報が取得されているとはいえ、最適な実行計画が利用されていると

はかぎらない。個別のチューニンングでヒント句を決定することは困難だが、一括

して適用できるヒント句を検討する。 

施策２．個別 SQLチューニング 
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    昨年度、ロールバック現象の原因のひとつと疑われたために実施保留となった

「パラレル化」を始め、主要な処理の SQL 文に個別に効果的なチューニングを施す。 

施策３．統計情報取得の一部廃止 

    「中間テーブル」ついて統計取得時間がかかっている。その統計取得箇所の見直

し、また、OUTLINE ヒントを活用しての統計取得処理の廃止（詳細は 4.5 節にて後

述）を検討する。 

 施策４．ファイルベース化 

    ファイルベースの高速集計ツールを利用する。DB での集計に時間がかかってる処

理について、高速集計ツールを利用したプログラムに置き換える。置き換えには全

面的なプログラム書き換えが必要なため、本年度は一部処理のみを実施検討する。 

 各施策を、処理別に詳細効果見積もりを行い、施策別の処理時間短縮見込み時間を計算

した。下記、表２のとおり。 

 

      表２．施策別処理時間短縮見込み  

 ボーダ前１ ボーダ前２ ボーダ後 合計 

施策１ ０．６時間 ０．７時間 ０．４時間 １．７時間 

施策２ ２．４時間 ２．８時間 １．５時間 ６．７時間 

施策３ １．２時間 １．２時間 ０．１時間 ２．５時間 

施策４ ０．０時間 ０．０時間 ２．０時間 ２．０時間 

合計 ４．２時間 ４．７時間 ４．０時間 １２．９時間 

 

４．２ NO_USE_NL ヒント 

 施策１。このシステムでは、データ量が多い。その多いデータの全てを一度に処理する

ケースがほとんど。データ量が多く、統計情報が正しいにもかかわらず、テーブルの結合

方式としてネステッドループ結合を含む実行計画がしばしば発生する。ネステッドループ

結合は少量データの結合に適した結合方式。大量データ処理でこれが発生すると、処理時

間が長大となる。CBO によりネステッドループ結合が選ばれてしまう原因は、結合するテ

ーブル数が多く SQL が複雑で CBO が最適な実行計画を見つけ切れないことにあると考えら

れる。これを防ぐため NO_USE_NL ヒント（ネステッドループ結合を強制的に回避するヒン

ト句）が有効ではないかと考えた。主要な SQL 文に一括して NO_USE_NL ヒントを追加する。 

実行計画にネステッドループが発生している SQLでは、数倍の効果がある。 

 

４．３ パラレル SQL 

 施策２。今回の個別 SQL チューニングの主要な柱。昨年実施できなかったパラレル化を

実施する。プログラム数が多いため、全 SQL に適用することはできないが、集計・分析処

理全体の中で、処理時間・処理内容ともメインの処理といえる、科目集計処理、志望集計

処理などを対象とする。DML に対してパラレル指定（多重度８）を実施。効果は SQL にも

よるが２倍～４倍程度あり。１プログラムで２０分程度短縮できたものも。 

 

４．４ 削除方式の変更 

 これも施策２で個別 SQLチューニングの一つ。DELETEは遅く、TRUNCATEは速い。この一
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般常識を元に当システムは TRUNCATEによる削除を標準としている。つまり、図１０のとお

りである。 

残したいデータ

削除したいデータ

残したいデータ

残したいデータ

①残したいデータを

中間ワークテーブルに複写

(create ～select文)

中間ワークテーブル
削除対象テーブル

②TRUNCATE

③中間ワークテーブルから

残したいデータを戻す

      図１０．当システムにおける、削除方式標準 

 

 削除をしたい場合、敢えて DELETE文は使わない。残したいデータを中間テーブルに退避

する。本テーブルを TRUNCATEによりクリアする。退避していた中間テーブルより、残した

いデータを戻す。ところが、この方式でやたら時間のかかる処理が見つかる。削除したい

データより残したいデータが圧倒的に多い。それにも関わらす、この標準方式にて実行し

ていた。 

 この方式を変更。削除したいデータ量が少ないときには、直接 DELETE文を実行するよう

変更する。効果は、３～４倍、処理時間にして１０分程度改善できたプログラムもある。 

 

４．５ OUTLINE ヒントと統計情報取得の割愛 

 統計情報取得の割愛は施策３。OUTLINE ヒントとは現状の実行計画全体をヒント句化し

たもの。図１１に OUTLINE ヒントの概要を示す。 

 まず SQL の性能を検証する。その性能が十分満足の行くものであれば、実行計画から

OUTLINEヒントを生成する。生成したヒント句を元の SQLに組み込む。 

 もし通常のヒント句であれば、SQL を個々に解析して、手動で付与するのは膨大な手間

がかかる。OUTLINEヒントであれば、機械的に付与可能である。 

 OUTLINE ヒントの付いた SQL は実行計画が固定されるとともに、その SQL が利用してい

るテーブルの統計情報も不要となり、統計取得時間の短縮が見込める。 

 今回は、集計・分析処理の中で最大の処理である「志望別偏差値計算処理」内の３６本

の SQL についてこの対応を実施、この処理内で使用している中間テーブルの統計取得時間

を短縮した。この志望別偏差値計算処理で約２０分程度の短縮効果である。（「ボーダ前

１」処理と「ボーダ前２」処理内にそれぞれ、１箇所ずつ存在） 
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①SQLを実行し、実行計画の性能を検証する。

②実行計画からOUTLINEヒントを生成する。

③OUTLINEヒントを元のSQLに組み込む。

実行計画が固定される。　かつ、利用しているテーブルの統計が不要となる。

SQL

実行計画

OUTLINEヒント

OUTLINEヒント付きSQL

       図１１ OUTLINEヒントの概要 

 

 

４．６ 統計情報取得方式変更 

 これは予定した施策外の対策。ORACLE11g の新機能である、パーティション差分での統

計情報取得（incremental 指定）、前回取得時より変更のあったパーティションのみ統計

情報取得をおこない、変更のないパーティションは何もしない（図１２参照）。 パーテ

ィションを多用する当システムではこの incremental 指定が最適と考え、開発当初から標

準で採用した。ところが incremental 指定でも、どうやら前回よりの変更チェックにそれ

相当の時間がかかる。 

 当システムでは複数模試のパーティションを参照することはあっても、更新するのは常

に該当模試の１パーティションのみである。そのため該当１模試分のみの統計情報取得の

みで実際のところ十分である。そこで、個別パーティション指定の方法に変更した。この

変更により、処理の種類によっては２～３割の処理時間短縮となった。 

incremental指定での統計情報取得

          ↓①前回より変更があったかどうかをチェック
　②前回より変更のあったパーティションのみ統計情報取得

　③3前回より変更のないパーティションは何もしない

個別パーティション指定での統計情報取得

　　　パラメータで指定されたパーティションの統計情報しか
　　　取得しない

・・・・

10年第１回記述模試

10年第１回ﾏｰｸ模試

・・・・

10年第１回記述模試

10年第１回ﾏｰｸ模試

         

図１２ 統計情報取得方法の見直し 
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４．７ 改善効果 

 施策４のファイルベース対応は、一部処理について再構築、および、効果測定まで実施

したが、本適用は中止とした。理由は以下の通り。 

 ・他の施策の改善効果が見込みより大きくなり、また、当初予定していなかった統

計情報取得方式変更も効果を発揮したことにより、全体の改善時間が増大、施策

４を実施しなくても目標時間を達成できる見込みとなった。 

   ・ファイルベース対応は、一部処理の効果測定により若干の処理時間短縮は見られ

た（約７％程度）。しかし、プログラム改修・再構築に多大な工数・費用が必要

である。費用対効果において割が合わない。 

本番前の 2011 年 12 月、最終リハーサルを実施。このリハーサルにおいて性能改善の効

果を測定。結果を図１３に示す。 

 

        図１３ 最終リハーサル結果の処理時間 

  

 目標時間を大きくクリアし、２０１１年実績と比べると、半減以上となった。 

 なお、施策別の効果では、施策２のパラレル化が最も大きな短縮効果を発揮。さらに、

施策予定外の統計情報取得方式の変更が大きく貢献した。 

 

 

５．２０１２年１月の結果と評価 

 ２０１２年１月。いよいよ満を持して、本番を実施。その結果を図１４に示す。 

 

       図１４ ２０１２年１月本番の処理時間 

 最終リハーサル結果よりは長くなったものの、目標時間は大きくクリアし、十分満足で

きる結果となった。顧客にも好評価いただいた。 
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ただし、最終リハーサル結果との差異はある。その要因は下記のとおり。 

 ・一部の処理において、リハーサル時には本番と同等のデータ量によるテストが実施で

きない機能があった。そのためリハーサル時には本来より短い時間にて測定されてい

た。 

 ・本バッチ処理と同時にオンライン処理が実施される。特に「ボーダ前２」処理におい

て、オンラインによる大きな負荷が発生したが、リハーサル時にはその負荷による影

響を反映できていなかった。 

 

６．おわりに ― より安定した性能をめざして 

 ２０１１年１月には３４時間を要した「センター試験評価処理」の集計・分析処理。

Oracle の実行計画が思うように安定せず、新機能である SQL 計画ベースラインが使えない

中、パーティション間統計情報複写を共通関数内に組み込むことにより、実行計画を安定

させた。そして、ヒント句追加、パラレル化、統計情報取得方式の最適化などの性能改善

により、処理時間を約半分近くまで短縮した。 

 しかし、まだ実行計画は１００％安定している訳ではない。２０１１年度１年間（約１

００模試）でも４件、実行計画不正による処理遅延が発生している。「センター試験評価

処理」にて発生したら、遅延の影響は大きい。これを完璧に安定させるにはどうすればよ

いか。２０１２年５月サポートデスクを交え、再度検討会議を実施。その結論は、OUTLINE

ヒントにて実行計画を固定することであるとされた。 

 本年度以降、遅延による影響が最も大きい処理から優先して、OUTLINE ヒント適用を推

進してゆく。より安定した性能をめざして、さらに効率的、効果的な方法を今後も探って

ゆく。「センター試験評価処理」をより安定して運用するために。 

 


