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データベースパフォーマンス向上のための高速 SQL プロファイリング 
 

はじめに  
SQL チューニングは複雑です。データベースのサイズと複雑さの増大、非効率的なことが多い SQL 

コードを自動生成するアプリケーション開発ツールにおける技術革新、最適な実行パスの選択能力が

データベースに組み込まれたオプティマイザによって異なることなどはすべて、パフォーマンス最適

化の分野でよく問題になる課題です。そのような複雑さが増す一方、ハードウェア費用を削減しつつ

厳しい SLA やその他のパフォーマンス要件を満たさなければならないというプレッシャーにより、

SQL プロファイリング/チューニング ツールおよび DBA の専門知識は限界に達しつつあります。そ

して現在、開発者自身に SQL 最適化ツールを持たせ SQL チューニングを開発ライフサイクルに統合

する傾向が強まっています。理想を言えば、組織が最善の結果を得るには、開発者のニーズを満たし、 

DBA に必要なより高度な SQL チューニング手法を提供する単一のツールで標準化を行うべきです。 

従来、DBA はヒント インジェクションや SQL リライトを用いてきましたが、SQL チューニングに

は今では、インデックス分析やごく最近ではビジュアル SQL チューニング（VST：Visual SQL 

Tuning）といった新機軸が導入されています。これらの新機軸は相反する 2 つの目的に役立ちます。

つまり、開発者にとっては SQL チューニングの複雑さが軽減される一方、DBA にとってはより詳細

で高度な分析が可能になります。 

 

 

従来の SQL チューニング 
特定のデータベースで SQL を実行すると、そのデータベースに組み込まれたオプティマイザを使用

して、記述された SQL に基づいて、その SQL の実行時に最も速い実行パスを決定し、結果として生

成される実行計画には "コスト" が反映されています。データベース ベンダは自社のオプティマイザ

のパフォーマンスを絶えず向上させているため、データベース オプティマイザは一般に最適なパス

を選択します。ただし、できるだけ良いパフォーマンスを確保するために、もっと速い実行パスをオ

プティマイザに強制的に選択させなければならない場合は常にあり、その手段は、実行する SQL に

対して、 ヒントを挿入し、SQL の実行時にオプティマイザへ指示をするというものです。   

オプティマイザへ指示するヒントを挿入するより、クエリの実行速度が上がるように SQL を書き換

える方を好む DBA もいます。SQL リライトで修正可能なよくある SQL コーディング ミスには、た

とえば、交差結合の削除、式による変換、無効な外部結合、推移性、サブクエリの限定的な使用があ

ります。一部の SQL リライトで注意すべき点は、クエリの結果セットに影響を与えるおそれがある

ことです。そのため、書き換えを利用する際にはその点を考慮に入れることが大切です。  
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Embarcadero® DB Optimizer™には、DBA や開発者が希望どおりに使用できるように、ヒント イン

ジェクションと SQL リライトのどちらの機能も用意されています。DB Optimizer のチューニング機

能では、SQL 文を自動的に調べ、適用可能なヒントと SQL リライトを同時に提案しますが、その際

に、SQL リライトの選択肢を強調表示して、結果セットが変更される可能性がある（つまり、有効

な結合条件がない）ことをユーザーに知らせます。 

 

 

図 1： DB Optimizer ではヒント インジェクションと SQL リライトの両方を利用可能 

 

 
Embarcadero Technologies  2 



データベースパフォーマンス向上のための高速 SQL プロファイリング 
 

SQL チューニングの新機軸 –  
インデックス分析とビジュアル SQL チューニング 
大半の SQL チューニング ツールはヒント インジェクションと SQL リライトを提供するにとどまっ

ていますが、DB Optimizer では、インデックス分析の向上とビジュアル SQL チューニング（VST）

図での比類なき技術革新により分析とチューニングが一段と進歩しています。インデックス分析によ

り、SQL 実行パスを完全に調べることによって、DBA と開発者は使用されているインデックス、使

用されていないインデックス、欠けているインデックスをよく理解できます。しかも、インデックス

が欠けている場合、DB Optimizer は最適なパフォーマンスを得るための推奨インデックスを提示し

ます。VST 図には、テーブルとビューのインデックスおよび制約のほか、SQL 文で使用されている結

合も表示されます。この革新的なビジュアル形式により、SQL やスキーマのチューニングとデータ

ベース全体のパフォーマンス向上の可能性を見つけ出してくれます。 

 

 

図 2： [SQL Analysis] ページではビジュアル SQL チューニング図とインデックス分析を表示 
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高度なインデックス分析 

特定の SQL 文とその変数（使用されるテーブルと列、結合条件とフィルタ条件、"WHERE 句" での

順序など）が与えられると、データベース固有のオプティマイザは、データベース内の段階的な実行

パスを、その過程で利用されるインデックスを含めて図示する実行計画を返します。DB Optimizer 

は、この情報と既存のインデックスに関する情報を 4 とおりに図示します。つまり、使用されている

インデックス（緑色）、存在はするがデータベース固有のオプティマイザで使用されていないインデ

ックス（青色）、テーブルには存在するが既存の "WHERE 句" に基づいて利用されないインデック

ス（灰色）、テーブルに存在しないが DB Optimizer によって推奨されるインデックス（オレンジ

色）の 4 つに分けて表示します。 

 

図 3： 色分けされたインデックス分析結果 

 

インデックスが存在しない場合、DB Optimizer では、ボタンをクリックして推奨インデックスを生

成することができます。この機能は、あるインデックスがどのような時に使用されていないかを理解

するうえでも非常に役に立ちます。たとえば、開発者がクエリを高速化しようとしてインデックスを

書いても、オプティマイザが、それをそのクエリに使用していないことを知ることもできるでしょう。

このような情報は、開発者にとって、オプティマイザに使用させるようにインデックスを書き直す機

会を与えてくれます。あるいは、そのインデックスが不要であれば、完全に削除することにしてもか

まいません。 
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ビジュアル SQL チューニング（VST）図 

SQL チューニングにおける新たな段階の革新をもたらす DB Optimizer では、SQL 文を解析し、クエ

リに含まれているテーブルやビューのインデックスおよび制約を分析して、クエリをグラフィック形

式で表示できます。結果として得られる VST 図は要約モードか詳細モードのどちらかで表示するこ

とができ、開発者および DBA が、交差結合、暗黙の交差結合、多対多リレーションシップなどの、

スキーマ設計の不備を見つけるうえで役に立ちます。VST 図は、SQL 文の構成要素をすばやく理解す

るのに役立つため、トラブルシューティングと分析を促進します。これは、DBA が組織間コラボレ

ーション（共同作業）のためにデータ アーキテクトとの間で情報に基づく設計打ち合わせを開始す

るのに非常に役立つ機能です。 

 

図 4： ビジュアル SQL チューニング図では 

クエリやスキーマ設計（この例では交差結合）の概略を表示 

上記の例では直積結合が見つかったため、DB Optimizer は分析結果に基づいてパフォーマンスの問

題点を解決し、クエリを書き換えます。 
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まとめ - SQL チューニングのベスト プラクティス  
多数の選択肢に直面したときは、常に、一歩下がって既存のワークフローを調べプロセスの各ステッ

プにベスト プラクティスを導入するのが得策です。SQL に起因するデータベース ボトルネックを特

定する最善の方法は、まずプロファイリング作業から始めることです。パフォーマンスの悪い SQL 

コードが DB Optimizer で抽出されたら、その SQL コードを直接チューナーにそして [Input] タブに

インポートできます。[Overview] タブには、SQL リライトとヒント インジェクションを用いたケー

ス生成の結果が表示されます。DB Optimizer の SQL ストレス テスト機能であるロード エディタで

は、並列セッションと多数の実行をシミュレートして、チューニング前の SQL とチューニング後の 

SQL とでパフォーマンスの向上を比較評価しつつ、データベースのプロファイリングを行うことが

できます。従来の標準的なチューニング手法では不十分か、再テスト後もまだサービス レベルに達

しない場合、[Analysis] タブが高度なチューニング手段の可能性を見つけ出してくれます。 

 

 

図 5： DB Optimizer の [Analysis] タブでは開発者と DBA の双方に 

それぞれの SQL 最適化ニーズを満たすのに必要なツールを提供 
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Embarcadero、Embarcadero Technologies ロゴならびにすべてのエンバカデロ・テクノロジーズ製品またはサービス名は、Embarcadero 
Technologies, Inc.の商標または登録商標です。その他の商標はその所有者に帰属します。 

 

 

http://www.embarcadero.com/jp

	はじめに
	従来の SQL チューニング
	SQL チューニングの新機軸 – �インデックス分析とビジュアル SQL チューニング
	高度なインデックス分析
	ビジュアル SQL チューニング（VST）図

	まとめ - SQL チューニングのベスト プラクティス
	エンバカデロ・テクノロジーズについて



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


