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ORACLE TUNING PACK  
FOR ORACLE DATABASE 

Oracle Database 11g を管理するアドオン・パックの Oracle Tuning Pack

は、アプリケーションのチューニング・プロセス全体を自動化することで、コスト

効果が非常に高く使いやすいソリューションを提供します。SQL のパフォーマ

ンスを強化するのは、Oracle Enterprise Manager Cloud Control 12c と

シームレスに統合されるリアルタイム監視と SQL に関するアドバイザです。こ

の2つの機能を組み合わせることで、複雑で時間のかかるアプリケーションの

チューニング作業を自動化する包括的なソリューションが実現します。 

アプリケーション・パフォーマンスのチューニング 
SQL データベース管理者およびアプリケーション開発者にとって、アプリケー

ションのチューニングは非常に重視すべき分野であり、この重要な作業の実行に

はかなりの時間が費やされています。ビジネス・アプリケーションのチューニン

グが不十分な場合、数名のユーザーだけではなく、企業運営全体に影響を及ぼす

可能性があります。そのため企業は多大なリソースを投資して、業務にとって重

要なアプリケーションの円滑な稼働を確保しています。 

リアルタイム SQL 監視 
SQL チューニングの最初のステップは、大量のシステム・リソースを消費してい

る問題の SQL を特定することです。これまで、データベース管理者（DBA）は、

稼働中の本番環境における SQL の長時間実行に常に悩まされてきました。その

理由は、長時間実行される問合せが、間もなく完了するものなのか、または完了

するまでに膨大な時間がかかる不適切な問合せなのかを判断するために DBA が

使用できるツールがまったくなかったためです。Oracle Database 11g で導入され

たリアルタイム SQL 監視では、SQL 文の長時間実行によるパフォーマンスの問

題を特定して解決する、もっとも迅速で簡単な方法を利用できます。視覚的なラ

イブ表示機能では、新しい詳細な SQL 統計を使用して SQL 実行の詳細を追跡し

ます。SQL 統計は自動的に更新され、本番システムのパフォーマンスに影響を与

えることはありません。 

デフォルトでは、SQL 文がパラレルで実行された場合、または SQL 文が 1 度の

実行で CPU 時間や I/O 時間を 5 秒以上消費した場合に、リアルタイム SQL 監視

が自動的に開始されます。監視が開始されると、パフォーマンス・ビューにエン

トリが追加されます。このエントリは、実行の各ステップで行ソース情報を追跡

して、キー・パフォーマンス・メトリックを収集します。収集されるメトリック

には、経過時間、CPU 時間、読取りと書込みの回数、I/O 待機時間、その他のさ

まざまな待機時間が含まれます。これによって、DBA は、問合せを完了させる

か、または強制終了するかを判断できるようになります。 

 

 

ORACLE TUNING PACK FOR ORACLE 
DATABASE 

おもな機能 

• リアルタイム SQL 監視 

• SQL チューニング 

• 自動 SQL チューニング 

• スキーマ設計 

• オブジェクト再構成 

 

おもな利点 

• アプリケーションと SQL チューニングの包括的

なソリューションによって、手動チューニングの

必要性を解消 

• SQL 文の自動チューニングを提供 

• システム・パフォーマンスと信頼性の強

化によって、管理コストを大幅に削減 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oracle Tuning Pack 11g は、次のオラクル製品

と併せて使用することで最大の利点を得ることが

できます。 

 

関連製品 

• Oracle Diagnostics Pack 

• Oracle Database Lifecycle Management 

Pack 

• .Oracle Real Application Testing 
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図 1：リアルタイム SQL 監視 

この強力なツールによって、DBA は、複雑な実行計画の追跡、問題がある索引付

けメカニズムの特定、パラレル問合せの偏りの確認をすべてリアルタイムで行え

るようになりました。 

SQL チューニング・アドバイザ 
手動による SQL チューニングは、多くの課題を含んだ複雑なプロセスです。複数

の分野における専門知識が必要であり、非常に時間がかかる上に、アプリケーショ

ンのスキーマ構造およびデータ利用モデルに関する詳細な知識も必要です。これら

のすべてが要因となって、手動による SQL チューニングは困難でリソース消費量

の多い作業となっており、最終的に企業が支払うコストも非常に高額になります。 

SQL チューニング・アドバイザが、手動による SQL チューニングのあらゆる落

とし穴や課題に対するオラクルの解決策です。SQL 文のあらゆるチューニング方

法を包括的に探ることで、SQL チューニング・プロセスを自動化します。分析お

よびチューニングは、大幅に強化されたデータベース・エンジンの問合せオプ

ティマイザで実行されます。SQL チューニング・アドバイザは、次の 6 種類の

分析を実行します。 

• 統計分析：この分析では、統計データが古くなったオブジェクトまたは欠

落しているオブジェクトが特定され、問題を解決するための適切な推奨事

項が提示されます。 

• SQL プロファイリング：Oracle Database 10g で導入されたこの機能は、SQL
チューニングへのアプローチを一新します。SQL プロファイリングでは、

アプリケーション・コードを変更することなく SQL 文をチューニングでき

ます。 

• アクセス・パス分析：この分析では、問合せパフォーマンスを大幅に向上

できる新しい索引が特定され、推奨事項として提示されます。 

• SQL 構造分析：明示的なデータ型変換は検証され、SQL の構成変更が推奨

されます。 
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• 並列度：SQL チューニング・アドバイザは、実行のある段階で並列スレー

ブを用いることにより、よりふさわしい経過時間を達成できるかどうか評

価します。 

• 代案：この分析では、SQL チューニング・アドバイザがリアルタイムの履

歴パフォーマンス・データを使用して代わりの実行計画を特定します。 

この分析結果は、リコメンデーションの形で提示され、各リコメンデーションの

論理的根拠と期待されるパフォーマンスの改善内容が示されます。 

また、SQL チューニング・アドバイザにより、強力で直感的な使いやすい方法

で SQL のチューニングを行うことができます。SQL 文のチューニングは、もは

やエキスパートの領域ではありません。Oracle はデータベース・エンジン内に

チューニングのエキスパートを組み込み、DBA にとって非常に重要な作業を、

手動で行う場合よりも大幅に少ない時間とコストで実行できるようにしました。 

自動 SQL チューニング 
SQL チューニング・アドバイザは、自動モードでも実行できます。自動モード

では、SQL チューニング・アドバイザがメンテナンス・タスクとして、システ

ム・メンテナンス期間中に自動で実行されます。実行ごとに、SQL チューニン

グ・アドバイザはシステム内における高負荷の SQL 問合せを選択し、それに対

するチューニングのリコメンデーションを作成します。 

 
図 2：自動 SQL チューニング結果のまとめ 

自動 SQL チューニング・アドバイザでは、SQL プロファイルのリコメンデー

ションを自動実装するように設定することもできます。自動実装を有効にすると、

SQL チューニング・アドバイザにより、パフォーマンスが最低でも 3 倍改善され

る SQL 文に対してのみ SQL プロファイルが作成されます。新規索引の作成、オ

プティマイザ統計情報のリフレッシュ、SQL の再構築など、その他のリコメン

デーションは手動でのみ実装できます。DML 文は、自動 SQL チューニング・ア

ドバイザではチューニングの対象と見なされません。 

自動 SQL チューニング結果の概要は、期間を指定して表示でき、処理した SQL

文すべてのリコメンデーションに関する詳細なレポートを表示できます。その後、

リコメンデーションを手動処理で選択的に実装できます。また、自動的に実装さ

れたリコメンデーションも表示できます。 

スキーマ設計 
データベース・スキーマの設計は、アプリケーション・パフォーマンス全体に大

きな影響を与える可能性があります。SQL アクセス・アドバイザによって、ア

プリケーション・パフォーマンスを最大限にするためのスキーマ設計の最適化に

関する包括的なアドバイスを得られます。さらに、SQL アクセス・アドバイザ



ORACLE DATA SHEET 

 

 4  

 

と SQL チューニング・アドバイザの組合せにより、データベース・アプリケー

ションをチューニングするための完全なソリューションが実現します。SQL ア

クセス・アドバイザは、カーソル・キャッシュ、自動ワークロード・リポジトリ、

ユーザー定義のワークロードなど、関連するあらゆるソースからの入力を受け付

けるほか、スキーマにディメンションまたは主キー/外部キー関係が含まれる場合

は仮想ワークロードも生成します。ワークロード全体を総合的に分析し、新規

パーティションまたは新規索引の作成に関するリコメンデーションを提供し、使

用されていない索引を削除して、新規マテリアライズド・ビューおよびマテリア

ライズド・ビュー・ログを作成します。特定のワークロードにおける最適なパー

ティショニングまたは索引付けの戦略を決定することは複雑なプロセスであり、

専門知識と時間を必要とします。SQL アクセス・アドバイザは、ワークロード

の問合せに加えて挿入/更新/削除操作のコストを検討し、期待されるパフォーマ

ンス向上の定量化された指標と、リコメンデーションを実装するのに必要なスク

リプトとともに、適切なリコメンデーションを作成します。SQL アクセス・ア

ドバイザは、アクセス構造の設計プロセスから不可解な部分を排除します。この

重要な機能を自動化することで、SQL アクセス・アドバイザは、エラーを起こ

しやすく冗長でコストのかかる手動のチューニング・プロセスを排除します。 

 

オブジェクト再構成 
Oracle Tuning Pack では、オブジェクトを再編成する機能も提供されます。表領域

の無駄な領域を削除して、領域使用量を効率的に管理することは、領域管理とし

て優れているばかりでなく、必要のないディスク I/O が削除されるため、パフォー

マンスの向上にもつながります。再編成の目的は次のとおりです。 

1）断片化した索引と表の再構築 
2）別の表領域へのオブジェクトの再配置 

3）最適なストレージ属性をもつオブジェクトの再作成 
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お問い合わせ先 
Oracle Tuning Pack について、詳しくは oracle.com を参照するか、+1.800.ORACLE1 でオラクルの担当者にお問い合わせくだ

さい。 
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