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概要 

あらゆる企業にとって分析は、データウェアハウスやビッグ・データのプロジェクトに欠かせないもの
です。ビッグ・データを早期に導入した企業の多くは、MapReduce、Spark、Impalaなどの専用ツール
を使用して、蓄積されたデータの分析を管理しています。このアプローチの場合、データが独自のデー
タ・サイロに留め置かれることになるため、部門やデータ・ストアを超えての分析が非常に難しくなる、
もしくは完全に不可能になります。ITチームは進化し続ける新しい分析要件に対応するために、サイロ
特有の複雑なプログラム・コードに適応しようと奮闘しています。その結果、プロジェクトのコストは
増大し、各プロジェクトのリスクのレベルも上がっています。 

 
多くの企業が、豊富な機能を備え、堅牢で生産性に優れた、標準対応の言語を必要としています。その
言語はあらゆる種類のデータにまとめてアクセスでき、さまざまな種類の高度な分析を実行し、プロ
ジェクトのコストを削減して、全体的なリスクを低減させることができなければなりません。 

 
このホワイト・ペーパーの目的は、SQLが急速にデータ分析のデフォルトの言語として使われるように
なっている理由、およびデータ・サイロの形成を回避しながら、包括的で成熟したデータ・アクセスの
フレームワークとなり、高度な分析機能を多数サポートしている理由を解説することです。 

 
はじめに 
過去40年間で、データ処理は大きく様変わりし、技術的に目覚ましい進歩を遂げてきました。しかし、そこで1つ
のテクノロジー、1つの機能が生き延びて進化しています。Structured Query Language（SQL）です。多くのテクノ
ロジーが生まれては消えていきましたが、SQLは変わらずに使われています。SQLは生き延びてきただけではなく、時
間の経過とともに大きく改善されてきました。 

SQLのどこが、それほどまでに優れているのでしょうか。SQLがもっとも成功した言語となっている理由は何でしょ
うか。SQLの持続的な成功は、次に挙げるようないくつかの重要かつ独自の要因によるものです。 

• 高機能なフレームワーク 

• 透過的な最適化 

• 継続的な進化 

• 標準ベースであること 
 

このホワイト・ペーパーのこの後のセクションでは、SQLをデータ分析用の優れた言語としている、上記の重要な
要素をそれぞれ解説します。 

 
 

高機能なフレームワーク 
データを収集するのは、データに問合せを実行する必要があるからです。この問合せプロセスは通常、1つのデータ・
ポイントやデータ行ではなく、データセットを対象として行われます。1970年にE.F. Codd氏（当時IBM）は、問合
せの構築と実行を制御する数学的なルール・セットを確立しました。そのルールは関係代数（集合論）として知ら
れ、4つの主要な演算子で構成されています。 
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• 射影 

• フィルタ 

• 結合 

• 集計 
 

この後のセクションでは、このトピックについて詳しく解説します。 
 

1. 射影 
 

リレーショナル・モデルでは、データは行と列に整理されます。データセットに問合せを実行するときには、まず
データセット内のどの列が対象となるのかを判断します。その列は、列セット全体の射影であるとみなされます。
射影は、SQL問合せのフレームワークの最初の部分であるSELECT句で指定します。 

次の例では、従業員データというセットがあり、EMPという表に保存されています。このデータセットから、必要
な列を‘SELECT’（選択）できます。 

SELECT ename, job, hiredate  
FROM emp; 

 
SQLは、拡張射影の概念もサポートしています。算術演算によって、結果セットに新しいデータ列が作成されると
いうものです。たとえば、SAL列とCOMM列があった場合に、COMMをSALで割って、手数料の割合を計算し、新し
いCOMM_RATE列を作成できます。 

SELECT 
ename,  
sal,  
comm, 
comm/sal*100 AS COMM_RATE  

FROM emp; 
 

SELECT句はサブセットだけではなく、すべての列を対象にすることもできます。簡単なSQL構文を1つ使って、セッ
ト内のすべての列を選択できます。 

SELECT * FROM emp; 
 

Oracle Databaseはメタデータ・レイヤーを透過的に使用して、セットに関連付けられているすべての列名のリスト
を作成し、問合せ文を内部で拡張して、関連するすべての列名を追加します。 

Oracle Databaseには包括的なメタデータ・レイヤーがあり、リレーショナル表/ビューだけではなく、XML文書、
JSON文書、空間オブジェクト、画像スタイル・オブジェクト（BLOBとCLOB）、セマンティック・ネットワークな
ど、さまざまなデータセットを広く対象とした列の検出をサポートしています。さらに、このメタデータ・モデル
はOracle Database以外にも拡張されているため、NoSQLデータベース、JSON文書、およびHDFSに格納されている
ファイルなど、他のリポジトリのデータも対象となります。開発者はこの包括的なメタデータ・レイヤーを使用して、
さまざまなデータ・タイプやデータ・ソースを対象に、列射影が含まれるSQL文を非常に簡単に作成できます。 

高度なメタデータと文の自動拡張の組合せはSQLの中核を成していますが、多くのデータ分析言語にはこの機能が
ないため、開発者がそうした基本的な要件に対応するには、カスタム・コードを追加しなければなりません。 

2. フィルタ 
 

問合せフレームワークの次の段階は、対象の行を指定することです。行の指定は列と同じ方法（名前を使用する方
法）では不可能なため、行ベースの射影には別のアプローチが使用されます。  
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このアプローチでは、フィルタを使用して、対象の行セットに関連付けられる属性を記述する必要があります。
SQL言語では、行のフィルタリングはWHERE句構文の一部です（このようなフィルタは、リレーショナル用語では
一般的に条件と呼ばれます）。開発者は、結果セットに含める行について記述した、具体的なフィルタリング条件
を定義できます。たとえば、従業員データセットの場合、先ほどのサンプルを展開して、問合せで取得される行の
セットを指定し、‘CLERK’（事務）という職種に関連付けられたものに限定することができます。 

SELECT 
ename,  
job,  
hiredate 

FROM emp 
WHERE job=’CLERK’; 

 
SQL言語では、～に等しい、～に等しくない、～より大きい、～以上、～未満、～以下など、特定の行を取り出す
ためのさまざまなフィルタリング比較演算子がサポートされています。給与が$10,000～$25,000の全従業員を探す
など、2つの値を含む範囲を調べることができます。 

SELECT 
ename,  
job,  
hiredate 

FROM emp 
WHERE sal BETWEEN 10000 AND 25000; 

 
ワイルドカード記号を使った文字列検索や、指定された値のリスト内での文字列検索がサポートされています。ま
た、null1値が存在するかどうかを確認したり、null値を含めたり除外したりできます。これは非常に強力な機能で、
結合の概念と関連しています（次のセクションを参照）。 

ときには、結果セットから特定のデータを除外することが必要になります。先ほどの例を使用した場合、次のよう
に非等価演算子（!=）を使用して、CLERK以外のすべての職種を取得できます。 

SELECT 
ename,  
job,  
hiredate 

FROM emp 
WHERE job != ‘CLERK’; 

 
 

上記の問合せでは、CLERKとして働いている人を除く従業員のリストが取得されます。複数のフィルタを含む問合
せを作成して、さらに複雑なビジネスの要件に対応できます。ANDおよびOR演算子を使用して、WHERE句を拡張
できます。AND演算子を使用して2つの条件を組み合わせると、以下のように、両方の条件がtrueであると評価され
た行が結果として取得されます。 

SELECT 
ename,  
job,  
hiredate 

FROM emp 
WHERE sal BETWEEN 10000 AND 25000  

AND job != ‘CLERK’; 
 
 

1 Nullはデータ値が存在しないことを示すために使われるもので、関係代数に関するCoddの規則では、重要な要素
の1つとされています。Nullは「欠損している」または「適用不能な」データ・ポイントという概念に対応します。
詳しくは、『SQL言語リファレンス』の「NULL」のセクションを参照してください。 

https://docs.oracle.com/cd/E57425_01/121/SQLRF/sql_elements005.htm#i591
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先ほどの例では、給与の範囲が10,000～25,000で、職種が‘CLERK’ではない行を含む結果セットが取得されます。OR
演算子を使用すると、trueでなければならないのは条件のうちの1つだけです。先ほどの問合せに当てはめると、給
与の範囲が10,000～25,000である、または職種が‘CLERK’ではない行がすべて取得されます。つまり、給与の範囲が
10,000～25,000であるCLERKは、結果セットに含まれることになります。 

SQL言語には、フィルタリングの技法が非常に豊富に用意されていて簡単に実装でき、時間の経過とともに要件が
変化しても簡単に対応できます。 

3. 結合 
 

大半の問合せ操作では2つ以上のデータセットが使用されるため、"結合"の演算子が必要です。簡単に言うと、さま
ざまなデータセット間に共通する論理リレーションシップに基づいて、2つ以上のデータセット内のフィールドを1
つの問合せで結合します。本書の簡単なデータ・サンプルでは、従業員データセットのほかに、部門データセット
が使われていることとします。1つの問合せで部門データと従業員データを‘結合’して、両方のデータセットのデー
タが組み合わされた1つの結果を取得します。データセットの結合方法はいくつかあります。 

• 内部結合 - 両方の表で、1つ以上の一致があるすべての行が取得されます。 

• 完全外部結合 - 両方の表からすべての行が取得され、一致がある場合は、双方からの行が結合されます。
一致しない場合は、データのない側にはnullが入ります。 

• 左外部結合 - 左側の表からすべての行が、右側の表から一致する行が取得されます。 

• 右外部結合 - 右側の表からすべての行が、左側の表から一致する行が取得されます。 

• 交差結合 - ソース・セットのデカルト積（つまり右側の表の行ごとに、左の表からすべての行）が取得さ
れます。 

 
 

SQL結合の定義と実行のプロセスは簡単です。必要な結合の種類は、ANSI規格の構文（本書で後ほど詳しく説明し
ます）を使用して、FROM句で実行されます。 

SELECT 
d.deptno,  
d.dname,  
e.empno,  
e.ename 

FROM dept d 
INNER JOIN 
emp e 
ON (e.deptno = d.deptno); 

 
 

2つのデータセットを実際に結合するプロセスは、このSQL問合せには記述されていません。ビッグ・データで使用
される手続き型言語の多くでは、結合のアルゴリズムに従って、各結合構造を明示的にコーディングする必要があ
るため、2つのデータセットの結合プロセスが複雑になります。問合せにデータセットが追加されると、データセッ
トを組み合わせるためにさまざまな結合操作が必要になり、複雑さのレベルが高まります（データセット内にはな
い値を考慮しなければならないなど）。 

他の結合パターンを検討する必要が生じると、結合プロセスの複雑さはすぐに増してしまいます。たとえば、EMP
とDEPTの2つの表を結合するときに、従業員のいない部門が存在する可能性があります。内部結合を使用すると、
従業員がいない部門は取得されません。問合せを実行して、従業員がいない‘空の’部門を含めたすべての部門の従業
員数を取得する必要がある場合は、次のように外部結合を使用します。 

SELECT 
d.deptno,  
count(e.empno) 
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FROM dept d 

LEFT OUTER JOIN 
emp e 
ON (e.deptno = d.deptno) 

GROUP BY d.deptno; 
 

このように、SQLの結合コードはわかりやすく、コーディングが簡単です。開発者はセマンティック結合条件を指
定するだけで、結合順序などの処理の詳細はSQLエンジンに任せることができます。 

4. 集計 
 

データセットの分析プロセスにおいて、集計は重要な手順です。もっとも実用的かつ戦略的で、検出によって導か
れる問合せは、詳細なレベルのデータ要約に依存しています。業界アナリストがたびたび述べるところによると、
全レポートの最大90 %には、ある程度の集計情報が含まれています。 

データセットに適用される集計の種類には、簡単な計算、合計、移動平均から、標準偏差などの統計分析まで、さ
まざまなものがあります。そのため、データを簡単かつ効率的に集計する機能は、あらゆる分析データ言語にとっ
て重要な要件の1つです。 

JavaベースのMapReduceのような手続き型言語では、データセットを取得し、集計したり減らしたりして、サマリー
の結果セットを取得できます。このアプローチは、データ検出の方式を取る（つまり、基本的な計算が含まれる）ほ
とんどのシンプルな問合せに適しています。ただし、複雑な集計要件が追加されると、計算の管理に必要なコードの
量がすぐに増えてしまいます。 

SQLには、1つのセットのすべての行を簡単に処理できるデータ集計機能が豊富に用意されています。たとえば次の
ように、1つの列内のすべての行を合計することができます。 

SELECT SUM(sal) AS total_salary 
FROM emp; 

 
この問合せを展開して、新しい要件にも簡単に対応できます。たとえば、従業員数と平均給与を計算します。 

SELECT 
COUNT(empno) AS no_of_employees,  
SUM(sal) AS total_salary,  
AVG(sal) As average_salary 

FROM emp; 
 

この例をさらに発展させて、GROUP BY句を使って、行を特定のカテゴリにグループ化することも簡単です。次の
ように、1つの問合せで集計関数とGROUP BY句のグループを使用して、データをグループ化し、特定の集計関数を
適用して従業員数を計算し、給与を合計して、各部門の平均給与を計算できます。 

SELECT 
deptno, 
COUNT(empno) AS no_of_employees,  
SUM(sal) AS total_salary,  
AVG(sal) AS average_salary 

FROM emp 
GROUP BY deptno; 

 
 

ANSI SQL:2003規格（本書で後ほど詳しく説明します）では、分析関数の概念を採り入れることで、データ集計のプ
ロセスを拡張しています。この関数では、データセットをパーティションと呼ばれる行グループに分割し、各パー
ティション、および各パーティション内の行で集計を実行できるようになっています。  
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キーワードを追加して使用すると、average、sum、min、maxなどの分析関数の評価方法をパーティションごとに
定義できます。前述の例を使って、次の文で総合的な分析レポート（各部門の給与の合計、各部門の給与の移動平
均、平均給与）を作成します。 

SELECT 

d.deptno,  

d.dname,  

e.ename,  

e.sal AS sal, 

SUM(e.sal) OVER (ORDER BY e.deptno)) AS dept_sal, 

ROUND(AVG(e.sal) OVER (PARTITION BY e.deptno ORDER BY e.empno)) AS moving_avg_sal,  

ROUND(AVG(e.sal) OVER (ORDER BY e.deptno)) AS avg_dept_sal 

FROM dept d 

LEFT OUTER JOIN 

emp e 

ON (e.deptno = d.deptno); 
 
 

移動平均を計算する上記のSQLコードの簡潔さを、これに相当する、ClouderaがGithubに投稿したMapReduceコード
（「Simple Moving Average, Secondary Sort, and MapReduce」2のブログ記事を参照）と比較してみてください。こ
の“simple”（簡単）なサンプルは、12個のJavaプログラム・ファイルで構成されて、移動平均計算を実行し、ジョ
ブ・パラメータを管理し、関連するワークフローのフレームワークを指定しています。この“simple”なプロジェクト
のコードの分量を考えると、業務の要件の変化に合わせて計算に変更を加えるのは非常に難しいでしょう。 

SQLには、結果セットの一部として取得される列を使用して制限を適用する追加機能があります。HAVING句では、
WHERE句でフィルタリングが適用される場合と同じように、SELECT句の計算やGROUP BY処理による集計に基づい
て結果がフィルタリングされます。たとえば、次のようになります。 

SELECT 
deptno AS department,s  
COUNT(empno) AS no_employees,  
AVG(sal) AS avg_sal, 
SUM(sal) AS tot_sal  

FROM emp 
GROUP BY deptno 
HAVING avg(sal) > 2500; 

 
SQLを使用することで、開発者とDBAは、他の分析用プログラミング言語を使用した場合と比較して、必要なプロ
グラム・コードが非常に少なく、簡便かつ効率的なデータ集計の技法を活用できます。SQLによって実現するこの
簡素化により、アプリケーション・コードの構築、管理、メンテナンス、および新たなビジネス要件への対応を、
短期間で容易に行うことができます。 

 
 

簡単な最適化 
SQLは宣言的言語です。宣言的アプローチが採用されているために、開発者は実際の制御フローを記述せずに、計
算のロジックを明示するだけで、必要なプログラムの構造と要素を簡単に作成できます。簡単に言うと、想定され
る結果を得るために“どのように”するかを記述するのではなく、プログラムや問合せによって“何を”するかを記述す
るのです。“どのように”処理をするかという部分は、基盤となっているプラットフォームが透過的に管理します。
これは、プログラミングの手続き型アプローチとは対照的で、手続き型の場合は、特定のタスクを変数、プロシー
ジャ、関数、対応するデータ構造、および条件演算子のコレクションに分解することを目的としています。 

 
2 http://blog.cloudera.com/blog/2011/04/simple-moving-average-secondary-sort-and-mapreduce-part-3/ 

http://blog.cloudera.com/blog/2011/04/simple-moving-average-secondary-sort-and-mapreduce-part-3/
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このアプローチでは、プロシージャとサブルーチンにまとめられた命令リストが使用されて、コンピュータにス
テップ・バイ・ステップで実行するべき処理が指示されます。現在のビッグ・データ言語の多くでは、この手続き
型アプローチが採用されています。 

従業員のリストをソートして取得する簡単な例から、SQLの宣言的コードと、Javaなどのワークフロー指向の手続
き型言語とのおもな違いをよく理解できます。 

 
 

SQLの宣言的アプローチ Javaの手続き型アプローチ3 

SELECT 
empno,  
ename,  
hiredate 

FROM emp 
ORDER BY empno, hiredate, ename 

public class Employee implements Comparable<Employee>{  
private int empno; 
private String ename;  
private int hiredate; 

 
public Employee(int empno, String name, int hiredate) {  

this.empno=empno; 
this.ename=ename;  
this.hiredate=hiredate; 

} 
 

// Sort in descending order by Employee name.If name is same then sort in descending order by 
age. 
// If age is same then sort in descending order by Empid 

 
public int compareTo(Employee o){ 

if (o.ename.equals(this.ename)) 
if (o.hiredate-this.hiredate == 0)  

return o.empno - this.empno; 
else return o.hiredate-this.hiredate;  

else return o.ename.compareTo(this.ename); 
} 

public int getHiredate(){ 
return this.hiredate; 

} 
public int getEmpNo(){ 

return this.empno; 
} 

public String getEname(){ 
return this.ename; 

} 
} 

 
public class TestEmployeeSort { 

 
public static void main(String[] args) {  

List coll = Util.getEmployees(); 
Collections.sort(coll); // sort method  
printList(coll); 
System.out.println(" -------------------------------------------- "); 
Collections.sort(coll,new SortEmployeeByName());  
printList(coll); 

} 
 

private static void printList(List<Employee> list) {  
System.out.println("EmpId\tName\tAge"); 
for (Employee e: list) { 

System.out.println(e.getEmpId() + "\t" +  
e.getName() + "\t" + e.getAge()); 

} 
} 

} 
 

public class SortEmployeeByName implements Comparator<Employee>{  
public int compare(Employee o1, Employee o2){ 

return o1.getName().compareTo(o2.getName()); 
} 

} 

 
ビッグ・データ言語の多くは、アプローチが手続き型であり、最適化の技法を実装してワークロードをサポートす
る責任は開発者にあります。それぞれの開発者は、全体のワークロードとは完全に切り離された状態で自分のコー
ド/プロセスを最適化します。そのような細かいレベルの制御によって柔軟性は非常に高くなりますが、複数のアプ
リケーションが同じ問合せを実行する場合、競合が発生します。 

 
3 比較演算子を使用したJavaによるリストのソート方法の例 

https://sites.google.com/site/hadoopandhive/home/dsd


8 | SQL – 分析用の自然言語 

 

 

 

 

 
ビッグ・データ・プロジェクトでの最適化の技法は、当初は開発者中心でしたが、ビジネス・ユーザーやデータ・
サイエンティストが求める分析が複雑化し続けていることを受けて、よりプラットフォーム中心のアプローチに変
わってきています。 

SQLなどの宣言的言語では、開発者が理解する必要があるのは、データ・エンティティ間のリレーションシップ、
最終的な出力、および出力をサポートするのに必要な変換だけです。宣言的アプローチで作成されるコードは常に、
コンパクトで複雑さが大幅に軽減されており、メンテナンスと改良が非常に簡単です。宣言的コードでは、最終結
果がどのようになるかという点のみが記述されるため、データの処理方法に関する指示は含まれません。SQLが
ビッグ・データ分析の主要言語となっている理由の1つは、宣言的言語の簡潔さです。 

言うまでもなく、簡潔さは利点の1つに過ぎず、SQLは拡張性とパフォーマンスにも優れています。Oracle Database
にはSQLの透過的な最適化技法が豊富に実装されています。オラクルの問合せオプティマイザはOracleデータベー
ス・ソフトウェアの中核であり、リクエストされたデータにSQL文でアクセスするためのもっとも効果的な方法を
判断します。問合せオプティマイザによって、指定されたSQL文にもっとも適した実行計画4が生成されます。最適
な計画を判断するプロセス中に、オプティマイザは複数のアクセス手法（全表スキャンや索引スキャンなど）と、
さまざまな結合方法（ネステッド・ループやハッシュ結合など）を検討して、“最適な実行計画”を最終的に判断し
ます。データベース内には多数の内部統計情報やツールがあるため、通常は開発者よりもオプティマイザの方が、
文の最適な実行方法を決定するのに適しています。 

さらに、Oracle Databaseには強力なSQLパラレル実行エンジンが搭載されているため、問合せでパラレル実行を有効
にするべきか、またどのように有効にするべきかを自律的に決定できます。パラレル実行を使用するタイミング、お
よび選択する並列度の決定は、文で必要なリソースと、問合せ送信時に使用できるリソースの両方に左右されます。 

Oracle Database Resource Manager（DBRM）を使用すると、リソースへのアクセスを制御するワークロードの優先
度を、データベース管理者が決定できます。そのため、さまざまなジョブに優先度に応じたCPUタイムを割り当て
ることで、優先度の高いタスクが優先度の低いタスクの影響を受けないようにすることができます。 

データが配置されているソースでデータベースが最適化を実行するため、幅広いフロントエンド・システム（BIレ
ポート、ダッシュボード、アプリケーションなど）全体でチューニングの改善を共有できます。各システムは、固
有の問合せに合わせて最適化されるだけではなく、全体的なデータベース・システムのワークロード全般に対して
も最適化されます。 

 
 

継続的な進化 
SQLの中核は前述のとおり、汎用的なデータ処理の技法ですが、SQLは新しい処理技法、新しい計算、新しいデータ・
タイプにアクセスする機能によって拡張されてきたために、分析用の言語として数十年間にわたって使用されてい
ます。オラクルには、Oracle Databaseに高度なSQLベースの分析を組み込んできた長い歴史があります。 

ビッグ・データの分析でいまや主要な分析機能となっているウィンドウ関数は、1999年のOracle8iで初めて導入さ
れ、多くの開発者がこの機能を使用して複雑なビッグ・データ要件を管理しています。2003年にはOracle 10gで、
ビジネス・ユーザー向けにスプレッドシート・タイプのwhat-ifモデリング・フレームワークを備えたSQLモデル句
が導入され、データセット内で行と列の両方を操作して、指定したセット内に新しいレコードを作成できるように
なりました。 

 
 
 
 
 

4 “実行計画”には、SQL文実行の推奨メソッドが記述されます。Oracle DatabaseがSQL文の実行に使用しなければならない手順の組合せが、計画ごとに

詳しく記述されます。 
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最新バージョンのOracle Databaseでは、ビッグ・データ関連の新しい分析関数を利用できます。それらの関数の構
造と構文は、既存のSQL関数と共通のものです。 

分析の要件が進化していることをよく示している例に、近似解へのニーズがあります。状況によっては、分析の問
合せで必要とされる精度のレベルを下げることができます。つまり、必要十分なレベルであれば、回答としてまっ
たく問題ないということです。たとえば、実際の値の1 %以内の近似解であれば、問題がない場合があります。オ
ラクルはSQLのHyperLogLogアルゴリズムを実装して、'重複を除いた概算カウント'ができるようにすることで、最
新リリースのDatabase 12cにこの機能を追加しています。 

分析をサポートするのに必要なデータ・タイプが増えるにつれて、SQLはより幅広いデータ・ソース（リレーショ
ナル表/ビュー、XML文書、JSON文書、Hive表、HDFSファイル、空間オブジェクト、画像スタイル・オブジェクト
（BLOBおよびCLOB）、セマンティック・ネットワークなど）に対応できるように拡張されてきました。これで、
プロジェクト・チームがさまざまなデータ・タイプやデータ・ソースを対象とする、豊富な機能を備えた1つの分析
用言語を使用して連携できるようになったため、複雑さやリスクが全体的に軽減されて、簡単に拡張機能を組み込
んだり、新しい要件に対応したりできるようになりました。 

 
 

標準ベースであること 
ビッグ・データ・プロジェクトが抱える多くの課題の1つに、開発者が使用できる分析用の言語の決定があります。
最近のレポートでは、ある大手のコンサルタント企業5が、分析の標準についてプロジェクト・チームで真剣に検討
する必要があると述べています。 

オープン・ソースのビッグ・データ言語の多くは、一定の業界標準によって関連付けられているわけではないため、
複数の場所に蓄積されたデータへの問合せを統合しようとするときに問題が生じます。それぞれの言語が独自の構
文、分析関数とデータ型のセットをサポートしているのです。言語間での統一が欠けているため、一部のソース・
プラットフォームで特定の分析関数が使えない場合に、プラットフォーム間での大規模なデータ移動が必要になる
ことが珍しくありません。名前付け、構文、処理の表記規則が統一されていないために、機能を使いにくいと感じ
る開発者やビジネス・ユーザーがいます。 

業界標準に従っていない場合の影響について的確に示す、わかりやすい例があります。初期のビッグ・データ・プ
ロジェクトでは、MapReduceの2段階の手続き型フレームワークが使用され、コーディングに多額の費用がかかっ
ていました。現在ではパフォーマンス向上を目的として、Apache Sparkプロジェクトが使用されるようになってい
ます。ただし、Sparkのフレームワークは根本的に別物であるため、プロジェクト・チームは既存のMapReduceの
コードを書き直さなければなりません。 

新しいビッグ・データ・プラットフォームでの新しい処理言語の進化は、SQLの進化とは完全に対照的です。SQLは、
1986年に米国規格協会（ANSI）の標準となり、それ以来、最新版のANSI 2016まで進化してきました。この標準化
には、おもに次の2つのメリットがあります。 

まず、標準化により、大規模にコードを変更することなく、異なるデータベース・システムに高いレベルでアプリ
ケーションを移植できます。データウェアハウスの分野では、複数種類のSQLデータベースを、BIツールで簡単かつ
効率的にサポートできます。 

2番目に、SQLが標準化されていることにより、アプリケーション開発での継続性が保証されます。30年前に記述さ
れたSQL文は、SQLコードに変更を加えなくても、現在まで稼働し続けています。現在のSQL文のおもな違いは、
SQLの実行速度の大幅な向上で、その理由は、データベースでSQL文が透過的に最適化されて、最新のパフォーマン
ス向上機能の効果を活用できるからです。 

ビッグ・データ言語の中には、SQLとの類似性を高め、ANSI規格の要素の一部を採り入れる試みがなされているも
のがあります。そうした言語の多くは、SQL 92標準の一部またはすべてを採用しています。  

 
5 Deloitte Analytics：『Analytics Trends 2015: A Below-the-Surface Look』 

http://www.cio.com/article/2881201/data-analytics/8-analytics-trends-to-watch-in-2015.html
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ただし、多くのプロジェクト・チームが期待するレベルの移植性を備えているわけではありません。この好例が
Hiveで、Impalaなどの新しいSQL実装への置換えが進んでいます。どちらも、ANSI規格の以前のバージョンに、あ
る程度準拠していると言われています。しかし、ImpalaではHiveQLのごく一般的な機能（集計関数、ラテラル・
ビュー、問合せあたりの複数のDISTINCT句など）の多くがサポートされていません。こうした相違点があるため、
アプリケーション・ロジックの再コーディングに多大なリソースを費やさずに、プロジェクト間でコードを移行す
るのはきわめて困難です。標準に準拠しないと、プロジェクト内のリスクの全体的なレベルが上がります。 

SQL 92標準の公開以降、より高度な分析をサポートするために、非常に多くのデータウェアハウス機能が追加され
てきました。SQL 99ではROLLUP、CUBE、GROUPING SETSなどの多次元集計機能、SQL 2003では分析ウィンドウ関
数とOLAP機能、SQL 2011では一時的なデータ型と分析のサポート、SQL 2016ではパターン・マッチングのサポー
トが追加されました。 

業界標準のSQLは、分析プロセスを最大限に再利用して共有し、プロセスが古くなるリスクを最小限に抑えること
ができるため、データベースで業界標準のSQLを実装することは、顧客にとってメリットになります。 

 
 

Oracle SQLを選ぶべき理由 
オラクルの分析用SQLは、2016年版に組み込まれた新しい機能（SQLパターン・マッチングや重複を除く概算カウ
ントなど）も含めて、ANSI SQL規格を完全にサポートしています。そのため、オラクルのパートナー・ネットワー
クやその他の独立系ソフトウェア・ベンダーのさまざまなアプリケーションやツールで、そうした機能を幅広くサ
ポートし、新しく導入される機能を迅速に採り入れることができます。オラクルは多くのパートナーとの連携を続
け、増え続ける分析関数のライブラリをパートナーが活用できるように支援します。すでに多くの独立系ソフトウェ
ア・ベンダーが、新しいDatabase 19cのデータベース内分析関数のサポートを、自社の製品に取り込んでいます。 

オラクルのExadataプラットフォームのリリースによって、既存のSQLコード（1980年代に書かれたコードであって
も）を変更することなく移動して実行しても、パフォーマンスが大幅に向上します。ストレージ索引、Hybrid 
Columnar Compression、スマート・スキャンなど、Oracle Exadata Storage Serverに組み込まれたストレージ・レ
ベルのパフォーマンス最適化は、SQLコードに対して完全に透過的です。そのため、このプラットフォームではす
べてのアプリケーションとすべてのSQL文を変更せずに実行でき、最適化されたエンジニアド・プラットフォーム
で稼働させるメリットを得ることができます。 

オラクルは継続的な投資の一環として、SQL問合せのパフォーマンスをさらに改善するため、インメモリ処理をリ
リースしました。インメモリ・データ構造の管理とライフ・サイクル、および操作の種類（OLTP重視か、分析重視
か）に応じたさまざまな種類の圧縮の使用は、問合せに対して透過的です。この機能を利用するために、開発者と
DBAがアプリケーション・コードを書き直す必要はありません。Exadataと同じように、すべての既存の問合せで、
メリットが自動的に継承されます。 

Oracle SQLによって、プロジェクト・チームは豊富な機能を備えた1つの分析用言語を使用して作業できるため、全
体の複雑さが軽減され、データ・サイロの形成を防止できます。また、ITチームは機能拡張を組み込み、ビジネス・
チームの新たな要求に対応できます。 
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結論 
 

SQLは事実上、データ分析用の言語として進化してきました。その理由は単純で、技術的に優れており、大きなメ
リットがあるためです。 

 

細かいデータの収集量が増え、アプリケーションやダッシュボードをリアルタイムで最新の情報に更新しなければ
ならず、ビジネスの要件が分単位で変化し続ける状況で、ITチームは新しい課題に直面しています。ITチームはそう
した課題を解決するために、データ分析用の柔軟で高機能なフレームワークを必要としています。 

SQLはその柔軟性の高さと優れた機能のゆえに、あらゆるデータ分析プロジェクトの必須ツールとなっており、SQL
を分析用の主要言語として使用するITチームは、かつてない勢いで増加しています。SQLが以下のような重要な独自
の要素を備えているためです。 

• 高機能なフレームワークを提供する 

• 処理の最適化が完全に透過的である 

• 現在の厳しい要件に対応するために進化を続けている 

• 国際的なANSI規格に準拠している 
 

すでに多数の企業がOracleとSQLを使用し、俊敏性の高い開発エコシステムの一部となっているデータ・セットの
全体で、高度な分析を実行しています。これは、Oracle SQLがデータ・サイロの形成を防止するデータ・アクセス
と、特殊な処理エンジンにデータを渡す必要のない豊富な分析機能の両方に対応する、成熟した包括的なフレーム
ワークを提供するためです。 

Oracle SQLを使用するビジネス・ユーザーとビッグ・データ開発者は、非常に複雑なデータ検出要件や、ビジネス・イ
ンテリジェンスのレポート要件に簡単に対応できます。Oracle SQLはANSI 2016などの最新の業界標準、業界最先端
の最適化をサポートし、継続的な革新に取り組んでいるため、あらゆるデータ・タイプやデータ・ソースに対応す
る、デフォルトの分析言語となっています。 

つまりOracle SQLによって、プロジェクト・チームはプロジェクトに要する全体的なコストを減らし、リスクを軽
減できます。Oracle SQLを使用して分析を実行することで、企業は製品のイノベーションを実現し、新しい市場を
開拓し、もっとも重要な点として、競争上の大きな優位性を獲得するチャンスをつかむことができます。 

 
 
 

参考資料 

本書では、Oracle Databaseの以下の機能について言及されています。 

 
1. Oracle Database SQL言語リファレンス - Oracleと標準SQL 

 

2. Oracle Analytical SQL Features and Functions - SQLを使用してアクセスできる強力な分析機能と関数 

3. Oracle Database Query Optimization - 革新的な計画実行と安定性 
 

4. Oracle Big Data SQL- 1回の高速な問合せですべてのデータに対応 

https://docs.oracle.com/cd/F19136_01/sqlrf/Oracle-and-Standard-SQL.html#GUID-330DEBBB-006E-4B35-A516-5C0AEFFE06B9
https://www.oracle.com/database/technologies/bi-datawarehousing/sql-analytics.html
https://www.oracle.com/jp/database/technologies/datawarehouse-bigdata/query-optimization.html
https://www.oracle.com/jp/database/technologies/datawarehouse-bigdata/bigdata-sql.html
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5. Oracle Database In-Memory - リアルタイム分析、ビジネス・インテリジェンス、レポートのサポート 
 
 

オラクルの以下のホワイト・ペーパーとデータ・シートをお読みになることを強くおすすめします。 
 

1. Oracleオプティマイザの解釈を表示するEXPLAIN PLAN 
 

2. Oracle DatabaseのSQL計画管理 
 
 

多数のドキュメントへのリンクやその他の情報については、https://www.oracle.com/database/technologies/を参
照してください。 

 
 
 
 

 

最新のSQL機能をお試しください 
Oracle Databaseの最新版に含まれる、 

非常に重要なデータベース機能と関数について、コミュニティによるスクリプトと体系的なチュートリアルの総合
コレクションをご確認ください。こちらからすぐにご覧いただけます - http://livesql.oracle.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Oracle Live SQL 
SQLの学習と共有 

今すぐ始める > 

https://www.oracle.com/jp/database/technologies/in-memory.html
https://www.oracle.com/technetwork/database/bi-datawarehousing/oracle-explain-the-explain-0218-4403741-ja.pdf
https://www.oracle.com/technetwork/database/bi-datawarehousing/twp-sql-plan-mgmt-19c-5324207-ja.pdf
https://www.oracle.com/jp/database/technologies/
http://livesql.oracle.com/
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