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はじめに

本ガイドの目的は、本製品についてできるだけ有意義な評価を行っていただくことにあります。

»» アプリケーションのパフォーマンスを分析するうえで、Database Performance Analyzer（DPA）
が最も強力なツールである理由がわかります

»» 「ウォークスルー」セクションでは次の各ステップを使ってアプリケーションが遅くなる原因を
特定：

• パフォーマンス問題の特定方法

• 応答時間とシステム リソースの相関関係を明確化
• 応答時間を遅くする具体的な原因を特定

• レポートとアラートを自動化してプロアクティブな管理を設定

»» チームにとってDPAが賢明な投資である理由を確認できます
»» DPA利用者の体験談を紹介します
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DPA – アプリケーションのパフォーマンスを分析する強力なツール
アプリケーションのパフォーマンス分析は、データベースから

データベースはアプリケーションの核となるものであり、毎日広範に利用されています。 アプリケ

ーションに問題が生じると、チーム間で不要に責任を追及しあうことがよくありますが、まずデー

タベースを調べるのがよいでしょう。 ソーシャル ネットワークからミッションクリティカルな法人

向けアプリまで、データベースはアプリケーションで最も重要な（かつ多くの場合、最も複雑な）
役割を担っています。

監視ツールでは不十分

従来のデータベース監視ツールでは、上昇/下降や赤/黄/緑などで示されるヘルスメトリックに

重点が置かれています。 ダッシュボードに表示される多数のゲージや数値はあまり意味がなく、

詳細な分析を必要とします。 ネットワーク、仮想化、ストレージ、アプリケーションの各担当チー
ムに与えられるツールと機能はそれぞれ異なるため、どのチームもパフォーマンスを総合的に捉え

ることができません。 アプリケーションのパフォーマンスを管理する現在のツールは、ヒントを
提供しますが、根本原因を見つける役には立ちません。 SolarWinds ® Database Performance

Analyzer（DPA）は、市場におけるこうしたギャップを埋める強力なアプリケーションのパフォー

関連データ

88%
回答者の88%は、»
アプリケーションのパフォ
ーマンスで最も発生頻度の
高い課題や問題としてデー
タベースを挙げています。
出典：»
Gleanster Survey Research

マンス管理ツールです。

ITチームで一番パフォーマンスに詳しくなれる

SolarWinds DPAを利用すると、アプリケーション リクエスト、SQLステートメント、データベース

リソース、ホスト/OS、ネットワーク、仮想化、ストレージ パフォーマンス全体が見えるようになり

ます。 DPAには待ち時間分析が組み込まれており、ヘルスのほかにアプリケーション リクエスト

に対するデータベースの応答速度も注視しています。 「遅さ」はパフォーマンスに関する新たな
「課題」であるとの認識が急速に広がっています。SolarWinds DPAはデータベース管理者、開発
者、すべてのIT専門家にとってこの問題の根本原因をすばやく突き止める切り札となると同時に、
有用な助言を提供して、迅速な問題解決に導きます。

Multi-Dimensional Performance Analysis™で、トラブルシューティングをシンプルに

DPAのMulti-Dimensional Performance Analysisは、応答時間、リソース、SQLステートメント、待
機イベント/タイプ、関連コンテキストを対象に相関付けることができるため、複雑なパフォーマンス

問題の根本原因をすばやく特定するのに役立ちます。 DPAは、アプリケーションのパフォーマンス

問題の原因となりうる無数のメトリックを常時詳細に監視します。IT専門家はある時点で何が起き
たかを特定し、現在のパフォーマンスを過去における同様の動作状況と比較することができます。

SQLステートメント

コンテキスト

システム ヘルス

待ち時間に基づ
く分析

DPAは5つの側面の分析・相関付けを行い根本原因を特定
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応答 時間

関連データ

71%
71%

回答者の71%は、»
アプリケーションのパフォー
マンスを管理する現行ツー
ルでは、参考情報は得られ
ても、問題の根本原因を特
定できることは稀だと答えて
います。
出典：»
Gleanster Survey Research
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履歴ビジネス インテリジェンス

DPAは、履歴データを巧みに利用して、現時点で改善できる箇所を特定します。 5年前から5秒前

までにわたる広範囲の履歴データをデータベース管理者（DBA）に提供し、パフォーマンス問題の
発見・解決に役立ちます。

Database Performance Analyzerは、履歴データを巧みに利用して、現時点で改善できる箇所を特定します

時間を節約し、アプリケーションの障害を予防

DPAではすべての情報がアラーム付きのわかりやすい棒グラフで表され、問題を取り巻く詳細なデ

ータも把握できるようになっています。 こうした情報に簡単にアクセスできることから、DBAを筆
頭とするアプリケーション担当チームは一丸となって問題をすばやく解決し、ダウンタイムを減らし

て、アプリケーションの円滑な利用を促進します。 リソースが最適化されれば、高額なハードウェ
ア アップグレードの必要性は最小限に抑えられます。
スケーラブルで影響の小さいパフォーマンス分析

DPAのサポート範囲は、Oracle ®、IBM ® DB2 ®、SQL Server ®、MySQL®、SAP ® Adaptive Server

Enterprise（略称「SAP ASE」、旧名はSybase ®）などの市販の主要データベースを網羅していま
す。一企業全体を視野に、1～1,000までインスタンスを拡張できるうえ、世界各地での導入にも対

応します。 SolarWindsのDPAはエージェントなしで導入されるため、数百のインスタンス全体をサ
ポートする必要も、モニターを割り当てる必要もありません。 アーキテクチャもWebベースである

ため、DBA、アーキテクト、QA、開発者を含むITチーム全体が、サーバーに負荷を加えずに本番環
境でパフォーマンスを監視できます。
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インストールと設定が簡単

高速インストール設計のDPAは、通常、20分足らずでインストールと設定が完了します。 100%Web

ベースであることから、ユーザーはクライアントをインストールせずに、ブラウザからすべてに制限
なくアクセスできます。 DPAは、Windows®、UNIX®、Linux®の各サーバーで動作します。
オンプレミス、仮想化、クラウドで主要RDBMSエンジンを監視、最適化

オンプレミス、仮想化、クラウドのどこにある場合でも、SQL Server、Oracle、DB2、MySQL、SAP
ASE全体が単一ビューで監視、最適化されます。 SolarWinds DPAのダッシュボードには、すべての
インスタンスとステータスの主な監視内容が表示されます。
費用対効果

3年間でDPAの月額料金はわずか55ドル程度です。 コーヒー代にも満たない料金で、アプリケーシ
ョン動作の向上と高速化が保証されます。 担当チームは、アラートとレポートによって状況を簡単

に把握し、スクリプトの記述や維持に費やす時間を節約することができます。 サポートの必要性

も、問題改善にかかる時間も軽減されます。

ご質問、またはデータベース パフォーマンスの専門家との無料相談のご予約について
連絡先： 電話番号： 1.866.530.8100 電子メール： dpasales@solarwinds.com
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DATABASE PERFORMANCE ANALYZERのウォークスルー

このガイドでは、お客様がDPAのインストールを完了し、データベースのインスタンスを監視し始め
たという前提に立っています。 最善の結果を得るには、
できるだけ多くのデータベース インスタン

スをDPAの対象にしてください。 負荷はわずかであるため、DPAを使用して、重要な本番インスタ
ンスを常時監視しても問題ありません。

DPAはインストール直後にパフォーマンス データの収集と表示を開始しますが、パフォーマンスの
傾向と異常項目を分析するには、数日間DPAで監視を続ける必要があります。
最も重要なパフォーマンス問題を特定

SolarWinds DPAのダッシュボードには、すべてのインスタンスとステータスの主な監視内容が表
示されます。 DPAはアプリケーションに遅延を発生させる最大要因となっているインスタンスを
特定します。

画面1： インスタンス名をクリックすると詳細が表示されます。 画面1でインスタンス名をクリックし、
［トレンドビュー］
に移動すると、その日最もパフォーマンスの悪かったSQLステートメントが表示されます。 棒が長いほど、アプリケーショ
ンの待ち時間が長いことを示しています。

単一ソリューションで複数のベ
ンダーを監視

»» Oracle 11g、12c（シングル»
テナント）
»» SQL Server 2008、2012、2014
»» SAP ASE（旧名「Sybase」）»
15.0.x、15.5、15.7、16
»» DB2 LUW 9.x、10.1、10.5
»» VMware ® ESX ®、ESXi™ 5.1、»
5.5、6
»» MySQL Community Edition
5.6およびPercona® 5.6
サーバー/システムのハードウェア»
要件についての詳細は下記にア
クセスしてください。
DPA管理者ガイド

ヒント - 4ステップでDPAをイン
ストール

1. ダウンロードします。
2. 本番サーバー以外のサーバー
（Windows®またはLinux ®）に
インストールします。
3. リポジトリ データベース（SQL
ServerまたはOracle）を構成
します。
4. 監視するデータベース インス
タンスを登録します。 VMware
で実行する場合、詳細な分析
のためにDPAをvCenter™に»
接続します。
インストールと構成についての
詳細は下記にアクセスしてくだ
さい。
DPA管理者ガイド

画面2： 棒グラフをクリックして、その日のパフォーマンスの詳細にドリル ダウンします。
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応答時間とシステム リソースの相関関係を明確化

DPAを使用すると、CPU、I/O、メモリーなどのシステム リソースと応答時間との直接的な相関関係
を明らかにすることができます。 同じ画面に表示される複数のグラフを比較することで、特定の応

答時間の急増とサーバー リソースとの相関関係が簡単にわかります。 ［リソース］タブにリソース
と応答時間の相関関係が示されます。

画面3： ［リソース］タブをクリックすると相関関係が、棒グラフをクリックすると時間ごとの詳細が表示されます。

応答時間を遅くする具体的な遅延原因を特定

以下の画面には、ある1時間においてパフォーマンスが最も悪いSQLステートメント（左側）、アプ
リケーションの待ち時間（上部）、遅延原因である具体的な待機タイプ/イベント（右側）が示され
ています。

画面4： 待機タイプ/イベントをクリックすると、問題の説明と解決方法についてのアドバイスが表
示されます。
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ヒント - 設定

»» インストール後、Web»
ブラウザに「<ServerName
or IP>:8123」と入力します。
表示されるウィザードに従
い、次のステップに進みます。
»» 履歴リポジトリ データベース
を設定します。
»» VMwareでデータベースを
実行している場合、監視す
るデータベース インスタン
ス、vCenterの順に接続し、»
物理的ホストまで明確に見え
るようにします（任意）。
»» パフォーマンスの傾向を分析
し、結果を確認します。
»» インストール直後に明らかに
なるのはリアルタイムの問題
のみですが、数日経てば»
トレンドや異常を把握できる
ようになります。   
設定手順についての詳細は下記
にアクセスしてください。
DPA管理者ガイド
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画面5： 問題の説明にとどまらず、ベスト プラクティスに基づいた推奨
される解決策も提示されます。

現在のビューでリアルタイムに状況を診断

DPAでは、履歴トレンドに加え、
［現在のビュー］で現在の問題に関する詳しい情報も提供されます。

当座のパフォーマンス問題を確認するには、
［現在のビュー］に切り換え、1分または1秒以内の過
去の応答時間を表示します。

画面6： ［現在のビュー］に現在の状況が表示されます。
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レポートとアラートを自動化してプロアクティブな管理を設定

データベース パフォーマンスを最適に維持するためには、プロアクティブに応答時間を監視するこ

とが不可欠です。 SolarWinds DPAは自動レポート・アラート機能を備えており、応答時間の改善

に重点を置きつつ、パフォーマンスが大幅に低下したときにはユーザーに直ちに警告します。 ま

た、DPAには広範なレポートやアラートが組み込まれています。 こうした強力なアラート・レポー
トの枠組みによって、次のメリットが得られます。

»» DPAを使用して特別なビジネス要件を満たせるようになる

»» ユーザーがレポートを使用してDPAに直接アクセス権を持たない人にデータベースの状態を伝
達できる

»» 記録保持とコンプライアンス プロセスを合理化する

»» メールまたはSNMPトラップ経由で、24時間365日アラートと通知を発信できる

»» SolarWinds DPAの最新のアップデートにより、リソース アラートの数は50件を突破。待ち時間と
管理に関するアラートも多数利用可能。 SQLクエリに基づきカスタム アラートも作成できる。
右上の［アラート］リンクをクリックして、アラートを構成し、スケジュールを設定します。

画面7： DPAのカスタム アラート
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レポートをスケジュール設定し、構成するには、画面右上のリンクをクリックします。
DPAのウォークスルー»
についてはガイド ツアー動画
を参照してください

画面8： 新しいレポートを作成する

ご質問、またはデータベース パフォーマンスの専門家との無料相談のご予約について
連絡先： 電話番号： 1.866.530.8100 電子メール： dpasales@solarwinds.com
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チームにとってDPAが賢明な投資である理由
ビジネスに影響が及ぶ前に遅延防止

ダウンタイム（または遅いアプリケーション）は1時間あたりビジネスにどれほどの負担となるでし
ょうか。

DPAを利用すれば、問題が早期に発見されるため、問題悪化とビジネス運営（最終的に利益）へ

の影響を防ぐことができます。 担当チームは、動的ベースライン、待ち時間分析、カスタム レポー

トを通じてアプリケーションのパフォーマンスを掌握できます。 アプリケーションがダウンしたと
きに、チームは迅速に対応できます。通常、3～4クリックで、データベース システムや当該システム

がサポートするシステム内の大半の問題を発見できます。 パフォーマンス問題の根本原因を究明し
ようと何か月も苦労していたお客様に、このような奥に潜む原因を数分で突き止められると、DPAの
高度な相関付け機能はよく利用されています。
リーズナブルな所有コスト

チームの1時間あたりの人件費を考えてみましょう。 どのくらいチームの労働時間（1か月あたりの
時間）を削減したらDPAの費用対効果はプラスになるでしょうか。

DPAのコストは、インスタンスあたり1,995ドルからはじまり、1 3年間で月額料金は、わずか55ド

ル程度、1日あたりでは1.80ドルです。 コーヒー代にも満たない料金で、アプリケーション動作を
向上、高速化します。

従来の監視ツールを補完

各種ツールを使って根本原因を見つけようとするのにどれだけの時間を費やしていますか。

DPAは従来のパフォーマンス監視ツールではありません。 SolarWindsが10年前に初めて開発に成
功した革新的な待ち時間の分析方法論、 Multi-Dimensional Performance Analysisを用いる多面

的パフォーマンス分析ツールです。 DPAは、従来の監視ツール（Oracle、OEM、SCCM）、コードを中
心とするAPMツール（App Dynamics、NewRelic®）、データベース監視ツール（Idera®、Foglight ®

など）の補完ソリューションとしてよく使用されます。 DBAとアプリケーションを担当するチーム

は、他のツールでは獲得できない詳しい情報とドリルダウン機能をDPAから得ることができます。
チームの生産性を向上

チームは各スクリプトの情報の書き込み、維持、解釈にどれだけの時間を費やしていますか。 DPA
のアラートとレポートを利用すれば、ワークロードの処理が簡単になり、スクリプトの記述や維持

に費やす時間を節約できます。 Multi-Dimensional Performance Analysisが複雑な作業を代行

し、シンプルなUIでパフォーマンス問題の根本原因をすばやく特定します。 DPAを利用すること

で、DBAはさらに多くのアプリケーションに対応し、より効果的に使用できるようになるため、作

業可能な範囲が広がります。 すべてのアプリケーション担当チームが問題解決に集中する際に、
考慮すべき事実を一元化することができます。

1 米ドル建ての2017年3月時点での価格。SolarWindsは、価格を変更する権利を有します。各地域の価格については、SolarWindsの該当地域のセールス担当
者にお問い合わせください。
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DPA価格の基本情報：

»» SolarWinds DPAは、監視する
インスタンス件数ごとに»
ライセンスが付与されます
»» 1年目の保守料金は無料で
す（ライセンス価格に含まれ
ます）
»» 変動ライセンスは数量割引が
あります
»» VMオプションではVMWare»
ベースのリソースを確認»
できます
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ハードウェア投資とビジネス上の意思決定に効果を発揮

SSDドライブと大型サーバーのどちらを購入するかや、 仮想化の範囲を決めかねていますか。

DPAを利用すると、アプリケーションがディスクの読み取りや書き込みに費やす時間、ネットワーク
の待ち時間、CPUの待ち時間を正確に把握できるため、推測する必要がありません。 アプリケー

ションのパフォーマンスを加速するために投資が必要な分野に加え、 新しいハードウェアが必要

かどうか、コードやデータベース/システムの構成を修正または改善することで、問題の原因を解消
できるかどうかもわかります。 DPAは、仮想化リソースやホスト/OSがパフォーマンスにどのように
影響するかを視覚的に示します。 すべてのアプリケーション担当チームが問題解決に集中する際

に、考慮すべき事実を一元化することができます。

リアクティブなトラブルシューティングでなく、プロアクティブな最適化

発生した問題の対応に追われる状況からチームをどのように解放しますか。 DPAはアプリケーシ
ョンのパフォーマンスを常時分析して、最適化できる分野を特定し、問題となる要因を減らして、
効率性を改善します。 その結果、将来における大幅なコストダウンとパフォーマンス問題やダウ
ンタイム防止が可能となります。

誰でも安全にアプリケーションの実行状態を確認

DPAはエージェントを使用しないため、追加の負荷は1%未満であり、データベースに変更を加え
る可能性もありません。本番環境でチームメンバーの誰が使用しても安全です。 コードを記述す

る開発者は、コード変更の影響を本番で確認できます。 ストレージ、仮想化、システムの管理者
は、担当システムがサポートするアプリケーションの実行状態と変更の影響を確認できます。 ア

プリケーション担当チームは、データベースの動作においてアプリケーションで時間がかかって
いる場所を確認できます。

他のアプリケーション専門家やDBAのDPAに対する意見
独立した調査の結果をこちらからお読みください。
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DPA価格

»» SQL Server、MySQL、Oracle
Standard Edition向け
SolarWinds DPA： ライセン
スは1,995ドルから
»» Oracle Enterprise
Edition、DB2、SAP ASE向け
SolarWinds DPA： ライセン
スは3,495ドルから
»» SolarWinds DPA - VMオプ
ション： ライセンスは850ド
ルから

評価ガイド： Database Performance Analyzer

DBAやIT専門家のDPAに対する意見

現在、SolarWinds Database Performance Analyzer（DPA）は、重要なビジネス アプリケーショ

ンを管理する目的で、10万を優に超えるインスタンスを持つ数千件のお客様にご利用いただいて
います。

弊社のお客様の体験談を 次のビデオでご覧ください

データベース パフォーマンス問題の解決にはコラボレーションが重要

「DPAのおかげで業務がかなり順調になりました。どなたにも強くおすすめし
ます。市販のどのツールよりも優れていると断言できます。
」

SQL Serverプリンシパル アーキテクト、Barry Duran氏

クラウドとオンプレミスにおけるデータベース パフォーマンス

「当社ではDPAをクラウドで利用していますが、完璧に機能しています。 DPA
は市場で唯一無二の製品であり、 これほど強力でありながら主なリレーショ
ナル データベース全般に対応する製品は見たことがありません。」
データベース パフォーマンスの履歴分析

ITディレクター、Adam Japhet氏

「当社にとってのDPAのメリットは、実質的な問題が実際に起きている場所を
はっきり見分けられる点です。
」

データベース管理部門マネージャー、Leigh Freijo氏

TechValidate社の調査でDPAに対するフィードバックをさらに読む： http://bit.ly/DPAquotes   
TechValidate社が検討したDPAの参考事例： http://bit.ly/DPAcasestudies
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専門家の意見を 読む

»» Jeremy Kadlec氏のSQL
Server向けDPAについての
意見
»» Kyle Hailey氏のOracle向け
DPAについての意見
»» Pinal Dave氏の製品レビュー

評価ガイド： Database Performance Analyzer

SOLARWINDS DATABASE PERFORMANCE ANALYZERに関する補足情報

Fortune 500®掲載の企業から中小企業、
マネージド サービス プロバイダー（MSP）、政府機関、

教育機関まで、世界中のあらゆるお客様向けに、強力で手頃な価格のIT管理ソフトウェアを提供
しています。 IT、MSP、DevOpsプロフェッショナルに絞り込んで重点を置くことによって、従来の

エンタープライズ ソフトウェア ベンダーの場合であれば受け入れざるを得なかった複雑な作業
を排除しました。 ITアセットやユーザーの所在地に関係なく、SolarWindsは、オンプレミスから

クラウドまで、インフラストラクチャの重要な部分を処理するための機能を備えた、検索、購入、
使用、保守、拡張が簡単な製品を提供します。 エンドツーエンドのハイブリッドITパフォーマン
ス管理へのこのような尽力と使命感により、SolarWindsはネットワーク管理ソフトウェアとMSP
ソリューションの両方で世界的なリーダーに成長しました。また、IT管理ソフトウェア全般でも
同様の成長を続けています。 そのソリューションは、当社のオンライン ユーザー コミュニティ

THWACK®というユーザー基盤に深く依拠しており、そのコミュニティは、問題の解決、技術やベ

スト プラクティスの共有に加え、製品開発プロセスに直接参加しています。 詳細については、»

www.solarwinds.comをご覧ください。

SolarWinds DPAは、データベース管理者が経験の多寡を問わず、複雑なデータベース問題を簡単
に解決し、アプリケーションの応答時間を最適化できるように以下を可能にします。
»» 問題の本質とその解決方法をすばやく把握できます。

»» 高額なアップグレードに投資する前に、既存ハードウェア リソースを分析、最適化できます。

»» 本番環境で安全にSQLコードのパフォーマンスを監視できます。
»» データが急増しても高パフォーマンスを維持できます。
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評価ガイド： Database Performance Analyzer

その他のリソース：

»» ガイド ツアー動画： YouTube.com/watch?v=YC xwoqGIzfo
»» 管理者ガイド： 管理者ガイド

»» SolarWinds THWACK®コミュニティ：Solarwinds thwackのオンライン コミュニティはIT専門家
に付加価値を提供します

»» THWACKのDPA

»» Twitterでフォローする：@SolarWinds
ご質問、またはデータベース パフォーマンスの専門家との無料相談のご予約について
連絡先： 電話番号： 1.866.530.8100 電子メール： dpasales@solarwinds.com
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