
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SQL Server 2008 自習書シリーズ No.14 

ロックと読み取り一貫性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Published: 2008 年 5 月 31 日 

改訂版: 2008 年 10 月 27 日 

有限会社エスキューエル・クオリテゖ 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この文章に含まれる情報は、公表の日付の時点での Microsoft Corporation の考え方を表しています。市場の変化に応える必要があるた

め、Microsoft は記載されている内容を約束しているわけではありません。この文書の内容は印刷後も正しいとは保障できません。この文章

は情報の提供のみを目的としています。 

Microsoft、SQL Server、Visual Studio、Windows、Windows XP、Windows Server、Windows Vistaは Microsoft Corporation の米国

およびその他の国における登録商標です。 

その他、記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。 

© Copyright 2008 Microsoft Corporation. All rights reserved. 



 

 

目次 

SSTTEEPP  11.. ロロッッククのの概概要要  とと自自習習書書をを試試すす環環境境ににつついいてて .............................................................. 4 

1.1 ロック（Lock）の概要 ........................................................................................... 5 

1.2 自習書を試す環境について ...................................................................................... 6 

SSTTEEPP  22.. ロロッッククのの基基本本.................................................................................................... 7 

2.1 ロックの種類（排他ロックと共有ロック） .................................................................. 8 

2.2 Management Studio レポートによるロック状況の監視 ................................................14 

2.3 SQL ステートメントでロック状況の監視： dm_tran_locks ...........................................15 

2.4 Blocked process report によるロック待ちの監視 .......................................................16 

2.5 ロック待ちのタムゕウト .....................................................................................20 

2.6 ロックの粒度（ロックをかける大きさの単位） ............................................................22 

2.7 デッドロック（Deadlock） ....................................................................................24 

2.8 Deadlock graph（デッドロックのグラフゖカル表示） ..................................................31 

SSTTEEPP  33.. トトラランンザザククシショョンンのの分分離離とと  IIssoollaattiioonn  LLeevveell .............................................................34 

3.1 トランザクションの分離と Isolation Level ................................................................35 

3.2 ダーテゖ リードと Read UnCommitted ...................................................................39 

3.3 反復読み取り不可： Non Repeatable Read ...............................................................43 

3.4 更新ロックによる変換デッドロックの回避 .................................................................52 

3.5 更新ロックの注意点： 悲観的同時実行制御 ................................................................55 

3.6 フゔントム読み取り（Phantom Read） ....................................................................56 

3.7 楽観的（オプテゖミステゖック）同時実行制御 ............................................................60 

SSTTEEPP  44.. テテーーブブルル  ススキキャャンンにによよるるロロッックク待待ちち  とと読読みみ取取りり一一貫貫性性 ..............................................63 

4.1 テーブル スキャンによるロック待ち ........................................................................64 

4.2 読み取り一貫性 ...................................................................................................68 

4.3 READ_COMMITED_SNAPSHOT .............................................................................69 

4.4 スナップショット分離レベル（Snapshot Isolation Level） ...........................................72 

4.5 読み取り一貫性のオーバーヘッド ............................................................................76 

 

  



 

 

SSTTEEPP  11..  ロロッッククのの概概要要  

とと自自習習書書をを試試すす環環境境ににつついいてて  

この STEP では、ロックの概要と自習書を試す環境について説明します。 

 

この STEP では、次のことを学習します。 

 ロックの概要 

 自習書を試す環境について 

 

 



 

 

1.1 ロック（Lock）の概要 

 ロックの概要 

ロックは、複数のユーザーが同時に利用するデータベースにとって欠かせない機能です。もし、ロ

ックがない場合には、同じデータに対して、複数のユーザーが同時に更新して、データに矛盾が発

生する可能性があるからです。ロックは、このような矛盾を回避するための機能です。 

 ロックの必要性 

トランザクションは、1 つずつ実行されるのであれば、データは矛盾のない状態に保たれます。し

かし、データベースでは、同時に複数のユーザーが接続し、複数のトランザクションが並行して実

行されています。 

 

複数のトランザクションが並列実行されている場合には、次のように同じデータが同時に更新され

る可能性があります（データに矛盾が発生する可能性があります）。 

 

このような同時更新を防ぐための機能が「ロック」（Lock）です。ロックは、文字通りデータに「鍵」

をかけるようなもので、データを更新しているときに、他のトランザクションから同時に更新され

ないようにデータをブロックする機能です。 

 

A
B

C

D

並行実行 （パラレル）

A

B

C

D

直列実行 （シリアル）

実際は、複数のトランザクションが同時実行され
ている。これでは、読み取ったデータが同時に更
新されたりデータの矛盾が発生する可能性がある

トランザクションが 1 つずつ順番に直列実
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1.2 自習書を試す環境について 

 必要な環境 

この自習書で実習を行うために必要な環境は次のとおりです。 

 

OS 

Windows Server 2003 SP2（Service Pack 2）以降 または 

Windows XP Professional SP2 以降 または 

Windows Vista または 

Windows Server 2008 

 

ソフトウェア 

SQL Server 2008 Enterprise / Developer / Standard / Workgroup Edition 

この自習書内での画面やテキストは、OS に Windows Server 2003 SP2、ソフトウェゕに 

SQL Server 2008 Enterprise Edition を利用して記述しています。 

 

 

  



 

 

SSTTEEPP  22..  ロロッッククのの基基本本  

この STEP では、ロックの種類やロックの監視方法、デッドロックなど、ロック

の基本について説明します。 

 

この STEP では、次のことを学習します。 

 ロックの種類（排他ロックと共有ロック） 

 ロック状況の監視方法（現在の利用状況） 

 Management Studio によるロック状況の監視 

 dm_tran_locks によるロック状況の監視 

 Blocked process report によるロック待ちの監視 

 ロック待ちのタムゕウト 

 ロックの粒度ロックをかける大きさの単位） 

 デッドロック 

 Deadlock graph（デッドロックのグラフゖカル表示） 

 

 



 

 

2.1 ロックの種類（排他ロックと共有ロック） 

 ロックの種類 

SQL Server のロックには、主に「排他ロック」と「共有ロック」の 2 種類があります。 

 排他（eXclusive）ロック 

排他ロックは、あるトランザクションが実行している更新系のステートメント（UPDATE／

INSERT／DELETE ステートメント）によるデータ更新に対して、他のトランザクションから

一切ゕクセスできないように排他制御を行うロックです。排他は、「占有」や「独り占め」と

いう意味です。これにより、同じデータが同時に更新されることを防ぐことができます。 

したがって、排他ロックは「占有ロック」と呼ばれることもあります。また、更新時にかける

ロックであることから「Write（書き込み）ロック」と呼ばれることもあります。 

 共有（Shared）ロック 

共有ロックは、あるトランザクションが実行している検索（SELECT ステートメント）に対

して、他のトランザクションから更新（UPDATE／INSERT／DELETE）ができないようにす

るロックです。 

共有ロックでは、他のトランザクションが検索（SELECT）を実行することは可能です。検索

しているデータは、他のトランザクションから検索されても、データに矛盾が発生することは

ないからです。このように、共有ロック同士は、共存（両立）できることから、共有ロックと

呼ばれています。 

なお、共有ロックは、データの読み取り時にかけるロックなので「Read（読み取り）ロック」

と呼ばれることもあります。 

 ロックの保持期間 

ロックの保持期間は、デフォルトでは、次のとおりです。 

 

排他ロックは、トランザクションが完了するまで保持され、共有ロックは、読み取り操作が完了す

るとすぐに解放されます。 

 ロックの状況を確認（利用状況モニタ） 

SQL Server では、ロックの状況をグラフゖカルに確認できる「利用状況モニタ」ツールが提供さ

れています。このツールを利用すると、ロック待ちとなっている接続（プロセス）を簡単に調べる

ことができます。 

保持期間

排他ロック トランザクションが完了するまで

共有ロック 読み取りが完了するまで



 

 

 

 Let's Try 

それでは、これを試してみましょう。まずは、ロックを試すためのデータベースとテーブルを作成

します。 

1. 最初に、［スタート］メニューから Management Studio を起動し、SQL Server へ接続し

ます。 

2. 続いて、クエリ エディタを起動して、次のように「sampleDB」という名前のデータベース

を作成し、その中へ「t1」テーブルを作成します。 

-- データベースの作成 

CREATE DATABASE  sampleDB 

go 

-- テーブル「t1」の作成 

USE sampleDB 

CREATE TABLE t1 

(  a int PRIMARY KEY 

  ,b char(5) ) 

 

-- データの追加 

INSERT INTO t1 VALUES(1, 'AAA') 

INSERT INTO t1 VALUES(2, 'BBB') 

INSERT INTO t1 VALUES(3, 'CCC') 

INSERT INTO t1 VALUES(4, 'DDD') 

 

SELECT * FROM t1 

1 

待機リソースが
「keylock」

ンデックス内の
行ロックを表す

待機の種類が
「LCK_M_S」
（共有ロック）

タスクの状態が
「SUSPENDED」



 

 

 

 

 排他ロックをかける 

次に、特定のデータに対して、排他ロックをかけ、その状況を監視ツールから確認し、また別の接

続からはそのデータを参照できないことを確認してみましょう。 

1. まずは、クエリ エデゖタから次のように実行して、「a=2」のデータを更新します。 

USE sampleDB 

BEGIN TRAN 

  UPDATE t1 

   SET b = 'xxx' 

    WHERE a = 2 

 

 

BEGIN TRAN でトランザクションを開始し、わざと COMMIT TRAN を省略して、排他ロ

ックをかけたままにしています（排他ロックはトランザクションが完了するまで解放されませ

ん）。 

 別の接続からデータの参照 

次に、別の接続（ユーザー）から、排他ロックがかかっているデータと、そうでないデータを参照

してみましょう、 

2 

クエリを記述
1

結果を確認
3



 

 

2. 別の接続を作成するには、ツールバーの［新しいクエリ］ボタンをクリックします。 

 

3. 新しく表示されたクエリ エデゖタで、排他ロックがかかっていないデータ「a=3」を参照し

てみましょう。 

USE sampleDB 

SELECT * FROM t1 

 WHERE a = 3 

 

 

排他ロックは、「a=2」のデータに対して行単位で獲得されているので、それに該当しない

「a=3」のデータは、排他ロックに関係なく参照できることを確認できます。 

4. 続いて、今度は、排他ロックのかかっている「a=2」のデータを参照してみます。 

USE sampleDB 

SELECT * FROM t1 

 WHERE a = 2 

 

1 

排他ロックのかかっていない
データを参照できる



 

 

 

結果は、ステータス バーへ［クエリを実行しています..］とずっと表示され、検索結果が表

示されないことを確認できます（ロック待ちの状態になります）。クエリをこのままの状態に

しておき（終了せずにロック待ちのままにしておき）ます。 

 Management Studio からロック状況の監視 

次に、Management Studio を利用してロック状況を確認してみましょう。 

5. 次のようにオブジェクト エクスプローラで、サーバー名を右クリックして、［利用状況モニタ］

をクリックします。 

 

「利用状況モニタ」が表示されたら、［プロセス］を展開します。これにより、プロセス（セ

ッション ID）ごとのロック状況を確認できるようになります。一覧されたロックのうち、［タ

スクの状態］が「SUSPENDED」、［待機の種類］が「LCK_M_S」、［待機リソース］が「keylock 

～ mode=X ～」となっているものが見つかると思います。これは、SELECT（検索）ステ

排他ロックがかかっているデータは
参照できず、ロックが解放される

まで待たされる

1 

待機リソースが
「keylock」

ンデックス内の
行ロックを表す

待機の種類が
「LCK_M_S」
（共有ロック）

タスクの状態が
「SUSPENDED」

ブロック元の
セッション ID。

排他ロックを
かけている側



 

 

ートメントによる共有ロック（LCK_M_S：Lock Mode Shared）が、排他ロックによって待

ち状態（SUSPENDED）になっているという意味です。 

また、［ブロック元］では、排他ロックをかけている側のセッション ID を確認することもで

きます。 

さらには、セッションを右クリックして［詳細］をクリックすると、そのセッションが現在実

行しているステートメントを確認することもできます（ロック待ちの原因となっているステー

トメントを確認することができます）。 

6. 次に、最初の接続側のクエリ エデゖタ（排他ロックをかけている側）へ戻り、ROLLBACK 

TRAN を実行して、トランザクションを取り消します。 

ROLLBACK TRAN 

 

 

これにより、トランザクションが終了するので、排他ロックが解放されて、ロック待ちをして

いる接続側では、検索結果が表示されていることを確認できます。 

トランザクションを
ロールバックして
排他ロックを解放

↓

ロックが解放されたので
データが表示される

排他ロックをかけている側

ロック待ちをしていた接続側



 

 

2.2 Management Studio レポートによるロック状況の監視 

 Management Studio レポートによるロック状況の監視 

Management Studio のレポート機能を利用しても、ロック状況を監視することができます。

これは、次のように［sampleDB］データベースを右クリックして、［レポート］をクリック

します。 

 

標準レポートの「ブロックしているすべてのトランザクション数」レポートを表示すると、現

在、ブロックしているトランザクションを基準に、そのトランザクションにブロックされてい

るステートメントを表示することができます。 

 

ブロックしている側のステートメント（UPDATE ステートメント）は、実行が完了している

ので、表示されませんが、ロック待ちをしている側の SELECT ステートメントは、具体的に

どういったものが実行されているのかが表示されていることを確認できます。 

このように、Management Studio の レポート機能を利用して、ロック状況を監視すること

もできます。 

1 

3 

2 

2

1 



 

 

2.3 SQL ステートメントでロック状況の監視： dm_tran_locks 

 SQL ステートメントでロック状況の監視 

ロックの状況は、SQL ステートメントを利用しても監視することができます。これを行うには、

「dm_tran_locks」動的管理ビューを利用します。 

SELECT * FROM sys.dm_tran_locks 

 

 

前のページで説明した Management Studio のレポート機能も内部的には、dm_tran_locks ビ

ューをクエリしています。 

Note： 以前のバージョンの「sp_lock」 

以前のバージョンで利用できた sp_lock システム ストゕド プロシージャは、SQL Server 2008 でも利用することが

できますが、あくまでも下位互換性のために用意されたものなので、将来のバージョンでは削除される予定です。したが

って、dm_tran_locks 動的管理ビューを利用することをお勧めします。 

 

 

要求モードが
「S」（共有）
「X」（排他）

要求の状態が
「GRANT」（獲得）
「WAIT」（待ち）



 

 

2.4 Blocked process report によるロック待ちの監視 

 Blocked process report 

Blocked process report は、SQL Server 2005 以降で追加された、プロフゔラ（SQL Server 

Profiler）で監視できるベントです。このベントを利用すると、ブロックされた（ロックで待

たされている）プロセスを簡単にリストゕップできるようになります。なお、プロフゔラの基本

操作については、本自習書シリーズの「監視ツールの基本操作」で詳しく説明しています。 

 Let's Try 

それでは、これを試してみましょう。 

1. Blocked process report を利用するには、まず、サーバー構成オプションの「blocked 

process threshold」を設定する必要があります。これを設定するには、クエリ エデゖタか

ら次のように実行します。 

EXEC sp_configure 'show advanced options', '1' 

RECONFIGURE 

 

EXEC sp_configure 'blocked process threshold', '5' 

RECONFIGURE 

 

第 2 引数では、ブロックされている時間のしきい値（threshold）を秒単位で指定します（こ

こでは、5 秒に設定しています）。 

2. 次に、［スタート］メニューの［すべてのプログラム］→［Microsoft SQL Server 2008］

→［パフォーマンス ツール］から［SQL Server Profiler］を選択して、プロフゔラを起

動します。 

 

3. プロフゔラが起動したら、［ファイル］メニューの［新しいトレース］をクリックして、新

しいトレースを開始します。 



 

 

 

［サーバーへの接続］ダゕログでは、［サーバー名］へ接続先の SQL Server の名前を入力

して、［接続］ボタンをクリックします。 

4. ［トレース プロパテゖ］ダゕログが表示されたら、［イベントの選択］タブをクリックしま

す。 

 

［すべてのイベントを表示する］をチェックして、表示されたベントの一覧から「Errors 

and Warnings」カテゴリにある「Blocked process report」をチェックして、［実行］ボ

タンをクリックします。 

これで 5 秒以上ロック待ちが発生しているプロセスをリストゕップできるようになります。 

5. 次に、前の手順と同じようにロック待ちの状況を作ります。クエリ エデゖタから 1 つ接続を

作り、「a=2」のデータを排他ロックします（COMMIT TRAN を意図的に省略します）。 

USE sampleDB 

BEGIN TRAN 

  UPDATE t1 

   SET b = 'xxx' 

    WHERE a = 2 

2 

3 

1 

1 

2 

3 

4 



 

 

6. 続いて、ツールバーの［新しいクエリ］をクリックして別の接続を作って、その接続から同じ

く「a=2」のデータへゕクセスして、ロック待ちを発生させます。 

USE sampleDB 

SELECT * FROM t1 

 WHERE a = 2 

 

7. プロフゔラへ戻ると、次のように、Blocked process report ベントが 5 秒ごとに記録

されていくことを確認できます。 

 

確認後、ツールバーの［停止］ボタンをクリックして、トレースを停止します。 

8. 記録された「Blocked process report」ベントを選択すると、次のようにロック待ちが発生

した時の情報が XML 形式で表示されます。 

 

Blocked process 
report が 5 秒ごと

に記録される

1

2 

1 

blocked process
ブロックされているプロセス

（ロックで待たされている側）

blocking process
ブロックしている

プロセス



 

 

<blocked-process> 要素へブロックされているプロセスの情報、<blocking-process> 

要素へブロックしている側のプロセスの情報が表示され、<inputbuf> 要素で、実行されて

いた SQL ステートメントを確認することができます。 

このように Blocked process report を利用すると、ロックで待たされているプロセスを簡

単にリストゕップできるので、大変便利です。 

9. 確認後、クエリ エデゖタの排他ロックをかけている側（最初の接続側）へ戻って、ROLLBACK 

TRAN を実行して、トランザクションを取り消しておきます。 

ROLLBACK TRAN 

 

 

10. 最後に、設定を元に戻しておきましょう。 

EXEC sp_configure 'blocked process threshold', '0' 

RECONFIGURE  

 

EXEC sp_configure 'show advanced options', '0' 

RECONFIGURE 

 

トランザクションを
ロールバックして
排他ロックを解放

排他ロックをかけている側



 

 

2.5 ロック待ちのタイムアウト 

 ロック待ちのタイムアウト 

デフォルトでは、ロック待ちをしているトランザクションは、ロックが解放されるまで待ち続けま

す。ロック待ちのタムゕウトを設定したい場合には、次のように入力します。 

SET LOCK_TIMEOUT タイムアウトまでの時間 

 

時間はミリ秒単位で指定します。たとえば、10 秒でタムゕウトしたい場合は、「10000」と指

定し、一切待たないようにするには「0」と指定します。また、デフォルト（無制限に待ち続ける）

へ戻す場合は「-1」を指定します。 

この設定は、接続が切れるまで有効です。 

 Let's Try 

それでは、これを試してみましょう。 

1. まずは、前の手順と同じようにロック待ちの状況を作ります。クエリ エデゖタから 1 つ接続

を作り、「a=2」のデータを排他ロックします（COMMIT TRAN を意図的に省略します）。 

USE sampleDB 

BEGIN TRAN 

 UPDATE t1 

  SET b = 'xxx' 

   WHERE a = 2 

 

2. 続いて、ツールバーの［新しいクエリ］をクリックして別の接続を作って、その接続側から、

ロック待ちのタム ゕウトを 10 秒へ設定します。 

SET LOCK_TIMEOUT 10000 

 

 

3. タムゕウトを設定後、排他ロックがかかっているデータ「a=2」を参照してみます。 

USE sampleDB 

SELECT * FROM t1 

 WHERE a = 2 

 



 

 

 

今度は、10 秒間、ステータス バーへ［クエリを実行しています..］と表示された後、「ロッ

ク要求がタイムアウトしました」とエラーが表示されることを確認できます。 

このように SET LOCK_TIMEOUT ステートメントを利用すると、ロック待ちのタムゕウト

を設定できるようになります。 

4. 確認後、排他ロックをかけている側（最初の接続側）へ戻って、ROLLBACK TRAN を実行

して、トランザクションを取り消しておきます。 

ROLLBACK TRAN 

 

 

Note： ADO.NET でのロック待ちのタイムアウト 

VB や C# などで利用する ADO.NET では、次のように CommandTimeout プロパテゖで設定された値（デ

フォルトは 30 秒）がロック待ちのタム ゕウトになります。 

Dim cn As New SqlConnection("接続文字列") 

cn.Open() 
cn.CommandTimeout = タイムアウトまでの秒数 

CommandTimeout プロパテゖは、厳密には、コマンド（ステートメント）のタムゕウトの設定なので、ロック

待ちのタムゕウトとは限りません。ロック待ちのタムゕウトを明示的に設定したい場合には、次のように SET 

LOCK_TIMEOUT ステートメントを実行するようにします。 

cn.Open() 
cn.ExecuteNonQuery "SET LOCK_TIMEOUT タイムアウト値" 

 

10秒経過
1

トランザクションを
ロールバックして
排他ロックを解放

排他ロックをかけている側



 

 

2.6 ロックの粒度（ロックをかける大きさの単位） 

 ロックの粒度 

ここまで試してきたのは、行単位のロックでしたが、ロックをかける大きさの単位には、次の種類

（粒度）があります。 

 

粒度が小さければ、同時に実行できるトランザクション数が増えるので、SQL Server では、基本

的には行ロック（行単位のロック）が利用されます。 

粒度の大きさは、ステートメントの内容によって変化します。具体的には、取得するデータが大量

の場合（たとえば、100 万件のうち 90 万件を取得する場合など）には、ページやテーブル単位の

ロックが選択されます。ロックの粒度は、SQL Server が、最適だと判断した大きさのものが自動

的に選択されます。 

Note： ページやエクステントとは？ 

ページは、SQL Server におけるデゖスク入出力（読み取り／書き込み）の単位で、エクステントは連続した 8 ページ

です。エクステントは、テーブル スキャン時や一括操作時の入出力の単位になります。詳しくは、本自習書シリーズの

「ンデックスの基礎とメンテナンス」で説明しています。 

 

 ロック ヒント： ロックの粒度を明示的に指定する 

ロックの粒度は、明示的に指定することもできます。この機能は、「ロック ヒント」や「オプティ

マイザ ヒント」と呼ばれます。ロック ヒントを利用することで、SQL Server が選択したロック

の粒度を、ユーザーが強制変更することができます。 

ロック ヒントを利用するには、ステートメント内のテーブル名の後ろへ「WITH」句を指定し、

たとえば、UPDATE ステートメントで行ロックを強制するには、次のように記述します。 

UPDATE テーブル名 WITH(ROWLOCK) 

  SET .. WHERE .. 

 

そのほかのロック ヒントには、ページ単位を指定する「PAGLOCK」、テーブル単位の「TABLOCK」

などがあります。また、獲得されるロックの種類は、UPDATE／INSERT／DELETE ステートメン

トの場合は「排他ロック」、SELECT ステートメントの場合は「共有ロック」です。 

粒度 説明

行（RID） 行ロック。RID は ROW ID（行識別子）の略

キー（Key） ンデックス内の行ロック

ページ（PAG） 8KB の大きさ

エクステント（EXT） 連続した 8 ページ（64KB）

テーブル（TAB） テーブル全体

データベース（DB） データベース全体



 

 

なお、複数のテーブルを JOIN している場合は、次のようにテーブルごとにロック ヒントを指定

する必要があります。 

SELECT ..  

 FROM テーブル名1 WITH(ロックヒント) 

  INNER JOIN テーブル名2 WITH(ロックヒント) 

    ON .. WHERE .. 

 

 ロック エスカレーション 

行単位のロックは、同時実行性は高まりますが、大量の行が更新される場合には、ロックの数が膨

大になってしまいます。そこで、SQL Server は、行単位やページ単位など、小さい粒度のロック

が大量に発生し、SQL Server 自身に負荷が高いと認識したときには、必要に応じてロックの粒度

を拡大（エスカレート）します。これは、ロック エスカレーションと呼ばれています。 

たとえば、テーブル データが 100 万件あり、そのうちの 90 万件へ行ロックがかかっているとし

ます。このとき、これらのロックをテーブル単位のロックへエスカレートできるのであれば、ロッ

クは １つで済むのです。なお、ロックがエスカレートされるかどうかは、同時実行されているト

ランザクションや、利用できるメモリ量に依存します。 

Note： ロック エスカレーションの監視 

ロック エスカレーションが発生したかどうかは、次のように調べることができます。 

 システム モニタの Table Lock Escalation/sec カウンタ 

 プロフゔラの Lock Escalation ベント 

システム モニタとプロフゔラの使い方については、本自習書シリーズの「監視ツールの基本操作」で詳しく説明して

います。 

 

Note： Oracle と同じように動作させたい場合 

Oracle では、ロック エスカレーション機能が実装されていないので、大量のデータをロックする場合にも、（デフォル

トでは）行単位のロックが大量に取得されます。SQL Server でも、後述のロック エスカレーションの無効化を設定し

て、ロックヒントへ「ROWLOCK」を指定すれば、これと同じ（Oracle のデフォルトと同じ）ように動作させることも

可能です。 

 

 ロック エスカレーションの無効化 

ロック エスカレーションは、一切発生しないように無効化することも可能です。以前のバージョ

ンの SQL Server では、トレース フラグ「1211」を設定することで、SQL Server 全体でロッ

ク エスカレーションを禁止することができましたが、SQL Server 2008 からは、ALTER TABLE 

ステートメントによって、テーブル単位で無効化を設定できるようになりました。これは、次のよ

うに利用します。 

ALTER TABLE テーブル名 

 SET ( LOCK_ESCALATION = DISABLE ) 



 

 

2.7 デッドロック（Deadlock） 

 デッドロック 

複数のトランザクションが同時に実行されている環境では、「デッドロック」が発生する可能性に

注意する必要があります。これは、次のように 2 つのトランザクションがお互いにロック待ちを

している状態のことを指します。 

 

この図では、トランザクション X が「A」を排他ロックし、その直後に、トランザクション Y が

「B」を排他ロックしている状況です。この後、X が「B」を更新しようとすると、Y の排他ロッ

クにブロックされ、Y が「A」を更新しようとすると、X の排他ロックにブロックされてしまいま

す（お互いにロック待ちとなってしまいます）。これが「デッドロック」という状態です。 

もし、デッドロックのまま（お互いにロック待ちのまま）では 2 つのトランザクションがどちら

も完了しないことになってしまうので、SQL Server では、このような状態が発生しないかどうか

を定期的に監視しています（5 秒ごとにチェックしています）。 

SQL Server は、デッドロックを検出すると、どちらかのトランザクションをロールバック（取り

消し）することで、永遠にロックを待ち続けるという状態を回避してます。このとき、取り消され

たトランザクション側にはエラー「1205」が送信されます。 

Note： Oracle のデッドロック時の動作 

Oracle と SQL Server では、デッドロック発生時の動作が異なります。SQL Server では、デッドロック検出時に、ト

ランザクション全体がロールバックされるのに対して。Oracle では、該当ステートメントのみしかロールバックされま

せん。Oracle でトランザクション全体をロールバックさせるには、別途コードを記述しなければなりません。 

 

この図で紹介したデッドロックは、最も典型的なデッドロックで、「サイクル デッドロック」とも

呼ばれます。それぞれのトランザクションが、循環（Cycle：サクル）するようにロック待ちを

していることから、このように呼ばれています。したがって、このデッドロックの発生を防ぐには、

同じ順序でデータへゕクセスするようにします。たとえば、図の状況では、2 つのトランザクショ
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ンが両方とも A → B の順にゕクセスすれば、お互いにロック待ちになることを回避でき、デッ

ドロックが発生しなくなります。 

 

 デッドロックの監視 

デッドロックの監視には、トレース フラグ 1204 を利用することができます。トレース フラグ

を有効にするには、次のように DBCC TRANCEON コマンドを実行します。 

DBCC TRACEON(1204, -1) 

 

トレース フラグ 1204 を有効にすると、デッドロックの発生時に SQL Server のログへ、その

ときの状況（実行されていたステートメントなど）を記録できるようになります。 
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 Let's Try 

それでは、デッドロックを発生させて、そのときの状況を確認してみましょう。 

1. まずは、クエリ エデゖタから、DBCC TRANCEON コマンドを実行して、トレース フラグ 

1204 を有効にします。 

DBCC TRACEON(1204, -1) 

 

 

2. 次に、前の手順と同じように、「a=2」のデータを排他ロックをかけたままにします（COMMIT 

TRAN を意図的に省略します）。 

USE sampleDB 

BEGIN TRAN 

 UPDATE t1 

  SET b = 'xxx' 

   WHERE a = 2 

 

3. 続いて、ツールバーの［新しいクエリ］をクリックして別の接続を作って、その接続から「a=4」

のデータを排他ロックをかけたままにします（同じく、COMMIT TRAN を意図的に省略し

ます）。 

USE sampleDB 

BEGIN TRAN 

 UPDATE t1 

  SET b = 'yyy' 

   WHERE a = 4 

 

4. 続いて、最初の接続側へ戻って、排他ロックのかかっている「a=4」のデータに対して、更

新をかけ、ロック待ちの状態を作ります。 

 UPDATE t1 

  SET b = 'yyy' 

   WHERE a = 4 

 

このメッセージは、DBCC コマンドが正常に終了
した場合に表示されるメッセージ



 

 

 

5. 次に、2 つ目の接続側へ移動し、排他ロックのかかっている「a=2」のデータに対して、更新

をかけ、ロック待ちの状態を作ります。 

 UPDATE t1 

  SET b = 'xxx' 

   WHERE a = 2 

 

 

数秒間、ロック待ちの状態になり、SQL Server によってデッドロックが検出されると、どち

らかの接続側へ「1205」エラーが通達されて、トランザクションがロールバックされます。 

 

4 は、もう 1つの接続によって
排他ロックがかかっているので

ロック待ちになる。

2 は、もう 1つの接続によって
排他ロックがかかっているので

ロック待ちになる。

エラー 1205 が
通達される

こちらは正常終了



 

 

6. 次に、オブジェクト エクスプローラの［管理］フォルダを展開して、［SQL Server ログ］ の

［現在 ～］をダブル クリックして、SQL Server ログを参照します。 

 

ログの中で「Deadlock encountered..」と表示されるものがあることを確認できます。こ

こから先のログがデッドロック発生時の周辺情報になります。このうち、「Input Buf ～」と

表示されるログに、デッドロック発生時に実際に実行されていたステートメントが記録されて

います。 

 

また、「Victim Resource Owner」と表示される側のプロセス ID がロールバックされた側

1 

2

1 

2 



 

 

のトランザクションです（Victim は、犠牲者という意味の英単語です）。 

このようにトレース フラグ 1204 を利用すると、デッドロック発生時の状況を SQL Server 

ログへ残せるので大変便利です。 

7. 結果を確認後、クエリ エデゖタへ戻って、正常に実行された方のトランザクションに対して

「ROLLBACK TRAN」を実行して、ロールバックしておきましょう。 

 

 トレース フラグを常時有効にする場合 

DBCC TRACEON コマンドで有効にしたトレース フラグは、SQL Server を停止するまで、また

は DBCC TRACEOFF コマンドを実行するまで有効です。したがって、SQL Server を再起動し

た場合には、トレース フラグの設定はクリゕされます。 

SQL Server を再起動してもトレース フラグを有効にする（常時有効にする）には、起動パラメ

ータを設定します。これは、SQL Server Configuration Manager ツールを利用して、SQL Server 

サービスの［詳細設定］タブで、次のように［起動時のパラメータ］へ「;-T 1204」を追加しま

す（セミコロンを忘れずに記述してください）。 
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設定後、SQL Server サービスを再起動すると、トレース フラグが有効になった状態で SQL 

Server が起動します。起動後、トレース フラグが有効になっているかどうかを確認するには、

DBCC TRACESTATUS コマンドを利用します。 

DBCC TRACESTATUS (1204) 

 

 

Status 列が「1」と返れば、トレース フラグ 1204 が有効になっています。 

 デッドロックの優先度（どちらがロールバックされるのか） 

デッドロック発生時に、どちらのトランザクションがロールバックされるかは、決まりがありませ

ん。これを制御したい場合には（優先的に勝たせたいトランザクションがある場合には）、次のよ

うに SET DEADLOCK_PRIORITY ステートメントを利用します。 

SET DEADLOCK_PRIORITY n 

 

n は、-10～10 までの間の値を指定でき、大きい値が優先度の高いトランザクションになります。 

 



 

 

2.8 Deadlock graph（デッドロックのグラフィカル表示） 

 Deadlock graph 

デッドロックは、プロフゔラの Deadlock graph ベントを利用すると、グラフゖカルに監

視することも可能です。これは SQL Server 2005 から提供された機能です。 

 

 Let's Try 

それでは、これを試してみましょう。 

1. まずは、［スタート］メニューからプロファイラ（SQL Server Profiler）を起動します。 

2. プロフゔラが起動したら、［ファイル］メニューから［新しいトレース］をクリックします。 

 

取り消された
トランザクション
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［サーバーへの接続］ダゕログでは、接続先の SQL Server を指定して［接続］ボタンを

クリックします。 

3. ［トレースのプロパテゖ］ダゕログが表示されたら、［イベントの選択］タブをクリックし

て、［すべてのイベントを表示する］をチェックし、プロフゔラで設定できるすべてのベ

ントを表示します。 

 

ベントの一覧から「Locks」カテゴリにある「Deadlock graph」をチェックして、［実行］

ボタンをクリックします。これにより、トレースが開始されます。 

4. 次に、前の手順とまったく同じようにデッドロックを発生させます。 

 

5. デッドロックが発生したら、プロフゔラへ戻って、「Deadlock graph」ベントが記録さ

れていることを確認します。 
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確認後、ツールバーの［停止］ボタンをクリックして、トレースを停止します。 

記録された Deadlock graph ベントを選択すると、デッドロック時の状況をグラフゖカ

ルに確認できます。「×」印がついているプロセス ID が、取り消されたトランザクションです。

また、マウスをオーバーすると、そのときに実行された SQL ステートメントを確認すること

もできます。 

このように Deadlock graph を利用すると、デッドロックをグラフゖカルに監視することが

できるので、大変便利です。 

6. 結果を確認後、クエリ エデゖタへ戻って、正常に実行された方のトランザクションに対して

「ROLLBACK TRAN」を実行して、ロールバックしておきましょう。 
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SSTTEEPP  33..  トトラランンザザククシショョンンのの分分離離とと  

IIssoollaattiioonn  LLeevveell  

この STEP では、トランザクションの分離と Isolation Level について説明しま

す。 

 

この STEP では、次のことを学習します。 

 トランザクションの分離とは 

 Isolation Level（分離レベル）とは 

 ダーテゖ リード（Read UnCommitted） 

 反復不可能読み取り（Non Repeatable Read） 

 変換デッドロックとは 

 更新ロックによる変換デッドロックの回避 

 フゔントム読み取り（Phantom Read） 

 楽観的（オプテゖミステゖック）同時実行制御 

 

 



 

 

3.1 トランザクションの分離と Isolation Level 

 トランザクションの分離とは 

トランザクションは、1 つずつ直列（Serial：シリゕル）実行されるのであれば、データは矛盾の

ない状態に保たれます。しかし、実際には、同時に複数のユーザーが接続し、複数のトランザクシ

ョンが並行して実行されています。 

 

このように並列（パラレル）実行されているトランザクションを、次のように直列実行されたとき

と同じように実行されている状態が、トランザクションが分離（Isolation）された状態です。 

 

トランザクションが分離された状態では、トランザクションが 1 つずつ直列実行されたときと同

じように、データの矛盾は発生しません。 

 Isolation Level（分離レベル）とは 

SQL の標準規格である「ANSI SQL-92」では、トランザクションの分離（Isolation）が満たさ

れているかどうかを「一貫性水準」として、次の 4 つの Isolation Level（分離レベル）を定め

ています。 
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直列実行 （シリアル）

実際は、複数のトランザクションが同時実行され
ている。これでは、読み取ったデータが同時に更
新されたりデータの矛盾が発生する可能性がある

トランザクションは 1 つずつ順番に直列実
行されるのであれば、同時に同じデータが
読み取られたり、同時更新されたりするこ
とはないので、データの矛盾は発生しない
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データの一貫性が保たれるかどうか（データに矛盾が発生する可能性があるかどうか）で 4 つの

レベルが分かれ、複数のトランザクションが同時実行された場合に起こり得るデータの矛盾を 3 種

類（ダーティ リードと反復読み取り不可、ファントム読み取り）挙げています。 

どの矛盾も発生しないのが「Serializable」レベルで、これが Isolation（トランザクションの分

離）を完全に満たしているレベルです。これは、Serialize（直列化）が able（可能な）レベルと

いう意味です。 

分離レベルの実装は、データベース製品によって異なりますが、SQL Server と Oracle、DB2 の

デフォルトの分離レベルは「Read Committed」です。このレベルでは、反復読み取り不可とフ

ゔントム読み取りという矛盾が発生する可能性がありますが、以降では、これらの矛盾ついて詳し

く説明していきます。 

 SQL Server での分離レベルの変更 

SQL Server で分離レベルを変更するには、前述のロック ヒントのときと同様、テーブル名の後

ろへ WITH 句を利用して、次のように指定します。 

SELECT .. FROM テーブル名 WITH(分離レベル名) 

 

分離レベル名には、次の 4 つを指定できます。 

 ReadUnCommitted（NOLOCK を指定しても可能） 

 ReadCommitted 

 RepeatableRead 

 Serializable（HOLDLOCK を指定しても可能） 

分離レベル名は、スペースなしでツメて指定することに注意してください。 

 分離レベルをセッション単位で設定 

分離レベルは、セッション（接続）単位で設定することもできます。これは、次のように SET ス

テートメントを使用します。 

起こり得るデータの矛盾

分離レベル
ダーティ リード

（不正読み取り）
反復読み取り

不可
ファントム
読み取り

Read UnCommitted 発生する 発生する 発生する

Read Committed（デフォルト） 発生しない 発生する 発生する

Repeatable Read 発生しない 発生しない 発生する

Serializable 発生しない 発生しない 発生しない完全な Isolation の実現
データの矛盾なし

Isolation は満たされない
データの矛盾あり

Serialize （直列化） が able （可能な）レベルという意味



 

 

SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL 分離レベル名 

 

SET ステートメントの場合は、ロック ヒントの場合とは異なり、分離レベル名をスペース付きで、

次のように指定します。 

 Read UnCommitted 

 Read Committed 

 Repeatable Read 

 Serializable 

 

Note： ADO.NET からセッション単位で分離レベルを設定する場合 

VB や C# などの ADO.NET 2.0 の TransactionScope オブジェクトを利用する場合は、分離レベルのデフォルトが 

Serializable になります。この場合は、SELECT ステートメントが実行された場合に、共有ロックがトランザクション

が完了するまで保持されてしまうので、同時実行性が大きく低下します（詳しくは後述します）。したがって、デフォル

トの分離レベル Read Committed へ変更したほうがパフォーマンスが良くなります。分離レベルを変更するには、次

のように TransactionOptions オブジェクトの IsolationLevel プロパテゖを設定します。 

Imports System.Data.SqlClient  
Imports System.Transactions 
     ： 

Using cn As New SqlConnection("Server=localhost;Database=sampleDB;Integrated Security=SSPI;") 

    Try 

        ' 分離レベルの変更 

        Dim txOp As New TransactionOptions 

        txOp.IsolationLevel = IsolationLevel.ReadCommitted 

        Using tx As New TransactionScope(TransactionScopeOption.Required, txOp) 

            cn.Open() 

            Using cmd As New SqlCommand() 

                cmd.Connection = cn 

                cmd.CommandText = "SQL ステートメント" 

                cmd.ExecuteNonQuery() 

                          ： 

■ ADO.NET 1.1 の SqlTransaction オブジェクトの場合 

ADO.NET 1.1 の SqlTransaction オブジェクトを利用する場合は、デフォルトの分離レベルは、Read Committed

です。これを、たとえば Read UnCommitted レベルへ変更したい場合は、次のように  SqlConnection オブジェク

トの IsolationLevel プロパテゖを設定します。 

Imports System.Data.SqlClient  
     ： 

Using cn As New SqlConnection("Server=localhost;Database=sampleDB;Integrated Security=SSPI;") 

    cn.Open() 

    ' 分離レベルの変更 

    cn.IsolationLevel = adXactReadUncommitted 

    Using cmd As New SqlCommand() 

       cmd.Connection = cn 

       Dim tx As SqlTransaction = cn.BeginTransaction() 

       cmd.Transaction = tx 

       Try 

           cmd.CommandText = "SQL ステートメント" 

           cmd.ExecuteNonQuery() 

                     ： 

■ COM+ コンポーネントの場合 

COM+ コンポーネントを利用する場合は、デフォルトの分離レベルが Serializable（シリゕル化）です。これを変更し



 

 

たい場合は、次のように操作します。 

 

 

1 

2



 

 

3.2 ダーティ リードと Read UnCommitted 

 ダーティ リードと Read UnCommitted 

ダーテゖ リード（Dirty Read：不正読み取り）は、デフォルトの分離レベルでは発生しませんが、

Read UnCommitted レベルへ変更した場合に発生する可能性がある現象です。このレベルでは、

次のように UnCommitted（コミットされていない）データを読み取れるようになります。 

 

Read UnCommitted レベルでは、排他ロックを無視してデータを読み取ることができ、読み取り

時のロック待ちは発生しません。しかし、読み取ったデータがロールバック（取り消し）された場

合には、データに矛盾が発生することになります。 

このように、未確定（UnCommitted）のデータを不正に読み取ることから、ダーテゖ リードと呼

ばれています。 

 Let's Try 

それでは、これを試してみましょう。 

1. まずは、前の手順と同じように、「t1」テーブルを利用して、ロック待ちの状況を作ります。

クエリ エデゖタから 1つ接続を作り、「a=2」のデータを排他ロックします（COMMIT TRAN 

を意図的に省略します）。 

USE sampleDB 

BEGIN TRAN 

 UPDATE t1 

  SET b = 'xxx' 

   WHERE a = 2 

 

2. 続いて、ツールバーの［新しいクエリ］をクリックして別の接続を作って、その接続側から、

排他ロックがかかっているデータ「a=2」を参照します。 

USE sampleDB 

データトランザクション
X

データの更新
UPDATE

A → B

トランザクション
Y

排他
ロック

A

ロールバック
ROLLBACK

B

A

排他ロックを無視して
未コミット データを

読み取り

1

B

矛盾

未コミット
（未確定）のデータ

3

読み取り
SELECT

2

ダーテゖ リード （不正読み取り）



 

 

SELECT * FROM t1 

 WHERE a = 2 

 

 

これは、前の Step で試したように、ステータス バーへ［クエリを実行しています..］と表

示されて、永遠とロック待ちの状態になります。デフォルトの分離レベル「Read Committed」

では、Committed（コミットされた）データしか読み取ることができません。 

3. 確認後、ツールバーの［停止］ボタンをクリックして、クエリをキャンセルします。 

 

4. 次に、分離レベルを「Read UnCommitted」へ指定して、排他ロックがかかっているデー

タ「a=2」を参照してみましょう。 

SELECT * FROM t1 WITH(ReadUnCommitted) 

 WHERE a = 2 

 

 

今度は、ロック待ちが発生せずに、結果を参照できたことを確認できます（参照できた値は、

更新後のデータです）。 

5. 次に、分離レベルを「NoLock」へ指定して、同じようにデータを参照してみましょう。 

SELECT * FROM t1 WITH(NoLock) 

 WHERE a = 2 

 

デフォルトの分離レベル Read Committted では、
排他ロックがかかっているデータは参照できず、

ロックが解放されるまで待たされる

1 

コミットされていない
更新後の値を参照できる



 

 

 

Read UnCommitted と指定した場合と同様、コミットされていないデータを参照できたこと

を確認できます。NoLock は、Read UnCommitted と同じ動作が可能です。 

6. 確認後、排他ロックをかけている側（最初の接続側）へ戻って、ROLLBACK TRAN を実行

して、トランザクションを取り消します。 

ROLLBACK TRAN 

 

 

このように、トランザクションがロールバックされると、2 つ目の接続側で参照したデータ

「xxx」は取り消され、正しい値は「BBB」になります。 

 

このように、Read UnCommitted レベルでは、ロールバック時にデータの矛盾が発生する可

能性があることに注意して利用する必要があります。 

Note： Read UnCommitted はパフォーマンス向上がメリット 

Read UnCommitted は、ダーテゖ リードが発生するからといって、利用価値のないレベルというわけではありま

せん。排他ロックを無視してデータを読み取れることは、パフォーマンス上の大きなメリットになります。また、

ダーテゖ リードによるデータの矛盾は、ゕプリケーションの種類によっては許容範囲内であったり、運用ルール

でカバーできたり、ゕプリケーション側のちょっとした工夫（ロールバックされるとデータが変わる可能性がある

ことを明記しておくなど）でカバーできることが多々あります。また、未確定（UnCommitted）のデータを読み

取っても、それが確定（コミット）されれば正しいデータとなるのです。 

ロック待ちが原因のパフォーマンス低下に悩まされている場合は、Read UnCommitted を利用することで解決で

きるケースは多いので、多くの場面で役立ちます（筆者自身も Read UnCommitted を利用して、パフォーマン

スの問題を解決した案件がいくつかあります）。 

なお、Read UnCommitted は、内部的には「共有ロックをかけない」という動作をすることで、排他ロックと競

合しないようにし、排他ロックを無視してデータを読み取れるようにしています。WITH(NoLock) が Read 

UnCommitted と同じ動作なのは、NoLock（共有ロックをかけない）という意味です。 

 

トランザクションを
ロールバックして
排他ロックを解放

排他ロックをかけている側

ロールバックされると、
BBB となる



 

 

 ダーティ リードの回避 

ダーテゖ リードは、手順内で試したように、デフォルトの分離レベル「Read Committed」で

あれば回避できます。Read Committed では、排他ロックのかかっているデータを参照すること

はできず、UnCommitted（未コミット）なデータを読み取ることはできません（ダーテゖ リード

は発生しません）。 

 

Committed（確定された）データだけを読み取れるレベルということで、Read Committed と呼

ばれています。 

なお、Read Committed レベルでは、正確には、データの読み取り時に共有ロックをかけようと

することで、排他ロックにブロックされます。したがって、Step 2 で試したように、ロック状況

の監視ツールでは、SELECT ステートメントのロック待ちは、次のように待機の種類が「LCK_M_S」

で表示されます。 

 

 

データトランザクション
X

データの更新
UPDATE

A → B

トランザクション
Y

排他
ロック

A

ロールバック
ROLLBACK

B

A

排他ロックにブロッ
クされて、データが

読み取れない

1

未コミット
（未確定）のデータ

3

読み取り
SELECT

2
ロック
待ち

データがコミットされるまで、
ロック待ちになる。

ダーティ リードは発生しない

待機リソースが
「keylock」

待機の種類が
「LCK_M_S」

タスクの状態が
「SUSPENDED」

SELECT ステートメントがロック待ちをしているときの状態



 

 

3.3 反復読み取り不可： Non Repeatable Read 

 反復読み取り不可 

反復読み取り不可（Non Repeatable Read）は、デフォルトの Read Committed レベルでは発生

する可能性があるデータの矛盾です。この矛盾は、一度読み取ったデータがほかのトランザクショ

ンによって更新され、二度目に読み取ったときに異なるデータになっているというものです。 

 

文字通り、反復読み取りができない（1 回目と 2 回目でデータが違う）という矛盾です。反復読み

取り不可の例には、次のような予約システムでの予約処理があります。 

 

この図は、予約状況を確認したとき（データを読み取った時）は空席だった「席番 3」を、二人の

ユーザーが同時に予約してしまい、ダブル ブッキング（二重予約）が発生している例です。一度

読み取ったデータが、2 回目（予約の登録時）には、異なる値になっている（ほかのユーザーに先

に更新されてしまっている）という状態です。 

なぜ、このような事態が発生するかというと、SELECT ステートメントによる読み取り時は、共有

ロックが読み取り完了後にすぐに解放されるからです。 

 

値

トランザクション
X

SELECT

トランザクション
Y

A

B

矛盾

データの更新
UPDATE
A → B

A

1

2

SELECT3

B

1回目 と 2回目で結果が異なる
反復読み取り不可

席番 予約者名

1 なし

2 sato_t

3 なし

4 なし

【 予約状況の確認 】
SELECT * FROM 予約

【 予約 】
UPDATE 商品
SET 予約者='X'
WHERE 席番=3

トランザクション
X

トランザクション
Y

席番 3 を
予約

席番 3 を
予約

予約テーブル

1 2

【 予約状況の確認 】
SELECT * FROM 予約

3
4

席番1  ○ 空席
席番2  × 予約済
席番3  ○ 空席
席番4  ○ 空席2 番以外は

空いている

席番1  ○ 空席
席番2  × 予約済
席番3  ○ 空席
席番4  ○ 空席

2番以外は
空いている

【 予約 】
UPDATE 商品
SET 予約者='Y'
WHERE 席番=3

ダブル
ブッキング！



 

 

 Let's Try 

それでは、これを試してみましょう。予約システムを例に、ダブル ブッキングが発生してしまう

状況を確認してみましょう。 

1. まずは、sampleDB データベース内へ「予約」テーブルを作成します。 

USE sampleDB 

CREATE TABLE 予約 

(  席番 int PRIMARY KEY 

  ,予約者名 varchar(50) ) 

 

INSERT INTO 予約 VALUES(1, NULL) 

INSERT INTO 予約 VALUES(2, 'sato_t') 

INSERT INTO 予約 VALUES(3, NULL) 

INSERT INTO 予約 VALUES(4, NULL) 

 

SELECT * FROM 予約 

 

 

2. 次に、ツールバーの［新しいクエリ］から、2 つの接続を作って、それぞれから SELECT ス

テートメントを実行して、予約状況を確認します（COMMIT TRAN を省略して、トランザ

クション中とします）。 

USE sampleDB 

BEGIN TRAN 

  SELECT * FROM 予約 

 

 
2つの接続から
空席状況の確認



 

 

3. 確認後、1 つ目の接続から「席番=3」を予約します。 

  -- 座席3 を予約 

  UPDATE 予約 

   SET 予約者名 = 'xxx' 

    WHERE 席番 = 3 

 

-- コミット（確定） 

COMMIT TRAN 

 

 

COMMIT TRAN を実行して、予約を確定することで、1 つ目の接続によって、「席番=3」

が予約された状態になりました。 

4. 次に、2 つ目の接続から、同じ「席番=3」を予約してみます。 

  -- 座席 3 を予約 

  UPDATE 予約 

   SET 予約者名 = 'yyy' 

    WHERE 席番 = 3 

 

-- コミット（確定） 

COMMIT TRAN 

 

 

予約確定

ダブル ブッキング
が発生！



 

 

2 つ目の接続からも問題なく、予約を確定することができるので、ダブル ブッキングが発生

してしまいます。 

このように、デフォルトの分離レベルでは、反復読み取りができない（Non Repeatable Read）

状態なので、読み取ったデータが別のユーザーによって更新されてしまう可能性があるのです。 

5. 最後に、「席番=3」のデータを NULL へ戻しておきます。 

-- 座席 3 を NULL へ戻す 

UPDATE 予約 

 SET 予約者名 = NULL 

  WHERE 席番 = 3 

 

 

 反復読み取り不可の回避 ～Repeatable Read～ 

反復読み取り不可を回避するには、「Repeatable Read」（反復読み取り可能）という分離レベル

を利用します。その名のとおり、反復読み取りが可能なレベルという意味です。これは、内部的に

は、次のようにロックの動作を変更することで実現しています。 

 共有ロックをトランザクションが完了するまで保持 

このように共有ロックをトランザクションが完了するまで保持するようにすれば、データの更新時

に発生する排他ロックを、共有ロックでブロックできるようになります。 

 

席番 予約者名

1 なし

2 sato_t

3 なし

4 なし

【 予約状況の確認 】
SELECT * FROM 予約

WITH（RepetableRead）

【 予約 】
UPDATE 商品
SET 予約者='X'
WHERE 席番=3

トランザクション
X

トランザクション
Y

Y の共有ロック
によって待ち状態 X の共有ロック

によって待ち状態

予約テーブル

1

3
4

【 予約 】
UPDATE 商品
SET 予約者='Y'
WHERE 席番=3

お互いにロック待ち
デッドロックの発生

2

【 予約状況の確認 】
SELECT * FROM 予約

WITH（RepetableRead）

共有ロック
を保持 共有ロック

を保持

席番1  ○ 空席
席番2  × 予約済
席番3  ○ 空席
席番4  ○ 空席

席番1  ○ 空席
席番2  × 予約済
席番3  ○ 空席
席番4  ○ 空席



 

 

これにより、データが同時に更新されることを防ぐことができ、ダブル ブッキングを防ぐことが

できます。しかし、この防止方法は、デッドロックを発生させることで、ダブル ブッキングを防

いでいる点に注意する必要があります。デッドロックの発生によって、1 つのトランザクションは

ロールバックし、1 つだけをコミットすることで、2 つ同時ではなく、1 つだけが予約確定できる

ようにしています。なお、このタプのデッドロックは、共有ロックを排他ロックへ変換しようと

しているときに発生することから「変換デッドロック」とも呼ばれます。 

 Let's Try 

それでは、これを試してみましょう。 

1. 前の手順と同じように、ツールバーの［新しいクエリ］から、2 つの接続を作って、それぞれ

から SELECT ステートメントを実行して、予約状況を確認します（COMMIT TRAN を省略

して、トランザクション中とします）。このとき、分離レベルへ「Repeatable Read」を指

定するようにします。 

USE sampleDB 

BEGIN TRAN 

  SELECT * FROM 予約 WITH(RepeatableRead) 

 

 

2. 確認後、1 つ目の接続から「席番=3」を予約してみます。 

  -- 座席 3 を予約 

  UPDATE 予約 

   SET 予約者名 = 'xxx' 

    WHERE 席番 = 3 

 

-- コミット 

COMMIT TRAN 

 

Repeatable Read 
を指定



 

 

 

結果は、ロック待ちになります。 

3. 次に、2 つ目の接続から、同じように「席番=3」を予約してみます。 

  -- 座席 3 を予約 

  UPDATE 予約 

   SET 予約者名 = 'yyy' 

    WHERE 席番 = 3 

 

-- コミット 

COMMIT TRAN 

 

 

結果は、数秒間、お互いにロック待ちの状態（デッドロック）になり、SQL Server によって

デッドロックが検出されると、どちらかのトランザクションがロールバックされます。 

4. 1 つのトランザクションは、正常に終了しているので、これを確認しておきましょう。 

SELECT * FROM 予約 

 

ロック待ち状態

正常に終了
（予約確定）

デッドロック発生の犠牲者
（ロールバックされた側）



 

 

 

このように、分離レベルを「Repeatable Read」へ変更した場合は、共有ロックをトランザ

クションが完了するまで保持することで、データの矛盾が発生しないようにしています。しか

し、この防止方法は、デッドロックを発生させることで、ダブル ブッキングを防いでいる点

に注意する必要があります。 

また、この手順では、同じ「席番=3」のデータを同時に更新する例でしたが、次のように、

お互いに異なる席番（1 と 4）を指定した場合にも、同様の動作が発生します。 

 

2 つのトランザクションが異なる席を予約しようとしたにも関わらず、デッドロックが発生し

てしまうのです（排他ロックが共有ロックにブロックされるため）。これでは、予約が失敗し

た側が、再度予約状況を確認したときに、予約エラーになった席が「空席」として表示される

ことになるので、利用している人にとっては、そのシステムに不満を抱くことになるでしょう。 

5. 最後に、「席番=3」のデータを NULL へ戻しておきます。 

-- 座席 3 を NULL へ戻す 

UPDATE 予約 

 SET 予約者名 = NULL 

  WHERE 席番 = 3 

正常に終了
（予約確定）

席番 1 を予約 席番 4 を予約

異なる席を予約したのに
デッドロックが発生！



 

 

 

 

 Repeatable Read の注意点 ～デッドロックの多発～ 

Repeatable Read レベルは、ダブル ブッキングを防げるという意味では、利用価値がある分離レ

ベルに見えるかもしれません。しかし、デッドロックを発生させているという点に大きな落とし穴

があります。これは、次に説明する分離レベル「Serializable」でも発生するのですが、デッドロ

ックが多発するという事態です。具体的には、次のように、複数の予約端末がある場合に発生しま

す。 

 

この図は、複数の端末（複数のユーザー）が、それぞれ同時に異なる座席を予約しようとしている

場合です。異なる座席を指定しているので、何の問題もなく、すぐに予約完了させたい状況ですが、

分離レベルに「Repeatable Read」を利用している場合は、トランザクションが完了するまで共有

ロックを保持するので、実際の予約時（UPDATE 実行時）にデッドロックが発生してしまいます。 

図のように、4 台で同時にデッドロックが発生した場合は、SQL Server は、まず 4 つのうち 1

つのトランザクションだけをロールバックします。残りの 3 つは、依然としてデッドロック中に

なりますが、これが SQL Server に検出されるのは、次の検出のタミング（5 秒後）です。検

出後は、また 1 つのトランザクションだけをロールバックします。 

残りの 2 つは、依然としてデッドロック中で、これが SQL Server に検出されるのは、また 5

秒後になります。検出後は、また 1 つだけをロールバックし、1 つはコミットさせます。これで、

席番 予約者名

1 なし

2 sato_t

3 なし

4 なし

5 なし

6 なし

端末 X

予約テーブル

端末 Y

端末 A

端末 B

３番 を
予約したい

４番 を
予約したい

５番 を
予約したい

６番 を
予約したい

それぞれの端末が読み取り時
に獲得した共有ロックが

トランザクションが完了する
まで保持され、デッドロック発生

↓



 

 

1 つの端末だけで正しく予約できたことになります。 

しかし、たった 1 つの予約を完了させるのに、4 台でデッドロックが発生した場合は、検出時間だ

けで 5 秒× 3 回の 15 秒もかかってしまうのです。しかも、ロールバックされた 3 台の端末には

エラー（予約失敗）が通達され、予約し直す必要もあります。また、予約したはずの席が「空席」

として表示されることになるので、これでは利用者はそのシステムに大きな不満を抱くことになる

でしょう。 

このように、Repeatable Read レベルは、せっかくデータの矛盾が回避できても、デッドロック

の多発という大きな問題が発生するので、パフォーマンス上のデメリットと、システム利用上のデ

メリットがあります。したがって、実際に Repeatable Read レベルを利用する場面は、ほとんど

ありません。このようなデータの矛盾を回避する場合は、後述の「更新ロック」を利用するか、「楽

観的同時実行制御」を利用することをお勧めします。 

 



 

 

3.4 更新ロックによる変換デッドロックの回避 

 更新ロックによる変換デッドロックの回避 

Repeatable Read レベルによって発生する変換デッドロックを回避するには、「更新ロック」

（Update Lock）を利用します。更新ロックは、排他ロックと共有ロックの中間のような特徴を持

ちます。 

 

更新ロックは、更新ロックをブロックできるという特徴を持ちます。これを利用すると、次のよう

に変換デッドロックを回避して、かつデータの矛盾も防げるようになります。 

 

SELECT ステートメントの実行時に WITH(UPDLOCK) と指定することで、読み取り時にかける

ロックを更新ロックへ変更することができます。更新ロックは、更新ロックをブロックする効果が

あるので、端末 X が読み取ったデータへ更新ロックをかけておけば、端末 Y が更新ロックをか

けようとしたときにブロックすることができます。 

これにより、端末 Y には、ロック待ちが発生し、画面には何も表示されません。この状態は、端

末 X のトランザクションが完了するまで続きます。このように、更新ロックを利用すると、更新

しようとしているデータを保護することができるので、同時に同じデータが更新されるのを防ぐこ

とができます。 

Note： Oracle での SELECT .. FOR UPDATE 

更新ロック（UPDLOCK）は、Oracle での SELECT .. FOR UPDATE に相当する機能です。どちらも、編集中のデータ

を、他のユーザーから編集されるのをブロックするために使用します。 

 

共有ロック 更新ロック 排他ロック

共有ロック ○ ○ ×

更新ロック ○ × ×

排他ロック × × ×

ロックの両立性

席番 予約者名

1 なし

2 sato_t

3 なし

4 なし

【 予約状況の確認 】
SELECT * FROM 予約

WITH（UPDLOCK）

【 予約 】
UPDATE 商品
SET 予約者='X'
WHERE 席番=3

トランザクション
X

トランザクション
Y

予約

予約テーブル

1

3

2

【 予約状況の確認 】
SELECT * FROM 予約

WITH（UPDLOCK）

更新ロック
を保持

ロック
待ち

端末 X の
トランザクションが

完了するまで
何も表示されない

席番1  ○ 空席
席番2  × 予約済
席番3  ○ 空席
席番4  ○ 空席



 

 

 Let's Try 

それでは、これを試してみましょう。前の手順と同じように、「予約」テーブルに対して、更新ロ

ックを利用してみましょう。 

1. まずは、ツールバーの［新しいクエリ］から、2 つの接続を作って、それぞれから SELECT ス

テートメントを実行して、予約状況を確認します（COMMIT TRAN を省略して、トランザ

クション中とします）。このとき、ロック ヒントを「UPDLOCK」へ変更するようにします。 

USE sampleDB 

BEGIN TRAN 

  SELECT * FROM 予約 WITH(UPDLOCK) 

 

 

結果は、2 つ目の接続がロック待ちの状態になり、データを参照できなくなります。 

2. 確認後、1 つ目の接続から「席番=3」を予約してみます。 

  -- 座席 3 を予約 

  UPDATE 予約 

   SET 予約者名 = 'xxx' 

    WHERE 席番 = 3 

 

-- コミット（予約確定） 

COMMIT TRAN 

 

 

UPDLOCK を指定UPDLOCK を指定

ロック待ち状態

正常に終了
（予約確定）

ロック待ちが解放されて、
席番 3 が既に予約済みで
あることを確認できる



 

 

コミットが完了すると、2 つ目の接続側は、ロック待ちが解放されて、すでに「席番=3」が

予約された状態で予約状況が表示されます。 

このように更新ロックを利用すると、更新しようとしているデータを保護することができ、ほ

かのユーザーから同時に更新されることを防げるようになります（変換デッドロックも、ダブ

ル ブッキングも防ぐことができます）。 

なお、更新ロックは、更新ロックをブロックする効果がありますが、次のように共有ロック

（UPDLOCK 指定なしの SELECT ステートメント）は、ブロックしないことに注意してくだ

さい。 

 

したがって、更新ロックを利用する場合は、更新をブロックしたい SELECT ステートメント

に対しても、更新ロックを指定する必要があります。 

3. 最後に、「席番=3」のデータを NULL へ戻しておきます。 

-- 座席 3 を NULL へ戻す 

UPDATE 予約 

 SET 予約者名 = NULL 

  WHERE 席番 = 3 

 

 

 

共有ロックは、
更新ロックに

ブロックされない

更新ロック

通常の読み取り
（共有ロック）



 

 

3.5 更新ロックの注意点： 悲観的同時実行制御 

 更新ロックの注意点 

更新ロックは、変換デッドロックも、ダブル ブッキングも防ぐことができるので、これが最高の

解決策のように感じるかもしれません。実際、ごく少人数のユーザーがデータ入力するシステムで、

かつ同時更新が許されないようなシステム（会計システムなど）では、大変重宝する機能です。 

しかし、更新ロックは、同時実行性が大幅に低下するという大きな代償があることも忘れてはなり

ません。これを、前の手順で利用した予約テーブルを例に説明します。 

 

この図では、端末 X を利用しているユーザーが、先に更新ロックをかけ、どの席にしようか考え

込んでいます。これでは、席を考えている間、端末 Y は待たされることになります。なお、前述

の「SET LOCK_TIMEOUT」ステートメントを使用すれば、ロック待ちのタムゕウトを設定す

ることもできますが、これは永遠と待ち続けること（画面が固まったように見えること）を回避し

ているに過ぎません。 

また、端末 X を利用しているユーザーが、画面を開いたまま席を外してしまったとすると、その

間、ほかのユーザーは、データを参照することができなくなってしまいます。 

このように、更新ロックを利用する場合は、「人間による編集作業」が含まれるかどうかに注意す

る必要があります。これをトランザクションへ含めてしまうと、同時実行性が大幅に低下してしま

うのです。このような状況を回避するには、後述の「楽観的な同時実行制御」を実装するようにし

ます。 

また、ASP や ASP.NET による Web ゕプリケーションでは、複数ページにまたがった更新ロッ

クを保持できないという問題もあります。したがって、Web ゕプリケーションにおいては、楽観

的な同時実行制御を実装するか、排他制御機能を作り込むしかありません。 

このように、更新ロックは、利用する場面に注意する必要があります。なお、更新ロックは、「誰

かが更新するかもしれないから、念のためブロックしておく」と悲観的な発想にもとづいているこ

とから、「悲観的同時実行制御」とも呼ばれています。 

席番 予約者名

1 なし

2 sato_t

3 なし

4 なし

【 予約状況の確認 】
SELECT * FROM 予約

WITH（UPDLOCK）

トランザクション
X

トランザクション
Y

予約テーブル

1 2

【 予約状況の確認 】
SELECT * FROM 予約

WITH（UPDLOCK）

更新ロック
を保持

ロック
待ち

端末 X の
トランザクションが

完了するまで
何も表示されない !!

席番1  ○ 空席
席番2  × 予約済
席番3  ○ 空席
席番4  ○ 空席

どの席にしようか
しばらく考える..



 

 

3.6 ファントム読み取り（Phantom Read） 

 ファントム読み取り 

フゔントム読み取り（Phantom Read）は、一度読み取ったデータが、ほかのトランザクションに

よって削除（DELETE）されたり、同じ値が追加（INSERT）されたりするという矛盾です。Phantom

は、「幻」や「幻影」という意味で、読み取ったはずのデータが消えていたり、増えていたりする

ことから、フゔントム読み取りと呼ばれています。 

フゔントム読み取りでの、「読み取ったデータが DELETE される」という矛盾は、Repeatable 

Read レベルで回避できるのですが、「同じ値が INSERT される」という矛盾を回避することは

できません。読み取り時に存在しないデータ（これから INSERT されるデータ）には、ロックの

かけようがないからです。これは次のような状況です。 

 

 Let's Try 

それでは、これを試してみましょう。 

1. まずは、ツールバーの［新しいクエリ］から、2 つの接続を作ります。 

2. 1 つ目の接続から、SELECT ステートメントを実行して、「t1」の中から「b='AAA'」のデー

タを検索します（COMMIT TRAN を省略して、トランザクション中とします）。 

USE sampleDB 

BEGIN TRAN 

  SELECT * FROM t1 

   WHERE b = 'AAA' 

 

 

値

トランザクション
X

SELECT

トランザクション
Y

A

矛盾

データの追加
INSERT

A

1

2

SELECT3

1回目 と 2回目で A の件数が異な
る。フゔントム読み取り

A

A
A

A

フゔントム値

A



 

 

3. 次に、2 つ目の接続から、データを 1 件追加します。 

USE sampleDB 

BEGIN TRAN 

  INSERT INTO t1 VALUES(5, 'AAA') 

COMMIT TRAN 

 

SELECT * FROM t1 

 

 

4. 次に、1 つ目の接続から、もう一度「b='AAA'」のデータを検索します。 

SELECT * FROM t1 

 WHERE b = 'AAA' 

 

 

このように、トランザクション中に読み取ったデータが、1 回目と 2 回目で異なる結果にな

る現象（増えたり、減ったりする現象）がフゔントム読み取りです。 

 

1回目の結果

1回目には存在しな
かったデータ

（フゔントム値）

矛盾



 

 

 ファントム読み取りの回避 ～Serializable レベル～ 

フゔントム読み取りを回避できるのが、Serializable レベルです。これは、内部的には次のように

ロックの動作を変更することで実現しています。 

1. 共有ロックをトランザクションが完了するまで保持 

2. 共有ロックを該当データだけでなく、その周囲のデータもロックする（範囲ロックをかけ

る） 

1 つ目は Repeatatble Read レベルと同じですが、2 つ目の動作が Serializable レベルだけの特

徴です。Serializable レベルでは、同じデータが INSERT されるのを防ぐために、範囲（Range）

ロックを利用しています。 

 Let's Try 

それでは、これを試してみましょう。 

1. 前の手順と同じように、ツールバーの［新しいクエリ］から、2 つの接続を作ります。 

2. 1 つ目の接続から、SELECT ステートメントを実行して、「t1」の中から「b='AAA'」のデー

タを検索します（COMMIT TRAN を省略して、トランザクション中とします）。このときに、

分離レベルを「Serializable」へ指定します。 

USE sampleDB 

BEGIN TRAN 

  SELECT * FROM t1 WITH(Serializable) 

   WHERE b = 'AAA' 

 

 

3. 次に、2 つ目の接続から、データを 1 件追加します。 

USE sampleDB 

BEGIN TRAN 

  INSERT INTO t1 VALUES(6, 'AAA') 

COMMIT TRAN 

 

Serializable を指定



 

 

 

今度は、ロック待ちになり、INSERT ステートメントを実行することはできません。このよ

うに、Serializable レベルを利用すると、読み取り中のデータに対して、同じデータが追加さ

れたり、削除されたりすることを防げるようになります。 

 Serializable の問題点 ～デッドロックの多発～ 

Repeatable Read レベルのところで説明したデッドロックが多発する問題は、Serizalizable レベ

ルにも当てはまります。したがって、実際に Serizalizable レベルを利用する場面は、ほとんどあ

りません。 

Note： TransactionScope と COM+コンポーネントのデフォルトは Serializable 

前述の Note で記述したように TransactionScope オブジェクトと COM+ コンポーネントのデフォルトの分離レベ

ルは、Serizalizable であることに注意する必要があります。 

 

フゔントム読み取りを回避するには、ゕプリケーション側でフゔントムデータのチェックをしたり、

重複値の INSERT の場合は UNIQUE 制約を利用したり、運用でカバーしたりするようにします。

また、「更新ロック」や、後述の「楽観的同時実行制御」が利用できる場合は、そちらを利用しま

す。 

 

Serializable を指定

ロック待ち状態



 

 

3.7 楽観的（オプティミスティック）同時実行制御 

 悲観的（ペシミスティック）vs. 楽観的（オプティミスティック） 

前述の「更新ロック」（UPDLOCK）を利用して、読み取ったデータを保護する形態は、悲観的同時

実行制御（Pessimistic Concurrency Control）と呼ばれます。「誰かが更新するかもしれないから、

念のためブロックしておく」と悲観的に考えていることから、このように呼ばれています。 

これに対して、読み取り時のロックをすぐに解放し、更新するときに、更新されたかどうかをチェ

ックするような形態は、楽観的同時実行制御（Optimistic Concurrency Control）と呼ばれます。

これは、「誰も更新する人はいないだろう、いたとしても後からチェックしよう」と楽観的に考え

ていることから、このように呼ばれています。 

 楽観的同時実行制御の実装 

楽観的同時実行制御で、同時更新を後からチェックする方法には、主に次の 2 つがあります。 

1. 読み取り時のデータを更新条件に含める 

2. 更新されたかどうかをチェックする列をテーブルに追加する 

この 2 つについて、前述の予約システムを例に説明します。 

1. 読み取り時のデータを更新条件に含める 

これは、次の図のように実装します。 

 

読み取ったときのデータを更新時（UPDATE ステートメント実行時）の WHERE 句の条件として

含めるようにすれば、ほかのユーザーによる同時更新を検出できようになります。 

席番 予約者名

1 NULL

2 sato_t

3 NULL

4 NULL

【 予約状況の確認 】
SELECT * FROM 予約

【 予約 】
UPDATE 商品
SET 予約者='X'
WHERE 席番=3
AND 予約者名 IS NULL

トランザクション
X

トランザクション
Y

席番 3 を
予約

席番 3 を
予約

予約テーブル

1 2

【 予約状況の確認 】
SELECT * FROM 予約

3
4

席番1  ○ 空席
席番2  × 予約済
席番3  ○ 空席
席番4  ○ 空席

席番1  ○ 空席
席番2  × 予約済
席番3  ○ 空席
席番4  ○ 空席

【 予約 】
UPDATE 商品
SET 予約者='Y'
WHERE 席番=3
AND 予約者名 IS NULL

読み取ったときのデータを
更新条件に含める

読み取ったときのデータを
更新条件に含める

↓
↓



 

 

Note： ASP.NET での楽観的同時実行制御の自動実装 

ASP.NET 2.0 では、楽観的同時実行制御を自動実装してくれる「データソースの構成ウィザード」（ASP.NET 1.x では、

データ ゕダプタ構成ウゖザード）が提供されています。これを利用すると、読み取り時のデータを更新条件に含める 

UPDATE ステートメントを自動実装してくれます。 

 

 

2. 更新されたかどうかをチェックする列をテーブルへ追加 

同時更新をチェックするもう 1 つの方法は、更新時の時刻や一意なバージョン番号など、同時更新

をチェックする列をテーブルへ追加します。これは、次のように実装します。 

 

データの更新時には、更新時刻を必ず更新するようにし（図では GETDATE 関数を利用して、現

在時刻へ更新）、読み取った時点での更新時刻を UPDATE 実行時の WHERE 句へ含めることで、

ほかのユーザーによる同時更新を検出できるようになります。先に更新したユーザーがいた場合は、

更新時刻が更新されているからです。 

Note： ADO.NET では 0.333 秒に注意 

ADO.NET では、datetime データ型のデータを取得する際に、300 分の 1 秒（0.333 ミリ秒）の部分が切り捨てられ

てしまう点に注意する必要があります。たとえば、データが「2008/6/5 04:30:12.467」であれば「467」の部分が切

り捨てられてしまいます。これでは、更新条件の WHERE 句を正しく記述できなくなり、ほかのユーザーの同時更新を

チェックできなくなってしまいます。 

300 分の 1 秒の部分を切り捨てないようにするには、次のように CONVERT 関数を利用して、文字列として更新時刻

を取得するようにします。 

席番 予約者名 更新時刻

1 NULL ：

2 sato_t ：

3 NULL 2008/6/5 04:30:12.467

4 NULL ：

【 予約状況の確認 】
SELECT * FROM 予約

【 予約 】
UPDATE 商品
SET 予約者='X'
WHERE 席番=3

トランザクション
X

トランザクション
Y

席番 3 を
予約

席番 3 を
予約

予約テーブル

1 2

【 予約状況の確認 】
SELECT * FROM 予約

3
4

席番1  ○ 空席
席番2  × 予約済
席番3  ○ 空席
席番4  ○ 空席

席番1  ○ 空席
席番2  × 予約済
席番3  ○ 空席
席番4  ○ 空席

【 予約 】
UPDATE 商品
SET 予約者='Y'
WHERE 席番=3

読み取ったときの更新時刻を
更新条件に含める

↓

AND 更新時刻 = '2005/6/5 04:30:12.467'
AND 更新時刻 = '2005/6/5 04:30:12.467'

読み取ったときの更新時刻を
更新条件に含める

↓

, 更新時刻 = GETDATE()
, 更新時刻 = GETDATE()

同時更新をチェックする
列を追加する

↓

更新時刻を
更新



 

 

SELECT a, b, CONVERT(char(11),更新時刻,111) + CONVERT(char(12),更新時刻,114) As 更新時刻 

FROM t1 

CONVERT 関数の第 3 引数は、「111」と指定することで “yy/mm/dd” 形式で日付を取得し、「114」と指定すること

で “hh:mi:ss:mmm” 形式でミリ秒までを取得することができます。CONVERT 関数や datetime データ型について

は、本自習書シリーズの「開発者のための Transact-SQL 入門」で詳しく説明しています。 

 

 ロックと分離レベルのまとめ 

この Step では、トランザクションの分離レベルについて詳しく説明しました。Repeatable Read

や Serializable レベルは、デッドロックが多発する可能性を考えると、利用する場面はほとんど

ありません。したがって、実際に利用するのは、次のいずれかの方法です。 

 Read Committed 分離レベル（デフォルト） 

 Read UnCommitted 分離レベル（NOLOCK ヒント） 

 UPDLOCK ヒント（更新ロック） 

 楽観的同時実行制御 

 ゕプリケーションを工夫する 

どの方法を利用するべきかは、業務によってさまざまです。パフォーマンスを重視する場合は、

Read UnCommitted 分離レベルを利用しますし（ダーテゖ リードは運用やゕプリケーションの

工夫でカバー）、データの正確性を重視するのであれば、UPDLOCK（更新ロック）を利用します。 

また、更新ロックを利用する場合は、その間に人間による編集作業が発生する場合は、同時実行性

が大きく損なわれることに注意し、楽観的同時実行制御で代替できないかを検討します。 

データの矛盾を回避するには、運用上の注意点もあります。運用時に（オペレータやゕプリケーシ

ョンで）読み取ったデータが瞬間的な値であることを伝えることで、利用者の不満を回避するよう

にします。たとえば、旅行代理店でツゕーの予約を申し込む場合を考えてみます。ツゕーの予約状

況を店員さんへ尋ね、数名の空きがあったとします。店員さんは「今すぐ申し込めば、予約できま

す」と一言つけ加えたとします。とはいえ、利用者が予約を決定するまでには、他のツゕーを見比

べたりと時間のかかるものです。その間に他の人がそのツゕーを予約してしまえば、当然空きはな

くなります。しかし、これはごく自然なことなのです。 

また、似たような状況としてンターネットのショッピングサトを考えてみましょう。商品が表

示されたときに、「在庫僅少、実際の購入時には在庫がなくなっている場合があります」と表示さ

れたとします。利用者が商品の購入を決定するまでには、他の商品と比べたり時間のかかるもので

す。その間に、他の人がその商品を購入すれば、当然在庫はなくなります。これは、普段お店で買

い物をするときと同じですよね。 

ロックは、データの正確性を保つためには欠かせない機能ですが、ロックの特性を理解していない

とパフォーマンスに悪影響を及ぼします。どちらに重きを置くのかは、業務によってさまざまなの

で、データに矛盾が発生したときに、ゕプリケーションや運用でカバーできるかどうかを検討して

おくことが重要です。いずれにしても、ロックの特性を理解しておくことが非常に重要です。  



 

 

SSTTEEPP  44..  テテーーブブルル  ススキキャャンンにによよるるロロッックク待待ちち  

とと読読みみ取取りり一一貫貫性性  

この STEP では、ロックのはまりがちなトピック「テーブル スキャンによるロッ

ク待ち」と SQL Server 2005 から提供された「読み取り一貫性」機能について説

明します。 

 

この STEP では、次のことを学習します。 

 テーブル スキャンによるロック待ち 

 読み取り一貫性 

 READ_COMMITED_SNAPSHOT 

 スナップショット分離レベル：Snapshot Isolation Level 

 読み取り一貫性のオーバー ヘッド 

 

 



 

 

4.1 テーブル スキャンによるロック待ち 

 テーブル スキャンによるロック待ち 

SQL Server では、「テーブル スキャンによるロック待ち」に注意する必要があります。これは、

次のような状況です。 

 

「t1」テーブルの「a」列と「b」列には、どちらもンデックスを作成していないとします。こ

のときに、トランザクション X のほうを少し早く実行して「a=7」を排他ロックにしておきます。

次に、トランザクション Y から「b='CCC'」のデータを参照します。すると、ロック待ちが発生

します。SQL Server は、b 列にンデックスがない場合、「b='CCC'」という条件を満たすデー

タを探すために、テーブル スキャン（すべてのデータを先頭から順に最後のデータまで調べる）

を実行するしかないのです。 

X が排他ロックしている行「a=7」の b 列のデータは「GGG」で、Y の検索条件「b='CCC'」に

は該当しません。しかし、排他ロックは、ほかのトランザクションからのあらゆるゕクセスをブロ

ックするので、Y からは「a=7」の b 列のデータが検索条件に該当しているかどうかを確認できず

に、内部的にここでロック待ちが発生します。これが「テーブル スキャンによるロック待ち」で

す。 

この現象は、たった 1 つのロック（行単位のロック）によって、テーブル全体がロックされてい

るように見えるので、「ロック エスカレーション」が発生してると勘違いされる方が多いようです。

しかし、これは、あくまでも単なるロック待ちであることに注意してください。 

 読み取り一貫性によるロック待ちの回避 

テーブル スキャンによるロック待ちを回避する方法はいくつかありますが、SQL Server 2005 か

ら提供された「READ COMMITTED SNAPSHOT」と「スナップショット分離レベル」機能を利

用することで、これを回避できます。この 2 つは、Oracle での「読み取り一貫性」に相当する機

能です。 

トランザクション
X

UPDATE t1
SET b='g'
WHERE a=7

a b

1 ：

2 BBB

3 CCC

4 ：

5 ：

6 ：

7 GGG

8 ：

： ：

20 CCC

： ：

t1 テーブル

トランザクション
Y

SELECT * FROM t1
WHERE b='CCC'

排他ロック

【 a=7 を更新 】 【 b='CCC' を検索 】

テーブル
スキャン

1件目を発見！
2件目があるかもしれ
ないので探し続ける

X の排他ロックに
ブロックされて

ロック待ちが発生 !!

1

2



 

 

 推定実行プランの確認 

テーブル スキャンによるロック待ちが発生しているかどうかは、「推定実行プラン」を利用して確

認することができます。推定実行プランは、実際にステートメントを実行することなく、ステート

メントが実行されるときの内部動作（実行プラン）を確認できる便利な機能です。これは、次のよ

うに Management Studio の［クエリ］メニューから［推定実行プランの表示］をクリックしま

す。 

 

これでステートメントの実行時にテーブル スキャンが行われるかどうかを確認できます。原因不

明のロック待ちが発生している場合には、まず推定実行プランを確認してみることをお勧めします。 

Note： クラスタ化インデックスがある場合は Clustered Index Scan 

主キー列（PRIMARY KEY 制約を設定した列）には、デフォルトで「クラスタ化インデックス」が作成されます。この

場合は、Clustered Index Scan がテーブル スキャンと同等の内部動作です。 

 

Clustered Index Scan は、クラスタ化ンデックスでの一意検索や部分的なスキャンを意味する「Clustered Index 

Seek」という内部動作のゕコンと似ているので注意してください。ンデックスや実行プランについては、本自習書

シリーズの「ンデックスの基礎とメンテナンス」で詳しく説明しています。 

 

 

1 

テーブル スキャン
2

Clustered Index Scan は
テーブル スキャンと同等の内部動作

Index Scan Index Seek

SQL Server 2005
以上のゕコン

SQL Server 2000
のときのゕコン



 

 

 回避方法 

テーブル スキャンによるロック待ちを回避する方法は、前述の「読み取り一貫性」のほかに、次

の 6 つがあります。 

1. 適切なインデックスを作成する 

2. テーブル スキャンをしなくて済むように WHERE 句の条件式を工夫する 

3. トランザクションをできる限り短くする 

4. Repeatable Read と Serializable 分離レベルを避ける 

5. 更新ロック（UPDLOCK）をなるべく避け、楽観的な同時実行制御を実装する 

6. NOLOCK ヒント（ダーティリード）を利用する 

4～6 は、前の Step で説明した内容と同じです。 

1. 適切なインデックスを作成する 

これは、WHERE 句の条件式で利用している列へンデックスを作成するという意味です。前の図

の場合は、「b」列へンデックスを作成すれば、ロック待ちをしなくて済みます。 

 

ンデックスがある場合は、「b='CCC'」のデータをピンポント（Index Seek）で取得できるか

らです。 

なお、ンデックスを作成した場合にも、オプテゖマザによってンデックスが利用されないケ

ースがあります。この場合は、ロック待ちが発生してしまいます。これを回避するには、次の 2

つがあります。 

 FORCESEEK ロック ヒント（Index Seek への強制変更）を利用する（SQL Server 

2008 からの新機能） 

 ロックをかけている側のトランザクションをできる限り短くする 

 テーブル スキャンにならないように WHERE 句の条件式を工夫する 

 読み取り一貫性（READ COMMITTED SNAPSHOT またはスナップショット分離レベル）

ンデックス
を作成

ロック待ちは
発生しない

↓

Index Seek



 

 

機能を利用する 

2. テーブル スキャンをしなくて済むように WHERE 句の条件式を工夫する 

この回避方法（WHERE 句の条件式の工夫）は、ゕプリケーションのユーザー ンターフェース

を工夫することを意味しています。よくあるゕプリケーションは、デフォルトでは検索条件をほと

んど設定せずに、「検索」ボタンをクリックすると大量のデータを取得してしまうというものです。

これではテーブル スキャンが発生し、ロック待ちが発生する可能性が高くなります。また、大量

のデータを取得したとしても、見る側にとっては、不要なデータである場合がほとんどです。 

したがって、デフォルトでは、大量のデータが取得されないように工夫する必要があります。でき

る限り絞り込んだ状態でデータを見せたり、大量のデータを取得する場合には、実行に時間がかか

ることを明示したり、ユーザーに絞り込んでデータを取得させるように促すようなゕプリケーショ

ンの工夫を施します。 

このような工夫は、ユーザーの利便性とパフォーマンス向上のトレード オフの部分もありますが、

新しいンターフェースに慣れた後は、そちらのほうが使いやすかったり、逆に利便性が向上する

ケースもあります。 

 



 

 

4.2 読み取り一貫性 

 読み取り一貫性 

読み取り一貫性は、排他ロックのかかっているデータを読み取れるようにする、Oracle ではお馴

染みの機能です。正確には「SELECT ステートメントを発行した時点」または「トランザクショ

ンの開始時点」でのデータを読み取れることを保証する機能です。 

これは、次のような状況です。 

 

排他ロックのかかっている更新中のデータ（未コミットのまだ確定していないデータ）を参照させ

ないようにし、更新前のデータ（その時点での正しいデータ）を参照させることで一貫性を保つと

いう動作です。これにより、ダーテゖ リードが発生するのを回避しています。 

この機能は、SQL Server 2005 から提供され、「READ_COMMITTED_SNAPSHOT」と「スナ

ップショット分離レベル」の 2 種類があります。この 2 つの機能は、SQL Server 2000 までは

実装されていなかったように、どんな状況でも利用すべきというわけではありません。この機能は、

業務ゕプリケーションを構築する上で必須ではありません。また、後述するオーバーヘッドもあり

ます。 

したがって、現状のシステムに問題がないのであれば、利用しないほうが良い機能です（ちなみに、

Oracle では、読み取り一貫性機能をオフにすることができないので、常に余計なオーバー ヘッド

がかかっている状態になります）。 

 

トランザクション

X

UPDATE t1
SET b='xxx'
WHERE a=2

a b

1 AAA

2 xxx

3 CCC

4 DDD

： ：

t1 テーブル

トランザクション
Y

SELECT * FROM t1
WHERE a=2

排他ロック

【 a=2 を更新 】

【 a=2 を検索 】
1

2 BBB

tempdb
データベース

更新前データ

2
：
：

処理中
：
：

COMMIT or ROLLBACK

排他ロック中
でもロック待ち
は発生しない

更新中のデータ。
未コミット（まだ確定
していない）データ

SELECT 発行時点
での正しいデータ

ROLLBACK （取り消し） の
場合は、xxx から BBB に戻る



 

 

4.3 READ_COMMITED_SNAPSHOT 

 READ_COMMITED_SNAPSHOT 

READ_COMMITED_SNAPSHOT は、SELECT ステートメントを発行した時点でのデータが読み

取れることを保証する機能です。これは、Oracle のデフォルトの動作と同じです。 

次の図は、前述の図と同じですが、排他ロックのかかっている更新中のデータ（未コミットのまだ

確定していないデータ）は参照させないようにし、更新前のデータ（その時点での正しいデータ）

を参照させることで一貫性を保ちます。 

 

更新前のデータは、tempdb データベース内へ格納されます。なお、Oracle では、更新前データ

の格納先には UNDO セグメント（Oracle 8i 以前はロールバック セグメント）が利用されます。 

 READ_COMMITTED_SNAPSHOT の利用方法 

デフォルトでは、READ_COMMITTED_SNAPSHOT は利用することができません。次のようにデ

ータベースを設定することで初めて利用できます。 

ALTER DATABASE データベース名 

 SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT ON 

 

 Let's Try 

それでは、これを試してみましょう。 

1. まずは、「sampleDB」データベースに対して、READ_COMMITTED_SNAPSHOT を ON へ

設定します。 

ALTER DATABASE sampleDB 

 SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT ON 

 

トランザクション

X

UPDATE t1
SET b='xxx'
WHERE a=2

a b

1 AAA

2 xxx

3 CCC

4 DDD

： ：

t1 テーブル

トランザクション
Y

SELECT * FROM t1
WHERE a=2

排他ロック

【 a=2 を更新 】

【 a=2 を検索 】
1

2 BBB

tempdb
データベース

更新前データ

2
：
：

処理中
：
：

COMMIT or ROLLBACK

排他ロック中
でもロック待ち
は発生しない

更新中のデータ。
未コミット（まだ確定
していない）データ

SELECT 発行時点
での正しいデータ

ROLLBACK （取り消し） の
場合は、xxx から BBB に戻る



 

 

 

もし、ステートメントが失敗する場合は、sampleDB へ接続しているクエリ エデゖタをすべ

て閉じてから、もう一度実行してみください。 

2. 設定後、「t1」テーブルのデータを確認しておきます。 

 

3. 次に、「a=2」のデータを排他ロックします（COMMIT TRAN を意図的に省略して、排他ロ

ックをかけたままにします）。 

USE sampleDB 

BEGIN TRAN 

 UPDATE t1 

  SET b = 'xxx' 

   WHERE a = 2 

 

4. 次に、ツールバーの［新しいクエリ］をクリックして、2 つ目の接続を作って、その接続から、

排他ロックのかかっているデータ「a=2」を参照します。 

USE sampleDB 

SELECT * FROM t1 

 WHERE a = 2 

 

 

ロック待ちにはならず、データを参照できたことを確認できます。また、取得できたデータは、

更新前のデータ「BBB」（現時点での正しいデータ）であることも確認できます。 

排他ロックにブロックされずに読み取りが可能。
更新前のデータ「BBB」を取得



 

 

5. 確認後、排他ロックをかけている側（最初の接続側）へ戻って、ROLLBACK TRAN を実行

して、トランザクションを取り消しておきます。 

ROLLBACK TRAN 

 

 

トランザクションがロールバックされた場合も、2 つ目の接続側で参照したデータ「BBB」は、

正しい結果になります（ダーテゖ リードは発生しません）。 

 

このように、 READ_COMMITTED_SNAPSHOT を利用すると、排他ロックにブロックされ

ずにデータを参照できるようになります。また、Oracle を利用する場合と、ほとんど同じ動

作になるという点もメリットです（Oracle の経験者にとっては、SQL Server を同じように

操作することができます）。 

 

トランザクションを
ロールバックして
排他ロックを解放

排他ロックをかけている側

ロールバックされた
場合の値「BBB」



 

 

4.4 スナップショット分離レベル（Snapshot Isolation Level） 

 スナップショット分離レベル 

SQL Server のもうひとつの読み取り一貫性機能は、「スナップショット分離レベル」です。これ

は、トランザクションを開始した時点でのデータが読み取れることを保証し、Oracle での 

READ_ONLY または Serializable トランザクションの動作とほぼ同じです。 

READ_COMMITTED_SNAPSHOT がステートメント レベル（文レベル）での読み取り一貫性で

あったのに対し、スナップショット分離レベルは、トランザクション レベルでの読み取り一貫性

です。両者の違いは、次のとおりです。 

 

READ_COMMITTED_SNAPSHOT は、SELECT ステートメントを発行した時点での確定（コミ

ット）されたデータを読み取り、スナップショット分離レベルは、トランザクション開始時点での

確定済みデータを読み取ります。トランザクションの途中でコミットされて確定したとしても、ト

ランザクションの開始時点で確定されていないデータは更新前の値を返し、開始時点での正しいデ

ータを一貫して返します。したがって、スナップショット分離レベルは、会計処理のように、トラ

ンザクションが長くなり、かつその間にほかのトランザクションからの影響を受けたくないような

場合に役立つ機能です。 

 スナップショット分離レベルの利用方法 

デフォルトでは、スナップショット分離レベルも利用することはできません。利用するには、次の

ようにデータベースに対して「ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION」を ON へ設定します。 

READ_COMMITTED_SNAPSHOT スナップショット分離レベル

a b

2 BBB

a b

2 xxx

BEGIN TRANSACTION

UPDATE t1
SET b='xxx'

WHERE a=2

tempdb

更新後データ

（まだ未確定）
更新前データ

：
処理中

：

COMMIT TRANSACTION

トランザクション X トランザクション Y

BEGIN TRANSACTION

1

2

a b

2 BBB

更新前のデータが返る

SELECT * FROM t1
WHERE a=2

4

a b

2 xxx

更新後のデータ
（確定した値） が返る

3

a b

2 BBB

a b

2 xxx

BEGIN TRANSACTION

UPDATE t1
SET b='xxx'

WHERE a=2

tempdb

更新後データ

（まだ未確定）
更新前データ

：
処理中

：

COMMIT TRANSACTION

トランザクション X トランザクション Y

1

SELECT * FROM t1
WHERE a=2

4

a b

2 BBB

更新前のデータが返る

3

a b

2 xxx

更新後データ （確定

）
a b

2 xxx

更新後データ （確定

）

SELECT * FROM t1
WHERE a=2

2

a b

2 BBB

更新前のデータが返る

SELECT * FROM t1
WHERE a=2

BEGIN TRANSACTION

SELECT ステートメント発行時点での

正しいデータ （確定済みのデータ） を返す

トランザクション開始 （BEGIN TRANSACTION） 時点での

正しいデータ （確定済みのデータ） を返す



 

 

ALTER DATABASE データベース名 

 SET ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION ON 

 

また、SELECT ステートメントを実行する側で、次のように分離レベル（Isolation Level）を

SNAPSHOT へ変更することで、トランザクション レベルでの読み取り一貫性が保証されます。 

SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SNAPSHOT 

 

 Let's Try 

それでは、これを試してみましょう。 

1. まずは、「sampleDB」データベースに対して、スナップショット分離レベルを有効に設定し

ます。 

ALTER DATABASE sampleDB 

 SET ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION ON 

 

 

もし、ステートメントが失敗する場合は、sampleDB へ接続しているクエリ エデゖタをすべ

て閉じてから、もう一度実行してみください。 

2. 設定後、「t1」テーブルのデータを確認しておきます。 

 

3. 次に、「a=2」のデータを排他ロックします（COMMIT TRAN を意図的に省略して、排他ロ

ックをかけたままにします）。 

USE sampleDB 

BEGIN TRAN 

 UPDATE t1 

  SET b = 'xxx' 

   WHERE a = 2 

 



 

 

4. 次に、ツールバーの［新しいクエリ］をクリックして、2 つ目の接続を作って、その接続から、

排他ロックのかかっているデータ「a=2」を参照します。このとき、スナップショット分離

レベルを有効化して、トランザクションを開始します。 

-- スナップショット分離レベルを有効化 

SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SNAPSHOT 

 

USE sampleDB 

BEGIN TRAN 

 SELECT * FROM t1 

  WHERE a = 2 

 

 

READ_COMMITTED_SNAPSHOT のときと同様、ロック待ちは発生せずに、データを参照で

きることを確認できます。 

5. 確認後、排他ロックをかけている側（最初の接続側）へ戻って、COMMIT TRAN を実行し

て、トランザクションをコミット（確定）します。 

COMMIT TRAN 

 

 

排他ロックにブロックされずに読み取りが可能。
更新前のデータ「BBB」を取得

トランザクションの開始

確定済みデータ



 

 

6. コミット後、2 つ目の接続側へ戻り、もう一度「a=2」を参照します。 

 

結果は、「BBB」が返り、トランザクションを開始した時点でのデータを取得できたことを確

認できます。このように、スナップショット分離レベルを利用した場合は、トランザクション 

レベルでの読み取り一貫性を実現することができます。 

7. 結果を確認後、2 つ目の接続でも COMMIT TRAN を実行して、トランザクションをコミッ

トし、その後は、確定済みのデータを参照できることを確認します。 

COMMIT TRAN 

 

 

 

確定済みデータ

1つ目の接続を
コミット後

トランザクションを開始
した時点のデータ

確定済みデータ

コミット後は、確定済み
のデータを参照可能



 

 

4.5 読み取り一貫性のオーバーヘッド 

 読み取り一貫性のオーバーヘッド 

READ_COMMITTED_SNAPSHOT とスナップショット分離レベルは、更新前のデータ（スナップ

ショット データ）を格納するために tempdb データベース内の「Version Store」という領域

を利用します。また、更新前データは、たとえ「列」単位の更新であったとしても「行」単位で格

納されます。したがって、行サズが大きく、かつ更新の多いデータベースの場合は、tempdb の

利用頻度や肥大化に注意する必要があります。 

 tempdb（Version Store）の監視 

tempdb の監視には、「dm_tran_top_version_generators」と「dm_tran_version_store」

の 2 つの動的管理ビュー（DMV：Dynamic Management View）が役立ちます。動的管理ビュー

は、パフォーマンス監視のために用意されたシステム ビューです。 

 dm_tran_top_version_generators 

この動的管理ビューは、次のようにデータベースごとの Store サズの合計を確認することが

できます。 

 

これにより、読み取り一貫性機能によって、tempdb の領域をどの程度消費しているのかを確

認できます。 

 dm_tran_version_store 

この動的管理ビューは、次のように Version Store 内の各 Store を 1 件ずつ確認できます。 

 

データベースごとの

Store サズの合計 （バト単位）

各 Store のサズ 各 Store の生データ



 

 

これにより、1 件 1 件のスナップショット データ（更新前データ）のサズを確認できるので、

どのデータが Version Store 領域をどの程度消費しているのかを調べることができ、便利です。 

 スナップショット データの保持期間 

スナップショットデータの保持期間は、次の図のように READ_COMMITTED_SNAPSHOT とス

ナップショット分離レベルで異なります。 

 

READ_COMMITTED_SNAPSHOT は、更新側のトランザクションが完了すれば、更新前データは

不要になるので破棄されます。なお、正確にはすぐには破棄されず、破棄可能マークが付けられ、

1 分ごとに内部動作している「ガベージ コレクション」によって、破棄可能マークの付けられた

データが破棄されます。 

これに対して、スナップショット分離レベルの場合は、“読み取り側” のトランザクションが完了す

るまで、更新前データは破棄されません。もし破棄されてしまうと、トランザクション開始時点で

のデータが削除されることになり、読み取り一貫性が実現できなくなるからです。したがって、

READ_COMMITTED_SNAPSHOT よりも、スナップショット分離レベルのほうがスナップショッ

トデータの保持期間が長くなり、tempdb へのオーバーヘッドが大きくなります。 

前述したように、読み取り一貫性は、どんな状況でも利用すべきというわけではないので、十分な

検証とテストを行なった上で利用することをお勧めします。特に、スナップショット データの格

納先となる tempdb は、内部的な Sort や Hash 処理などでボトルネックになりやすいデータベ

ースなので、注意が必要です。ロック関連のパフォーマンスに問題がある場合は、ンデックス チ

ューニングを行なうことで解決できるケースが非常に多いので、（安易に、読み取り一貫性を採用

せずに）まずはンデックス チューニングを施すことをお勧めします。 
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 おわりに 

最後までこの自習書の内容を試された皆さま、いかがでしたでしょうか？  

SQL Server のロックの動作を理解することは、データの正確性を維持するだけでなく、パフォー

マンスへの影響も大きいことを確認できたのではないでしょうか。この自習書では、基本動作を中

心に説明しましたが、より詳しい情報については、オンラン ブックを参考にしてみてください。

また、ロックに関連する自習書として次の 4 本があるので、こちらもぜひご覧になってみてくだ

さい。 

 インデックスの基礎とメンテナンス 

SQL Server でのンデックスの基本（クラスタ化ンデックスと非クラスタ化ンデックス、

カバリング ンデックス、Include オプション）と、ンデックスの断片化や FILLFACTOR 

オプションなど、ンデックスの定期メンテナンスについて学べる自習書です。 

 監視ツールの基本操作 

SQL Server でのパフォーマンス監視およびトラブル シューテゖング ツールの利用方法を

学ぶことができる自習書です。パフォーマンス チューニングに従事される方や、日々の性能

監視の仕方を学びたい方に役立つ内容となっています。 

 Transact-SQL 入門 

SQL Server を操作するための独自の言語「Transact-SQL」について、詳しく学ぶことがで

きる自習書です。データ型や照合順序、関数、変数など、SQL Server を利用したゕプリケー

ションを開発する上では必須となる機能を説明しています。また、SQL Server を運用管理す

る上でも Transact-SQL を学ぶことは重要なので、運用管理者にもお勧めの自習書となって

います。 

 開発者のための Transact-SQL 応用 

Transact-SQL の応用編です。動的 SQL や、ストゕド プロシージャ、トランザクション、

エラー処理といった、応用的な Transact-SQL の利用方法を学ぶことができます。 

 

  



 

 

執筆者プロフィール 

有限会社エスキューエル・クオリティ（http://www.sqlquality.com/） 

SQL Server と .NET を中心とした「コンサルテゖング サービス」と「メンタリング サービス」を提供。 

主なコンサルテゖング実績 

 9 TB データベースの物理・論理設計支援 （パーテゖショニング対応など） 

 1 秒あたり 1,000 Batch Request の ASP（ゕプリケーション サービス プロバダ）サトの 

チューニング（ピーク時の CPU 利用率 100% を 10% まで軽減） 

 高負荷テスト（ラッシュテスト）実施のためのテスト ゕプリの作成支援 

 大手流通系システムの夜間バッチ実行時間を 4 時間から 1 時間半へ短縮 

 大手ンターネット通販システムの夜間バッチ実行時間を 5 時間から 1 時間半へ短縮 

 宅配便トラッキング情報の日中バッチ実行時間を 2 時間から 5 分へ短縮 

 検索系 Web サトのチューニング（10 倍以上のパフォーマンス UP を実現） 

 10 Server によるレプリケーション環境のチューニング 

 3 TB のセキュリテゖ監査ゕプリケーションのチューニング 

 大手家電メーカーの制御系ゕプリケーション（100GB）のチューニングと運用管理設計 

 約 3,000 本のストゕド プロシージャとユーザー定義関数のチューニング 

 ASP.NET / ASP（Active Server Pages）ゕプリケーションのチューニング 

 大手ゕミューズメント企業の BI システム設計支援 

 外資系医療メーカーの Analysis Services による「販売分析」システムの設計支援 

 大手企業の Analysis Services による「財務諸表分析」システムの設計支援 

 Analysis Services OLAP キューブのパフォーマンス チューニング  etc 

 

松本美穂（まつもと・みほ） 

有限会社エスキューエル・クオリテゖ 代表取締役 

Microsoft MVP for SQL Server / PASSJ 理事 

MCDBA（Microsoft Certified Database Administrator） 

MCSD for .NET（Microsoft Certified Solution Developer） 

現在、SQL Server を中心とするコンサルテゖング、企業に対するメンタリング サービスなどを行っている。今までに手

がけたコンサルテゖング案件は、テラバト クラスの DB から少人数向け小規模 DB までと 幅広く多岐に渡る。得意分

野はパフォーマンス チューニング。コンサルテゖング業務の傍ら、講演や執筆も行い、Microsoft 主催の最大ベント 

Tech・Ed や、PASSJ が主催するカンフゔレンスなどでスピーカーとしても活躍中。著書の『SQL Server 2000 でいっ

てみよう』と『ASP.NET でいってみよう』（いずれも翔泳社刊）はトップ セラー（前者は 28,500 部、後者は 15,500 部

発行）。のびのびになっている SQL Server の新書籍は、もうじき刊行予定。 

 

松本崇博（まつもと・たかひろ） 

有限会社エスキューエル・クオリテゖ 取締役 

Microsoft MVP for SQL Server / PASSJ 理事 

MCDBA（Microsoft Certified Database Administrator） 

MCSD for .NET（Microsoft Certified Solution Developer） 

SQL Server のパフォーマンス チューニングを得意とするコンサルタント。過去には、約 3,000 本のストゕド プロシー

ジャのチューニングや、テラバト級データベースの論理・物理設計、運用管理設計、高可用性設計などを行う。また、過

去には、実際のゕプリケーション開発経験（ASP／ASP.NET、VB 6.0、Java、Access VBA など）と、システム管理者（IT 

Pro）経験もあり、SQL Server だけでなく、ゕプリケーションや OS、Web サーバーを絡めた 総合的なコンサルテゖン

グが行えるのが強み。最近は、Analysis Services と Excel 2007 による BI（ビジネス ンテリジェンス）システムも

得意とする。執筆時のペンネームは「百田昌馬」。月刊 Windows Developer マガジンの 『SQL Server でど～んといっ

てみよう！』、DB マガジンの『SQL Server トラの穴』を連載。マクロソフト公開のホワトペーパー（技術文書）の

ゴースト ラターとして活動することもあり。過去、マクロソフト認定トレーナー時代には、SMS（Systems 

Management Server）や、Proxy Server、Commerce Server、BizTalk Server、Application Center、Outlook CDO な

どの講習会も担当。1998 年度には、Microsoft CTEC（現 CPLS）トレーナー ゕワード（Trainer of the Year）を受賞。 


