ホワイトペーパー

データ管理の新時代の勝者になる
Microsoft SQL Server 2019 がデータ資産の管理方法を変革する方法
まとめ
データ依存型の時代において、情報は通貨と同様に価値があります。新しいデータ ソース、最先端のテクノロジー、テクノロジーに精通したス
タートアップ企業によって、業界全体に混乱が生じています。実用的なインサイトを迅速かつコスト効率よく得るために、より多くのソースから、
より多くのデータを活用することが、競合他社に勝つための鍵となります。
組織がデータを活用するための IT 戦略を評価する際に、従来のデータ ウェアハウスとデータベースを分離されたインフラストラクチャで実行する
ことは、ペタバイト規模のデータ ストアとリアルタイム分析の時代には受け入れられない IT モデルであることは明らかです。
今後、競争優位性を保つ鍵となるのは、データ仮想化です。データ仮想化により、ユーザーは、従来の抽出、変換、ロード（ETL）プロセス
の時間とコストの負担をかけずに、すべてのプラットフォームと環境でデータに迅速かつ簡単にアクセスし、より良い意思決定をリアルタイムで行
うことができます。そのため、主要なステークホルダーには次のような責任があります。

•

IT 部門は、エッジからコア、データ センターからクラウドまで、データを仮想的に管理するための新しいパラダイムを採用する必要
があります。

•

ビジネスおよび IT のリーダーは、将来の基盤を設定しながら、今までの IT 投資を保護する方法を見つける必要があります。

Microsoft® SQL Server®などの従来のリレーショナル データベースは、仮想化されたデータ ハブとして機能するように進化しています。これにより、
ユーザーは、単一の統一されたインターフェイスを使用して、データ資産全体で非構造化データと構造化データにアクセスおよび管理できます。
このホワイト ペーパーでは、データ重力の影響や SQL Server 2019 のデータ仮想化の可能性を調べ、データ管理の新時代に向けた敏捷
な IT 基盤を構築するための考慮事項について概説します。
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データ依存型の時代におけるデータ管理
リレーショナル データベース管理プラットフォームの進化する役割
今はデータ依存型の時代です。人工知能（AI）、機械学習（ML）、ディープ ラーニング（DL）などの新しいデータ ソースと、それらを活
用することを必然とする新たなテクノロジーにより、ほぼすべての業界に混乱が生じています。テクノロジーに精通したスタートアップ企業も、業
界全体に混乱をもたらしています。こうした企業は、数十年にわたる今までの投資を介さずに、リアルタイム データ機能を消費者に直接提供
しています。情報には通貨と同様に価値があるため、優位性があるのは、より多くのソースからより多くのデータを活用して、競合他社よりも迅
速かつコスト効率よく実用的なインサイトを得る組織です。
知識が豊富な IT リーダーは、この新時代にはデータ管理に対する最新のアプローチが必要であることを理解しています。それは、サイロ化され
たモノリス型データベースを、組織全体でデータを使用および共有するための新しいモデルに置き換えるアプローチです。
このデータ管理の新時代において、SQL Server 2019 は変革をもたらします。しかし、Microsoft SQL Server 2019 の影響とそれが IT 戦
略に与える意味を理解するには、この新時代に従来のリレーショナル データベースがどのように進化したかを理解することが重要です。
従来のリレーショナル データベースは、長い間、運用データ（オンライン トランザクション処理（OLTP））および従来のデータ ウェアハウス
（オンライン分析処理（OLAP））のバックボーンであり、レポート作成と分析の一端をサポートしていました。しかし、組織がさまざまなプラッ
トフォームや環境において、データ内の隠されたインサイトを明らかにする方法を模索するにつれて、データベース管理ソリューションは進化し、
分析の役割がさらに含まれるようになりました。

大手ベンダーによるデータベース管理戦略にこの重大な変更が生じたため、Gartner 社は「Data Management Solutions for Analytics
（DMSA）」と呼ばれる新しいカテゴリーを定義しました。Microsoft がこのリーダーとして認識されました。1
以下に、Gartner 社が定義した、分散データを使用した作業のユース ケースを示します。2
•

従来のデータ ウェアハウス。このユース ケースには、複数のソースからの構造化された履歴データの管理が含まれます。データは、主に
バルク ロードとバッチ ロードによってロードされます。従来のデータ ウェアハウスは、大量のデータを管理でき、主に標準的なレポート作成と
ダッシュボードに使用されています。また、自由形式のアドホック クエリーとマイニング、または運用クエリーにもある程度使用されます。

1

Microsoft、『Gartner names Microsoft a leader in the Magic Quadrant for Data Management Solutions for Analytics (DMSA)』、2019 年 1 月。

2Gartner、『Magic

Quadrant for Data Management Solutions for Analytics』、2019 年 1 月。
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•

リアルタイム データ ウェアハウス。このユース ケースでは、分析ユース ケースにリアルタイム コンポーネントが追加されます。これにより、
データの生成時と分析時のレイテンシーを減らすことができます。このユース ケースは主に、リアルタイムの意思決定支援、アプリケーション
への埋め込み型分析、リアルタイム データ ウェアハウス、運用データ ストアをサポートする、マイクロバッチ処理やストリーミング インジェスト
によって継続的にロードされる構造化データを管理します。

•

論理データ ウェアハウス。このユース ケースは、構造化データ タイプと他のコンテンツ データ タイプの両方について、データの種類と量を
管理します。ここで、DMSA は、さまざまなデータ ソースの論理階層として機能します。このユース ケースには、トランザクション アプリケー
ションからの構造化データに加えて、マシン データ、テキスト ドキュメント、画像、ビデオなどの他のコンテンツ データ タイプが含まれます。

•

コンテキストに依存しない。このユース ケースでは、新しいデータ値、データ フォーム バリアント、関係を調べることができます。
検索、グラフ、その他の機能をサポートして、新しい情報モデルを発見します。このユース ケースは、主に、予測、予測モデリング、その他
のマイニング スタイルをサポートする自由形式のクエリーと、複数のデータ タイプとソースをサポートするクエリーに使用されます。

エッジからコア、オンプレミスからハイブリッド クラウドまで、データ資産に最適なソリューションを設計および構築するには、適切な専門技術とイ
ンフラストラクチャを組み合わせる必要があります。過去のインフラストラクチャのような 1 つのサイズですべてをまかなうアプローチではなく、現在
の投資に基づいて構築され、将来のデジタル世界での成功にも備えた、柔軟性と拡張性のある利用可能なアプローチです。
このホワイト ペーパーでは、データ資産全体の一部としてデータ資本を管理するための Dell EMC のビジョンに沿った、SQL Server の導入
について詳しく調べます。Dell Technologies は、Microsoft SQL 2019 が提供するツールを高速化、保護、再利用するために、エッジから
コア、ハイブリッド クラウド ソリューションまで、さまざまなソリューションを提供する独自の地位を築いています。

データには重力がある
大量のデータは、アプリケーションとサービスを取り込む重心を作成する
データが大きいこと、そしてさらに大きくなることは周知の事実です。一部の推定では、毎日 250 京バイトのデータが作成されています。3クラウ
ドの普及に伴い、モバイル デバイスが急増し、Internet of Things（IoT）が拡大するにつれて、従来のデータ センターの範囲外で大量の
データが蓄積されています。
データは非常に大きくなり、広範囲に分散しているため、データの作成場所と使用場所は、ワークロードの高速化と意思決定のための重要な
考慮事項となっています。データ量が多いほど、移動が困難になります。そのため、アプリケーション、サービス、その他のデータでさえ、そのデー
タに引き付けられ、まるで重心であるかのように周回します。星屑の雲が集まって、周囲の物体に重力をかける星や惑星に凝縮されるように、
データ量は増加して、アプリケーションとサービスを引き寄せています。
アプリケーションとサービスをデータの近くに配置することで、レイテンシーを低減し、パフォーマンスを向上させることができます。分析の実行速度
が向上するため、より適切な決定をより迅速に行うことができます。レスポンス タイムが短縮され、カスタマー エクスペリエンスが向上します。簡
潔に言うと、データを取り込み、集約し、分析し、データが存在する場所に基づいて処理する必要があります。
たとえば、自律型車両は、カメラ、レーダー、ソナーから複数のデータ ポイントを取得し、それらをリアルタイムで処理する必要があります。物体が
車の進路に侵入した場合、クラウドにデータを送信したり、データ センターにデータを戻して応答を待ったりする時間はありません。分析結果がエッ
ジのデータとして処理される必要があります。データがクラウドとの間でストリーミングされている場合（モバイル サービスなど）、アプリと分析をクラウ
ドに導入して、データをリアルタイムで処理できるようにする必要があります。同様に、モバイル ユーザーとリモート ユーザー向けのアプリケーションを
補完するデータは、データ センターに安全に保管され、プライバシーにかかわる機微な個人情報と財務情報の保護を強化できます。

3

Forbes、『How Much Data Do We Create Every Day? The Mind-Blowing Stats Everyone Should Read』、2018 年 5 月。
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現代のビジネスはデジタル経済に適応しているため、IT はデータ管理戦略によって備える必要があります。これにより、ビジネスはエッジからコ
ア、クラウドまで、分散ハイブリッド環境に存在するデータを利用できるようになります。

データの重力の原則を順守する IT 戦略を採用することにより、データの場所に関係なくデータを活用できます。そこで、データ仮想化が登場
し、世界を変革することになりました。

データ仮想化
データの民主化により、包括的な分析が可能に
データ仮想化とは、さまざまなソースや場所からのデータあるいは各種形式のデータを、コピーまたは移動することなく、単一のレイヤーに抽象
化し、ユーザーが単一の統合されたインターフェイスからリアルタイムで照会できるようにすることです。これにより、機密データを 1 つの場所から
制御することも可能になります。データを複数回コピーする必要がなくなるため、保存と管理にかかるコストも同様に最小限に抑えられます。
データ仮想化の主要な推進要因として、ビジネス インテリジェンス（BI）に使用される従来のデータ ウェアハウスに起因する課題があります。
根底となるのは、データ ウェアハウスのレポート作成プラットフォームにデータをコピーして、ロードするための要件です。従来、ETL 処理（また
はデータのパイプライン化）がデータの変換に使用されてきました。ビジネスはリアルタイムで顧客、パートナー、市場力学に敏感に反応しよう
とするため、このプロセスによって無視できない課題が生じています。大きな課題として次のようなものがあります。
•

データ レイテンシー。ETL パイプラインは、固有の遅延をもたらします。最近の調査によると、ETL パイプラインによって提供されるデータ
セットの 80%以上が、分析システムに到達するまでに 2～7 日経過していることがわかりました。
企業の 75%は、データ処理の遅延がビジネス チャンスを妨げていると報告しています。3
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•

ビッグ データと分析。IoT の拡大に伴い、接続されたデバイスと人々は、従来のデータベース システムのストレージ容量を超えるデータ量を
生成しています。一部の推定によると、世界の全データの 90%が、過去 2 年間で 1 日あたり 2.5x1018 バイトの割合で生成されました。4
この新しいタイプのデータは、多くの場合、リレーショナル データベース テーブルへの保存や、リレーショナル クエリー セマンティクスを使用したク
エリーに適さない形式になっています。

•

ビッグ データには「コンテキスト」が必要。多くの IoT データ セットは非構造化データであり、ボリューム、速度、多様性において圧倒的で
す。また、ビジネス コンテキストがなければ、価値はありません。IT は、IoT と連携するために、リレーショナル データベースに保存されてい
るビジネス データと運用データのブリッジを構築する必要があります。これにより、真のリアルタイム BI と応答が可能になり、AI と ML を活
用した自己学習型のインテリジェント アプリケーションとビジネス プロセスが実現します。

統合データ管理
企業が競争力を維持するためには、リアルタイム データ アクセスと可視性がますます重要になっています。同時に、AI や IoT などによって実現
する新しいアプリケーションや新しいユース ケースは、従来のサイロ化されたデータ センターや ETL などのプロセスの限界を超えています。実際
に、IT は「T（変換）」と「L（ロード）」を交換してデータ移動を高速化し、データをターゲットの中で効率化して、ターゲット システムが変換
を実行できるようにしています。現在、変革はデータが存在するデータ プラットフォームによって推進されています。
データ仮想化の導入が増加するにつれて、複数のアプリケーション、ユーザー、データ ストア、場所を橋渡しする統一されたビューでこの仮想
データ レイヤーを管理できる、データ管理プラットフォームとインフラストラクチャが必要になります。SQL Server 2019 は、データ統合用のプ
ラットフォームとして機能の拡張を続けているデータベース管理システムです。
SQL Server 2019 はデータのハブであり、Oracle®、Teradata、Hadoop®のデータを、安全かつ高性能な方法で、しかもデータの移動やコ
ピーをせずに照会する機能を備えています。SQL Server 2019 は、リレーショナル データベースに保存された仮想ビジネス データと運用デー
タを IoT と統合して、真のリアルタイム BI と組み込み AI および ML を実現するための機能を備えています。主なものは次のとおりです。

Polybase：任意のデータ タイプに対してクエリーを実行する
PolyBase は、さまざまな場所に存在するリレーショナル データと非リレーショナル データの両方に、SQL Server 内からアクセスして結合する
テクノロジーです。これにより、アプリケーションとユーザーは、さまざまなデータ ストアを照会できます。これには、オープン データベース接続、
NoSQL、リレーショナル データベースをサポートするものや、Hadoop Distributed File System（HDFS）互換のディストリビューションや
ファイル システム内のビッグ データ ストアが含まれます。
PolyBase は、パフォーマンスを最適化するためにいくつかの計算をプッシュダウンします。プロジェクション、述部、集計、制限、同種結合など
の操作をソース システムにプッシュして、各ソース システムのクエリー オプティマイザーを利用できるようにしています。フィルター処理された結果
のみが返されるため、転送するデータ量が減少し、パフォーマンスが向上します。
SQL Server 2019 は、PolyBase の機能を新しいコネクターで拡張し、さまざまなデータ ストアにリンクする外部テーブルを作成します。これ
らのデータ ストアには、SQL Server、Azure® SQL Database、Azure SQL Data Warehouse、Oracle、Teradata、MongoDB、
Azure Cosmos DB、汎用 ODBC ドライバーを介したその他のオープン データベース接続（ODBC）準拠のデータ ソースなどがあります。

4

Microsoft テクニカル ホワイト ペーパー、『Microsoft SQL Server 2019 Big Data Clusters』、2018 年 9 月。

7 | データ管理の新時代の勝者になる
© 2019 Dell Inc. その関連会社。

場所や種類に関係なく、チームが複数のソースからデータを容易に使用できる場合、包括的なデータ分析、迅速な意思決定、価値創出を
妨げる境界が組織全体で効果的に取り除かれています。
さらに、多くの場合、PolyBase 外部テーブルを介して新しいソースからデータが返されている場合でも、開発者は、アプリケーションと分析に
返される T-SQL プロシージャの結果セット属性の一貫性を維持できます。

ビッグ データ クラスター：コンピューティングとストレージの拡張と多様化
SQL Server 2019 の B ビッグ データ クラスターは、PolyBase を活用して、SQL Server と Apache HDFS および Spark システム間
のより高速で安全な統合を可能にすることで、データ仮想化環境を向上させます。
SQL Server のビッグ データ クラスターは、SQL Server と業界標準のビッグ データ ツールを単一のパッケージに統合しているため、導入と管
理が容易です。このパッケージでは、3 つの主要な機能が提供されています。
•

データ仮想化によって、複数のソースのデータを、移動または複製せずに結合することができます。コンピューティングとキャッシングをスケー
ルアウトすることで、パフォーマンスを向上させることができます。

•

マネージド SQL Server、Spark、データ レイクを使用すると、大量のデータをデータ レイクに保存し、SQL または Spark 経由でアク
セスできます。これには、管理を簡素化する管理サービスと統合セキュリティが含まれます。

•

完全な AI プラットフォーム。複数のソースからの統合データをモデル トレーニングに容易に取り込めます。データを取り込んで準備し、単
一のシステムでモデルをトレーニング、保存、運用することができます。
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SQL Server の Docker コンテナー、Linux®、PolyBase のサポートにより、SQL Server 2019 のビッグ データ クラスターの土台が整いま
す。ビッグ データ クラスターは、Kubernetes 上のコンテナーをフルに活用してアプリケーションを展開します。これは、予測可能で、高速の、弾
力性のある拡張可能な展開であり、Kubernetes クラスターの展開場所に影響されません。組織がステートフル アプリケーションのユース ケー
スにコンテナーを使用することを検討する場合、データの永続性、保護、管理の必要性がより重要な役割を果たします。これらのプラットフォー
ムをサポートするために必要なデータの永続性とサービスを提供するストレージ ソリューションを検討する必要があります。

データ仮想化には強い影響があります。最も熟練したデータ サイエンティスト以外でもデータにアクセスできるようにすることで、データを複数の
レポート、ダッシュボード、アプリケーションに含め、その価値を増すことができるようになりました。
データ仮想化の増加と統合データ管理プラットフォームでの新機能の採用には、SQL Server 2019 を補完するデータ サービスとインフラスト
ラクチャの新しい戦略が必要であることは明らかです。次のセクションでは、SQL Server 2019 を補完するデータ サービスとインフラストラクチャ
に関する Dell EMC の戦略について説明します。
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新興テクノロジー
データ サービスとインフラストラクチャ
以前と変わらないように感じるかもしれません。しかし、IT 環境は大きく変化しており、競争力を維持するには、再び方向転換する必要があり
ます。以前は、それは比較的最近の投資を排除して、置き換えることを意味していました。それは、控えめに言っても理想的なシナリオではあ
りません。
今回は異なります。SQL Server 2019 は、データ資産を統合するように設計されているため、どちらかを選ぶという状況から、両方を選択す
るという戦略的なアプローチの開発へと発展させることができます。オールフラッシュ アレイ、ソフトウェアデファインド ストレージ、コンバージド イン
フラストラクチャ、ハイパーコンバージド インフラストラクチャなどを活用する従来の 3 層アーキテクチャで、オンプレミスでもクラウドでも、この統合
されたレイヤーを仮想化データに活用できます。
もちろん、SQL Server 2019 内のすべてのパフォーマンスと敏捷性の機能を解放し、仮想データを使用した作業を活用するために、最新の
インフラストラクチャ テクノロジーを展開することも検討できます。新興のインフラストラクチャ テクノロジーは次のことを実現します。
•

SQL インフラストラクチャを完全にモダナイズしながら、環境を高速化し、将来に備えます。ストレージに関する見直された視点では、スト
レージクラスのメモリー、NVDIMM などのパーシステント メモリー、その他のメモリー テクノロジーを最大限に活用します。

•

業界をリードするバックアップ、レプリケーション、スナップショット、耐久性、セルフサービスの重複排除コピーにより、データベースを保護します。

•

オペレーション リカバリー、開発/テストの転用、継続的インテグレーション/継続的デリバリー（CI/CD）パイプラインに、スナップショットを再
利用します。たとえば、製品データベースに影響を与えることなく、本番環境からデータベースのストレージ レベルのコピーを取得し、データ
をスクラブして、PolyBase 外部テーブルのソースにすることができます。

これらの柱に沿って調整することにより、データ資産管理の統一されたアプローチに効率性と整合性を提供できます。
データベースプラットフォームをサポートする強力で一貫性のある高性能のアーキテクチャの組み合わせにより、IT チームはモダナイゼーションの
実行を習得することができます。

SQL Server 2019 を使用したデータ管理を有効にするための新しいインフラストラクチャ テクノロジー（コンピューティング、ストレージ、ネット
ワーク）とユース ケースを調べてみましょう。

コンピューター レベル
コンピューティング レベルから始まる、DRAM を活用したリアルタイムのインメモリー データ処理は、Microsoft SQL に関連するパフォーマンス
依存のユース ケースを高速化するための最も重要な作業です。たとえば、リアルタイム データ分析とコンテキストに依存しないデータ分析を例
にとると、SQL Server はインメモリー処理を次の目的で活用しています。
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•

OLTP のパフォーマンスと、データの取得、データ ロード、一時的なデータ シナリオなどを含む BI に関する OLAP データの集約のパフォー
マンスを最適化することにより、リアルタイムの分析とレポート作成を高速化します。

•

新しいデータ値、データ フォームのバリアント、関係の探索をサポートして、予測、予測モデリング、その他のマイニング スタイルをサポート
する自由形式のクエリーや、複数のデータ タイプとソースをサポートするクエリーを実行します。

•

また、構造と、マシン データ、テキスト ドキュメント、画像、ビデオなどの他のコンテンツ タイプの両方の、より大規模なデータ セットを処理
します。

リアルタイムのインメモリー データ処理
SQL Server などのリレーショナル データベースでは、OLTP と OLAP にインメモリー処理を採用して、トランザクション処理、データの取得、
データ ロード、一時的なデータ シナリオのパフォーマンスを最適化しています。
インメモリー処理は SQL Server では目新しいことではありませんが、データベースのサイズは拡大しており、数テラバイト単位で測定されるよ
うになってきています。幸いなことに、インテル®プロセッサーを搭載した 2 ソケットおよび 4 ソケットの Dell EMC サーバーなどのサーバーは、小
規模な構成から開始し、SQL Server 環境の拡大に合わせて拡張性を提供しながら、中断することなく 6TB の RAM まで拡張できます。
サーバーは、スケールアップおよびスケールアウト システム環境向けにより大規模なメモリー最適化データベースをサポートしますが、データ保全
は従来、計画的および計画外のシステム ダウンタイム中のデータ損失を防ぐために、ストレージ レイヤーで実現されます。
2019 年に、Dell EMC はインテル Optane™ DC パーシステント メモリーを搭載した PowerEdge サーバーをリリースしました。インテル
Optane DC は、大容量を手頃な価格で提供しながら、データ保全をサポートするユニークで革新的なメモリー テクノロジーです。これは、現
在、企業が管理している膨大な量のデータからインサイトを迅速に得ることができる新しいクラスのメモリーとストレージです。

大容量データ セット向けのインメモリーの拡張
インテル Optane DC パーシステント メモリーは、メモリー サブシステムに透過的に統合するためのキャッシュとして機能している従来の DRAM
で構成され、オペレーティング システム（OS）やアプリケーションに変更を加えずに DRAM のように見せることができます。
これにより、いくつかのメリットが得られます。まず、現在の 4 ソケットの Dell EMC PowerEdge を 6TB の DRAM システムから 12TB の使用可
能なシステム メモリー（ソケットあたり 3TB）に倍増させることができます。5これにより、システム ノードの数を減らすことによって統合が可能になり
ます。次に、高コストの DRAM 専用メモリーを低コストのインテル Optane DC パーシステント メモリー モジュールにスワップ アウトできます。

不揮発性メモリーを搭載したデータ永続性
インメモリー（DRAM）を実行するように設計されたアプリケーションでは、通常、OLTP および OLAP プロセスを実行するために、データベー
スのテーブルとデータをインメモリーで使用できる必要があります。計画的または計画外のシステム ダウンタイムが発生すると、メモリー内で実行
されているすべてのデータが失われます。再起動時には、データベース テーブルとデータをメモリーに再ロードしてからでなければ、アプリケーショ
ンを再起動することはできません。
ストレージ性能の観点から見ると、メモリーはメモリー バス上のプロセッサーに近いため、最速になります。Optane DC パーシステント メモリー
に永続的ストレージとして格納されている大規模なデータベース テーブルは、停止後にデータ ロードを高速化するために使用できます。

5

Intel、『The Challenge of Keeping Up With Data』、2019 年 4 月。
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インテル Optane DC パーシステント メモリーに大規模なテーブルとデータを保持するメリットは、データ ロードと目標リカバリー時間（RTO）
が短縮されることです。たとえば、プレビュー環境で Microsoft SQL 2019 をテストし、Optane DC パーシステント メモリーを利用する場合、
Dell EMC のテストでは、SQL データベースのパフォーマンスが最大 2.7 倍向上することが判明しました。6

データの階層化と配置
データ使用量は時間とともに変化します。最初は、データ セットが頻繁に使用される場合がありますが、その頻度はデータが古くなるにつれて
減少します。これは新しい発見ではありませんが、データが保存されている場所の数（エッジ、コア、ハイブリッド クラウド）を考慮すると、企業
はデータ ライフサイクル管理戦略を評価し直す必要があります。これには、ホット データ、ウォーム データ、コールド データを階層化し、凍結
データを Microsoft Azure などのクラウドに移動させるためのストレージ戦略が含まれます。
データの階層化には、さまざまなメモリーおよびストレージ クラスでの作業が含まれます。これらのユース ケースについては、次のセクションで詳し
く説明します。

この図は、DRAM、インテル Optane DC パーシステント メモリー、インテル Optane DC SSD を使用したプールとデータの階層化を示してい
ます。ホット データは赤、ウォーム データはオレンジ、コールド データは青で表されています。

ストレージ レベル
データ仮想化により、組織はデータがどこにあってもアクセスすることができます。また、ストレージは企業がデータの価値を最大限に引き出し、
データ資本を最大化する上で重要な役割を果たします。そのため、データの保存場所、管理方法、保護方法に注意を払う必要があります。
これまで説明したとおり、ストレージは常に高速化、保護、再利用の概念の推進力であり、ストレージ テクノロジーの新しい進歩は、組織が
仮想データを使用した作業を活用するのを引き続き支援します。
ビジネス データの価値を引き出すには、データの保存場所、管理方法、保護方法に注意を払う必要があります。
企業は、「クラウド ファースト」アプローチから「データ ファースト」マインドセットに移行しつつあります。これにより、最も価値のある資産が、適切
な場所に、適切なタイミングで、適切なサービス レベル アグリーメント（SLA）を満たして存在することができます。組織のニーズとビジネス モ
デルでは、管理タスクの削減とパフォーマンスの向上に役立つ統合戦略を考慮しながら、データの保存場所の決定を進める必要があります。
たとえば、SQL Server は、テーブルとデータのインメモリー配置とディスクベース配置の両方をサポートしています。ただし、データの配置場所は、
アプリケーション プロファイル、データのタイプ、ユーザーをサポートするために必要な IT サービスなどの要因に基づいています。

6

StorageReview、『Dell EMC PowerEdge Servers Refreshed with New Intel CPUs and Optane DC Persistent Memory』、2019 年 4 月。
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Microsoft は、IT の計画を促進するためにテーブルとデータの配置に関するガイダンスを提供していますが、通常、データの配置は、データ ラ
イフサイクル管理を含むパフォーマンスと可用性の SLA 要件と、サービスとデータを提供および管理するための IT コストのバランスをとって、思
慮深く行う必要があります。

NVMe over fabrics とストレージクラス メモリー
SQL Server 2019 を使用したデータ管理のユース ケースとサービス向けの IT 基盤を計画する際に利用できる、新しいストレージ テクノロ
ジーに注意することは重要です。たとえば、オールフラッシュ ストレージは、開発/テスト用のシステム コピー/リフレッシュなどのユース ケースを対
象としたハイ パフォーマンス、スループット、データ レプリケーションや、継続的インテグレーション/継続的デリバリーなどの新しい手法によるオペ
レーション リカバリーを可能にします。
パフォーマンスに関して言うと、フラッシュ ストレージは、OLTP および OLAP ワークロードに対して 1 ミリ秒以下のレイテンシーでハイ パフォーマ
ンスを提供するという点で、すでに革新をもたらしています。多くのお客様にとって、オールフラッシュ アレイへのモダナイズは、IO と帯域幅の大
幅な向上を意味します。その結果、システム管理の削減、サポート デスクの呼び出し数の削減、レポート作成に要する時間の大幅な改善
が可能になります。
現在、SQL Server 2019 では新しい BI、リアルタイム分析、ビッグ データのユース ケースが使用されているため、フラッシュはまだ始まりに過
ぎません。不揮発性メモリーExpress（NVMe）、NVMe over Fabrics（NVMe-oF）、ストレージクラス メモリー（SCM）などの新しい
テクノロジーは、フラッシュ SSD の価値を拡大し、これらのユース ケースをサポートするストレージ プラットフォームの基盤となりつつあります。
これらのテクノロジーがどのように進化し、どのようにパフォーマンスに影響を与えているかを調べてみましょう。
NVMe の始まりは 2012 年です。NVMe は、最新の CPU と SSD の並列化を活用するように設計されました。これは、ホスト コントローラー
システムへのデータ転送を高速化します。たとえば、NVMe では 32GB/秒、SAS 3.0 では 12GB/秒で、ほぼ 3 倍の速度を実現します。

NVMe は、高速フラッシュベースの SSD ストレージがレガシーのデータ転送テクノロジーと衝突した場合に発生するボトルネックを解消します。
そして、最も重要なこととして、SCM による次のメディア崩壊への扉を開きます。
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例として、Dell EMC では、マルチコントローラー アーキテクチャとエンドツーエンドの NVMe で構築されたストレージを用意しており、フラッシュ
SSD や SCM などの最新のメディアでパフォーマンスを最大限に高めます。今日、Dell EMC のオールフラッシュ ストレージに投資すれば、明
日には NVMe-OF および SCM ドライブを無停止で追加できます。7
2016 年に発表された NVMe-OF は、Microsoft SQL Server を実行する Dell EMC サーバーなどのホスト コンピューターや、Fibre
Channel（FC）経由の Dell EMC ストレージなどのターゲット ソリッドステート ストレージ デバイスまたはシステムを使用可能にするトランス
ポート プロトコルによって、次の一歩を踏み出しています。
また、パーシステント メモリーとも呼ばれる SCM は、10 年間で最も破壊的なストレージ テクノロジーの革新とも言えます。SCM は DRAM
よりも若干低速ですが、その価値は永続的です。つまり、従来のストレージと同様に、電源を入れ直してもその内容は保持されます。
重要な点は、ストレージ プラットフォームは、データベースをメモリー内（DRAM）で実行するのはディスクベースのストレージよりも高速です
が、トランザクション処理、データの取得、データ ロード、一時的なデータなどの分析およびビッグ データのシナリオのパフォーマンス要件をサポー
トするために、新しいテクノロジーを採用していることです。

ディスクベースのデータ セットで提供されるハイ パフォーマンス
SQL Server では、インメモリー サーバーとフラッシュベースのストレージ オプションを活用して、テーブルとデータの配置を柔軟に選択できます。
これは、IT がインフラストラクチャ リソースを柔軟に割り当てて、最適な総所有コスト（TCO）でパフォーマンスの要件を満たすのに役立ちます。

データの配置と統合
本書の前のセクションでは、SQL Server に存在するデータと外部にあるデータに適した統合データ管理プラットフォームとしての、SQL Server
2019 のデータ仮想化と新しい機能について説明しました。しかし、IT はデータ資産全体のデータ配置の全体像を考慮する必要があります。
ストレージの観点から見ると、IT には、永続的なデータの避けられない着地点をサポートできるプラットフォーム戦略が必要です。これには、ス
ケールアップ、スケールアウト、ファイル、ブロック、オブジェクト、長期的な保護および保存戦略などの、適切なタイプのストレージにデータを保存
することが含まれます。
もう 1 つの考慮すべき点は、データの統合です。Microsoft SQL Server 環境の大部分は、異なる機能を備えた複数のバージョンに対応し
ています。これらのバージョンを最新のオールフラッシュ アレイに統合すれば、インフラストラクチャの負荷をオフロードでき、すべてのバージョンで
一貫性のある高度なエクスペリエンスを提供できます。このようなメリットの多くは、アレイが実現するデータ サービスによってもたらされます。こう
した利点が、データ サービスの有効性という観点において業界での大きな差別化要因となります。

7

CTT、『SATA vs SAS vs NVMe Performance Breakdown』、2018 年 10 月。
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Dell EMC 製品ポートフォリオ全体に、データ サービス機能について鍵となるいくつかの主な差別化要因とバリエーションがあります。
•

有効容量：一般に見落とされがちなのは、システムおよび基盤となる RAID が原因で発生する、オーバーヘッドや使用可能な容量の
不足です。Dell EMC システムでは、業界トップ クラスの容量を確保でき、一部のシステムでは最大 88%の有効容量を実現可能です。

•

シン プロビジョニング：これが、共有ストレージ環境のコスト効率を最大限に高める重要な機能であることはよく知られています。データ
ベース管理者（DBA）の場合、これにより、将来的に予測されるサイズにデータベース ファイルを割り当てることができ、後でサイズを大
きくする必要はありません。容量が使用されるのは、データがアレイに書き込まれるときだけです。

•

圧縮：Dell EMC のストレージ アレイ ポートフォリオではさまざまな方法で圧縮が行われます。いずれのシステムでも通常、Microsoft
SQL Server 内で行圧縮またはページ圧縮を使用していないデータベースと比較して 2:1 を超える圧縮率を実現します。

•

重複排除：DBA またはアプリケーションの所有者が、データベース コピーを作成しなければならない理由はさまざまなです。テスト/開発、
パッチ テスト、ほぼリアルタイムの分析を実行したり、保護のためにコピーを作成したりするだけで、これらのデータベース コピーはアレイ上で
100%重複排除されます。コピーまたは本番データベース対して行われた変更のみが、アレイに新たに書き込まれます。

•

インテリジェントなスナップショット：重複排除と同様に効率的で、コピーを作成するよりさらに効率的かつ高速な方法は、ボリュームま
たはボリューム セットのスナップショットを取得して、スナップショットを別の SQL Server にマウントすることです。この方法でデータベース コ
ピーを作成すると、本番データベースへの影響がほとんどまたはまったくなくなり、非常に大規模なデータベースのコピーでも 5 分以内に実
行できます。

コンテナー向けのストレージ データ サービス
コンテナーは、企業がアプリケーションやソフトウェアの開発、展開、保守について検討する方法を改革しました。SQL Server を含むリレーショ
ナル データベースは、Kubernetes オーケストレーション フレームワークとともに、Docker コンテナー化を採用しています。

コンテナーは本来、短命またはステートレスなものとして設計されたため、テスト/開発に最適です。ただし、コンテナーは、本番の SQL Server
データベース環境でも有用です。Kubernetes やその他のコンテナー オーケストレーターは、特にビッグ データと分析の分野で、長期的に実行
されているプロセスに利用範囲を拡大しています。Gartner は、2022 年までに、グローバル組織の 75%以上が本番環境でコンテナー化され
たアプリケーションを実行すると予測しています。8

8

Gartner、『6 Best Practices for Creating a Container Platform Strategy』、2019 年 4 月。
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アプリケーション開発者は、プログラムを実行する必要があるサーバー環境の外部で作業を行うことがほとんどです。ライブラリーのバージョン、依
存関係、構成設定の競合を最小限に抑えるには、開発、テスト、運用前の統合のために、本番環境を何度も作成し直す必要があります。
そのため、SQL Server のようなデータベースを構築または更新する際には、データを永続的に保持する必要があり、コンテナーの再起動、再
スケジュール、削除を行ってもデータが存続していなければならないというジレンマが生じます。コンテナーが再スケジュールされたら、コンテナー
が問題なく開始されるように、ストレージも移行され、新しいホストで使用できるようにする必要があります。
ステートレス コンテナーの課題と、永続的ストレージおよびレプリケーション ソフトウェアの必要性に効果的に対処するために、Dell EMC は
Kubernetes Containerized Storage Interface（CSI）プラグインをサポートしています。この統合により、開発者、DBA、ストレージ管理
者は、コマンド ライン インターフェイス（CLI）や Kubernetes ダッシュボードなど、最も使いやすいインターフェイスを使用して、Dell EMC スト
レージ データ サービスに適した永続的ストレージ階層をプロビジョニングおよび管理できます。
コンテナーの採用と、コンテナーが SQL Server に具体的に提供するメリットは、今後も増えていくことでしょう。コンテナー化されたデータベース
ワークロードを採用する組織は、本番環境への導入、アップグレード、高可用性オーケストレーションとともに、データベース開発サイクルを大幅
に簡素化できます。拡張性のあるコンテナー化されたクラスター ワークロードの重要なテナントの 1 つは、SQL Server 2019 のビッグ データ ク
ラスター機能です。

ネットワーク レベル
今日のアプリケーションとデータベースは、ネットワーク アーキテクチャに関して、新しい考え方を求めています。基盤となるネットワークのパフォー
マンスと使用率は、データベースの高速化と拡張性に悪影響を及ぼす可能性があります。たとえば、ネットワーク帯域幅の制限に達した場
合、アプリケーションのスループットが低下する可能性があります。
データ重力と仮想化データという特徴があるデータ資産をサポートするために、IT 組織は、ネットワーク プラットフォームとトポロジーが、エッジか
ら、コア、クラウドへと移動して、元に戻るデータ移動の量、種類、速度の増加に対応できるようにする必要があります。

オープン ネットワーキング テクノロジー
データ重力と仮想化データという特徴があるデータ資産をサポートするように準備するには、IT 組織は、ネットワーク プラットフォームとトポロ
ジーが、エッジから、コア、クラウドへと移動して、元に戻るデータ移動の量、種類、速度の増加に対応できるようにする必要があります。
ソフトウェアデファインド ネットワーキング（SDN）などのオープン ネットワーキング テクノロジーによって、組織は、よりプログラム可能で、柔軟
性が高く、自動化されたネットワークを展開できます。また、次のことも可能になります。
•

ネットワークのボトルネックを排除する

•

クラウド サービス提供モデルの導入を容易にする

•

アプリケーション導入を迅速化する

•

仮想マシン（VM）のリカバリー時間を短縮し、アプリケーションのダウンタイムを最小限に抑える

•

IT スタッフが戦略的レベルの IT の進歩に集中できるようにする

•

より高いレベルの拡張性を提供し、ワークロードが成長し、時間とともに変動するのに応じて、ネットワークがワークロードのトラフィック需要
に対応できるようにする
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Enterprise Strategy Group（ESG）によると、「Internet of Things（IoT）イニシアチブの準備を整え、クラウドに接続している組織は、
ネットワーキングに対するソフトウェアデファインド アプローチを検討する必要があります。SDN は、広帯域幅のニーズと進化し続ける最新のデ
ジタル ビジネスのトラフィック パターンに対応するのに役立ちます」9

次のようないくつかの分野についても考慮する必要があります。

データ センター ネットワーク
IoT、マシン、ビッグ データのデータ パイプライン化を含む、新しいユース ケースの登場により、ピーク時の負荷と増加する East-West（水
平）トラフィック パターンの処理に十分な帯域幅とパフォーマンスを、ネットワーク接続に確保しておくことが不可欠です。

ストレージ ネットワーク
通常、パフォーマンスを最適化し、ビジネス継続性とディザスター リカバリーをサポートするために、大規模な組織は FC または IP ベースのスト
レージ エリア ネットワーク（SAN）を導入して、共有エンタープライズ ストレージを活用してきました。
フラッシュ ストレージ テクノロジーが進歩を続けるのに伴い、SQL Server 環境は NVMe を活用したエンドツーエンドの低レイテンシーのファブ
リックの利点を利用します。

ワイド エリア ネットワーク（WAN）
WAN のレプリケーションは当然のことですが、SQL Server 環境が分散型の環境に適応するにつれて、WAN の役割が増えていることを考
慮してください。WAN は、クラウド環境とエッジ環境の両方からデータを収集する上でより重要な役割を果たします。ハイブリッド クラウド モデ
ルへの移行を検討する組織が増えているため、クラウドへの移行と、購入を決定した次のハードウェアの投資保護を実現する、エコシステムに
接続されたインフラストラクチャが必要です。このように、ワークロードをクラウドに移行する準備ができた時点で、接続はすでに確立されていま
す。ワイド エリア ネットワークの SDN（SD-WAN）テクノロジーを使用して、企業はブランチ オフィスやリモート オフィスが必要とするデータに
接続する方法をモダナイズできます。これらの組織は、コストのかかる専用回線（MPLS）から低コストのブロードバンド接続、または複数の
接続オプションの組み合わせに移行することにより、大幅にコストを削減できます。

9

ESG、『IT トランスフォーメーションにおけるネットワークの基盤としての役割』、2018 年 5 月。
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ネットワークは、データ センター、アクセス ネットワーク、エッジ ネットワークのいずれにあるかにかかわらず、デジタル トランスフォーメーションの重
要な出発点かつ基盤であり、SQL Server 2019 などのデータ管理ソリューションのさらなる進化をサポートします。
Dell EMC のネットワークへのビジョンは10分離モデルに基づいており、これにより、幅広い種類の革新的で業界標準のネットワーク アプリケー
ション、オペレーティング システム、およびハードウェア プラットフォームからお客様が選ぶことができるオープンなエコシステムが提供されます。この
アプローチでは、選択するテクノロジーと採用するアーキテクチャに対して、お客様に最大限の最良と制御が与えられるため、測定可能なコス
ト削減とサービスのアジリティ向上が実現されます。

まとめ
次の図に示すように、ここまで、SQL Server 2019 の機能の側面と、Dell EMC によって実現する補完的なデータ サービスおよびインフラス
トラクチャのユース ケースの例をはじめとする、仮想化されたデータに適した新しいデータ管理ソリューションのフレームワークを検討してきました。
次のセクションでは、導入計画に関する考慮事項を紹介します。

10Dell

EMC オープン ネットワーキングの詳細については、Dell EMC のネットワーキングの概要を参照してください。
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取り除くもの
現在はデータ管理のパラダイム シフトの真っ最中です。過去数十年にわたって理解されてきた IT の「真実」はすべて、良い意味で変化してい
ます。基本的に、データを集合的に捉える方法と、そのデータを使用して行う事柄は変化しており、将来はより機敏でアクセスしやすくなる状
態に向かっています。知識が豊富な IT リーダーは、この新時代にはデータ管理に対する新しいアプローチが必要であることを理解しています。
それは、サイロ化されたモノリス型データベースを、組織全体でデータを使用および共有するための新しいモデルに置き換えるアプローチです。こ
のプロセスに積極的に取り組む計画を立てるなら、引き続き前進できるような決定を下せるでしょう。このような決定は、放置されたテクノロ
ジーの孤島となるスタンドアロンのサイロ化されたビルドと比較して、付加的で相互的なものになります。
新しい真実は次のとおりです。
•

データには重力があり、データがどこに存在していても、そのデータを中心にアプリケーションと分析が取り巻いています。

•

データを仮想化すると、時間のかかる複雑な ETL や増え続けるストレージを必要とせずに、データを民主化して、すべての人が利用でき
るまったく新しいパラダイムが作成されます。

•

大掛かりな考え方は過去の話です。どちらかを選ぶのではなく、両方選択できます。ビジネスにとって意味のあることを行う自由があります。

SQL Server 2019 などのリレーショナル データベースは、ビジネス データや運用データを AI、ML、DL と統合するように設計されたアーキテク
チャやツールとともに登場しました。この統合されたデータ管理プラットフォームへの進化により、組織はより多くのソースからより多くのデータを利
用できるようになり、競合他社よりも迅速かつコスト効率の高い方法で実用的なインサイトを取得しています。

出発点
IT トランスフォーメーションによって実現されるデジタル トランスフォーメーションは旅のようなものです。次に示すように、将来のデータ資産への
道はそれぞれ異なりますが、ほとんどの場合、ある共通の目標を共有しています。これには、SQL Server 2019 に移行しながら、旧バージョン
の SQL Server の導入環境（アプリケーションを含む）を維持し、最終的にはコンテナー、ビッグ データ クラスター、ハイブリッド クラウド サー
ビスを活用した仮想データのアクセスと管理を可能にすることが含まれます。
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次に、これらの目標について調べましょう。
•

今日の一般的なビジネスは、数百のアプリケーションを実行し、複数のデータベースと混在ワークロードをサポートしています。統合戦略で
は、ビジネス クリティカルなアプリケーションの可用性とパフォーマンスを確保しながら、より少ないリソースで低レイテンシーを維持することを
考慮に入れる必要があります。より高速で強力な CPU と新しいストレージ テクノロジーの導入により、ビジネスは従来の関連するリスク
なしにデータベースを統合することが可能になりました。Microsoft SQL のサイロ化された IT 環境で実行される混在ワークロードを統合
および簡素化すると、TCO が低下して生産性が向上するだけでなく、将来のデータ資産に備えたモダン インフラストラクチャの基盤が確
立されます。

•

企業は、データ資産から価値を引き出し、その価値を最大限に高めるために、より多くの開発言語、データ タイプ、OS の選択肢を探し
ています。SQL Server を Linux（または Windows®と Linux の混合プラットフォーム）にリプラットフォームすると、データ統合、コンテ
ナー化、分析に関連する柔軟性が向上します。また、ライセンス、トレーニング時間、ハードウェア コストなど、潜在的なコスト上のメリット
もあります。11

•

コンテナー化により、最も複雑なアプリケーションやデータベースにも対応する柔軟なプラットフォームが提供されます。SQL Server のコン
テナー化により、企業は更新やアップグレードをその場で導入できます。また、移植性が実現し、ローカルでビルドして、クラウドに展開し、
どこでも実行できるようになります。

•

Microsoft SQL Server 2019 に移行するためのロードマップと導入戦略を作成します。現状と希望する状態に応じて、計画には、アプ
リケーションと SQL Server データ ストアのプロファイリングと評価が含まれます。これは、変革の各フェーズで実行するプロジェクトの優先
順位（アップグレード、アプリケーション中心の敏捷な移行、潜在的なリプラットフォーム）を決定するためのものです。

11

Microsoft、『Re-platforming and modernizing your data workloads with SQL Server on Linux』、2018 年 7 月
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確立された最新のデータ管理プラットフォームと、補完的なデータおよびインフラストラクチャ サービスにより、IT は、エッジからコアまで装備され
た新しいデータ依存型のインテリジェントなアプリケーション、ビジネス プロセス、分析に適した IT サービスを使用して、ビジネスをサポートする態
勢を整えることができます。

Dell Technologies はお客様の変革をサポートする準備ができています
Microsoft と Dell Technologies は 30 年以上にわたって提携し、事前テストおよび事前検証済みの完全に統合されたソリューションを提
供しています。これらのソリューションは、Microsoft SQL Server、Microsoft Azure Stack、Microsoft Azure Stack HCI 向けに最適化さ
れたパフォーマンスを提供することを目的としています。Microsoft は、従業員の熟練度と顧客満足度の達成によって能力を実証するパート
ナーにコンピテンシーを付与します。Dell Technologies には、カスタマー サポート、メンテナンス、展開、トレーニング、コンサルティングにおい
て、16,000 人を超える認定従業員がおり、18 のグローバル コンピテンシーを付与されています。
Dell Technologies の専門技術を活用すると、大掛かりなアップグレードを行わずに、最適な場所にある仮想データに移行することができま
す。SQL Server は、プラットフォーム、オンプレミス、クラウドにわたってデータを管理します。Dell Technologies コンサルティング サービスの目
標は、作業する環境、プラットフォーム、選択したツールや言語にかかわらず、お客様の必要を満たすことです。
Dell Technologies コンサルティング サービスは、強固で基本的な一連の目標を計画し、モダナイゼーションのためのロードマップを作成できる
よう支援します。デルの SQL モダナイゼーション チームは、ディスカバリー ワークショップ、インタビュー、ソート リーダーシップを含む包括的な評
価を実施して、データ管理戦略のガイダンスを提供します。また、将来の目標を決定し、最重要のワークロードの実用的なロードマップ、便益
分析、初期移行の優先順位を作成します。さらに、SQL Server、Azure SQL Database、Azure SQL Data Warehouse などのデータ
戦略により、ビジネスの可能性を最大限に引き出すよう支援します。
対象となるすべてのサーバーの現在の状態、関連するワークロード、構成を含む、現状のままの SQL Server 環境を検出します。さらに、以
下の対応を実施します。
•

接続、レポート作成、ETL プロセスなどをすべて考慮して、SQL Server データベースとすべての依存関係に適合するアプリケーションのイ
ンベントリーを作成し、分類します。

•

SQL Server データベースまたはインスタンスをアプリケーション グループごとにグループ化して優先順位を付け、短期的なモダナイゼーショ
ン計画とモダナイゼーションのロードマップを作成します。また、これはデータベースの統合を考慮する絶好のタイミングでもあります。

•

モダナイゼーション計画をサポートするために、将来のコンピューティング要件、ストレージ要件、ソフトウェア要件の概略を特定します。

データの一部が SQL Server 2008 などのサポート終了（EoS）データベースにまだ存在している状況で、アップグレードできないが、セキュリ
ティ更新プログラムがない状態でリスクにさらされたく場合には、アプリケーションを変更せずに Azure または Azure Stack に移行して、セキュリ
ティ更新プログラムを 3 年間延長できます。
さらに、オンプレミスおよびクラウドで、任意のデータ、任意のプラットフォーム、任意の言語を使用してインテリジェントなアプリケーションを構築で
きるほどの柔軟性が必要であることを理解した上で、最適なターゲットにデータを移行できます。また、それを実現するためのアップグレード、リ
プラットフォーム、統合を支援します。

21 | データ管理の新時代の勝者になる
© 2019 Dell Inc. その関連会社。

詳細はこちら
SQL Server のモダナイゼーションへの取り組みを理解している、受賞歴のある Microsoft 認定パートナーを検討する準備ができている場
合、Dell EMC の包括的なアプローチは、リスクとビジネスの中断を最小限に抑えるのに役立ちます。
詳細については、www.delltechnologies.com/ja-jp/solutions/sql/index.htm にアクセスし、Dell EMC 担当者にお問い合わせください。
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