
ソリューションの概要 

データの新たな時代に向けて設計さ
れた最新のストレージ アプライアンス 
 
PowerStoreにより、お客様は、従来の
ワークロードと最新のワークロードの両方
をサポートする、インテリジェントで適応

性の高いデータ中心型のインフラストラ
クチャを実現できます。 

IOPSが7倍向上、レイテンシーが1/3

に短縮、（内部テストによUnity XTと
の比較） 

システムあたり最大1 PBの物理容量
までスケールアップ可能、また、アク

ティブ-アクティブ ノードを8つまでス
ケールアウト可能 

パフォーマンスを損なうことなく、インラ
インによる4:1のデータ削減を保証 

PowerStoreとVMwareの統合に
よって、アプリケーション開発を合理化
し、ストレージ ワークフローを自動化 

PowerStoreユーザーはVMware

（vROプラグイン）、Kubernetes

（CSI Driver）、Ansible

（Ansible Modules）などのプラグ
インを利用可能 

 
 
 
 
 

 

Microsoft SQL Server向けDell EMC 

PowerStoreを導入する理由 
PowerStoreは、マルチプロトコル ブロックとファイル用ストレージとしてあらゆるワークロードをサポートします。新たにVVolストレージにも対応可能

になりました。パフォーマンスが最適化されたアプライアンスでは、エンドツーエンドでNVMeを使用でき、ニーズの拡大に合わせて、スケールアップや

スケールアウトを行えます。また、常時稼働のシン プロビジョニングとインライン データ削減により、妥協のない効率性を実現できます。 
 

データの時代が進むにつれて、膨大な量のデータとテクノロジー イノベーションが、革新的で

大規模なデジタル組織に変わる機会を企業にもたらしています。ESG社による『ESG 

Master Survey Results: 2019 Data Storage Trends』によると、71%の組織が、自社

のビジネスにとって、データは戦略的要素であり、業界で競争優位性を獲得するには、効

果的なストレージ戦略が不可欠と考えています1。さらに、63%が、今後24か月以内に、

データ中心の新しい製品とサービス（そうしたデータを基にしたデータまたは分析情報の販

売）の開発を計画しています。 

 

SQL Server 2019：最新のデータ プラットフォーム 

この25年間で、Microsoft SQL Serverは、単なるリレーショナル データベース管理システ

ムを超えて進化しました。最新バージョンでは、PolyBaseなどの機能が実装されており、従

来のSQL Serverインスタンスの外部で、データのクエリと処理を実行して、データから知見

を得られるようになりました。 

 

 
こうした機能が、ビッグ データ クラスターが追加されたMicrosoft SQL Server 2019で進化
を続けています。SQL Serverでは、HDFSとSparkが採用されており、PolyBaseを使用し
て、以前のバージョンのSQL、Oracleデータベース、MongoDB、非構造化データといった多

種多様なデータソースを網羅するデータ仮想化レイヤーが作成されます。さまざまなソースか
らデータを取得できるため、ストレージの基本要件が多岐にわたり、管理が複雑になる可能
性があります。 

 

Microsoft SQL Server向けDell EMC PowerStoreを導入する

理由 
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1 https://www.esg-global.com/research/esg-master-survey-
results-2019-data-storage-trends 
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PowerStore：従来のワークロードと最新のワークロードの統合 

お客様の環境には、多種多様な従来のワークロードと最新のワークロードが存在しています。その例として、リレーショナル  データ

ベース、ERPアプリケーション、EMRアプリケーション、クラウド ネイティブ アプリケーションのほか、コンテンツ リポジトリーやホーム ディ

レクトリーといったファイルベースのワークロードが挙げられます。 
 

PowerStoreは、ブロック、ファイル、VVols向けに単一のアーキテクチャを採用しています。このアーキテクチャには、最新のテクノロジー

が採用されており、ミッドレンジ ストレージの優れたコスト効率を損なわずに、さまざまな目標を達成できます。PowerStoreでは、物

理ボリュームから、仮想ボリューム、コンテナ、従来のファイルに至るまで、さまざまな形式のストレージをアプリケーションで利用できるた

め、ワークロードの柔軟性を最大限に得られます。また、インフラストラクチャのシンプル化と統合が可能になります。PowerStoreを、

オープン管理フレームワーク、コンテナ プラットフォーム、DevOpsプラットフォーム、仮想化機能と包括的に統合することで、Microsoft 

SQL Serverのニーズにシームレスに対応できます。 
 

PowerStoreは、ストレージとインターフェイスの最新テクノロジーを利用できるように、ゼロから設計されています。これにより、アプリ

ケーションのパフォーマンスを最大限に高め、ボトルネックを解消しています。各PowerStoreアプライアンスには、2つのアクティブ-アク

ティブ ノードがあります。また、NVMeが採用されており、この次世代メディアの驚異的な速度と低レイテンシーを最大限に活用する

ことで、デバイスの帯域幅を確保し、キューの深度を向上させています。PowerStoreは、NVMeフラッシュ ストレージを使用して、

パフォーマンスを最大化できるように設計されており、DRAMの速度に近いパフォーマンスを実現するインテル® Optane™ストレージ 

クラス メモリー（SCM）の高い要求にも対応可能です。このパフォーマンス重視の設計により、デルの旧世代のミッドレンジ スト

レージに比べ、実際のワークロードで、IOPSを7倍に向上し、レイテンシーを1/3に短縮させることができます。 
 

コンテナ化によって推進されるさまざまな変革 

SQL Server 2019では、DevOpsと実稼働環境のワークロード向けに、DockerコンテナとLinuxが使用されているため、環境を適

切に導入および管理するためにワークフォース トランスフォーメーションが必要になる可能性があります。Kubernetesは、アプリケー

ションのライフサイクル全体で、こうした導入と管理を、より簡単かつ一貫して行えるコンテナ オーケストレーション ツールです。

Kubernetesを使用すると、開発者は、物理システムまたは仮想マシンのグループを、それらの基盤となるインフラストラクチャを把握

することなく、操作可能な統合APIプラットフォームとして活用できるようになります。Infrastructure-as-Codeを実現でき、IaCツー

ルセットを使用した、ビッグ データ クラスターのシンプルな導入が可能になります。 
 

コンテナによって、開発者は、優れた移植性と柔軟性を得られますが、コンテナ アーキテクチャに構築されたステートフル アプリケーショ

ンには足りないものあります。データを保持する方法がないのです。コンテナの一時的な性質上、シャットダウンまたは何らかの不具合

が発生すると、データが失われることになります。Googleと他の企業の支援者による長年の努力によって、コンテナ ストレージ イン

ターフェイス（CSI）が開発されました。CSIは、ストレージ アレイをDockerコンテナに接続できる、真の共通オープンAPIです。スト

レージ業界全体で支持を得ており、最初に基本的な機能が開発されました。その後、より高度な機能が追加され、新しいバージョン

が段階的にリリースされています。Dell EMCストレージ向けのバージョンがアップデートされると、GitHubまたはデル経由で、プラグイン

と、Dell EMC PowerStoreストレージ アプライアンスを自動化するその他の便利なコンテンツを入手できます。 



すべてのSQLバージョンを統合 
Dell Technologiesは、Dell EMCストレージ ソリューションを通じ

てデータ センターのモダナイゼーションをリードしています。このソ

リューションにより、プラットフォームのデータを統合し、きわめて高い

可用性、持続的なサブミリ秒のレイテンシー、最大限の俊敏性、

優れたセキュリティ機能を実現します。Microsoft SQL Serverの

基盤となるインフラストラクチャを最適化することでメリットを享受で

きるのは、ストレージ管理者だけではありません。こうしたアレイを活

用するDBAも効果的な敏捷性を確保できます。 

ビッグ データ クラスターの優れた機能の1つは、データが現在どこにあるかについて知見を得られることです。これが、レポートの実行や、ほ

ぼリアルタイムの分析に必要なETL（抽出、変換、ロード）プロセスの削減または排除に大きな効果をもたらします。ただし、これによっ

て、クラスターの基盤となるストレージが意味を持たなくなるわけではありません。Microsoftのデータ資産をすべてDell EMC 

PowerStoreに統合することで、ハードウェアの占有領域と複雑さが軽減され、すべてのバージョンのパフォーマンス、セキュリティ、データ

保護、データ リパーパスが向上します。 
 

実際には、異なる機能を持つ異なるバージョンにまたがって、Microsoft SQL Server環境を運用している企業が少なくありません。これら

のバージョンを最新のアクティブ-アクティブ オールフラッシュ アレイに統合すれば、負荷の一部をインフラストラクチャにオフロードでき、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。こうしたメリットが、データ サービスにおけるパフォーマンス インパクトと有効性という点において、業界での大きな差別化要因とな

ります。次に、PowerStoreのデータ サービスの主なメリットをいくつかご紹介します。 

最新のアレイ データ サービスと拡張機能 
今やオールNVMeとなった、オールフラッシュ環境では、効率性と

TCOを最大限に向上させるために、アレイの有効容量に常に重点

が置かれます。データ サービスによって、アレイへのデータ保存を効

率化できるため、SQL Serverで、比類のない俊敏性という大きな

副次的メリットを得られます。 
 

Dell EMC PowerStoreにより、DBAは、Microsoft SQL Server

ベースの新しいアプリケーションの導入と管理、堅牢なデータベース

保護、データベースのリパーパス モデルの実装を大幅に簡素化でき

ます。 

 
フラッシュ ストレージが成熟し、エンド ユーザーは、1 TBあたりのコストを大幅に削減できるようになりました。このストレージでは、データ

削減テクノロジーのメリットが活用されるため、ストレージのコスト効率がさらに向上します。PowerStoreは、パターン検出、重複排除、

圧縮といった、インラインで常時機能するデータ削減によって、ストレージ効率を継続的に高めます。圧縮処理は、インテル® 

QuickAssistテクノロジーを利用する専用のハードウェア チップによって行われます。この技術では、CPUに負荷をかけずに、非常に高い

圧縮比を実現可能です。 
 

各PowerStoreアプライアンスに統合された、ハードウェア オフロード機能により、

40 Gbpsの総スループットを実現し、ストレージI/Oタスクのリソースを節約できま

す。PowerStoreを使用すると、パフォーマンスとサービスに悪影響を与えずに、

平均で4:1のデータ削減を実現できます。ただし、ワークロードによっては、それよ

りもはるかに高い効率を得られます。 
 

そうしたデータ削減率により、TCOを長期にわたって削減できるうえ、ドライブの追

加購入を先延ばしにできますが、多くの環境では、結局、物理容量を追加しなけ

ればなりません。PowerStoreなら、容量とパフォーマンスの両方を、簡単に、しか

も個別に拡張できます。1台のアプライアンス内で容量を拡張（システムあたり最

大1 PBの物理容量）できるのに加え、高度なクラスタリング テクノロジーにより、

最大4台のアプライアンス/8個のアクティブ-アクティブ ノードを同時にクラスタリングし

て、容量と処理能力の両方を拡張可能です。 

PowerStoreのスケールアウトとスケールアップを組み合わせることで、個別の環境

固有のニーズに合わせて拡張することができます。 



Microsoft SQL Serverの導入価値を最大限に向上 
MicrosoftとDell Technologiesによって、ITがビジネスの将来に最大限の効果をもたらすツールが、これまでになく利用しやすくな

りました。Microsoft SQL Server 2019と、Dell EMC PowerStoreの柔軟なストレージ基盤を組み合わせることで、データから

実用的な知見を得られるようになります。これにより、俊敏で適応性の高いソリューションを実現し、新たなデータの時代において

成功を収めることができます。 
 

Kubernetesで管理するLinuxベースのDockerコンテナは、Microsoft SQL Server 2019とビッグ データ クラスターを導入する際

の出発点としては、困難に思えるかもしれません。しかし、Dell Technologiesは、ガイダンス、ベスト プラクティス、さらには

Ansibleなどを活用して自動化する方法を開発してきました。 
 

PowerStoreは、マルチプロトコル ブロック、ファイル、VVolsに対応しており、導入事に、非常に優れた柔軟性を得られます。また、

ハイパーバイザーにアクセスして、PowerStoreアプライアンスにアプリケーションを直接導入することも可能です。この際に、外部ホス

トで使用している、VMwareのツールや手段を利用できます。AppsONと呼ばれるこの革新的な機能は、シンプルかつ高密度なイ

ンフラストラクチャが必要とされるコアまたはエッジ ロケーションでのデータ集約型ワークロードに最適です。さらに、PowerStoreアー

キテクチャによって、ストレージ容量を大量に消費する、パフォーマンス要件の厳しいワークロードの負荷を低減することができます。 

最新のアレイ データ サービスと拡張機能 
Future-Proof Programによって、投資を長期的に保護できているIT組織では、現在のインフラストラクチャの価値を実感できま

す。また、ITの成果を保証し、最新のテクノロジーによるシームレスなモダナイズを実現し、コストの不確実性を排除して、予測ど

おりの計画を立てられれば、お客様は、インフラストラクチャのライフサイクルを、自信を持って最適化できます。 
 

 

Dell Technologiesでは、Anytime UpgradeによってPowerStoreをサポートしています。Anytime Upgradeは、業界で最も包

括的なアップグレード プログラムであり、これにより、同世代のモデル、または次世代アプライアンスへのアップグレードで実現したり、

既存環境に対し、新たに現行と同じモデルをスケール アウトし拡張させることができます。PowerStoreのノード（コントローラー）

は、既存のドライブと拡張エンクロージャを維持しながら無停止で交換可能です。この際、新たなライセンス取得または追加購入

は不要です。PowerStoreを使用すると、大掛かりなアップグレードやダウンタイムなしにインフラストラクチャをモダナイズできます。ア

プリケーションに影響を与えることもありません。データ移行はもう必要ありません。 
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