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カタログ 

Microsoft SQL Server向けの Dell EMCストレージを

導入する理由 

非効率なデータ サイロを排除し、パフォーマンスと敏捷性を向上させることができます。また、パフォーマンスを最適化するとともに、インサイトを

迅速に得られます。  

 

Microsoft SQL Server 2019：新しい機能と強化された機能 

IDCでは、2025年までに単年で 163ゼタバイトを超えるデータが作成されると予想しています。これにより、企業には、この大規模なデータを

効果的に管理するだけではなく、分析によってデータを活用し、データ資本に変えるという課題が生じます。この規模でのデータ管理は、IT イ

ンフラストラクチャに大きな影響を及ぼします。パフォーマンス、容量の拡張、可用性、自動化の要件が、いずれもきわめて重要になります。 

 

これまでのMicrosoft SQL Serverのワークロードを振り返ると、構造化データの環境に備わった力の大きさがわかります。Microsoftは今後も、

最新のデータ センターにおける SQL Serverの役割を大きく変化させ、具体化していきます。Microsoft SQL Server 2019にビッグ データ クラ

スターが採用されたことで、特定の環境にある構造化データと非構造化データからインサイトを得る方法が大幅に向上しました。データがある場

所にかかわらずインサイトを得られることは革新的です。しかし、これによって、データがどこにあっても簡単に利用できるというわけではありません。  

 

SQL Server 2016以降の SQL Serverでは、過去の構造化データが拡張され、データ ソースに接続するコネクターの数を増やすことで、

非構造化データからもインサイトを導き出せるようになりました。こうした PolyBaseのデータ仮想化機能では、データのある場所で分析を行

い、関連するデータのみを SQL Serverに戻すことで、パフォーマンスを向上させます。  

SQL Server 2019は、さまざまなテクノロジー、機能、サービスを提供し、分析、インメモリー データベース、ビジネス インテリジェンス（BI）、

信頼性と拡張性に優れたオンライン トランザクション処理（OLTP）といった、ミッションクリティカルなアプリケーションをサポートしています。

SQL Serverプラットフォームは、データ統合、データ ウェアハウス、レポート作成、高速かつ高度な分析、データ レプリケーション、プログラミン

グ機能を処理する能力を備えており、これには、データベース内共通言語ランタイムのホスティング、Service Brokerのホスティング、半構造

化データ型の管理といった、さまざまな機能が含まれます。  
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SQL Serverデータベース環境は、規模が拡大し、複雑さも増しています。SQL Server 2019では、SQL Serverのコア機能が強化され、

Apache Spark とHDFSによるビッグ データ ワークロードのサポートなど、新しい機能も追加されています。Dell EMCは、引き続きMicrosoft と

連携し、SQL Server環境に適した基本的なインフラストラクチャ コンポーネント（サーバー、ストレージ、ネットワーキング）を提供します。 

 

このホワイト ペーパーの目的は、Microsoft SQL Server 2019の機能やそのメリットを示すことではありません。DBA、アプリケーションの所有

者、IT導入決定者が、Microsoft SQL Serverへの投資を最大限に活用できるようにするために、Dell EMCストレージが、最適なスト

レージ ポートフォリオをどのように提供するかを示すことです。 

 

適切なデータを適切な場所に適切な SLAで配置 

IDCでは、2025年までに単年で 163ゼタバイトを超えるデータが作成されると予想しています。これにより、企業には、この大規模なデータを

効果的に管理するだけではなく、分析によってデータを活用し、データ資本に変えるという課題が生じます。この規模でのデータ管理は、IT イ

ンフラストラクチャに大きな影響を及ぼします。パフォーマンス、容量の拡張、可用性、自動化の要件が、いずれもきわめて重要になります。 

 

これまでのMicrosoft SQL Serverのワークロードを振り返ると、効率的な構造化データの環境に備わった力の大きさがわかります。

Microsoftは今後も、最新のデータ センターにおける SQL Serverの役割を大きく変化させ、具体化していきます。Microsoft SQL Server 

2019にビッグ データ クラスターが採用されたことで、特定の環境にある構造化データと非構造化データからインサイトを得る方法が大幅に向

上しました。データがある場所にかかわらずインサイトを得られることは革新的です。しかし、これによって、データがどこにあっても簡単に利用で

きるというわけではありません。  

 

エンタープライズ データ センターでは、エクサバイト（EB）規模のデータが回転ディスクからフラッシュ ストレージに移行されており、ここ数年、

そのようなストレージの移行が、非常に注目されています。回転ディスクからフラッシュ ストレージに移行が進んだことは、驚くべきことではありま

せん。フラッシュ ストレージなら、回転ディスクとは桁違いのパフォーマンスを得られる可能性があるからです。 

 

最適化されたMicrosoft SQL Server環境の統合 

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、99.9999%の可用性、持続的なサブミリ秒のレイテンシー、最大

限の敏捷性、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。こうしたストレージ アレイを活用する DBAも効果的な

敏捷性を確保できます。  

 

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

Active-Active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。   

 

 



最新のアレイ データ サービス 

オールフラッシュ環境では、効率性と TCOを最大化する

ために、アレイの有効容量に常に重点が置かれます。この

ようにアレイへのデータの格納方法を効率化できるのに加

え、SQL Server環境で比類のない敏捷性を確保できま

す。また、Dell EMCストレージ製品群全体に、機能につ

いての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。このセクションでは、Dell EMCの主要なストレージ ア

レイの共通点に着目して解説します。  

 

このホワイト ペーパーでは、Dell EMC Unity XT、

PowerMax、XtremIO X2、SCを取り上げます。 

 
 

 
 

有効容量：見落とされがちなのは、管理、モニタリング、および基盤となる RAIDが原因で発生する、システムのオーバー

ヘッドの影響や、有効容量の不足です。Dell EMCのアレイでは、業界トップ クラスの容量を確保でき、サーバーで最大

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。これにより DBAは、データベース ファイルを、将来的に予測されるサイズに割り当てることができます。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、それぞれ異なる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

縮率を実現できます。多くの場合、ストレージ アレイのみに依存して圧縮を行うと、SQL Serverの CPU リソースが解放

されるため、パフォーマンスが向上する可能性があります。ただし、どの程度影響するかはワークロードによって異なるため、す

べてのケースでテストを実施する必要があります。  

 

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に対して行われた一意の変更の差

分のみが、アレイに新たに書き込まれます。 

 

インテリジェント スナップショット：重複排除と同様に効率的で、データベース 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 インスタン

ス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（20TB以上）のコピーも 5分以内に完了できます。 

 

D@RE：静止データ暗号化では、アレイ内のすべての機密ユーザー データが、ディスクに書き込まれる際に暗号化されま

す。これにより、プライベート データの悪用を防止できます。シンプルなアクティベーション、管理、監査の機能を備えた

D@REは、組織の規模、業種、ユース ケースを問わず、データを保護できる強力なツールです。  



 

レプリケーション：Microsoft SQL Serverデータベースにおけるアレイベースのレプリケーションでは、AlwaysOn可用

性グループで作成したデータベース レプリカを簡単に共存させることができます。また、SQL Serverの負荷をオフロードし

て、ホストへの影響なしに、レプリケーションを管理できます。さらに、Microsoft SQLのバージョンにかかわらず、一貫性のあ

る 1つの方法でレプリケーションを行えます。 

 

QoS：サービス品質は、オール フラッシュ アレイの世界においても、重要な役割を担っています。一部の組織では、QoS

によって懸案事項を取り払い、本番稼働、テスト/開発、分析などを効果的に統合しています。  

 
 

iCDM：Microsoft SQL Server向け統合コピー データ管理 

こうした優れたデータ サービスが基盤となっているため、データベース環境における最大の課題の 1つに重点を置くことが可能になっています。

さまざまなステークホルダーが、本番データベースのコピーを必要とします。その理由は、次のようにさまざまです。 

 

• 開発者は、コピーをソースとして使用し、アプリケーションの次回の反復を行います。これにより、現在のアプリケーショ

ンのバグを特定して修正することができます。  

• どのアプリケーションも、ある時点でバックアップする必要があるため、データ保護を実施したコピーが必要になります。 

• レポート作成機能には、より効果的なビジネス上の意思決定を行えるようにするためにコピーが必要です。  

 

コピーがあれば、企業ではこうした業務を並行して行えるようになり、本番環境での処理に支障をきたすことはありません。 

 

iCDMでは、統合 SQLデータベース環境でコピー管理のユース ケースに

対応し、データベースの保護、リカバリー、データベースの転用を行いま

す。Dell EMC AppSync™は、アプリケーション データベースを自動的に

検出して、データベース構造を学習します。さらに、仮想化レイヤーを通

じて、その構造を、基盤となる Dell EMCストレージにマッピングします。  

 

スナップショットによってデータベースのコピーを簡単にプロビジョニングできる

ため、本番環境とテスト/開発環境を同じオール フラッシュ アレイで統合

可能です。これにより、大きなメリットを得られます。Dell EMC AppSync

は、本番データのアプリケーション コンシステントなコピーを生成して使用

するプロセスを、合理化、オーケストレーション、自動化します。  

 

AppSyncの緊密なアプリケーション統合、基盤となる Dell EMCスト

レージの抽象化、レプリケーション テクノロジーにより、アプリケーション所

有者は、データの転用、オペレーション リカバリー、ディザスター リカバリー

といったコピーのニーズを満たすことができます。また、これらすべてを、1つ

のユーザー インターフェイスで操作可能です。 

 



• シンプル：コピー管理を自動化できるため、カスタム スクリプトを使用する必要はありません。  

 

• インテリジェント：アプリケーション、ホスト、仮想化、Dell EMCストレージ、レプリケーションの各環境を緊密に統合

できます。 

 

• フリクションレス：透過的なコピー ワークフローにより、DBA、アプリケーション所有者、ストレージ管理者が共通認識

を持つことができます。 

 

AppSyncでは、コピーの作成と検証、ターゲット ホストへのスナップショットのマウント、アプリケーションの起動とリカバリーといった必要なアクティ

ビティを、すべてオーケストレーション可能です。また、このソリューションは、コピーの更新と期限切れの設定、および本番データベースのリストア

などの、Microsoft SQL Serverワークフローをサポートおよび合理化します。 

 

オーケストレーションのオプションに加え、iCDMでは、テスト/開発エンジニアが、必要なときにいつでも任意の方法で、データベースの最新の

ゴールド マスター コピーを使用して環境を更新することができます。これにより、迅速な開発と、アレイのデータ削減率の最適化が可能になり

ます。本番稼働、ゴールド マスター、その他のコピー全体で一意の差分データ ブロックのみがストレージに書き込まれるからです。 

 

コンテナーによるランドスケープの変化の状況 

急速に変化する世界で競争力を向上させるために、組織は、ソフトウェアを主要な差別化要因として受け入れています。ソフトウェア主導型

のビジネスなら、敏捷性と効率性の向上と、イノベーションの加速化を実現し、変化する市場とお客様のニーズに動的に対応できます。こうし

た魅力的なメリットを得るために、クラウドネイティブ アプリケーションを採用する必要性が高まっています。コンテナー化した Microsoft SQL 

Serverのメリットは、効率的なプロビジョニング、起動時間、DevOpsの改善に加え、VMよりも全体的なストレージ容量を大幅に削減でき

る点にあります。 

 

Kubernetesは、マイクロサービスとアプリケーションのコンテナーをオーケストレーションする、業界標準の管理ツールです。しかし、コンテナーと

Kubernetesを使用した、ビッグ データとデータベースの企業への導入は、永続的なストレージ、可用性、アプリケーションのライフサイクル管

理の複雑さといった、複数の課題によって妨げられています。Kubernetesは、今日の企業が必要とする敏捷性と拡張性を実現します。ただ

し、インフラストラクチャの構成要素を提供するものの、ターンキー ソリューションではありません。 

 

本来、コンテナーと Kubernetesは、ステートレス アプリケーション向けに最適化されており、Webサイトやユーザー インターフェイスなどのワー

クロードにコンテナー テクノロジーを使用することは制限されています。最近では、Kubernetesで稼働するステートフル ワークロードが増加し

ています。コンテナー テクノロジーを使用してステートレス マイクロサービスを実行するのは比較的簡単ですが、ステートフル アプリケーションで

は、やや異なる処理を行う必要があります。 

 



 
 

このテクノロジーにより、Microsoft SQL Server開発チームは、従来の複雑性を排除しながら、独立したアプリケーションを迅速にプロビジョニングで

きます。多くの企業で、ソフトウェア開発に重点を置く部門からコンテナーの利用が始まり、それが、生産性の向上と、価値創出期間の短縮につな

がっています。通常は、マイクロサービス アーキテクチャをベースとするアプリケーション用コンテナーのインストール、実装、使用から開始します。  

 

DevOpsのようにテストと開発向けにコンテナーを使用する場合でも、Kubernetesなどのコンテナー オーケストレーターを使用してデータベー

スを導入する場合でも、コンテナーに構築した SQL Serverは、環境全体で継続的かつ独立的で、安定した稼働を実現します。また、使い

やすく、起動と停止も簡単です。たとえば、カスタマイズしたコンテンツを、SQL Server コンテナー上に構築して、他の環境に影響を与えずに

実行できます。この分離によって、コンテナー内の SQL Serverが、テスト導入シナリオだけでなく DevOpsプロセスにとっても最適となります。 

 

Dell EMCの CSI サポート 

コンテナーは、その性質上一時的なものであるため、永続的に必要なデータは、コンテナーの再起動/再スケジューリングを行っても維持する必

要があります。再スケジュールされたコンテナーは、特定のホストで停止し、別のホストでスケジュールされる可能性があります。このような場合

は、新しいホストで利用できるようにストレージの移行も行い、コンテナーを正常に起動する必要があります。この機能は、CSIプラグインによっ

て提供されます。 

 

Dell EMCは、ステートレス プラットフォームにおける永続的なストレージの性能を高めます。Dell EMCのストレージと CSIプラグインにより、

Kubernetesなどのコンテナー オーケストレーターを使用して、ステートフルなコンテナー アプリケーションとデータベース向けに、可用性と拡張

性に優れたコンテナー ボリュームを簡単にプロビジョニングできます。CSIドライバーの機能は常に改善されています。そのため、最新バージョン

を利用し、GitHub.com/Dellに従ってアップデートしてください。  

 



ビッグ データ クラスターがもたらす大きな変化  

Microsoft SQL Server 2019のリリースが備える、とりわけ素晴らしい新機能の 1つは、ビッグ 

データ クラスターです。  ビッグ データ クラスターでは、コンテナーが活用されており、高価値のデー

タと大量のデータを、SQL Server と、HDFSや Sparkなどの業界をリードするテクノロジーを搭

載した 1つのプラットフォームに統合できます。  さまざまなデータ フォーマット、複数のソース、拡

大するデータ容量と分析機能によって、かつてないほど、ストレージが重要になっています。 

 

ビッグ データ クラスターを使用すると、T-SQLなど、既存の SQL Serverのスキルセットを活か

して、Oracle と SQL Serverなどの構造化データ ソース内のデータと、非構造化データの両方

にクエリーを実行できます。また、データ センターでサイロ化しているデータを、データのある場所がオンプレミスかクラウドかにかかわらず、Azure 

Data Studioで活用できるようになりました。  

 

データから迅速にインサイトを得る方法を探求している企業にとって、この機能がもたらす効果は甚大です。レポート作成プロセスによっては、

依然として、集中的な ETLプロセスが必要になる場合がありますが、ビッグ データ クラスターでは、シャーディングされた実装によるデータ アク

セスの微調整が可能になります。この環境では、限られたデータのみ転送され、データ ソースに近い場所でインサイトを得られます。  

 

ビッグ データ クラスターの保護 

ビッグ データ ソリューションは比較的新しいものであり、さまざまな連携や導入が行われていますが、多くのソリューションで、共通の課題が生じ

ています。  これらの環境に格納されているデータの量は、テラバイトからペタバイトにまで及ぶものの、バックアップとリカバリーが、後回しにされる

ことが少なくありません。  そうした大量のデータが、複数のソースにつながっているため、バックアップとリカバリーが非常に困難になる可能性があ

ります。  一般的なデータ保護戦略には、ビッグ データ環境の再構築と再ハイドレート、または並行したコピーの維持などがあり、バックアップと

リカバリーにはコストと時間がかかる場合があります。  ビッグ データ ソリューションがビジネスにとってますます重要になるにつれ、こうした戦略は、

必然的に可用性の要件を満たさなくなります。 

 

Dell EMCストレージのストレージ スナップショット機能を使用すると、これらの環境をすばやく保護できます。高速で効率的なポイントインタイ

ム コピーが可能になり、数日、数か月ではなく、数分でリカバリーできます。 

 

Microsoft SQL Server に適した妥協のないミッドレンジ ストレージ  

Dell EMC Unity XT アレイは、納得のいくシンプルさ、包括

的なソフトウェア、高速処理、最適化された効率性、マルチク

ラウドの実現といった特徴を兼ね備えており、大規模または小

規模企業において、リソースに制約のある ITプロフェッショナル

のニーズに応えられます。パフォーマンスを重視した設計、効

率性を高めるための最適化、ハイブリッド クラウド環境向けの

構築が行われたこれらのシステムは、要求の厳しい仮想化ア

プリケーションのサポート、ユニファイド ストレージの導入、SQL 

Server環境の統合に、非常に適しています。  



データ ランドスケープのシンプル化 

Microsoft SQL Serverのストレージは、初期導入時のパフォーマンス、容量、コストに適したサイズを選択し、将来のニーズに合わせて拡張

できます。インライン データの効率性により、TCO を削減できるとともに、統合コピー データ管理によって、オーケストレーションと DBA向けのセ

ルフサービスが可能になります。Dell EMC の Unity XT はスケールアップ アーキテクチャであり、さまざまなモデルで Microsoft SQL Server

データベースの導入ニーズを満たすことができます。 

 

Dell EMC Unity XTは、家庭用のネットワーク プリンターのように、簡単にインストールできるため、生産性が向上します。直感的なインター

フェイスと、業界をリードする仮想化統合により、データベースのストレージ管理をシンプルにすることで、Microsoft SQLの導入をサポートしま

す。箱から取り出して、Dell EMC Unity XTアレイを構成し、運用上の生産性を確保するまで、わずか 25分しかかかりません。データベース

の拡張に伴う容量の拡張も、2つのドライブを拡張するかのようにシンプルです。また、85%の効率性と、ラック ユニットあたり最大 790TBの

有効容量を実現します。 

 

今日のレポート作成プロセスでは、さまざまなデータ ソースから実用的なインサイトを引き出す必要があります。Dell EMC Unity XTは、ブ

ロックとファイルの両方に対応したプラットフォームであり、SQL Server Analysis Servicesによる最新のレポート作成に必要な価値あるデー

タの統合を可能にします。 

最適化されたパフォーマンスとデータ サービス 

Dell EMC Unity XTは、シンプルかつモダンで、柔軟性の高い低コストのストレージ ソリューションであり、Microsoft SQL Serverデータベー

ス アプリケーションの統合を望む IT組織に適しています。Dell EMC Unity XTのアーキテクチャは、VMのスコアをサポートすると同時に、優

れた IOPSにより、高い処理能力を必要とするMicrosoft SQLワークロードに適した低レイテンシー（1 ミリ秒未満）を実現します。  

 

Dell EMC Unity XTは、インライン圧縮とインライン重複排除を組み合わせて、高いリソース効率による最大 5:1のデータ削減を実現しま

す。これにより TCOも削減されます。データベース レベルの行またはページ圧縮ではなく、アレイでの圧縮を活用することで、CPUの利用率

とパフォーマンスを向上させます。 

さまざまな認定を受けたストレージで懸念を取り払う 

すべての DBAが、インフライト データ、静止データを含むデータ全般のセキュリティ対策を非常に気にかけています。Dell EMC Unity XTによ

り、こうした懸念を緩和できます。Dell EMC Unity XTは、連邦政府の認定を最も受けている Dell EMCのストレージであり、米国国防総

省の承認済み製品リストに記載されています。また、D@RE、TLS、IPv6デュアルスタック認定などにより、データベースのセキュリティ要件を

満たしています。 

 

Dell EMC PowerMax によるエンタープライズ規模の拡張 

エンタープライズ データ センターのフラッシュ ストレージが実際に発揮できるパフォーマンスは、アプリケーションからストレージへの入出力

（I/O）パスを中心としたボトルネックによってやや低下しています。幸いなことに、そうしたボトルネックがイノベーションにつながります。Dell 

EMC™ PowerMax ファミリーは、お客様のデータ向けにエンドツーエンドの NVMeアーキテクチャを採用した、初めての Dell EMCハードウェ

ア プラットフォームです。NVMe と、ハイパフォーマンスのストレージ クラス メモリー（SCM）メディア テクノロジーを組み合わせており、高い性

能を必要とするMicrosoft SQL Serverワークロードに適した比類のないパフォーマンスを実現します。  



 

革新的な PowerMax は、従来の SAS および SATA インターフェイスに

存在するフラッシュ メディアのボトルネックをなくし、前例のない I/O密度とパ

フォーマンスを実現します。また、Dell EMC のお客様が、より低いレイテン

シーと高いパフォーマンスを必要とするリアルタイム分析、機械学習、ビッグ 

データの分野において、革新的なMicrosoft SQL Server ベースのアプリ

ケーションを導入するための扉を開きます。 

 

特に要求の厳しいMicrosoft SQL Server環境では、ストレージ アレイをス

ケールアウトし、可能な限りアプリケーションが効率的に動作するように、十分

なリソースを提供することがパフォーマンスの要件となる場合があります。SCM

およびフラッシュ ドライブ全体へのデータの自動配置機能を備えた内蔵の機

械学習エンジン（ML/AI）により、パターン認識とデータ自動配置を使用し

てオーバーヘッドを発生させずにストレージ性能を最適化できます。 

RAS（信頼性、可用性、保守性） 

業界をリードする PowerMaxのRAS（信頼性、可用性、保守性）により、常時稼働の可用性を必要とする環境で、理想的なプラットフォー

ムを実現できます。これらのアレイのアーキテクチャなら、最も要求が厳しいミッションクリティカルな環境で 99.9999%の可用性を確保できます。ま

た、あらゆるコンポーネント障害への耐性を高めるために、すべてのコンポーネントが完全に冗長化されており、単一障害点が存在しません。 

 

RASの機能は、継続的なシステム モニタリングや高度な診断機能など、非常に広範囲かつ多岐にわたります。これにより、システムの最適な

可用性が実現します。PowerMaxで利用可能な主要機能の 1つは、リモート レプリケーションのゴールド スタンダードである SRDF

（Symmetrix Remote Data Facility）です。70%の Fortune 500企業が、このツールを使用して、重要なデータを地理的に離れた世界

中のデータ センターにレプリケートしています。SRDFでは、何万ものボリュームをレプリケート可能です。各ボリュームは、世界中で最大 4つの

異なる場所にレプリケートされます。 

バックアップ ウィンドウの短縮 

Dell EMC PowerProtect for PowerMaxでは、バックアップ サーバーに加え、ネットワーク経由でのバックアップ送信の要件を完全になくすこ

とで、データベースのバックアップ ウィンドウを大幅に削減します。Microsoft SQL Serverの DBAは、SQL Server Management Studio

で、PowerMaxから Dell EMC Data Domain（データ保護用ストレージ）システムにデータを直接送信して、データベースをバックアップで

きます。PowerProtectを使用すると、アプリケーションとデータベースのサーバーがバックアップの影響を受けないため、最大 20倍のバックアッ

プ速度と、最大 10倍のリカバリー速度を実現できます。コスト削減と複雑さの軽減も可能です。 

高度なサービス品質管理 

PowerMaxのサービス レベルでは、パフォーマンスの要件とビジネス上の重要度に基づいて、ユーザーがストレージ グループを分離できるため、 

アプリケーションの一貫性と予測可能なパフォーマンスが確保されます。特定のサービス レベルを設定すると、優先度の高いアプリケーションの

レスポンス タイムが、優先度の低いアプリケーションの影響を受けずに済みます。利用可能なサービス レベルは、必要に応じて、ストレージ グ

ループの作成時に適用することも、既存のストレージ グループ向けに変更することもできます。 

 

PowerMaxアレイの容量とパフォーマンスにより、可用性の高い単一階層のシステムを実現し、データ アクセスの需要増加に対応できます。

単一階層のフラッシュ ストレージを使用することで、データ アクセスに優先付けが必要な場合に、優先度の低いアプリケーションを管理しなが

ら、優先度の高い重要なアプリケーションの優先順位を決定します。PowerMaxのこうした機能とサービス レベルの機能により、予測可能で

一貫性のあるアプリケーション パフォーマンスの実現を期待できます。 

 



Isilon 

非構造化データ ソースは、SQL Server内の他のテーブルと同様に、仮想化してクエリーを実行できる、非常に貴重なソースです。Isilonクラ

スターでの Hadoop の実装では、Isilon OneFS が、Hadoop コンピューティング クライアントのファイル システムとして機能します。HDFS

（Hadoop Distributed File System）はプロトコルとしてサポートされ、HDFSストレージ レイヤー上のデータにアクセスするために Hadoop

コンピューティング クライアントによって使用されます。  

 

Hadoop コンピューティング クライアントは、HDFS プロトコルによっ

て任意のノードに接続し、Isilon クラスターに格納されているデータ

にアクセスできます。また、HDFS 向けに構成されたすべてのノード

に、NameNode と DataNode の機能があります。SQL Server 

2019のビッグ データ クラスターでは、PolyBase接続またはHDFS

階層化によって Isilon のデータが活用され、Isilon データをインプ

レースで利用できる柔軟なオプションが提供されます。 

 

Isilonのインプレース分析手法と、Microsoft SQL Serverを組み

合わせることで、個別のインフラストラクチャにビッグ データをレプリ

ケートするために必要な時間とリソースを削減できます。たとえば、

10 GB の回線では、100 TB のデータのコピーに 24時間以上か

かることがあります。Isilon なら、データ分析プロジェクトをすぐに開

始して、わずか数分で結果を得られます。  

 

Isilonストレージ ソリューションは、ストレージではなくデータを管理したいと考えている企業向けに設計されています。設置、管理、拡張がシン

プルで、必要に応じて Isilonクラスターにノードを追加できます。ダウンタイムが発生せず、手動によるデータ移行、アプリケーション ロジックの再

構成を行う必要もないため、IT管理リソースを節約し、運用の中断を回避できます。従来の Hadoop導入とは異なり、Isilonなら柔軟性を

活かしてコンピューティング リソースから独立してストレージ リソースを拡張することもできます。このソリューションのシンプルさは、どれほど容量を

追加しても、どれほどパフォーマンスが必要でも、将来のビジネス ニーズがどう変化しても変わりません。 

 

CloudIQ 

前述の分析に関する内容を踏まえて、CloudIQに着目しましょう。CloudIQは、Dell EMCのアレイをプロアクティブにモニタリングできる、クラ

ウドベースのモニタリングおよびストレージ分析用アプリケーションです。CloudIQでは、ストレージ システムの正常性について、これまでにない

価値ある新しい分析情報を得ることに重点が置かれています。  

 

   
 



この機能は、インテリジェントで包括的な予測分析を使用して、システム全体の正常性をプロアクティブに監視および測定し、これによりスト

レージの問題を迅速かつ正確に識別することが容易になります。これらの分析機能（管理者がWebインターフェイスやモバイル アプリを通じ

てどこからでもアクセスできる）によって、アレイに関連する組織の総所有コストの削減につながる、ビジネス上の意思決定を促進できます。

CloudIQは、いくつかの重要な価値をお客様に提供します。  

 

• 総所有コストの削減：簡単な 1つの作業環境でシステムをモニタリングできます。すべてWebから操作できるため、場

所や時間を問わずアクセス可能です。 

 

• 価値創出期間の短縮：EMC クラウドから展開されるため、CloudIQ アカウントにログインするだけで、この価値ある情

報にすぐにアクセスできます。設定、ライセンスが不要で、無料で利用可能です。  

 

• ビジネス バリューの拡大：CloudIQのプロアクティブな正常性スコアに基づいて、ストレージ環境に存在する潜在的な

脆弱性を容易に特定し、把握できます。このようなプロアクティブで対象が絞り込まれたガイドラインにより、より堅牢で信

頼性の高いストレージ環境が実現し、アップタイムが向上するとともに、パフォーマンスと容量が最適化されます。  

 

CloudIQは無料で使用できるクラウドベースのアプリケーションであり、ストレージ環境のモニタリング、分析、トラブルシューティングを、どこから

でも簡単に行えます。   

 

まとめ 

多くの場合、ストレージ プラットフォームが、Microsoft SQL Serverのデータ ランドスケープ全体における全体的なパフォーマンスと可用性を

高める鍵となります。Microsoft SQL Serverの各バージョンに、さまざまな固有の機能があります。Dell EMCストレージ プラットフォームを使

用すると、インフラストラクチャの適切なサイジング、レイテンシーの削減、ストレージ サイロの解消、可用性の向上が可能になるほか、SQL 

Serverへの投資全体でセキュリティを確保できます。  

 

Dell EMCは、SQL Serverのバージョンまたはバージョンの混在にかかわらず、最も効率的で、最適化された構成での稼働を実現できる

ハードウェアとソフトウェアを提供します。Dell EMCのストレージと統合コピー データ管理（iCDM）機能と組み合わせることで、Microsoft 

SQL Serverデータベースの保護と容易な転用が可能になります。コンテナー化の導入とビッグ データ クラスターの世界へと進展する Dell 

Technologiesは、お客様を成功に導く堅牢なポートフォリオを提供します。これにより、お客様は、パフォーマンス、可用性、敏捷性を最大

限に高められるほか、可能な限り最も効果的な方法でデータからインサイトを得られます。  

 

 

リソース 

 

詳細については、DellEMC.com/ja-jp/Storage-for-SQLをご確認ください。 

https://www.delltechnologies.com/ja-jp/solutions/sql/storage-for-sql.htm

