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も複写、検索システムへの保存または取り込み、 あるいは送信を行ってはならないものとします。 

マイクロソフトは、この文書に記載されている内容に対する特許、特許出願、商標、著作権、またはその他の知

的財産権を取得している場合があります。マイクロソフトの書面によるライセンス契約に規定される場合を除

き、本書の提供は、これらの特許、商標、著作権、またはその他の知的財産権に対する使用許諾を付与するもの

ではありません。 

© 2017 マイクロソフト All rights reserved. 

Microsoft、Active Directory、Azure、Bing、Excel、Power BI、SharePoint、Silverlight、SQL Server、Visual 

Studio、Windows、Windows Server は、Microsoft Corporation およびその関連会社の商標です。 

その他すべての商標は、その所有者に帰属します。 

  



 

 

Microsoft SQL Server 2017 | 3 

 

目次 

概要 .................................................................................................................................................................................. 5 

業界を取り巻く環境とトレンド ........................................................................................................................... 6 

SQL Server 2017: 次への一歩 ................................................................................................................................. 7 

Linux とコンテナでも SQL Server を活用可能 .............................................................................................................. 8 

既存の SQL Server ツールを Linux ネイティブ環境で利用可能 ............................................................................................. 9 

コンテナによるプラットフォームの抽象化 ................................................................................................................................... 9 

コンテナにより DevOps を実現 ........................................................................................................................................................ 10 

SQL Server 2017 によるリレーショナル データとグラフ データのオペレーション利用 ......................... 10 

インメモリ オンライン トランザクション処理 ......................................................................................................................... 10 

SQL Server 2017 でのインメモリ OLTP の機能強化 ................................................................................................................. 12 

ハイブリッド トランザクション分析処理によるリアルタイムのオペレーション分析 ............................................ 13 

アダプティブ クエリ処理機能ファミリー .................................................................................................................................... 14 

プランの自動修正 ................................................................................................................................................................................... 14 

再開可能なオンライン インデックスの再構築 ........................................................................................................................... 15 

SQL グラフ ................................................................................................................................................................................................. 15 

リソース ガバナー .................................................................................................................................................................................. 17 

あらゆるプラットフォームでミッション クリティカルのための高可用性を提供 ..................................................... 18 

Always On フェールオーバー クラスタ インスタンスを使用したインスタンス レベルの高可用性 ................... 18 

Always On 可用性グループを使用したデータベース レベルの高可用性 ........................................................................ 19 

HA アーキテクチャのための柔軟性 ................................................................................................................................................ 20 

Linux のための Always On 可用性グループ .................................................................................................................................. 20 

読み取り可能なセカンダリ レプリカの負荷分散 ...................................................................................................................... 21 

 



 

 

Microsoft SQL Server 2017 | 4 

データ ウェアハウスとビッグ データにおける SQL Server 2017 ...................................................................... 22 

ペタバイト規模のデータ ウェアハウス......................................................................................................................................... 22 

あらゆる種類のデータにクエリを実行可能 ................................................................................................................................. 23 

データ ウェアハウジングのためのクラスタ化列ストア インデックス ........................................................................... 24 

テーブルのパーティション分割 ........................................................................................................................................................ 25 

ビジネス インテリジェンスにおける SQL Server 2017 .......................................................................................... 26 

Reporting Services ................................................................................................................................................................................... 26 

Power BI レポート サーバー ............................................................................................................................................................... 27 

Analysis Services....................................................................................................................................................................................... 29 

アドバンスド アナリティクスにおける SQL Server 2017 ..................................................................................... 31 

データ統合と情報管理における SQL Server 2017 .................................................................................................... 32 

SQL Server Integration Services (SSIS) ............................................................................................................................................ 32 

マスター データ サービス ................................................................................................................................................................... 32 

Data Quality Services .............................................................................................................................................................................. 33 

SQL Server 2017 のセキュリティ..................................................................................................................................... 35 

Always Encrypted ..................................................................................................................................................................................... 35 

Transparent Data Encryption............................................................................................................................................................... 36 

行レベル セキュリティ ......................................................................................................................................................................... 36 

動的データ マスク .................................................................................................................................................................................. 37 

監査 ............................................................................................................................................................................................................... 37 

SQL Server 2017 クラウド .................................................................................................................................................. 38 

Azure へのバックアップ ...................................................................................................................................................................... 38 

Azure VM における SQL Server 2017 .............................................................................................................................................. 39 

機能セットではなく運用ニーズに基づいて SQL Server をデプロイする ....................................................... 40 

各エディションのスケールの制限 ................................................................................................................................................... 41 

まとめ ........................................................................................................................................................................... 41 

次のアクション ......................................................................................................................................................... 42 



 

 

Microsoft SQL Server 2017 | 5 

概要 

IT を取り巻く環境は、常に変化し、ますます多様になっており、特に Linux などのオペレーティング システムに

おいては顕著です。2020 年までには 50 ZB に達するほどのデータの増大が予測されています。データへの投資は

拡大しており、搭載された分析機能を活用してアプリケーションを最新化し、デジタル トランスフォーメーショ

ンを推進することにより、新たな機会が生まれます。非構造化データの利用は拡大しており、ビッグ データによ

るインサイトの活用が求められています。今日の企業は、変化に迅速に適応し、新しいテクノロジの活用により

競合優位性を生み出して、遅れをとるリスクを低減する必要があります。このため、ビッグ データ、クラウド、

インテリジェンス機能を最大限に活用することが不可欠です。これらはすべて、よりスマートな意思決定と、迅

速な実行によって、ビジネスのスピードを加速するのに役立ちます。 

現代のデータ資産では、OLTP、モバイル、ERP、LOB データなどの構造化データと、グラフ データ、ソーシャル 

メディア、IoT データなどの非構造化データの、両方を活用できます。オペレーション データとデータ ウェアハ

ウス データの両方に対応して、ビッグ データを処理する必要があります。現在までのデータを活用したインサ

イト (ビジネス インテリジェンス) と、機械学習アルゴリズムを活用して将来についての予測を行うためのインサ

イト (予測分析と規範的分析によるアドバンスド アナリティクス) の両方が求められています。これらのデータ資

産では、データ、アクセス、アプリケーションの保護が必要です。また、プライベート クラウドとパブリック 

クラウドの両方にわたって、使用するプラットフォームや開発言語、場所の選択についての柔軟性が必要です。 

Microsoft SQL Server 2017 は、すべてのデータ資産にわたって、構造化データ ソースと非構造化データ ソースを

サポートします。Microsoft SQL Server 2017 は、4 年連続で業界リーダーのポジションを獲得し、TPC-E のリー

ダーでもある、SQL Server 2016 を引き継ぎ、さらに強化されています。ペタバイト級のデータにも対応し、

PolyBase によって T-SQL を使用してあらゆるデータに対して、ビッグ データ処理を行うことができます。SQL 

Server は過去 7 年間にわたって、最も脆弱性の低いデータベースでもあります。SQL Server 2017 は、ビジネス 

インテリジェンス機能によるデータ インサイトを提供します。わずかなコストであらゆるデバイスにおけるアナ

リティクスを実現し、R および Python をサポートするアドバンスド アナリティクスを提供します。 

アプリケーション開発者は、Node.JS、.NET、Java、PHP などのさまざまな言語を使用してアプリケーションを

作成し、ソリューションを Windows、Linux、Docker コンテナなどのプラットフォームにデプロイできます。プ

ライベート クラウド (オンプレミス)、Microsoft Azure、またはサードパーティのクラウド、ハイブリッド環境の

いずれでも可能です。 
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業界を取り巻く環境とトレンド 

業界を取り巻く絶え間なく変化する環境への対応に加えて、IT 部門は、さまざまなデータ型や開発言語を使っ

て、オンプレミス/クラウド/ハイブリッドの混在環境に取り組む必要があります。ますます複雑化する環境の維

持は難題であり、タイムリーな対応を行うための人材とプロセスが必要となる一方、同時に運用コストを削減す

る必要もあります。 

マイクロソフトは、お客様がデータとアプリケーションに最適なプラットフォームを選択できるようにすること

に注力しています。これには、オープン ソース ソリューションとの相互運用性の提供が含まれます。たとえ

ば、Red Hat Enterprise Linux、Ubuntu、SUSE などの Linux ディストリビューションは、リレーショナルおよび非

リレーショナルのワークロードで、よく使用されるようになってきています。 

また、データ管理とアナリティクスの課題の解決に、Hadoop、Spark、R、Python などのオープンソース技術が

使われるようになっています。マイクロソフト テクノロジでは、お客様はソリューションに最適なプラット

フォームを選択できます。オープンソース ソリューションとの相互運用性が提供されており、HDInsight (Azure 

での Apache Hadoop の完全管理クラウド オファリング) や Microsoft Machine Learning Server などのソリュー

ションは、Windows と Linux のどちらにもデプロイできます。 

マイクロソフトのコミットメントはアプリケーション開発においても同様で、.NET Core はオープン ソース プロ

ジェクトとなっており、また Visual Studio Code では SQL Server 拡張機能が新たに発表されました。また SQL 

Server のドライバー、接続ツール、API は、ほぼすべての環境で利用できるため、プログラミング言語や環境に

かかわらず、あらゆるアプリケーションを SQL Server に統合することができます。 
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SQL Server 2017: 次への一歩 

SQL Server 2017 は、次のようなベンチマークで業界をリードする1 SQL Server 2016 の機能を引き継ぎ、さらに強

化されています。 

 パフォーマンス—SQL Server は、トランザクション処理に関する TPC-E パフォーマンス ベンチマーク、

およびデータ ウェアハウスに関する TPC-H パフォーマンス ベンチマークで、トップの座を保持していま

す。さらに主要なビジネス アプリケーションのパフォーマンス ベンチマークでトップの座を保持してい

ます2。2017 年 4 月には、ヒューレット・パッカード・エンタープライズ社が、Linux で稼働する SQL 

Server 2017 による TPC-H 1TB ベンチマークの世界新記録を公開しました3。 

 セキュリティ—アメリカ国立標準技術研究所 (NIST) の公共セキュリティ担当委員会によって、SQL Server 

は主要なデータベース ベンダー全体で、セキュリティ脆弱性の数が最も少ないことが報告されています 

(2016 年 NIST による)。 

 総保有コスト—SQL Server は、同等クラスのエンタープライズ データ ソリューションよりも、総保有コ

スト (TCO) が大幅に低くなっています。SQL Server 2016 の TCO は、同等クラスの製品/機能と比べて、

わずか 1/12 のコストとなる場合もあることがわかりました。 

SQL Server 2017 は、SQL Server の進化を引き継ぎ、最新のデータ エコシステムへの新機能を提供し、データ管

理とデータドリブンアプリケーションを強化します。以下では、SQL Server 2017 の最新の機能と、その使用シナ

リオを紹介します。 

                                                      

1Gartner 社は、あらゆるデータベース管理システムのうち、2 年連続でマイクロソフトが最も完全なビジョンと最高

の能力を備えた 「 リーダー」であると評価しています。Gartner 社は、調査出版物で言及しているいかなるベン

ダー、製品、サービスも支持しておらず、最高評価を獲得したベンダーや他の何らかの評価を獲得したベンダーの

みを選択するようテクノロジ ユーザーに推奨しているわけではありません。Gartner 社による調査出版物は、Gartner 

社の調査組織の意見で構成されており、事実の表明と解釈すべきではありません。Gartner は、明示的か暗黙的かに

かかわらず、商品性や特定目的での適格性の保証を含め、この調査に関していかなる保証もいたしません。 

2Lenovo は、SQL Server 2016 を使用して、TPC-H 10 TB ベンチマーク世界記録 (Lenovo サーバー パフォーマンス 

ラボ、2016 年) を発表しました。2016 年 5 月には、新しい TPC-H 30 TB 世界記録 (Lenovo サーバー パフォーマ

ンス ラボ、2016 年) を公開しました。 

3 www.tpc.org、“TPC-H Result Highlights HPE Proliant DL380 Gen9”、2017 年 3 月 (リンク) 

http://www.tpc.org/tpch/results/tpch_result_detail.asp?id=117041701
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Linux とコンテナでも SQL Server を活用可能 

SQL Server 2017 では、Linux のエンタープライズ エコシステムに、業界をリードするマイクロソフトのリレー

ショナル データベース エンジンを提供します。これには、SQL Server エージェント、Active Directory 認証、ク

ラス最高レベルの高可用性/障害復旧機能、卓越したデータ セキュリティなどがあります。SQL Server 2017 on 

Linux は、単なる移植版や書き換え版ではありません。マイクロソフトの世界クラスの  RDBMS が、Red Hat 

Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、Ubuntu などの他のオペレーティング システム上や、Docker な

どのクラウドとコンテナのプラットフォーム上でも利用できるようになりました。 

SQL Server 2017 は、最高のパフォーマンスとセキュリティ機能を提供し、Windows、Linux、コンテナなど、サ

ポートされているすべてのプラットフォームで利用できるようになりました。高いパフォーマンスをもたらす機

能により、データドリブンのアプリケーションを、非常に迅速に実行できます。それらの機能には、列ストア 

(列ベースのデータ ストレージと処理により、最大 10 倍のクエリ パフォーマンスと、行ベース ストレージの

データ圧縮を実現します) や、インメモリ OLTP (メモリ最適化テーブルへのトランザクション処理によりディス

ク ベースのテーブルの 2.5 倍以上の速度を実現します) があります。監査、Transparent Data Encryption、行レベ

ル セキュリティ、動的データ マスク、Always Encrypted などのセキュリティ機能は、サーバーサイド セキュリ

ティ機能を提供し、既存のクライアント アプリケーションを変更することなく、不正なアクセスからのデータ保

護の処理を大幅に簡素化します。監査により、チームはアクセスを監視して、疑わしい可能性のあるアクティビ

ティを追跡することができます。Transparent Data Encryption 機能は、保管時のデータをファイル レベルで保護

し、Always Encrypted 機能は、保管時および稼働時のデータを保護します。これらの機能は SQL Server のすべて

のエディションで利用できるため、機能によって環境を選ぶ必要はなく、オペレーション上のニーズによってデ

プロイ環境を選択できます。 

SQL Server 2017 on Linux は、書き換え版や移植版ではありません。Windows 版の SQL Server と Linux 版の SQL 

Server は共通のコード ベースを持ち、プラットフォーム抽象化レイヤーを通じて、低レベルのオペレーティング 

システム機能にアクセスします。このホワイトペーパーで扱っているシナリオや機能のすべてが Linux でサポー

トされているわけではありませんが、SQL Server 2017 on Linux は、トランザクション ワークロードとデータ 

ウェアハウス ワークロードに対応し、可用性グループへの参加をサポートしています。ほとんどのデータベース 

エンジン ワークロードは、変更なしで Windows から Linux に移行できます。マイクロソフトは、既存のワーク

ロードを SQL Server 2017 に移行するための、Data Migration Assistant などのツールを提供しています。Linux で

現在サポートされていない SQL Server の機能の詳細については、「SQL Server on Linux リリース ノート」を参

照してください。 

https://docs.microsoft.com/ja-jp/sql/linux/sql-server-linux-release-notes
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既存の SQL Server ツールを Linux ネイティブ環境で利用可能 

マイクロソフトは、SQL Server に Linux ネイティブのユーザー エクスペリエンスを提供することに注力してきま

した。まずはインストール プロセスから始まります。SQL Server 2017 は、Linux の標準のパッケージ ベースのイ

ンストール方法を使用します。Fedora ベースのディストリビューションでは yum を使用し、Debian ベースの

ディストリビューションでは apt-get を使用します。管理者は、既存のパッケージの更新/アップグレードのプロ

セスを使用して、Linux 上の SQL Server 2017 のインスタンスを更新できます。 

SQL Server サービスは、systemd を使用してネイティブに実行され、通常どおりにファイル システムを通じてパ

フォーマンスを監視できます。T-SQL ステートメントやスクリプトでは Linux ファイル パスをサポートし、デー

タ ファイルやデータベース バックアップ ファイルの場所の定義や変更などを行うことができます。高可用性ク

ラスタリングは、Pacemaker や Corosync などの Linux の高可用性ソリューションを使って管理できます。 

Linux でフルテキスト検索が利用できるようになりました。この機能を使用すると、SQL Server テーブルの文字

ベースのデータに対して、フルテキスト クエリを実行できます。フルテキスト クエリは、英語や日本語などの

言語の規則に基づいて単語やフレーズに動作することにより、フルテキスト インデックスのテキスト データに

対して、言語検索を実行します。フルテキスト クエリには、単純な単語やフレーズ、または複数の形式の単語や

フレーズを含むことができます。フルテキスト クエリは、少なくとも 1 つが一致 (ヒットとも呼ばれます) する、

すべてのドキュメントを返します。フルテキスト クエリで指定されたすべての用語がターゲット ドキュメント

に含まれていて、さらに他の検索条件 (一致する用語の間の距離など) を満たす場合に、一致となります。この機

能の詳細については、「Linux 上の SQL Server フルテキスト検索」を参照してください。 

コンテナによるプラットフォームの抽象化 

コンテナはソフトウェア定義によるスペースであり、仮想マシンとの共通点があります。コンテナはハードウェ

ア仮想化を使用しません。ホスト オペレーティング システムはスペースから抽象化され、コンテナ内のアプリ

ケーションに必要な依存関係とアプリケーション自体のみを保持します。Linux ベースのコンテナは、Docker を

実行している任意の Linux マシン (物理または仮想) にデプロイでき、一般的にホスト オペレーティング システム

に変更を加えることなく実行できます。Windows Server 2016 には、Windows コンテナのネイティブ サポートが

含まれています。Windows Server 用の Docker EE では、Windows ソリューションにも同じ機能を提供します。 

SQL Server 2017 は Red Hat Enterprise Linux などの Linux オペレーティング システムへのインストールをサポー

トし、拡張機能によって、Linux コンテナへのインストールをサポートします。同様に、Mac 用の Docker CE で

は、開発者は macOS 上で Linux コンテナによって SQL Server 2017 を実行できます。SQL Server は、Windows コ

ンテナへのインストールもサポートしています。開発プロセスでコンテナを使用することの主なメリットの 1 つ

は、さまざまな環境で作業できることです。コンテナを使用すると、開発チームは、運用環境と機能が同一であ

る開発/テスト環境で作業を行えます。さらに、コンテナ オーケストレーション ソリューションは、コンテナの

配置を自動的に管理し、テストおよび配置の自動化をサポートします。 

https://docs.microsoft.com/ja-jp/sql/linux/sql-server-linux-setup-full-text-search
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コンテナにより DevOps を実現 

DevOps とは、チーム、プロセス、ツールを通じて、優れたアプリケーションをユーザーに提供することを意味

します。無駄のない製品開発アプローチを取ることにより (たとえば、作業を小規模なバッチに分割して、ユー

ザーのフィードバックを実装するなど)、IT のパフォーマンスを向上させ、配置の負荷の低減を図ろうとするもの

です。4従来の開発アプローチの課題と、アジャイル アプローチと比べて、DevOps は高性能ソリューションを市

場に提供するためのベストプラクティスとしての地位を獲得しつつあります。従来のハードウェアにより SQL 

Server を VM にインストールする方法では、このフレームワークへの適合は困難でした。SQL Server をコンテナ

で利用できるようになったため、データドリブンのアプリケーションを開発するための DevOps プラクティスを

利用できます。たとえば、あらゆる環境で使用可能なコンテナ イメージを作成できます。 

SQL Server 2017 をコンテナで使用すると DevOps の原則とよく合致します。ミッション クリティカルでインテ

リジェントなアプリケーションを運用環境にすばやく提供し、高いコスト効率、高い品質、高い顧客満足度を実

現するために重要な役割を果たす、いくつかの主要なプラクティスを実現できます。SQL Server on Linux とコン

テナの利用により、開発/テストの環境を一致させ、CI/CD (継続的な統合と継続的な配信) による迅速な展開を図

ることができ、あらゆる組織の DevOps へ新しい有力なツールを提供します。 

SQL Server 2017 によるリレーショナル データとグラフ データ

のオペレーション利用 

インメモリ オンライン トランザクション処理 

SQL Server 2014 以降の機能であるインメモリ テクノロジによって、SQL Server の OLTP 機能のスループットと

遅延が劇的に向上します。インメモリ テクノロジは、極めて負荷の高いトランザクション処理アプリケーション

の要件を満たすことができるように設計されており、マイクロソフトは数社の企業と緊密に連携してこれらの向

上を実証してきました。インメモリ OLTP の機能セットには、次のものがあります。 

 メモリ最適化テーブル: メモリ最適化テーブルには 2 つの種類があります。永続テーブルは完全にログ記

録され、サーバーを再起動しても保持されます。非永続テーブルは、サーバーを再起動すると保持され

ません。最も一般的なのは、ユーザー データベース内のグローバル一時テーブルの代わりとしての使用

や、永続性が不要なシナリオ (抽出、変換、読み込み (ETL) プロセスのステージング テーブルなど) での

使用です。 

                                                      

4 Puppet and Dora、2016 State of DevOps Report (リンク) 

https://puppet.com/resources/whitepaper/2016-state-of-devops-report
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 メモリ最適化テーブル変数: これらの変数は、メモリ最適化テーブル タイプを使用して作成されます。変

数はインメモリに保存され、メモリ最適化テーブルと同じメモリ最適化アルゴリズムとデータ構造を使

用するため、特にネイティブ コンパイルされたストアド プロシージャを使用する場合には、より効率的

なデータ アクセスを行うことができます。 

 ネイティブ コンパイルされたストアド プロシージャ: SQL Server は、メモリ最適化テーブルにアクセス

するストアド プロシージャをネイティブ コンパイルできます。ネイティブ コンパイルにより、インター

プリターによる (従来の) Transact-SQL よりも、高速なデータ アクセスと効率の高いクエリの実行が可能

になります。ネイティブ コンパイルされたストアド プロシージャは、ネイティブ DLL (ダイナミック リ

ンク ライブラリ) に読み込まれるときに、解析されてコンパイルされます。これは、最初の実行時にコン

パイルされる他のストアド プロシージャとは対照的です。それらのストアド プロシージャでは、実行用

のプランを作成して、再利用します。実行にはインタープリターを使用します。 

 ユーザー定義スカラー関数 (UDF) のネイティブ コンパイル: これらは、データ アクセスを実行しない、

従来のスカラー UDF に代わるものであり、この置換により、UDF ランタイムを削減できます。ネイティ

ブ コンパイルされたスカラー UDF は、ディスク ベースのテーブルにアクセスできません。データ アク

セスが必要な場合は、テーブルをメモリ最適化テーブルに移行することを検討します (データ アクセスが

発生しない場合は、移行は不要です)。 

インメモリ OLTP は、次のようなアーキテクチャ原則に基づいて設計されています。 

 メイン メモリのデータ アクセスの最適化。ストレージに最適化されたエンジン (SQL Server の現在の 

OLTP エンジンなど) は、アクセス頻度に基づいて、メイン メモリのバッファー プールにホット データを

保持します。ただし、データのアクセスと変更の機能は、データをいつでもディスクにページインまた

はページアウトできるように設計されています。インメモリ OLTP では、アプリケーションのトランザク

ション処理で高い頻度で使用されるテーブルを、メモリ最適化されたメインメモリ構造に配置します。

それ以外の、参照詳細データや履歴データなどのアプリケーション テーブルは、従来のストレージ最適

化構造に配置されます。このアプローチにより、複数のデータ エンジンを管理することなく、メモリ使

用のホットスポットを最適化できます。インメモリ OLTP のメインメモリ構造により、データベース シ

ステムに求められる完全な原子性、一貫性、分離性、耐久性 (ACID) を維持しながら、ストレージ最適化

ビューのオーバーヘッドをなくすことができます。 

 移行ツールの装備。インメモリ OLTP を使用するための適切なテーブルとメモリ構造を判別するために、

SQL Server Management Studio には、インメモリ OLTP への移行に役立つツールが含まれています。移

行によりメリットがあるオブジェクトを識別するためのトランザクション パフォーマンス分析、ディス

ク ベースのテーブルからメモリ最適化テーブルへの移行や、従来のストアド プロシージャや関数のネイ

ティブ コンパイル オブジェクトへの移行をサポートする、移行アドバイザーなどがあります。 
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 ビジネスロジック処理の高速化。インメモリ OLTP、クエリ、および Transact-SQL (T-SQL) に格納された

プロシージャ内の処理ロジックは、コンパイル時に適用される強力な最適化によって、機械コードに直

接コンパイルされます。その結果、ストアド プロシージャはネイティブ コードの速度で実行できます。 

 スムーズなスケールアップの提供。インメモリ OLTP は、高いスケーラビリティを持つ同時実行制御機構

を備え、一連のロックフリーのデータ構造を使用して、従来のロックやラッチをなくし、正しいトラン

ザクションのセマンティクスを保証して、データの一貫性を確保します。 

 SQL Server への統合。インメモリ OLTP のすばらしい点の 1 つは、別途のデータ管理製品や新しいプロ

グラミング モデルを必要とせずに、トランザクション処理機能の画期的な向上を実現できることです。

これにより、同じ T-SQL、クライアント スタック、ツール、バックアップ、復元、Always On などの機

能を使った、開発者とデータベース管理者 (DBA) の統合エクスペリエンスが可能になります。インメモ

リ機能は SQL Server に含まれているため、インメモリ処理を行うための別のシステムを購入、管理、保

守する場合よりも、総保有コストが低くなります。 

SQL Server 2017 でのインメモリ OLTP の機能強化 

パフォーマンス、サポート性、スケーリングの向上 

SQL Server 2017 には、インメモリ OLTP ワークロードのパフォーマンスとサポート性を向上させる機能が追加さ

れています。さらに、テーブルやストアド プロシージャの多くの制限が削除され、アプリケーションの移行やイ

ンメモリ OLTP のメリットの活用を容易に行えるようになりました。次のようなスケーラビリティの向上が図ら

れています。 

 メモリ最適化テーブルでの 8 つのインデックスの制限が解除されました。 

 メモリ最適化テーブルでのトランザクション ログの再実行が、並行して行われるようになりました。これ

により復旧時間が高速化され、Always On 可用性グループ構成の持続スループットが大幅に向上します。 

 MEMORY_OPTIMIZED テーブルのデータベース復旧中の B-Tree (非クラスタ化) インデックスの再構築の

パフォーマンスが大幅に最適化されました。この改善により、非クラスタ化インデックスが使用された

場合の、データベース復旧時間が大幅に短縮されます。 

 sp_spaceused がメモリ最適化テーブルでサポートされるようになりました。 

 sp_rename が、メモリ最適化テーブルおよびネイティブ コンパイルの T-SQL モジュールでサポートされ

るようになりました。 

 メモリ最適化テーブルに対する ALTER TABLE が、多くの場合で大幅に高速になりました。 

 メモリ最適化ファイルグループのファイルを Azure Storage に保存できるようになりました。メモリ最適

化ファイルの Azure Storage でのバックアップ/復元がサポートされます。 
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Transact-SQL の機能強化 

ネイティブ モジュールのクエリ サーフェス領域が改良され、JSON 関数がフル サポートされるようになりまし

た。CROSS APPLY、CASE、TOP (N) WITH TIES などのクエリ コンストラクトのネイティブ サポートが追加されま

した。メモリ最適化テーブルは、計算列をサポートするようになりました。 

ハイブリッド トランザクション分析処理によるリアルタイムのオペレーション

分析 

 

SQL Server 2016 以降の機能である、リアルタイムのオペレーション分析では、分析ワークロードをテーブルの列

ストア インデックスで実行し、テーブル上で実行されるトランザクション ワークロード ("行ストア" とも呼ばれ

ます) と並行して実行できるようにして、アナリティクスからデータの遅延をなくします。従来、分析ワーク

ロードは、別のデータ ウェアハウス ストアで実行され、分析処理のためにキューブにフィードされていまし

た。列ストア インデックスは、行ストア データをミラーリングし、ほぼ即時に更新され、SQL Server 上で別の

ワークロードとして動作するため、リアルタイムのオペレーション分析が可能です。これにより、時間とコスト

のかかる ETL ウェアハウスの操作を待つ必要がなく、リアルタイム分析を行うことができます。インデックス付

けされたデータは行ストア データをミラーリングするため、OLTP ワークロードと並行してパフォーマンスに影

響を与えることなく、リアルタイムのオペレーション分析を実行できます。 
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これらのリアルタイム分析機能と SQL Server のメモリ最適化テーブル機能を組み合わせると、これまでにない速

度のインメモリ OLTP を実現でき、強力なハイブリッド トランザクション/分析処理 (HTAP) プラットフォームを

構築できます。これにより、高性能のトランザクション ワークロードと分析ワークロードをすべて 1 つのプラッ

トフォームで処理できます。 

アダプティブ クエリ処理機能ファミリー 

SQL Server 2017 の新機能である、アダプティブ クエリ処理では、SQL Server のクエリ プロセッサがランタイム

の特性に基づいてプランの選択を変更する新しい機能が導入されています。 

クエリ処理と最適化の実行時に、基数見積 (CE) プロセスは、実行されるプランの各ステップで処理される行数の

見積もりを行います。見積りが不正確な場合、クエリ応答時間の遅れ、過剰なリソースの使用 (CPU、メモリ、

IO)、スループットと同時実行の低下を招く場合があります。CE の技法を向上させるため、SQL Server 2017 で

は、アダプティブ クエリ処理 (AQP) を行うファミリーという新しい機能を導入しています。AQP はさらに困難

なCE 問題への対応を改善します。AQP 機能ファミリーには、次のような機能が含まれます。 

インターリーブ実行: ダウンストリーム操作を伝播する、問題が発生しやすい複数ステートメントのテーブル値

関数 (MSTVF) の見積もりを実行します。不正確な見積もりを修正し、クエリ オプティマイザーが正確な見積もり

に基づいてプランの選択を修正できるようにします。インターリーブ実行の最初のバージョンでは、MSTVF の基

数見積に対応します。 

バッチ モード アダプティブ結合: 列ストア テーブルに対するハッシュ結合またはネステッド ループ結合の選択

を、最初の結合入力がスキャンされるまで延期するようにします。アダプティブ結合は、入力を評価し、実行時

に 2 つの結合アルゴリズムのうち、最も効率的なアルゴリズムを実行します。 

バッチ モード メモリ許可フィードバック: クエリに必要な実際のメモリを追跡し、同一のクエリ ステートメント

が呼び出されると、より正確なサイズのメモリ許可を行います。これにより、メモリ許可が多すぎて同時実行を

低下させたり、メモリ許可が少なすぎて高コストなディスク アクセスを発生させたりすることを防ぎます。 

プランの自動修正 

SQL Server 2017 のこの新機能では、プランの選択のリグレッションを検出し、問題を修正するための推奨事項を

提供します。このプランの自動修正機能は、アプリケーション変更の発生時に、データ クエリのパフォーマンス

を維持するのに役立ちます。 

自動チューニング: このデータベースの機能は、潜在的なクエリ パフォーマンスの問題に関する情報を提供し、

ソリューションを推奨して、認識された問題を自動的に修正します。 
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最後の正常なプランの強制: 予期しないパフォーマンス上の問題を防ぐため、ユーザーは定期的にシステムを監

視し、リグレッションされたクエリを確認する必要があります。プランがリグレッションされた場合、現在のプ

ランを使用せずに、以前の正常なプランを検索してそれを強制することが望ましい方法です。この機能により、

強制されたプランを使用して実行したクエリのパフォーマンスを監視し、プランが想定どおりに機能することを

確認できます。 

リグレッションの自動検出: データベース エンジンは、プランの選択のリグレッションの可能性のある場合はそ

れを検出し、適用が推奨される操作を sys.dm_db_tuning_recommendations ビューに表示します。このビューに

は、問題の情報、問題の重要性、識別されたクエリ、リグレッションされたプランの ID、比較のベースラインと

して使用されたプランの ID、問題を修正するために実行できる Transact-SQL ステートメントなどの詳細が表示

されます。 

プランの自動チューニング: プランのリグレッションが検出されると、データベース エンジンは自動的に、最後

の既知の正常なプランに切り替えることができます。 

再開可能なオンライン インデックスの再構築 

オンラインでの大規模なインデックスを計画、維持、管理するには困難が伴う場合があります。インデックスが

大きくなるほど、インデックス メンテナンスがより困難になります。インデックスの再編成と再構築は特に面倒

な場合があります。SQL Server 2017 では、再開可能なオンライン インデックスの再構築により、レプリカへの

フェールオーバーやディスク領域の不足などの障害の発生後に、オンライン インデックスの再構築を継続的に行

えます。再開可能なオンライン インデックスの再構築では、オンライン インデックスの再構築の操作を一時停

止して、後で再開することもできます。たとえば、優先順位の高いタスクを実行するためにシステム リソースを

一時的に解放する場合や、大きなテーブルのメンテナンスに使える時間がないため、別の時間にインデックスの

再構築を行う必要があります。最後に、再開可能なオンライン インデックスの再構築では、特に大きなログ ス

ペースを必要としないため、再開可能な再構築操作が実行されている間に、ログを切り捨てることができます。 

再開不可能なオンライン インデックス メンテナンス操作は、SQL Server 2005 以降、SQL Server Enterprise Edition 

の機能となっています。 

SQL グラフ 

大量のデータは、その管理をするだけでなく、その活用を図る必要があります。また、既存のデータをより効果

的に分析し、関係やパターンを理解する必要があります。従来の SQL クエリを使用した、リレーショナル スキー

マからのデータのクエリは、複雑な作業となる場合があります。SQL Server 2017 は、関係を容易にモデル化して

分析する、SQL グラフ機能を備えています。ユーザーは関係をより柔軟にすばやく扱うことができます。 
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グラフ データベースは、ノード (頂点) とエッジ (関係) のセットから構成されています。グラフ データベース

は、多数の (また多くの場合複雑な) 関係を含むデータを表すのに便利です。SQL Server 2017 の SQL グラフは、

SQL Server にグラフ処理機能を提供します。ユーザーは、接続されたさまざまなデータをリンクし、強力なイン

サイトを入手して、企業のアジリティーを向上できます。これは、不正行為の検知、リスク管理、ソーシャル 

ネットワーク、推奨エンジン、予測分析、IoT スイートなど、関係が重要となるアプリケーションに最適です。 

  

SQL グラフを使用した CRUD 操作では、効果的な方法で、さまざまなエンティティを表すノードを作成して、任

意の 2 つのノード間の関係を表すエッジを作成できます。ノードとエッジはどちらも、関連するプロパティを持

つことができます。さらに、SQL グラフでは、パターン マッチング (結合なし) を使用して、グラフ内でマルチ

ホップ ナビゲーションを実行できます。SQL 言語のグラフ サポート拡張機能により、結合を使わない、パター

ン マッチング クエリによる、マルチホップ操作を行えます。 
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グラフ データベース機能の詳細については、「SQL Server と Azure SQL Database を使ったグラフ処理」を参照

してください。 

リソース ガバナー 

SQL Server 2008 以降の機能である、リソース ガバナーは、SQL Server のインスタンスの CPU、メモリ、応答時

間に関する動作の指示と監視のための、強力で柔軟なコントロールを提供します。リソース ガバナーを使用する

と、総 CPU、メモリ、IO リソースの一部を、合計レベル (データベース ユーザーとグループ) で、または個々の

要求レベルで、1 つのワークロードに割り当てることができます。 

リソース ガバナーを使うと、特定のシナリオでの最大使用量を制限するだけでなく、最小使用量の保証を行うこ

とができます。これにより、ワークロードを詳細にチューニングしてバランスを取ることができ、適切なリソー

スを適切なユーザーに適切なタイミングで提供できます。また、リソース ガバナーを使用してリソースの使用状

況を把握して、結果を記録したり、定期的に設定を微調整して、効率を最大化したりすることもできます。 

リソース ガバナーには、リソース プール、ワークロード グループ、分類子関数の 3 つの基本コンポーネントが

あります。リソース プールは、SQL Server インスタンスで使用できるすべての CPU、メモリ、IO リソースの "ス

ライス" と考えることができます。ワークロード グループは、(定義された) 類似の要求のセットと考えることが

できます。分類子関数を使うと、着信要求を特定のワークロード グループ (これはつまり 1 つのリソース プール) 

に関連付けることができます。次に、これらの要求は、リソース ガバナーによって制約されます (構成によって

は、サーバー リソースに重大な競合がある場合にのみ制約が適用されます)。 

https://docs.microsoft.com/ja-jp/sql/relational-databases/graphs/sql-graph-overview
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リソース ガバナーが価値を提供できるシナリオには、次のものがあります。 

 統合: 共有ハードウェア プラットフォームに統合する候補を選定する場合、リソース ガバナーが収集し

たメトリックを使用して、ワークロードによるサーバー リソースの消費を評価できます。 

 予測可能なパフォーマンス: リソース ガバナーの制限を使用すると、ランナウェイ クエリ (通常はアド

ホック クエリ) がすべてのサーバー リソースを消費して、同じサーバー上の他のワークロードのパ

フォーマンスを妨げることを防ぐことができます。 

 SLA: リソース ガバナーの最小構成を使用すると、特定のグループまたはワークロードに対して、サー

バー上でアクティブな他のワークロードの動作にかかわらず、常に一定の割合のサーバー リソースを使

用できることを保証できます。 

 分配課金: リソース ガバナーを使用すると、さまざまなワークロード、グループ、アプリケーション間で

の、時間の経過にそったリソースの使用状況を追跡できます。これは、各部門に適切な請求を行うこと

ができるだけでなく、リソース消費量が最も多いグループを識別できることも意味します。 

あらゆるプラットフォームでミッション クリティカルのための高可用性を提供 

SQL Server の高可用性ソリューションは、ミッション クリティカルなアップタイム、高速なフェールオーバー、

管理性の改善、ハードウェア リソースの有効利用を実現します。 

Always On フェールオーバー クラスタ インスタンスを使用したインスタンス レ

ベルの高可用性 

Always On フェールオーバー クラスタ インスタンス (FCI) は、インスタンス レベルの冗長性を提供するため、

ハードウェア障害、ソフトウェア障害、またはシステム メンテナンスによる、計画内または計画外のオペレー

ティング システムの停止中でも、SQL Server インスタンスを引き続き使用できます。FCI は Windows と Linux で

サポートされています。 
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FCI は、クラスタ共有ストレージ (SAN または直接接続ストレージのいずれか) にアクセスできる、2 つ以上のク

ラスタ ノードで構成されています。同時にアクティブなノードは 1 つのみです。セカンダリ ノードは使用可能

ですが、パッシブであり、フェールオーバー時にアクティブ ノードの役割を担うように備えています。FCI で

は、クラスタ マネージャーがクラスタ リソースをマーシャリングする必要があります。Windows では、FCI は 

Windows Server フェールオーバー クラスタリング (WSFC) をクラスタ マネージャーとして使用します。Linux で

は、サポートされているクラスタ マネージャーは Pacemaker です。この機能の詳細については、「AlwaysOn 

フェールオーバー クラスタ インスタンス (SQL Server)」を参照してください。 

Always On 可用性グループを使用したデータベース レベルの高可用性 

可用性グループは、ユーザー データベースの個別のセットのための、レプリケーションされた環境をサポートし

ます。これは可用性データベースと呼ばれます。高可用性 (HA) または読み取りスケールの可用性グループを作成

できます。HA 可用性グループは、共にフェールオーバーを行う、データベースのグループです。読み取りス

ケールの可用性グループは、読み取り専用のワークロード用の他の SQL Server のインスタンスにコピーされる、

データベースのグループです。可用性グループは、1 セットのプライマリ データベースと 1 〜 8 セットの対応す

るセカンダリ データベースをサポートします。Always On 可用性グループは、Oracle Real Application Clusters と

同じレベルの高可用性と障害復旧を提供していますが、より少ないサーバーで実現しています。さらに、費用は 

SQL Server のコア ライセンスに含まれています。 

SQL Server 2017 では、ミッション クリティカルなワークロードを実行しながら高可用性を確保するための、次

の拡張機能が導入されています。 

https://docs.microsoft.com/ja-jp/sql/sql-server/failover-clusters/windows/always-on-failover-cluster-instances-sql-server
https://docs.microsoft.com/ja-jp/sql/sql-server/failover-clusters/windows/always-on-failover-cluster-instances-sql-server
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HA アーキテクチャのための柔軟性 

SQL Server 2017 は、可用性グループのために Always On と読み取りスケールという、2 つの異なるアーキテク

チャをサポートしています。 

Always On 可用性グループは、高可用性、災害復旧、および読み取りスケール分散を提供します。これらの可用

性グループではクラスタ マネージャーを必要とします。Windows クラスタでは WSFC、Linux クラスタでは 

Pacemaker をサポートします。 

読み取りスケール可用性グループは、読み取り専用のワークロード レプリカを提供しますが、高可用性は提供し

ません。このアーキテクチャでは、クラスタ マネージャーは必要ありません。読み取りスケール可用性グループ

のメリットは、OS が混在する環境でセカンダリ レプリカを使用できることです。読み取りスケール可用性グ

ループは、SQL Server 2017 の新機能です。 

Linux のための Always On 可用性グループ 

Always On 可用性グループが Linux 版に追加されたため、クリティカル ワークロードを実行しながら、データ

ベース ソフトウェアの耐性をテストすることができます。この機能は、SQL Server 2017 でサポートされている

すべての Linux OS ディストリビューション (Red Hat Enterprise Linux、Ubuntu、SUSE Linux Enterprise Server) で

使用できるようになりました。可用性グループを、柔軟かつ統合された効率的な HADR ソリューションにしてい

るすべての機能は、Linux で利用できます。これには、マルチデータベース フェールオーバー、複数の同期/非同

期セカンダリ、手動または自動フェールオーバー、読み取りとバックアップのワークロード用のアクティブ セカ

ンダリなどがあります。この機能の詳細については、「SQL Server on Linux の Always On 高可用性グループ」を

参照してください。 

https://docs.microsoft.com/ja-jp/sql/linux/sql-server-linux-availability-group-overview
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単一の Always On 可用性グループのメンバー インスタンスは、Windows、Linux、または両方のオペレーティン

グ システムの混在を実行することができます。これにより、SQL Server から Linux への移行を行う場合に、ス

イッチ オーバーする前に、ワークロードとアプリケーションのテストを容易に行うことができます。 

読み取り可能なセカンダリ レプリカの負荷分散 

セカンダリ レプリカは、すべてのセカンダリ データベースへの読み取り専用アクセスをサポートします。通

常、これらのレプリカは、プライマリ レプリカと同期しています。これには、フルテキスト インデックスや永

続メモリ最適化テーブルなどがあります。これは、セカンダリ レプリカがデータ マートのようなサービスを提

供できることを意味し、少ない遅延で運用環境データへの読み取り専用アクセスを提供します。また、読み取り

専用要求のルーティングを、可用性グループ リスナーで負荷分散することもできます。これにより、読み取り専

用ワークロードをセカンダリ レプリカにルーティングする方法を制御することができます。詳細については、

「可用性グループの読み取り専用ルーティングの構成」を参照してください。 

  

https://docs.microsoft.com/ja-jp/sql/database-engine/availability-groups/windows/configure-read-only-routing-for-an-availability-group-sql-server#loadbalancing
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データ ウェアハウスとビッグ データにおける SQL Server 2017 

ペタバイト規模のデータ ウェアハウス 

マイクロソフトは、SQL Server の進化により、ペタバイト規模のデータ ウェアハウスの実現に注力してきまし

た。SQL Server 2017 では、Linux でもこのスケーラビリティを活用できます。非クラスタ化データ ウェアハウス

のパフォーマンスを示す 1 TB TPC-H ベンチマークの最近の世界新記録は、Red Hat Enterprise Linux と HPE 

ProLiant ハードウェア上で稼働する SQL Server 2017 で達成されました。これは SQL Server のパフォーマンス

が、Windows と Linux のオペレーティング システムで同様に優れていることを示しています。5 6  

  

  

                                                      

5 Delivering AI with data: the next generation of the Microsoft data platform (リンク) 

6 Microsoft SQL Server, Linux and HPE Performance Benchmark Love Story (リンク) 

https://blogs.technet.microsoft.com/dataplatforminsider/2017/04/19/delivering-ai-with-data-the-next-generation-of-microsofts-data-platform/
https://community.hpe.com/t5/Servers-The-Right-Compute/Microsoft-SQL-Server-Linux-and-HPE-Performance-Benchmark-Love/ba-p/6960184
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あらゆる種類のデータにクエリを実行可能 

SQL Server の PolyBase を使用すると、Azure Blob Storage や Hadoop などのプラットフォームで、構造化データ

と半構造化データや非構造化データを併せて活用できます。T-SQL を使用して両方のストアに格納されたデータ

にクエリを実行できるため、追加のクエリ言語を組み込む必要がありません。PolyBase を使うと、Hadoop、

Azure Blob Storage、Azure Data Lake Store との間で、データのインポートやエクスポートを行えます。別途の 

ETL やインポート プロセスは必要ありません。さらに、PolyBase のクエリ最適化によって計算を Hadoop クラス

タにプッシュすることができ、MapReduce ジョブを作成して、より効率的な分散クエリ パフォーマンスを実現

できます。 

 
 

PolyBase では、ハイブリッド シナリオでデータを移動することもできますが、データを格納場所に残したまま、

ソースからクエリを行う方法もよく使われます。これはデータ レイクの概念につながります。データ レイクの

概念は、生のビッグ データを移動させることなく、そのデータへのフル アクセスを提供することと考えること

ができます。これは、データ ウェアハウスへのデータの移動や同期を行うことなく、ビッグ データを処理して

容易に分析を行うための代替アプローチと考えることができます。データを移動しないことによるメリットはい

くつかあります。通常、データ レイクの接続の設定以外には、開発は不要になります。また、このアプローチを

利用することで、データの移動や変更に伴う組織上の制限からも解放されます。最後に、データの処理や同期は

複雑な操作が伴うことがあり、最良のインサイトを得るためにデータをどのように処理すべきかが事前にわから

ないことがあります。SQL Server 2017 と PolyBase は、データ レイクを設定して、リレーショナル データと組み

合わせ、これらのデータで分析や BI を実行する際の重要なコンポーネントとなります。 
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パフォーマンスのスケーラビリティを維持するため、PolyBase アーキテクチャは SQL Server ノードのスケールア

ウトをサポートしています。グループ ヘッド ノードの制御下で、多数の SQL Server インスタンスを PolyBase グ

ループに追加できます。ヘッド ノードに PolyBase クエリを発行し、ヘッド ノードは、PolyBase グループのコン

ピューティング ノードにワークロードを分散します。 

 
 

PolyBase は現在、Windows のみの機能です。 

データ ウェアハウジングのためのクラスタ化列ストア インデックス 

SQL Server は、更新可能なクラスタ化列ストア インデックスをサポートしています。これは従来の行ストア テー

ブルを置き換えるもので、SQL Server 2014 で初めて導入されました。クラスタ化列ストア インデックスを使用

すると、データ ウェアハウスと意思決定支援システム (DSS) のワークロードで、データを変更して同時にデータ

を読み込むことができます。I/O の削減と最適化されたクエリの実行により、最大 100 倍の高速化を実現しま

す。これは、新しいプロセッサ アーキテクチャの使用や、新しい BATCH 実行モードの使用により、圧縮形式で

述語を適用したり、可能な場合は述語をストレージ レイヤーにプッシュ ダウンしたりする手法によって実現さ

れています。 

一般的なシナリオは、ファクト テーブルを、行ストア ヒープまたはクラスタ化インデックスから、クラスタ化

列ストア インデックスに変換することです。クラスタ化列ストア インデックスは、高速かつ更新可能で、追加

のインデックスを必要とせずに、高速なアドホック クエリを行えます。 
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テーブルのパーティション分割 

SQL Server はテーブルとインデックスのパーティション分割をサポートしています。これは SQL Server 2005 以

降の機能です。パーティション分割されたテーブルとインデックスのデータは、データベース内の複数のファイ

ルグループに分散される単位に分割されます。データは水平分割され、行のグループは個々のパーティションに

マッピングされます。単一のインデックスまたはテーブルのすべてのパーティションは、同じデータベースに存

在する必要があります。テーブルまたはインデックスは、データにクエリまたは更新が実行されるとき、単一の

論理エンティティとして扱われます。 

 

大きなテーブルまたはインデックスをパーティション分割すると、次のような管理上やパフォーマンス上のメ

リットが得られます。 

 

 データのサブセットを迅速かつ効率的に転送またはアクセスしながら、データ コレクションの整合性を

維持することができます。たとえば、OLTP から OLAP システムへのデータのロードなどの操作は、数秒

で完了します。データがパーティション分割されていない場合には、数分や数時間を要することもあり

ます。 

 

 1 つまたは複数のパーティションで、メンテナンス操作をより迅速に実行できます。これらの操作は、

テーブル全体ではなく、データのサブセットのみを対象とするため、より効率的に実行されます。たと

えば、1 つのパーティションのデータを圧縮するか、複数のパーティションのデータを圧縮するかを選択

したり、インデックスの 1 つのパーティションを再構築するか、複数のパーティションを再構築するか

を選択したりできます。 

 

 頻繁に実行するクエリの種類とハードウェア構成に基づいて、クエリのパフォーマンスを向上させるこ

とができます。たとえば、クエリ オプティマイザーは、2 つ以上のパーティション分割テーブル間で、

テーブルのパーティション分割列が同じである場合には、パーティション自体を結合できるため、等価

結合クエリをより高速に処理できます。 

 

 SQL Server は I/O 操作のためにデータの並べ替えを実行する場合、最初にパーティションごとにデータ

を並べ替えます。SQL Server は一度に 1 つのドライブにアクセスするため、パフォーマンスが低下する

可能性があります。データの並べ替えのパフォーマンスを向上させるには、RAID を設定して複数のディ

スクにわたって、パーティションのデータ ファイルをストライピングします。これにより、SQL Server 

は引き続きパーティションごとにデータを並べ替えますが、すべてのドライブの各パーティションに同

時にアクセスできます。さらに、テーブル全体ではなくパーティション レベルでのロック エスカレー

ションを有効化することで、パフォーマンスを向上させることができます。これにより、テーブルでの

ロックの競合を減らすことができます。 
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ビジネス インテリジェンスにおける SQL Server 2017 

Reporting Services 

SQL Server Reporting Services (SSRS) は、組織内でレポートを作成、展開、管理するための最新のオンプレミス 

ソリューションを提供します。SQL Server 2016 以降では、Reporting Services のエンタープライズ レポートに最

新の設計が導入されています。スマートフォンやタブレット向けに最適化されたモバイル レポートを作成するこ

とで、組織内の多くのユーザーがデータを活用できるようになり、また改ページ調整された最新のレポートも作

成できます。 

このサーバー ベースのレポート プラットフォームには、レポートの作成、管理、および配信を行うための包括

的なツール セットに加えて、開発者がデータおよびレポート処理をカスタム アプリケーションで統合または拡

張するための API が含まれています。これらのツールは、Microsoft Visual Studio 環境内で機能し、SQL Server の

ツールおよびコンポーネントと完全に統合できます。レポート ビルダーを使うと、レポート作成者は改ページ調

整されたレポートを作成し、レポート サーバーにパブリッシュできます。Mobile Report Publisher を使うと、レ

ポート作成者はモバイル レポートを作成し、レポート サーバーにパブリッシュできます。Visual Studio には SQL 

Server Data Tools (SSDT) が統合されているため、開発者は Visual Studio 統合開発環境内で改ページ調整されたレ

ポートを作成し、プロジェクト、ソース管理、構築、展開などの機能を活用できます。 

SSRS では HTML5 に基づいて構築されたレスポンシブな Web ポータルが提供されているため、ユーザーは最新

のブラウザーを使ってすべてのレポートに 1 か所からアクセスし、レポート (改ページ調整されたレポートとモ

バイル レポートの両方) の参照、検索、表示、および管理を行うことができます。スケジュールおよび配信エー

ジェントによって、スケジュールに合わせてデータ セットが更新され、レポートが実行され、改ページ調整され

たレポートがメールや他の方法でユーザーに配信されます。SQL Server データベース エンジン上に構築されたレ

ポート サーバー データベースにコンテンツ カタログが格納されて管理されます。コンテンツ カタログには、

データ ソース、データ セット、改ページ調整されたレポート、モバイル レポート、KPI などが含まれます。レ

ポート サーバー上、または SQL Server を実行している別のサーバー上のデータベースを利用できます。 
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Reporting Services は、従来の表形式のレポートに加えて、モバイル レポートとダッシュボードもサポートして

います。 

SQL Server 2017 の Reporting Services では、次のようないくつかの新機能が追加されています。 

 コメント: レポートでコメントを利用して、フィードバックを書き込んだり、他の人と共同作業したりで

きるようになりました。コメントには添付ファイルを含めることもできます 

 DAX サポートの強化: レポート ビルダーと SQL Server Data Tools を使用すると、サポートされる SQL 

Server Analysis Services の表形式データ モデルに対して、クエリ デザイナーで必要なフィールドをド

ラッグして、ネイティブ DAX クエリを作成できるようになりました。 

Reporting Services の機能の詳細については、「Reporting Services」を参照してください。Reporting Services は

現在、Windows のみの機能です。 

Power BI レポート サーバー 

Power BI は、セルフサービス型のコラボレーションにより、データを共有、視覚化、分析できるようにする、一

連のサービスと機能です。Power BI では、オンプレミスやオンラインのデータ ソースに接続して、固定スケ

ジュールで自動的に更新することができます。Power BI を使用して、既存のオンプレミス レポートやデータ モ

デルを活用することもできます。 

https://docs.microsoft.com/ja-jp/sql/reporting-services/create-deploy-and-manage-mobile-and-paginated-reports
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Power BI Desktop を使用すると、幅広いデータ ソースに接続するレポート、ダッシュボード、データ モデルを、

セルフサービス型で設計できます。Power BI Desktop の機能の詳細については、「Power BI Desktop ハブ」を参

照してください。 

Power BI サービスを使用すると、ユーザーはブラウザーまたはモバイル デバイスを使って、マイクロソフトのパ

ブリック クラウドに Power BI レポートを保存してアクセスできます。Power BI Premium サービスを使うと、

ユーザーは Power BI レポートを共有してコラボレーションを行うことができます。Power BI の機能の詳細につい

ては、「Power BI ハブ」を参照してください。 

Power BI レポート サーバーは SQL Server 2017 Reporting Services 上に構築されており、Power BI Desktop で設計

されたレポートを、Power BI クラウド サービスではなく、オンプレミス サーバーに展開できます。パブリック 

クラウドの Power BI サービスを使用できないようなデータ保護ポリシーを持つ組織では、Power BI レポート サー

バーを使用することにより、Power BI レポートのメリットを活用できます。Power BI Premium サービスのサブス

クリプションには Power BI レポート サーバーに対するライセンスが含まれているため、オンプレミスの Power 

BI レポートの作成を開始することができ、それらを後からクラウドに移行することもできます。 

Power BI レポート サーバーの機能の詳細については、「Power BI レポート サーバー ハブ」を参照してくださ

い。Power BI レポート サーバーは現在、Windows のみの機能です。 

 

https://powerbi.microsoft.com/desktop/
https://powerbi.microsoft.com/
https://powerbi.microsoft.com/report-server/
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Analysis Services 

SQL Server 2017 Analysis Services (SSAS) は、最新のデータ接続性と変換機能を備えており、Power BI データ ソー

スをサポートしています。さらに SSAS は、データ マッシュアップ変換、ドリルスルー、不規則階層など、高度

な BI モデリング機能もサポートしています。SSAS は、インメモリの表形式モデルや、従来の多次元 OLAP 

キューブを使用するように構成することもできます。 

  

SQL Server Analysis Services は、ビジネス インテリジェンスのセマンティック モデルを作成するための、いくつか

のアプローチを提供します。表形式、多次元形式 (OLAP キューブ)、Power Pivot for SharePoint などがあります。 

複数のアプローチによって、さまざまなビジネスやユーザーの要件に合わせたモデリングを可能にしています。

多次元モデルは、オープン スタンダードに基づいて構築された成熟したテクノロジであり、数多くの BI ソフト

ウェア ベンダーに採用されていますが、習得が難しい場合があります。表形式モデルは、リレーショナル モデ

リングのアプローチを提供し、多くの開発者にとって、より直観的に感じられます。Power Pivot はさらにシンプ

ルで、Excel によるビジュアル データ モデリングを提供し、SharePoint によるサーバー サポートを利用できま

す。すべてのモデルは、Analysis Services インスタンス上で実行されるデータベースとして展開されます。単一

のデータ  プロバイダー  セットを使用してクライアント  ツールによってアクセスでき、Excel、Reporting 

Services、Power BI、他のベンダーの BI ツールを使って、対話型または静的なレポートとして視覚化できます。 

表形式と多次元モデルのソリューションは、SQL Server Data Tools (SSDT) を使用して構築されており、オンプレ

ミスのスタンドアロン Analysis Services インスタンスで実行される、企業 BI プロジェクトを対象としています。

表形式モデルでは、クラウド内の Azure Analysis Services サーバーで実行されます。どちらのソリューション

も、高性能の分析データベースを提供し、BI クライアントと容易に統合できます。 
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表形式モデルと多次元モデルでは、外部ソースからインポートされたデータを使用します。データに最も適した

モデルの種類を決定する際には、インポートする必要があるデータの量と種類を考慮する必要があります。表形

式と多次元のソリューションではどちらも、データをインポートするデータ ウェアハウスと比べて、Analysis 

Services のデータベースのサイズを縮小できるデータ圧縮を使用します。実際の圧縮は基になるデータの特性に

応じて異なるため、データが処理されてクエリで使用された後にソリューションで必要となるディスクとメモリ

の量を正確に把握する方法はありません。 

表形式データベースは、インメモリまたは DirectQuery モードで実行され、クエリの実行を外部データベースに

オフロードします。表形式のインメモリ分析では、データベースはすべてメモリに格納されます。つまり、すべ

てのデータを読み込むだけでなく、クエリをサポートする追加のデータ構造を作成するためにも十分なメモリが

必要です。SQL Server 2016 で強化された DirectQuery は、以前よりも制限が少なく、パフォーマンスが向上して

います。バックエンドのリレーショナル データベースをストレージとクエリの実行に利用することで、従来より

も大規模な表形式モデルの構築が可能になりました。多次元オフロードでは、データの格納とクエリの実行を 

ROLAP によって行えます。クエリ サーバーでは、行セットをキャッシュすることができ、古い行はページアウ

トすることができます。 

SQL Server 2017 では Analysis Services のために、次のようないくつかの新機能が追加されています。 

 表形式モデルのオブジェクト レベルのセキュリティ 

 [データの取得] の機能強化: 新しいデータ ソース、表形式モデルの最新のエクスペリエンス。 

 不規則階層のサポートの拡張: メンバーを非表示の新機能により、不規則階層のブランク メンバーを非表

示にします。 

 

Analysis Services の機能の詳細については、「Analysis Services」を参照してください。Analysis Services は現在、

Windows のみの機能です。  

https://docs.microsoft.com/ja-jp/sql/analysis-services/analysis-services
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アドバンスド アナリティクスにおける SQL Server 2017 

SQL Server 2017 では Python が追加され、SQL R Services は SQL Server Machine Learning Services と名前が変

更されました。SQL Server Machine Learning Services を使用すると、機械学習とデータ サイエンスのニーズに合

わせて、SQL Server 内でスケーラブルな R と Python のどちらにもアクセスできます。以前と同様に、Windows 

用のスタンドアロン版もオプションでインストールできます。SQL Server 2017 では、この Windows 用のスタン

ドアロン版は Microsoft Machine Learning Server と名前が変更され、スケーラブルな R と Python の両方のサ

ポートが含まれます。 

  

アドバンスド アナリティクスにおける、業界をリードする革新的な機能を使って、迅速にインサイトを取得でき

ます。まず、R 言語と Python 言語のサポートにより、ユーザーは好みのツールで作業を行い、データが存在する

場所にインテリジェンスをプッシュすることができます。さらに、GPU を使用したスケーラブルな並列化や高度

な機械学習アルゴリズムを活用できます。たとえば、列ストアのデータを準備したり、R や Python を使って予測

を作成したり、インメモリ OLTP テーブルにデータを格納したり、Power BI や Reporting Services を使って視覚

化を行ったりすることができます。SQL Server 2017 は、アドバンスド アナリティクスと機械学習を搭載した、

最初の商用データベースです。 

Machine Learning Services の機能の詳細については、「Microsoft Machine Learning Services」を参照してくださ

い。Machine Learning Services は現在、Windows のみの機能です。 

  

https://docs.microsoft.com/ja-jp/sql/advanced-analytics/r/r-services
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データ統合と情報管理における SQL Server 2017 

SQL Server Integration Services (SSIS) 

SQL Server 2005 以降の機能である SQL Server Integration Services (SSIS) は、エンタープライズ レベルのデータ

統合ソリューションとデータ変換ソリューションを構築するためのプラットフォームです。Integration Services 

を使用すると、ファイルのコピーやダウンロードを行ったり、イベントに対してメール メッセージを送信した

り、データ ウェアハウスを更新したり、データのクリーニングやマイニングを行ったり、SQL Server のオブジェ

クトやデータを管理したりすることで、複雑なビジネス課題を解決できます。このパッケージは単独または他の

パッケージと連携して動作して、複雑なビジネス ニーズに対応できます。Integration Services は、XML データ 

ファイル、フラット ファイル、リレーショナル データ ソースなどの、さまざまなソースからデータを抽出して

変換し、そのデータを 1 つまたは複数の宛先に読み込むことができます。 

Integration Services には、搭載型タスクと変換の豊富なセット、パッケージを構築するツール、パッケージの実

行と管理のための Integration Services サービスが含まれています。Integration Services のグラフィカルなツール

を使用して、コードを 1 行も記述することなく、ソリューションを作成できます。また、Integration Services の

さまざまなオブジェクト モデルを使ってプログラミングして、プログラムによってパッケージを作成したり、カ

スタム タスクやその他のパッケージ オブジェクトのコーディングをしたりできます。 

SQL Server 2017 の Integration Services では、次のようないくつかの新機能が追加されています。 

 Linux のサポート: Linux を実行しているコンピューターで SSIS パッケージを実行できるようになりました。 

 スケール アウトのサポート: SSIS のスケール アウトには、1 つの SSIS スケール アウト マスターと 1 つま

たは複数の SSIS スケール アウト ワーカーが含まれます。スケール アウト マスターはスケール アウト管

理を行い、ユーザーからのパッケージ実行要求を受け取ります。スケール アウト ワーカーは、スケール 

アウト マスターから実行タスクを引き出し、パッケージ実行作業を行います。Integration Services ス

ケール アウトは、スケール アウト マスターとスケール アウト ワーカーがマシン上で並列に設定されて

いる、1 台のマシンで構成できます。スケール アウトは複数のマシンで実行することもできます。その

場合、各スケール アウト ワーカーは異なるマシン上にあります。 

Integration Services の機能の詳細については、「SQL Server Integration Services」を参照してください。 

マスター データ サービス 

SQL Server 2008 R2 以降の機能であるマスター データ サービスを使用すると、組織のデータのマスター セット

を管理できます。データをモデルに編成し、データを更新するためのルールを作成して、データの更新者を制御

することができます。Excel アドインと Web アプリケーションを使用すると、組織内の他の人とマスター データ 

セットを共有できます。 

https://docs.microsoft.com/ja-jp/sql/integration-services/sql-server-integration-services
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マスター データ サービスでは、モデルはマスター データの構造の最上位の単位です。類似のデータのグループ

を管理するためにモデルを作成します。たとえば、オンライン製品データを管理することができます。1 つのモ

デルには 1 つまたは複数のエンティティが含まれ、エンティティにはデータ レコードであるメンバーが含まれま

す。たとえば、オンライン製品のモデルには、製品、色、スタイルなどのエンティティを含むことができます。

カラー エンティティには、そのメンバーとして、赤、銀、黒を含むことができます。 

SQL Server 2017 では、マスター データ サービスのパフォーマンスが強化されています。 

マスター データ サービスの機能の詳細については、「マスター データ サービスの概要」を参照してください。

マスター データ サービスは現在、Windows のみの機能です。 

Data Quality Services 

SQL Server 2012 以降の機能である Data Quality Services (DQS) は、知識主導型のデータ品質製品です。DQS を使

うと、ナレッジ ベースを構築し、それを使用して、さまざまな重要なデータ品質タスクを実行できます。データ

の修正、強化、標準化、重複排除などを行うことができます。DQS を使用すると、参照データ プロバイダーが

提供するクラウド ベースの参照データ サービスを使用して、データのクレンジングを行えます。また DQS は、

データ品質タスクに統合されたプロファイリングを提供し、データの整合性を分析することができます。 

DQS は、SQL Server 2017 の一部としてインストールされる Data Quality Server と Data Quality Client で構成され

ています。Data Quality Server は、データ品質の機能とストレージを備えた 3 つの SQL Server カタログで構成さ

れる、SQL Server インスタンスの機能です。Data Quality Client は SQL Server の共用機能であり、ビジネス ユー

ザー、インフォメーション ワーカー、IT 担当者は、コンピューター支援によるデータ品質分析を実行して、対話

型でデータ品質を管理できます。Integration Services の DQS クレンジング コンポーネントと、マスター データ 

サービス (MDS) のデータ品質機能 (両者とも DQS に基づいています) を使って、データ品質プロセスを実行する

こともできます。 

DQS が提供するデータ品質ソリューションによって、データ管理者または IT 担当者は、データの品質を維持し、

そのデータがビジネス用途に適していることを確認できます。DQS は知識主導型のソリューションであり、コン

ピューター支援型と対話型の両方の方法を使って、データ ソースの整合性と品質を管理することができます。

DQS を使うと、データに関する知識を発見、構築、管理できます。その知識を使用して、データのクレンジン

グ、マッチング、プロファイリングを実行できます。また、DQS のデータ品質プロジェクトでは、参照データ プ

ロバイダーのクラウド ベースのサービスを使用することもできます。 

DQS は、データ品質の問題を解決するために、次の機能を提供します。 

 データ クレンジング: コンピューター支援型と対話型の両方のプロセスを使って、不正確または不完全な

データの変更、削除、強化を行います。 

https://docs.microsoft.com/ja-jp/sql/master-data-services/master-data-services-overview-mds
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 マッチング: 一致を発見するルールベースのプロセスで、セマンティックの重複を識別し、重複排除を実

行できるようにします。 

 参照データ サービス: 参照データ プロバイダーのサービスを使用して、データの品質を検証します。

Microsoft Azure Marketplace の参照データ サービスを使用して、データのクレンジング、検証、マッチ

ング、強化を行うことができます。 

 プロファイリング: ナレッジ ディスカバリ、ドメイン管理、マッチング、データ クレンジングの各プロ

セスのあらゆる段階で、データ品質についてのインサイトを取得するため、データ ソースを分析しま

す。プロファイリングは、DQS のデータ品質ソリューションの強力なツールです。データ品質ソリュー

ションでは、プロファイリングはナレッジ管理、マッチング、データ クレンジングと同様に重要です。 

 監視: データ品質アクティビティの状態を追跡して決定します。監視によって、データ品質ソリューショ

ンの目的が達成されているかどうかを検証できます。 

 ナレッジ ベース: Data Quality Services は知識主導型のソリューションであり、DQS を使って構築した知

識に基づいて、データを分析します。これによって、データに関する知識を継続的に向上させる、デー

タ品質プロセスを作成できます。これにより、データの品質を継続的に向上できます。 

Data Quality Services の機能の詳細については、「Data Quality Services」を参照してください。Data Quality 

Services は現在、Windows のみの機能です。  

https://docs.microsoft.com/ja-jp/sql/data-quality-services/data-quality-services
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SQL Server 2017 のセキュリティ 

SQL Server のすべてのエディションは、組織のデータを分離して保護され安全に保つように設計された、強靱な

機能を備えています。 

Always Encrypted 

Always Encrypted は、Azure SQL Database や SQL Server データベースに格納する、クレジット カード番号や国

民識別番号 (たとえば米国の社会保障番号) などの機密データを保護するために設計された機能です。Always 

Encrypted 機能を使うと、アプリケーション内の機密データを暗号化しながら、暗号化キーをデータベース エン

ジン (SQL Database または SQL Server) に公開する必要がありません。その結果、Always Encrypted によって、

データを所有して表示できるユーザーと、データ管理はするがアクセスはできないユーザーを分離することがで

きます。Always Encrypted を使うと、オンプレミスのデータベース管理者や、クラウド データベース運用者や、

高い特権を持つがアクセスの権限は持たないその他のユーザーが、暗号化されたデータにアクセスできないよう

になります。これにより、直接の制御下にはないストレージにも機密データを安心して格納できます。これによ

り、Azure 上の保管中のデータと稼働中のデータを暗号化できます。またオンプレミスのデータベース管理を第

三者に委託できます。自社の DBA スタッフのセキュリティ許可要件を軽減することができます。詳細について

は、「Always Encrypted」を参照してください。 

https://docs.microsoft.com/ja-jp/sql/relational-databases/security/encryption/always-encrypted-database-engine
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Transparent Data Encryption 

Transparent Data Encryption (TDE) は、SQL Server、Azure SQL Database、Azure SQL Data Warehouse のデータ 

ファイルを暗号化します。これは保管時データの暗号化と呼ばれています。データベースを保護するには、いく

つかの予防策を講じることができます。たとえば、セキュリティ保護されたシステムを設計したり、機密資産を

暗号化したり、データベース サーバーの周囲にファイアウォールを構築したりする方法があります。ただし、ド

ライブやバックアップ テープなど物理メディアが盗まれた場合、悪意のある第三者がデータベースを復元または

接続してデータを参照できる場合があります。1 つの解決策は、データベース内の機密データを暗号化し、デー

タの暗号化に使用される鍵を証明書で保護することです。これにより、キーを持っていない第三者によるデータ

の使用を防ぐことができますが、この保護は事前に構成する必要があります。 

TDE はリアルタイムで、データ ファイルとログ ファイルの I/O の暗号化と復号化を実行します。この暗号化では、

復旧時に使用できるようにデータベース ブート レコードに格納されている暗号化キー (DEK) が使用されます。DEK 

は、サーバーのマスター データベースに格納されている証明書を使用して保護されている対称キーか、EKM モ

ジュールによって保護されている非対称キーです。詳細については、「Transparent Data Encryption (TDE)」を参照し

てください。 

行レベル セキュリティ 

行レベル セキュリティ (RLS) を使用すると、クエリを実行するユーザーの特性 (たとえば、グループ メンバー

シップや実行コンテキスト) に基づいて、データベース テーブルの行へのアクセスを制御できます。 

行レベル セキュリティにより、アプリケーションのセキュリティ設計とコーディングを簡素化できます。行レベ

ル セキュリティにより、データ行のアクセス制限を実装できます。たとえば、従業員が自部門に関するデータ行

にのみアクセスできるようにしたり、顧客が自社に関するデータ行にのみアクセスできるようにしたりすること

ができます。 

アクセス制限ロジックは、データとは別のアプリケーション層ではなく、データベース層に存在します。データ

ベース システムは、どの層からでもデータ アクセスが試行されるたびに、アクセス制限を適用します。これに

より、セキュリティ システムは、そのサーフェス エリアを小さくすることによって、信頼性と強靱性が向上し

ます。詳細については、「行レベル セキュリティ」を参照してください。 

 

 

https://docs.microsoft.com/ja-jp/sql/relational-databases/security/encryption/transparent-data-encryption
https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/dn765131.aspx
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動的データ マスク 

動的データ マスク (DDM) は、非特権ユーザーに対してマスクを行うことにより、機密データの露出を制限しま

す。これにより、アプリケーションのセキュリティ設計とコーディングを大幅に簡素化できます。 

動的データ マスクは、公開する機密データの量を指定できるようにすることにより、アプリケーション レイヤーへ

の影響は最小限に留めながら、機密データへの無許可のアクセスを防止するのに役立ちます。動的データ マスクを

データベース上に設定すると、データベース内のデータを変更することなく、指定されたデータベース フィールド

の結果セット内の機密データを隠すことができます。動的データ マスクでは、マスキング ルールがクエリ結果に適

用されるため、既存のアプリケーションで簡単に使用できます。多くのアプリケーションでは、既存のクエリを変

更することなく、機密データをマスクすることができます。詳細については、「動的データ マスク」を参照してく

ださい。 

監査 

SQL Server の監査機能を使用すると、データベース エンジンのインスタンスまたは個々のデータベースで発生す

る、イベントを追跡してログを記録することができます。サーバー監査には、サーバー レベルのイベントのため

の、サーバー監査の仕様を含めることができ、データベース監査には、データベース レベルのイベントのための

仕様を含めることができます。監査されたイベントは、イベント ログまたは監査ファイルに書き込むことができ

ます。 

環境のガバナンスまたは標準要件に応じて、SQL Server の監査にはいくつかのレベルがあります。SQL Server 

Audit は、さまざまなサーバーやデータベース オブジェクトに対する監査の有効化、格納、表示のために必要と

なる、ツールとプロセスを提供します。詳細については、「SQL Server Audit」を参照してください。 

  

https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/mt130841.aspx
https://docs.microsoft.com/ja-jp/sql/relational-databases/security/auditing/sql-server-audit-database-engine
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SQL Server 2017 クラウド 

ハイブリッド クラウドの概念として、組織には通常、ビジネス全体にわたって展開されているさまざまなアプリ

ケーションのポートフォリオと、独自の要件を持つ広範な環境があると認識されています。アプリケーションに

よっては、クラウド コンピューティングで提供される、一種のコモディティ化された "汎用サイズ" の環境には

展開できない、詳細で複雑なハードウェア構成が必要となる場合もあります。同様に、大規模なパブリック クラ

ウドは、需要の浮き沈みがきわめて大きいアプリケーションを持つビジネスにとって、非常に有力なリソースで

す。需要のピークに対応するために十分なレベルのオンプレミス ハードウェアを割り当てることは経済的に不可

能であるためです。ハイブリッド クラウドに対するマイクロソフトの目標は、アプリケーションを実行する方法

および場所に関する広範な選択肢を提供すると同時に、ソリューションのポートフォリオ全体で共通のサーバー

製品、ツール、および専門知識を使用できるようにすることです。 

Azure へのバックアップ 

ハイブリッド クラウドのアプローチによって、バックアップ戦略を大幅に拡充することができます。SQL Server 

には、Azure へのバックアップのいくつかのオプションがあります。管理対象バックアップ、Azure Block Blob へ

のバックアップ、Azure Storage スナップショット バックアップなどがあります。管理対象バックアップは、

Azure Blob Storage への SQL Server バックアップの管理と自動化を容易にする機能を提供します。管理ノードの 

SQL Server Management Studio のオブジェクト エクスプローラーで直接アクセスできる簡単なインターフェイス

で、すべてのインスタンスまたは個々のデータベースを管理できます。オフサイトの地理冗長バックアップを提

供し、保持期間を制御する機能を備え、保持期間内の指定された特定の時点への復元をサポートします。 

管理対象バックアップは、データベース レベルまたは SQL Server インスタンス レベルで構成することもできま

す。インスタンス レベルで構成すると、新しいデータベースも自動的にバックアップされます。データベース 

レベルで設定を行うと、インスタンス レベルの既定値を上書きできます。さらにセキュリティを強化するために

バックアップを暗号化することもできます。また自動化されたカスタム スケジュールを設定して、バックアップ

の実行時期を制御することもできます。Azure Block Blob へのバックアップによって、Azure Blob Storage への

バックアップを管理し、プロセスをきめ細かく制御できます。 

SQL Server 2014 では、Microsoft Azure のデータ ファイルが導入され、SQL Server データベース ファイルの 

Azure Blob としての保存がネイティブ サポートされました。これにより、オンプレミスまたは Azure の仮想マシ

ンで実行している SQL Server のデータベースを、Azure Blob Storage でデータ専用の保存場所に作成することが

できるようになりました。また、Azure Storage からの復元または Azure Storage への復元が可能となることによ

り、データベースのバックアップ ファイル用の代替の保存場所が提供されます。ファイル スナップショットを

使用したバックアップはこの機能に基づいており、バックアップを作成して復元を実行するための、最も高速で

安価な方法を提供します。Azure のスナップショットを使用し、Azure Blob Storage を使用して保存されたデータ

ベース ファイルに対して、ほぼ即時のバックアップと迅速な復元を提供します。この機能により、バックアップ

と復元のポリシーを簡素化できます。 
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ブロック BLOB を使用した Azure Backup とは異なり、データは実際には移動されません。代わりに、SQL Server 

データベース ファイルが Azure Storage に直接格納されると、それらのファイルのスナップショットが作成され

ます。バックアップ チェーンを確立するために、フル バックアップを 1 回実行する必要があります。スナップ

ショット バックアップは、SQL Server のバックアップ作成のリソース使用を最小限に抑えます。これは、中規模

から非常に大規模なデータベースで、バックアップの影響が大きい場合に特に役立ちます。 

各ファイルのスナップショットのバックアップ セットには各データベース ファイルのスナップショットが含まれて

いるため、復元プロセスでは、最大で 2 つの隣接するバックアップ セットが必要となります。これは、バックアッ

プ セットがデータベースのフル バックアップまたはログ バックアップの、いずれであるかにかかわらず当てはまり

ます。これは、従来のストリーミング バックアップ ファイルを使用して復元処理を実行する場合の復元処理とは、

大きく異なります。従来のストリーミング バックアップによる復元処理では、バックアップ セットのチェーン全

体、つまり、完全バックアップ、差分バックアップ、および 1 つ以上のトランザクション ログ バックアップを使用

する必要があります。復元プロセスの復旧の部分は、復元がファイル スナップショット バックアップを使用してい

るか、ストリーミング バックアップ セットを使用しているかにかかわらず、同じです。 

Azure VM における SQL Server 2017 

Azure プラットフォームは、パブリック クラウドで SQL Server を迅速かつ簡単に実行する方法を提供します。

SQL Server のさまざまなバージョンとエディションを利用できます。Azure ギャラリーには、現在サポートされ

ているすべての SQL Server のバージョン用に事前構築された VM イメージが含まれています。 

 SQL Server 2008 R2 

 SQL Server 2012 

 SQL Server 2014 

 SQL Server 2016 

 SQL Server 2017 

次のすべてのエディションに対応しています。 

 Enterprise 

 Standard 

 Web 

 Developer 

 Express 

SQL Server 2017 のイメージは、Windows Server 2016 または Linux で実行できます。以前の SQL Server のバー

ジョンは Windows で実行できます。ギャラリー イメージは、セキュリティと機能のリリースの更新が定期的に

適用されます。ギャラリー イメージを利用すると、新しい SQL Server VM を 10 分足らずで起動できます。 
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Azure VM 上の SQL Server は、ギャラリー イメージを実行する時間に応じて 1 分単位の課金でライセンスを利用

できます (使用した時間の分だけ料金を支払います)。または、ソフトウェア アシュアランスを利用しているお客

様は、既存のライセンスを Azure に持ち込んで (BYOL)、ギャラリー イメージを使用することができます。 

Azure VM は、750 MB の RAM を搭載したシングル コア マシンから、2048 GB の RAM を搭載した 128 コアま

で、あらゆるワークロードに適したパフォーマンス オプションを提供します。Azure VM は、柔軟なスケーリン

グをサポートしているため、需要に応じてコンピューティング  パワーを追加または削除できます。Azure 

Premium Storage では平均ディスク遅延が 4 ms 未満の高性能ストレージに簡単にアクセスでき、さらに遅延が  

1 ms 未満のローカル SSD 読み取りキャッシュも提供しています。お客様のデータは、各ディスクで 3 つのロー

カル コピーと 3 つのリモート コピーにより、ハードウェア障害から保護されています。 

Azure は高い安全性を備え、他のクラウド プロバイダーよりも多くのセキュリティ認証を取得しています。

Azure データ センターへの物理的なアクセスのセキュリティは厳格に確保されています。さらに暗号化により、

不正なアクセスからデータを保護します。ネットワーク セキュリティにより、サーバーとサービスへのアクセス

を Azure ネットワーク内の IP アドレスに制限します。外部ネットワークからの Azure へのアクセスは、TLS によ

る保護を使用して、パブリック インターネット経由、またはデータ センターへの仮想プライベート ネットワー

ク接続経由で行えます。Azure のセキュリティの詳細については、「Azure トラスト センター」にアクセスして

ください。 

Azure VM 上の SQL Server は、既存の SQL Server ワークロードをクラウドに簡単に移動できるだけでなく、他の

方法で SQL Server の環境で活用することもできます。たとえば、Always On 可用性グループにより、災害復旧ま

たはデータの地理的分散のための、第 3 のデータ センターの役割として利用することができます。 

機能セットではなく運用ニーズに基づいて SQL Server をデプ

ロイする 

2016 年 11 月にリリースされた SQL Server 2016 SP1 以降では、すべての SQL Server エディションにわたって、

開発者や組織に対してより一貫性のあるプログラマビリティ サーフェス領域を提供するための、主要な機能強化

が行われました。これにより、お客様とパートナーは、その成長に伴ってエディションやクラウドの規模を拡大

しながら、高度なアプリケーションを構築できます。開発者とアプリケーション パートナーは、インテリジェン

ト アプリケーションの作成時またはアップグレード時には、単一のプログラミング サーフェス領域に合わせて

構築して、各アプリケーションのニーズに合わせて拡張可能なエディションを使用できます。SQL Server 2017 

は、この機能を他のプラットフォームにも提供します。インメモリ OLTP、インメモリ列ストア、PolyBase、圧

縮、パーティション分割などの機能や、Always Encrypted、行レベル セキュリティ、動的データ マスクなどのセ

キュリティ機能や、基本的なレポート作成、アナリティクス、機械学習 (R や Python を利用できます) などを、

あらゆる場面で利用できます。 

https://azure.microsoft.com/overview/trusted-cloud/
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各エディションのスケールの制限 

機能 Enterprise Standard Express 

SQL Server データベース 

エンジンの単一インスタン

スで使用される最大コン

ピューティング能力 

オペレーティング シス

テムの最大値 

4 ソケットまたは 24 コア

のうち小さい方に制限 

1 ソケットまたは 4 コア

のうち小さい方に制限 

SQL Server データベース 

エンジンのインスタンスご

との最大使用可能メモリ 

オペレーティング シス

テムの最大値 

128 GB 1.4 GB 

最大リレーショナル デー

タベース サイズ 

524 PB 524 PB 10 GB 

この表は概要を示しています。各エディションの機能の完全な一覧については、「SQL Server 2017 のエディショ

ンとサポートされている機能」を参照してください。 

パフォーマンスで最初に考慮が必要なのは、コアの数とメモリの割り当てです。また、データベースの最大サイ

ズ、I/O 機能とデータのパーティション分割なども考慮します。ホスティングされたデータの予想される負荷に

よって能力が決まります。高可用性に関する考慮事項は、必要なセカンダリ レプリカの数と、バックアップや読

み取り専用アクセスなどにセカンダリが必要かどうかに重点を置きます。要件が変更された場合でも、アプリ

ケーションを SQL Server の別のエディションに移行する際には、それは移行の問題であり、関連するコンポーネ

ントの再作成は必要ありません。 

まとめ 

SQL Server 2017 は、SQL Server の進化における大きな一歩です。新しいテクノロジとイノベーションにより、

SQL Server の業界最高レベルのパフォーマンスとセキュリティ機能を継続的に向上しています。これらのエン

タープライズ対応機能は、SQL Server のすべてのエディションで利用できるようになったため、運用上のニーズ

に基づいて最適なエディションを選択することができます。再開可能なオンライン インデックスの再構築、アダ

プティブ クエリ処理、プランの自動修正などの新機能により、データ処理機能をさらに最適化できます。SQL グ

ラフにより、従来のリレーショナル モデルを使用することなく、グラフ構造内の関係をマッピングしてクエリを

行うことができます。最後に、SQL Server は Linux オペレーティング システムで利用できるようになり、さらに 

Linux と Windows のコンテナで活用できるため、データ エコシステムの構築と拡張のための幅広いオプションを

活用できます。 

https://docs.microsoft.com/ja-jp/sql/sql-server/editions-and-components-of-sql-server-2017
https://docs.microsoft.com/ja-jp/sql/sql-server/editions-and-components-of-sql-server-2017
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次のアクション 

SQL Server の詳細については、https://docs.microsoft.com/ja-jp/sql/index を参照してください。 

SQL Server 2017 の評価版をダウンロードするには、http://www.microsoft.com/ja-jp/sql-server/sql-server-

2017#resources にアクセスしてください。 

 

https://docs.microsoft.com/ja-jp/sql/index
http://www.microsoft.com/ja-jp/sql-server/sql-server-2017#resources
http://www.microsoft.com/ja-jp/sql-server/sql-server-2017#resources

